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I. 目的 

  

 本事業における訪問調査は、静岡市障害者歯科保健センターの業務について、外部評価

の制度化に向け、その評価項目や実施方法について検討を行うことを第一義的な目的とし、

試行事業という位置づけであるとはいえ、客観的な基準に基づき、中立公平の立場で外部

有識者である本学調査員がセンターの組織・サービス実施体制などを評価したものである。

福祉の分野で実施されている第三者評価事業では、行政監査、内部評価、関係者評価など

の従来からある評価方法を補完し、それぞれが関係性を持って実施されることを目的とし

ている。受審施設関係者の中には、第三者評価を受けることでサービスの質が高まるもの

と安易な理解をしている場合も尐なくなく、また、その評価結果に一喜一憂するなど評価

の目的やその活用方法を誤解してしまう場合も多い。福祉サービス第三者評価事業は、共

通の評価項目・評価基準により、研修を受けた調査員が中立公正な立場で客観的な評価を

するものであるが、施設職員個々の技量に基づく一つひとつのサービスの質を評価するも

のではない。提供される個々のサービスには職員の経験や知識だけでなく、利用者の状況

や環境などに大きく左右され、その質の評価の項目・内容は広範囲にわたり、基準の線引

きは非常に難しい。福祉サービス第三者評価事業では、職員個々が安定して継続的に質の

高いサービスが提供できるための仕組み、考え方、組織体制など基盤となる部分を評価す

るものである。また、同一基準に基づき研修を受けた評価員が評価するとはいえ、評価者

の経験・知識や視点・判断は異なり、評価が評価員で異なることは珍しいことではない。

そのため、訪問調査では複数の評価員で実施し、評価は評価員の合議により行われるが、

評価の客観性や公平性の確保は大きな課題である。第三者評価にも限界や欠点があり、第

三者評価自己評価や関係者評価などと合わせた総合的な評価が求められる。 

 本試行事業も同様であるが、評価結果はあくまでもサービスの質の向上や透明性の確保

などの取り組みを推進するための一つの手段であり、プロセスに過ぎない。重要な視点は、

客観的な基準に基づいて示された結果を課題として気づき、その結果をその後の事業運営

やサービス提供の改善につなげていく組織的な方法・手段としての位置づけであり、受審

施設の主体性である。外部評価結果は、Quality Improvement（質の改善）の指標になる

ものであり、PDCA サイクルの Check 機能の一つとして活用されてはじめて機能する。そ

のためにも、今回の訪問調査で得られた結果及びその考察を基に、評価基準・手法の妥当

性や客観性は常に追求していくことが求められる。また、今回の試行事業で実施した評価

項目や評価基準を原案として、静岡市だけでなく他の自治体障害者歯科保健事業で試行・

検討され、よりこの分野の外部評価に即した内容・記述に見直され、よって障害者歯科保

健サービスの向上や地域連携に基づく利用者・家族主体のサービス展開の契機となること

を期待する。 
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II. 構成と方法 

 

 本試行事業の訪問調査における評価項目や評価基準は福祉サービス第三者評価のものを

土台に、歯科診療や保健活動などの評価も加えてその前年度に発足した外部評価項目検討

部会で 1 年間かけて作成したものを使用した。福祉サービス第三者評価の考え方や評価基

準ポイントなどをほぼ準じる形で活用できたが、実際に「評価対象－評価分類－評価項目

－評価細目」という構成の中で、何について、どうように、どのレベルで、どのくらいの

ことを評価すべきかどうかの検討は非常に困難であった。さらに設定された細目に対する

「評価基準」、「評価基準の考え方と評価のポイント」、「評価の着眼点」の作成は時間を要

する作業であった。 

 その構成は大別して、「評価対象」を「I. 施設の基本方針と組織」「II. 組織の運営管理」

III. 適切な医療の実施」「IV. 適切な保健活動の実施」「V. 適切な地域連携の実施」「VI. 適

切な研修・啓発の実施」と 5 分類化した。その下部構成は「評価分類」であり、その分類

ごとに「評価項目」が複数設定されている。そして、実際に評価項目として評価対象とな

る項目が「細目」であり、その細目ごとに A・B・C の三段階評価（細目によっては A・C

の二段階評価）基準が設定してある。段階評価の判断する際の考え方や根拠とすべきポイ

ントは各細目ごとに「評価基準の考え方と評価のポイント」にまとめられ、具体的な評価

のチェック項目として「評価の着眼点」が整理されている構成となっている。評価項目や

評価基準の検討プロセスで修正、追加、削除などが何度も繰り返され、最終的に全細目数

186 について今回の訪問調査では評価した。福祉サービス第三者評価事業では、施設種別で

評価細目数は異なるが、静岡県の場合（国モデルをベースに各都道府県が独自に設定）、軽

費老人ホーム版の 83 細目から母子生活支援施設・障害児施設等の 113 細目となっている。 

 今回の訪問調査は、静岡市より本試行事業を事業委託された静岡県立大学短期大学部に

所属する社会福祉学科及び歯科衛生学科の教員 2 名が外部有識者としてセンターを訪問し、

書面等の確認、センター職員の聞き取り、診療場面のモニター観察・環境視察等の総合的

な手段で実施した。まず、平成 22 年 1 月 18 日（月）午後 15：30 より、歯科保健センタ

ーにおいて行政担当者及びセンター歯科医師との事前オリエンテーションを実施し、訪問

調査の目的、方法、内容等の検討及び確認を行った。その後、2 名の教員が主に休診日や診

療が終わった時間帯に 5 回（1 回あたり 2～3 時間程度）に分けてセンター歯科医師を中

心に聞き取り調査を実施した。その中で、実際の患者 2 名の診療場面では、利用者プライ

バシーに配慮したモニター画面を通した視察による確認を行った。また、センター内及び

城東保健福祉エリア内の環境面の調査も実施した。その調査結果は、本学に設けた外部評

価試行事業評価決定委員会において検討・協議され、その審議結果に基づく評価として追

加・修正された後に了承された。 
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III．調査結果 

 

 以下、本学評価決定委員会にて了承された調査結果について、調査細目に通し番号を付

け、その基準項目及び外部評価結果（評価及び判断理由・根拠）を表にまとめた。なお、

評価根拠に本試行事業の第 2 部「実態調査編」で取り上げた静岡市障害者歯科保健センタ

ー職員対象のアンケート調査は「センター職員調査」、利用者対象のアンケート調査は「利

用者調査」、障害者団体所属障害者対象のアンケート調査は「団体調査」、障害者施設職員

対象のアンケート調査は「施設職員調査」、歯科医師会員・従事者対象のアンケート調査は

「医療者調査」と略称する。また、単に「センター」と記述されたものは静岡市障害者歯

科保健センターを指し、「推進会議」とは静岡市障害者歯科保健推進事業推進会議である。 

 

 

I. 施設の基本方針と組織 

  1．理念・基本方針 

 ①理念や基本方針が確立されている 

 ②理念や基本方針が周知されている 

 

No. 
基準項目 

外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

1 

I-1-① 

センター設立の理念が明文化

されている 

C 

センター職員新人研修資料で設立理念が明確

に示されていることを確認できたが、文書と

して明文化されていない。センターHP 及びパ

ンフレットには、基本的な方向や考え方は明

記されているが、センターの使命・役割の反

映が十分示されていない。「静岡市障害者歯科

保健センター条例」にセンター設立の目的や

業務内容が明確に定められているが、そこか

ら設立理念として、センターの使命・役割や

目指す方向・考え方を具体的に読み取ること

はできない。 

2 

I-1-① 

設立理念に基づくセンターの

基本方針が明文化されている 

B 

センターの目的・機能は、設立理念が明文化

されていないものの、パンフレットや HP に

わかりやすく簡潔に示されており、基本方針

として読み取ることができる。しかし、その

内容は職員の行動規範になるような具体性に

欠けている。それら記述は、対外的にも誰に

何をどのようにサポートするのか明らかでな
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く、実施する事業内容に対する基本的な考え

方や姿勢を示すには十分ではない。 

3 

I-1-① 

基本方針に基づく目標及びそ

の達成手段が明文化されてい

る 

C 

センターの目標やその達成手段は、聞き取り

及び日本障害者歯科学発表資料などで明確に

示されていることを確認した。しかし、広報

誌、パンフレット、HP 等に具体的な目標やそ

の達成手段についての情報は掲載されていな

い。 

4 

I-1-② 

理念や基本方針が職員に周知

されている 

B 

理念や基本方針を採用時や新任研修などの機

会に明示しており、センター職員調査での周

知状況は 92.3％とほぼ周知されている結果で

あった点は評価できる（判断基準に数値設定

はされていない）。しかし、判断基準に理念や

基本方針はセンター事業の骨格をなし、セン

ター職員の行動規範となるものであり、職種

を問わずセンターに雇用される「すべての職

員」に周知されることが求められ、その継続

的な取り組みが必要である。 

5 

I-1-② 

理念や基本方針が利用者や家

族に周知されている 

B 

センターでの診療・相談等を受ける際には必

ずセンター機能・方針等を説明しており、そ

の基盤となる理念や基本方針についても触れ

られる。しかし、その周知状況は利用者調査

では 26.9％（判断基準に数値は設定されてお

らず、理念・基本方針を十分理解しているも

のの、それを理念・基本方針として認識して

いない場合も考えられ、数値はあくまでも判

断の参考材料である）であり、設立理念や基

本方針として利用者・家族にわかりやすい形

で、明確に説明・表示しておらず、その周知

には工夫が求められる。 

6 

I-1-② 

理念や基本方針が関係機関に

周知されている 

B 

業務連携する歯科医療機関、福祉施設、特別

支援学校等とは、設立理念や基本方針を含め

たセンター機能や業務内容等の説明を行い、

相互理解に基づく協働関係が構築されてい

る。しかし、その周知状況は医療者調査では

19.9%、福祉施設職員 13.3％であり、地域関
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係機関に対する理念・基本方針の明示や周知

方法に工夫が求められる。 

  

2．計画の策定 

 ①中・長期的なビジョンと計画が明確にされている 

 ②事業計画が適切に策定されている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

7 

I-2-① 

センター運営やサービスに

関する中・長期計画を策定

している 

A 

センター事業計画において、診療、保健、研

修啓発、連携の 4 機能ごとに基本目標が定め

られ、将来展望を踏まえた長期・中期計画及

び現状分析や課題の明確化に基づく当該年度

事業方針・計画が具体的に策定されている。

センター事業計画の評価は、センター職員の

定期的な会議や推進会議で報告・検討され、

必要な見直しが行われる仕組みがある。 

8 

I-2-① 

各年度の事業計画は、中・

長期計画の内容を反映して

いる 

A 

策定された長期・中期計画に基づき、各年度

の事業計画の内容は具体的に示され、実行可

能で明確な計画が策定されている。 

9 

I-2-② 

事業計画が職員参画のもと

で策定されている 

A 

センター各事業に直接関わる職員（歯科医師

及び歯科衛生士）は定期的なスタッフ・ミー

ティングなどの場で各年度の事業計画や長

期・中期計画について意見交換を行い、確認

する仕組みがある。ただし、事務職員を含む

センター職員調査では、事業計画の理解は

46.2％であった。 

10 

I-2-② 

事業計画の把握や評価・見

直しが組織的に行われてい

る 

A 

各年度において歯科保健モデル事業を定め、

その実施状況を把握し、スタッフ・ミーティ

ングや推進会議等において評価され、評価結

果に基づいた次年度モデル事業計画が策定さ

れている。 

11 

I-2-② 

事業計画に利用者・家族、

関係機関、歯科医療機関の

A 

有識者、家族会代表者、関係機関代表者が参

加する推進会議において事業計画は報告・説

明がなされ、検討・協議を経て、それらの意
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意見が反映されている 見を反映して策定される。評価対象に直接な

らないが、計画への意見反映に関して、利用

者調査 21.1％、団体調査 7.1％、医療者調査

10.9％、施設職員調査 10.1％であり、推進会

議を活用し、さらに多様な方法で様々な関係

者等からの意見が反映される工夫が求められ

る。 

  

3．管理者の責任とリーダーシップ 

 ①管理者の責任が明確にされている 

 ②管理者のリーダーシップが発揮されている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

12 

I-3-① 

管理者は、自らの役割と責任

を職員に対して明らかにして

いる 

C 

特定の者に対する能力評価ではなく、公設公

営センターとして評価基準で問われる確固た

る管理者の責任やリーダーシップを発揮すべ

き存在が見えにくいことが C 評価を付けた最

大の理由である。設置・運営上でセンター所

長が置かれているが、管理者としての実質的

な責任は明確ではなく、組織運営にリーダー

シップを発揮する役割は期待されていない。

センター歯科医師は歯科保健活動の第一義的

な責任を担い、実質的なセンター活動のリー

ダーとして機能するが、組織運営上の役割や

責任は限定される。そのため、形式的には静

岡市長となるが、障害者施策関連会議や推進

会議などに積極的に参加し、センターの組織

運営上の管理者として実質的に位置づけられ

る（センターを所管する）健康づくり推進課

長を No. 12～No. 18 で問われる「管理者」と

判断した。責任ある中間管理職としてその役

割を十分果たしていることや幅広い事業にか

かわる中で熱心に障害者歯科保健推進事業に

取り組まれていることには疑いの余地もない

が、この細目で問われる管理者・リーダーの

位置づけが不明確である。管理者の定義や役
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割・責任について文書で明確化されたものは

確認できず、広報誌等にその役割や責任につ

いて表明していない。 

13 

I-3-① 

管理者は、自らの役割と責任

を職員が理解するための方法

を明確化している 

C 

組織的には静岡市長をトップに、保健福祉子

ども局保健衛生部における健康づくり推進課

が組織体制・運営上の管理者であり、センタ

ー歯科医師が業務上のセンター保健医療活動

にリーダーシップを発揮している。しかしそ

れらの権限を対外的に明確に示す文章がな

く、適切なリーダーシップを発揮できるかど

うかの基礎条件に欠ける。 

14 

I-3-① 

管理者自らが、遵守すべき法

令等を正しく理解するための

取り組みを行っている 

B 

管理者の役割や責任が明確ではないが、保健

医療サービス分野において診療上の医療安全

に関わることについてはセンター歯科医師が

遵守すべき令等のリスト化や最新の内容を把

握している。また、雇用・労働、防災、環境

に関する幅広い分野に関する法令等について

は、静岡市の規定に定められおり、遵守すべ

き法令等の把握に対する取り組みは適切に行

われている。しかし、センター歯科医師の積

極的な取り組みは医療安全に関わることに限

定されており、幅広い分野に関して履行でき

ているとはいえない。 

15 

I-3-① 

管理者は、職員の法令遵守に

対する具体的な取り組みを行

っている 

B 

センター歯科医師はセンター職員が保健医療

分野の遵守すべき法令等を正しく理解するた

め、担当者ミーティングや日常的業務で指導

教育を行っているが、環境への配慮を含めた 

幅広い分野についての遵守すべき法令等を把

握し、リスト化する取り組みは行っていない。 

16 

I-3-② 

管理者はセンター運営に関し

て定期的・継続的に評価分析

を行っている 

B 

センター職員は、市職員として求められる組

織評価や個人評価について各年度に報告書を

提出しており、組織運営上の管理者は事業運

営の現状把握を行っている。しかし、それが

評価・分析され、センター歯科保健サービス

の質を改善ずる QI や PDCA サイクルなどの

考え方に基づいた継続的視点の評価とはいえ
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ない。 

17 

I-3-② 

管理者はセンター運営に関す

る課題を把握している 

B 

包括的なセンター運営に関する評価分析が十

分でないため、課題の解決に向けたリーダー

シップの役割や責任が不明確である。運営管

理上の管理者とセンター歯科保健事活動の責

任者との関係性において、歯科医療保健サー

ビス提供ではサービスの質を改善する計画策

定、計画実施、評価、改善のサイクルを取り

入れ、課題を解決するプロセスにセンター歯

科医師がリーダーシップを発揮して、センタ

ー職員がチームとなって取り組んでいる。 

18 

I-3-② 

管理者はセンター運営に対す

る組織としての取り組みに指

導力を発揮している 

C 

組織運営上の管理者は、効率化や改善の観点

から、センター運営上の人事、労務、財務等

の分析を行っている。しかし、市担当職員と

して人事配置や職員の働きやすい環境整備等

の権限も限られ、上司・部下の関係から組織

内の意識形成をする必然性が低く、センター

の運営や業務の効率化と改善のための具体的

な取り組みに積極的に参加する立場でなく、

センター保健医療事業に直接指導力を発揮す

る環境ではない。 

 

 

II. 組織の運営管理 

 1．運営状況の把握 

 ①運営環境の変化等に適切に対応している 

 ②運営が計画に沿って適切に行われている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

19 

II-1-① 

事業運営を取り巻く環境が

的確に把握されている 

A 

センター職員は、組織的にも、専門職として

も障害者歯科保健に関する動向やニーズを把

握し、それらの分析・考察を基に長期・中期

計画や各年度の事業計画を策定している。ま

た、静岡市手をつなぐ親の会の協力を得て、

利用者・家族アンケートを実施し、センター

対象者のニーズや動向などを把握し、モデル
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プラン事業実施などに活かしている。静岡市

は本外部評価試行事業で、利用者・家族、医

療機関、福祉施設等対象のアンケート調査を

実施した。 

20 

II-1-① 

運営状況の分析に基づく運

営課題が組織として明確化

されている 

A 

センター職員は日々のミーティングや定期的

な会議において患者・利用者の状況や家族の

意見などをもとに協議・検討し、センター事

業の運営課題を明確する組織的な取り組みを

実施している。 

21 

II-1-① 

外部による運営状況の評

価・監査が実施されている 

C 

直営歯科保健センターとして、内部監査は実

施されており、静岡市全体については公認会

計士よる外部監査や事業仕分が実施されてい

る。しかし、行政委託や指定管理制度による

センター運営でないため、センター独自の外

部による監査は行われていない。外部評価と

して、静岡市はセンター開設後初めて本学に

よる本試行事業を実施したが、その結果に基

づく運営改善への取り組みは実施されていな

い。 

22 

II-1-① 

運営状況や改善すべき課題

について職員に周知してい

る 

B 

組織内部では明確化した課題に基づく改善へ

の取り組みとして、職員へのアンケートによ

る状況把握、結果通知による課題確認、課題

改善に関する再確認などを適切に実施してい

る。しかし、外部からの指摘に対する職員周

知の組織的な取り組みは十分ではない。 

23 

II-1-② 

定期的に開催される運営会

議が事業運営に反映されて

いる 

A 

推進会議が年 3 回実施され、患者数や両者数

などを含めた事業実施状況が報告され、委員

からの意見や検討事項がセンター事業運営や

サービス提供に活かさる仕組みがある。 

24 

II-1-② 

運営会議に外部の有識者や

関係者が参加している 

A 
推進会議の委員は、外部学識者、患者家族代

表者、関係機関代表者で構成されている。 

  

 2. 人材の確保・養成 

 ①人事管理の体制が整備されている 

 ②職員の就業状況に配慮がなされている 
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 ③職員の質の向上に向けた体制が確立されている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

25 

II-2-① 

センター各職員の業務に対す

る分担や責任の所在を明確化

している 

C 

常勤職員に対する職制や職務分掌は明確化さ

れ、各年度に業務に対する意向や達成割合を

報告する仕組みがある。しかし、非常勤職員

やパート職員に対する役割分担は明確でな

く、その分担や責任の所在を明確にした文書

等が確認できなかった。常勤職員に限らず全

職員に対する分担や責任の所在が理解できる

組織的な取り組みが求められる。 

26 

II-2-① 

必要な人材に関する具体的な

プランが確立している 

C 

静岡市としては、静岡市職員の人材育成に関

する基本指針として「静岡市人材育成ビジョ

ン」が策定され、具体的な人材育成推進プロ

グラムによる人事管理が実施されているが、

より質の高い障害者歯科保健事業を実施する

ために求められるセンター人材の専門職配置

や人員体制に関する組織的・具体的な人材プ

ランが確立していない。 

27 

II-2-① 

人材に関するプランに基づい

た人事管理が実施されている 

B 

センター独自の人材プランは確立していない

ものの、静岡市全体の人材確保の取り組みが

なされており、C 評価基準である「組織的な

人事管理が実施されていない」には該当しな

い。しかしセンター非常勤専門職の歯科衛生

士採用に際し、年齢制限を設けており、セン

ターが目標とする質の高い障害者歯科保健サ

ービスの提供に必要な有資格者に関する人事

管理の実施体制が十分機能していない。 

28 

II-2-① 

人事考課に対する客観的な基

準が定められている 

B 

静岡市の人事評価制度は平成 19 年度から実

施され、管理職への評価結果の活用が実施さ

れている。常勤職員に対する定期的な人事に

関する評価を実施しているが、センター非常

勤職員やパート職員に対する人材育成の客観

的評価は十分でない。 

29 
II-2-① 

考課基準が職員に周知され、
B 

給与・昇給等に関する規定がされ、職員に周

知されている。人事評価制度において、客観
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その公平性・透明性を確保す

る取り組みが行われている 

性や透明性を確保する取り組みを組織的に検

討・段階実施しているが、対象や内容は限定

的である。人材に関する評価では常勤職員と

比べ、非常勤やパート職員に対する評価基準

の公平性・透明性を確保する取り組みが進ん

でいない。 

30 

II-2-② 

職員の就業状況や意向を把握

している 

B 

常勤及び非常勤職員の有給休暇の消化率、時

間外労働時間、疾病状況等を組織的に把握す

る取り組みがあるが、パート職員は含まれて

いない。常勤職員に対する職場転換の意思を

定期的に把握する仕組みがあるが、非常勤職

員は 1 年契約で最長 5 年まで継続可能である

が、定期的な面接や意向を把握する機会がな

い。 

31 

II-2-② 

必要があれば改善する仕組み

が構築されている 

B 

職員の人事管理、給与、人材育成を主な業務

とする人事課があり、中立・公正の立場で人

事行政に関する調査や勧告を行う人事委員会

が設置されており、静岡市として改善する仕

組みが構築されている。 

32 

II-2-② 

職員に対する福利厚生事業が

的確に実施されている 

B 

地方公務員法第 42 条に基づく福利厚生制度

及び静岡市職員互助所会条例に基づく職員互

助会が整備されている。センター職員調査に

おいてその満足度 46.2％であり、職員に対す

る福利厚生事業が的確に実施されているとは

いえない。 

33 

II-2-③ 

組織として職員の教育・研修

に関する基本姿勢が明示され

ている 

C 

静岡市職員としての教育・研修に関する基本

姿勢は明示されているが、パート職員を含め

たセンター職員に対する組織的な専門職員に

求める基本姿勢や意識について明示していな

い。 

34 

II-2-③ 

個々の職員に対する教育・研

修計画が策定されている 

C 

新人研修や講習会・学会の参加など組織的に

内部・外部の教育・研修は積極的に実施され

ているが、センター職員としての教育・研修

に関する基本姿勢が明示されておらず、職員

個々の技能等に基づく教育・研修計画が策定

されていない。 
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35 

II-2-③ 

教育・研修計画に基づく取り

組みが適切に実施されている 

C 

新人研修や講習会・学会の参加など組織的に

内部・外部の教育・研修は積極的に実施され

ているが、センター職員個別の教育・研修計

画が策定されておらず、具体的な取り組みが

実施されていない。 

36 

II-2-③ 

実施された教育・研修の結果

が報告され、研修成果に関す

る評価・分析を行っている 

B 

常勤及び非常勤職員に研修参加後は復命書の

提出を義務付けている。パート職員を除き、

常勤及び非常勤職員は日本障害者歯科学会に

参加し、印象に残った演題名、印象に残った

講演、センターの課題、解決策としての提案

をスタッフ・ミーティングで発表している。 

37 

II-2-③ 

評価・分析に基づいた研修内

容や計画の見直しを行ってい

る 

C 

今年度はスタッフ・ミーティングのテーマと

して参加した教育・研修の内容・方法等を検

討したが、見直しにまでは至っていない。平

成 22 年度は見直し実施する計画がある。 

 

 3．安全管理 

 ①利用者の安全を確保するための取り組みが行われている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

38 

II-3-① 

災害時に対応するマニュアル

が整備され、そのマニュアル

に基づく研修・訓練が行われ

ている 

C 

城東保健福祉エリアでの合同避難訓練や防災

訓練は実施され、静岡市としての対応はなさ

れているが、確認できたのは「静岡医療福祉

センター」で作成された災害時対応マニュア

ルであり、障害者歯科保健センター独自のマ

ニュアルは整備されていない。 

39 

II-3-① 

施設保守管理計画が策定され

ている 

A 

静岡市との委託契約により、城東保健福祉エ

リア内施設として清掃、警備、空調設備保守

点検、環境衛生管理、昇降機保守点検、自動

扉保守点検、自家発電設備保守点検、自家用

電気工作物保安管理、消防用設備保守点検等

が業者によって実施されている。城東保健福

祉リア消防計画に基づき、施設内防火対策等

が行われている。 

40 II-3-① B 静岡市個人情報保護条例、静岡市個人情報保



13 

 

個人情報保護について遵守さ

れている 

護条例施行規則及び個人情報保護に関する指

針が策定され、情報セキュリティポリシーに

基づく静岡市情報セキュリティ監査や職員研

修を実施している。常勤職員は年 2 回程度の

e-ラーニング情報セキュリティ研修が実施さ

れ、個人情報保護の管理体制は整備されてい

る。しかし、非常勤やパート職員対する研修

等は十分でなく、センター全職員に対する計

画的・組織的な実施としては十分ではない。 

 

 4．施設管理 

 ①利用しやすい環境になっている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

41 

II-4-① 

交通アクセスの利便性が確保

されている 

B 

城東保健福祉エリアはJR静岡駅から約2km、

幹線道路から奥まった市内住宅街に位置して

いる。主要幹線道路（北街道）から一方通行

や三叉路などを通る必要があり、初めて利用

する者には分かりにくく、幹線道路入り口付

近に看板等の案内はない。しずてつジャスト

ラインによる静岡市内路線バス：安東循環線

は保健所棟入口近くにバス停「城東保健福祉

エリア」があり、利便性が高い。しかし、時

間帯によりバス便数が限られ（水落町方面で

12 時台と 14 時台で 1 時間に 1 便）、巡回バス

のため方向によってはかなり遠回りとなる。

A4 版チラシは、裏面全体が市内アクセスマッ

プ、付近アクセスマップ、エリア内構内マッ

プと分かりやすい工夫をしている。A4 判三つ

折りパンフレットでは、市内アクセスマップ

のみ、HP では別ウインドウによる市内アクセ

スマップが案内図として小さく表示される

が、付近の入り口の目安や一方通行の記載が

なく、ややわかりにくい表示である。利用者

調査では、センターまで自家用車を使う割合

が 86・3％であり、交通の利便性は 48.5％が
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満足している。 

42 

II-4-① 

エリア内に専用の駐車スペー

スが確保されている 

B 

城東保健福祉エリアは、保健所、急病センタ

ー（休日・夜間）、精神障害者地域活動支援セ

ンター、地域リハビリテーション推進センタ

ー、地域子育て支援センター、静岡市心身障

害者ケアセンター、心身障害児福祉センター

などが設置され、市内保健福祉活動の拠点と

して機能しているため、敷地内には車いす専

用駐車場や優先駐車場が建物入り口付近に確

保されている。保健所棟入口の専用駐車場 1

台分と優先駐車場 1 台分はセンターに割り当

てられていることを確認した。しかし、実質

的には保健所やいこいの家利用者との共通使

用となっており、利用時間によっては割り当

てられた駐車スペースがセンター以外の利用

者に使われてしまうこともある。センター専

用の駐車スペースとして特定の場所が確保さ

れていることを具体的に示す表示・ポール等

の対応はなされておらず、センター利用者・

家族に対する利便性の面で工夫が求められ

る。 

43 

II-4-① 

エリア内が利用しやすい環境

に整備されている 

A 

城東保健福祉エリア内は、保健所棟入口付近

のバス停にベンチが置かれ、保健所棟 2 階部

分が庇となり、雨に濡れずに保健所棟 1 階入

り口付近に置かれているセンターを利用する

ことができる。保健所棟 1 階には公衆電話、

男女別トイレ・障害者用トイレがあり、エリ

ア内禁煙となっている。車いす対応公衆電話

は隣接する保健福祉複合棟外に設置され、保

健福祉複合棟内の自動販売機及び喫茶ラ・ポ

シェット（平日午前 10 時から午後 3 時まで）

が利用できる。利用者調査では、環境整備に

89.9％が満足している。 

44 

II-4-① 

エリア内での案内表示がわか

りやすい 

B 

複合施設であるため制限はあるが、センター

の存在を示す表示は外部から分かりにくい。

エリア入口専用駐車場横に保健所棟の施設が
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表示されているが、センターの表示は小さい。

保健所棟入口にもそこに位置する施設名が表

示されているがセンターの表示は小さい。エ

リア入口付近の構内案内図（点字表示あり）

はセンターを含めた各施設等は表示されてい

ない。保健所棟エントランスに館内案内図（点

字表示あり）にはセンターについて表記され

ているが、センターの入り口のすぐ横にある。

センター入口上にセンターの存在が表示され

ている。利用者調査の結果は 55.9％である。 

45 

II-4-① 

ホームページから必要な情報

が入手できる 

C 

静岡市 HP にセンター専用のサイトが置かれ

ている。構成はセンター設置の目的、保健所

棟入口付近の写真、歯科保健事業、連絡先、

利用時間、利用手順（受付、相談室、初診、

診察室、レントゲン室、研修室）、案内図とな

っており、必要な基本情報の入手ができる。

利用手順は手順ごとに写真があり、分かりや

すい工夫がみられる。また、別ウインドウで

問診表と受診サポート手帳が PDF ファイル

で開くことができる。しかし、このサイト更

新は行われておらず、最新情報、広報・教育

活動、教育・研修報告、ニュースレター、ス

タッフ紹介など HP の利点を活用した情報提

供状況は不十分である。案内図は別ウインド

ウで開くが、表示が小さく、簡素な市内アク

セスマップだけが表示される。利用者調査で

は HP の利便性や情報提供に満足する割合は

11.9％である。 

 

 

 

III. 適切な医療の実施 

 1．利用者本位の医療サービス 

 ①利用者を尊重する姿勢が明示されている 

 ②利用者満足の向上に努めている 

 ③利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 
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No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

46 

III-1-① 

利用者の権利が明文化され、

利用者に周知されている 

C 

センター利用者の権利について明文化された

ものはなく、パンフレットや HP など対外的

に利用者に関する権利について記載されてい

ない。 

47 

III-1-① 

利用者の権利が職員に周知さ

れている 

C 

利用者の権利について明文化されておらず、

センター職員調査では利用者の権利について

知っているは 76.9％であり、全職員に周知さ

れていない。 

48 

III-1-① 

利用者の権利に関して検討す

る場がある 

B 

毎日の診療後ミーティングにおいて、利用者

の権利擁護に関して問題点やヒヤリハット事

例があれば指摘し、記録される。毎月 1 回定

例で開催される医療安全会議において、不都

合のケースがあれば検討され、議事は記録さ

れている。しかし、主に検討事項となるのは、

適切な治療行為や医療事故・ミスに関するも

のであり、包括的な利用者の権利について協

議・検討する場を確保しているわけではない。 

49 

III-1-① 

医療倫理に関する方針が明文

化されている 

C 

医療倫理に関する方針は明文化されておら

ず、センター内外に掲示・広報されていない。

新人研修において患者の倫理面での配慮等に

ついては説明されているが、医療倫理に関す

る方針を明確に示していない。 

50 

III-1-① 

医療倫理に関する方針が職員

に周知されている 

C 

医療倫理に関する方針が明文化されていな

い。新人研修では、医療倫理を前提とした利

用者・家族への配慮、障害特性別の理解や配

慮、事例に基づく医療安全を確保するための

具体的方法など、医療倫理に関する説明がな

されている。しかし、医療倫理に特化した院

内研修等は実施されていない。 

51 

III-1-① 

医療倫理について組織的検討

を行う場がある 

A 

年間 3 回開催される推進会議は、センターが

実施する歯科保健事業全体に関する協議・検

討を行うものであるが、医療倫理に関する項

目もその対象となっている。推進会議の委員

構成は第 3 者性が保たれており、緊急対応が
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必要な場合には随時開催する体制が確保され

ている。 

52 

III-1-① 

家族・介護者等を共同療育者

として支援する体制がある 

B 

これまでの診療・相談事業の経験や利用者家

族に対するアンケート結果等に基づき、家族

の要望、心理的理解に基づく支援、コミュニ

ケーションのポイントなど家族・介護者等を

共同療育者として位置づけ、スタッフ間で理

解し、実践している。センター職員調査では、

92.3％が家族・介護者の重要性を認識してい

ると答えているが、職員全員ではない。 

53 

III-1-① 

説明と同意を行う取り組みや

方針が明文化されている 

C 

診療や検査などについて行為前のわかりやす

い説明や同意、行為中の拒否、行為後の情報

開示や説明など患者の権利について主治医か

ら利用者・家族に丁寧に説明され、同意を得

て的確に実施されている。しかし、その取り

組みや方針のいずれも院内掲示や HP などに

明文化されたものはない。 

54 

III-1-① 

診療記録などの開示要求に対

応している 

B 

静岡市として診療記録等の開示要求に対する

システムは確立している。開示請求の手続き

は、情報開示の書式申請により手続きは開始

されるが、利用者・家族にとってわかりやす

い手順方法などをセンターが明示されている

わけではない。 

55 

III-1-② 

利用者満足の向上を意図した

仕組みを整備している 

C 

市民の意見や提案などを受け付け、内容によ

り担当課から回答する静岡市「市民の声」が

あり、提案ポストの設置、電話・手紙・FAX・

メールで受け付け、それらは市 HP で紹介さ

れている。市政全体の中でテーマを決め、ア

ンケート調査により市民の意識や要望を聞く

「市民意識調査」を年 1 回実施し、その結果

は市 HP で公開している。しかし、センター

利用者を対象とする医療保健サービスの満足

度を評価する組織的な仕組みはない。利用者

等への広域的アンケート調査は実施されてい

るが、定期的なものではなく、その結果など

報告やクレームなどの対応について検討する
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場は内部では診療ミーティング、外部では推

進会議となり、満足度向上検討会などの特定

の委員会などはない。センターHP に利用者の

声を寄せる記載はなく、推進会議に報告とし

て上がっていない。 

56 

III-1-② 

利用者満足の向上に向けた取

り組みを行っている 

B 

センター職員は診療ミーティング等で利用者

満足の向上に向けた確認や検討を行っている

が、客観的に評価する取り組みや第三者に対

して報告する仕組みはない。推進会議に議題

として提出されれば、第三者がクレーム内容

や改善策について検討することになるため、

第三者へ報告する仕組み自体は有するが、そ

の仕組みが積極的に利用者満足の向上に向け

て機能しているとはいえない。 

57 

III-1-② 

利用者の意向を調べる仕組み

がある 

B 

利用者満足度調査は不定期に実施されてお

り、年 1 回以上など定期的に実施されていな

い。 

58 

III-1-② 

利用者の意向を検討し、サー

ビスに反映する仕組みがある 

B 

医療安全会議で検討した問題に対する改善策

の速やかな実施、推進会議での協議による事

業改善勧告など、定期的に検討する場はある

が、一定の手順で一定の期間内に実施する対

応の手順は決まっていない。改善の確認をす

る仕組みはあるが、改善策実施後の再評価を

行う仕組みはない。 

59 
III-1-② 

接遇や対応に配慮している 
A 

新人研修において接遇や対応に関する教育が

なされ、委託契約の事務職員を除き、センタ

ー職員は全員受講して医療保健業務を行う

が、センター職員調査で接遇に関する教育・

研修を受けていると答えた割合は 84.6％、接

遇が実践できていると答えた割合は 92.3％で

あった。利用者調査で接遇や対応に満足する

は 96.5％である。 

60 

III-1-② 

言葉遣いや身だしなみが適切

である 

A 

利用者調査では、センター職員の言葉使いや

身だしなみが適切と答えた割合は 92.5％であ

る。障害により臭覚に過敏な利用者もいるた

め、受付事務職員を含むセンター職員全員に
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香水使用の注意も適宜行うなど、利用者に不

快感を感じることがないよう配慮している。 

61 

III-1-② 

スタッフが職種・名前の入っ

て名札をつけている又は院内

掲示されている 

A 

受付事務職員を除き、待合室入口付近にスタ

ッフの職種や名前を顔写真と共にわかりやす

く掲示してある。利用者調査では、職種や名

前の分かりやすい表示は 74.9％であった。 

62 

III-1-② 

診療日、診療時間、休診日な

どの情報が掲示されている 

B 

診療は完全予約制である。診療日、診療時間、

休診日などの情報は入口ドア横に掲示されて

いるが、その表示は小さい。この項目に対す

る満足度は利用者調査において 56.4％であっ

た。 

63 

III-1-② 

必要な場所にわかりやすい案

内が掲示されている 

B 

城東保健福祉エリア全体のデザインの関係も

あり、掲示や案内図は整備されているものの、

保健所や急病センターのような施設を除き、

全体的に表示等はわかりにくい。この項目に

対する利用者調査の満足度はエリア内看板表

示が 55.9%、館内案内図・パンフレット・掲

示物は 48.5％であった。 

64 

III-1-② 

案内・掲示には必要な情報が

含まれている 

A 

案内表示と掲示には必要な情報が含まれてい

る。研修に関する断り等は確認できなかった

が、適切に診療予約が確保されているので、

その必要性はない。学生の臨地実習や医師研

修などの掲示はないが、患者・家族には診療

前にその確認を行っている。新型インフルエ

ンザの理解や対応についての掲示は大きくな

されている。 

65 

III-1-② 

診療予約時刻に診療が開始さ

れている 

A 

利用者の障害特性を配慮し、診療開始時間が

守られるよう予約時間が決められている。前

の患者治療の時間延長などにより定刻に開始

できない場合には、待合室で待つことが難し

い利用者が多いため必ず電話連絡するなど適

切な対応を行っている。利用者調査結果では

診療予定時間開始の満足は 86.8％であった。 

66 

III-1-② 

待合室での待ち時間の過ごし

方に配慮している 

A 

待合室で待てない患者への携帯電話への連

絡、開始時間の遅れに対する連絡、個室待合

室のプレイルーム化など待ち時間の過ごし方
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に配慮している。利用者調査結果では、待ち

時間の不満なしが 74.9％、センター側の配慮

姿勢ありが 72.2％であった。 

67 

III-1-② 

待ち時間短縮のための努力が

されている 

A 

障害特性に配慮した予約時間を確保し、完全

予約制としている。診療スタッフの配置や診

療台（ユニット）の使い分けなど時間短縮の

組織的な取り組みが行われており、センター

職員調査結果では 84.6％が待ち時間短縮に努

力していると答えた。 

68 
III-1-② 

待ち時間の状況が把握できる 
C 

契約事務職員に待ち時間について手順として

示しておらず、待ち時間に関する記録・分析

をしていない。 

69 
III-1-③ 

利用者の相談に応じている 
A 

意見箱は設置していないが、相談の連絡があ

れば相談予約を行う仕組みがある。患者には

担当の歯科衛生士が決められ、臨時対応がで

きるように診療スタッフ間のミーティング等

で情報共有・確認をしている。診療とは別に

「相談ノート」があり、その対応について記

録されている。「歯科診療や相談などを行って

います。お気軽に、ご相談下さい」と HP に

明記されているものの、具体的な相談内容等

の配慮に欠けている。 

70 

III-1-③ 

いつでも意見を聞く姿勢があ

る 

B 

職員と利用者家族との意見交換会の実施、推

進会議での報告、静岡市利用者クレーム対応

手順化などの体制が整備されている。センタ

ー職員調査では、意見・相談に応じる体制準

備は 84.6％である。利用者調査では「相談し

やすい」が 84.1％に対し、「苦情や希望の対応

に満足している」は 59.9％であった。 

71 

III-1-③ 

意見や苦情に対応する手段が

明文化されている 

C 

意見や苦情に対応する仕組みはあるが、セン

ターとして独自の対応手段が明文化されてい

ない。 

72 

III-1-③ 

利用者・家族が意見や苦情を

述べる方法が広報されている 

C 

センターHP やパンフレットに利用者の意見

や苦情を述べる方法・連絡先の記載がない。

連絡先の記載は、センターの電話及び FAX 番

号が記されているが、問合せのセンター担当
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（者）のメールアドレスや行政担当課等の連

絡先は記載されていない。 

73 

III-1-③ 

対応・改善内容を見直し、評

価を行っている 

B 

自己評価体制として静岡市事業報告シートが

ある。実施するモデル事業については推進会

議に報告されているが、その評価に関しては

次年度事業に位置付けられている。これまで

も継続的・発展的なモデル事業実施の体制は

あるが、現段階では見直しを図る体制は整備

されていない。利用者調査での歯科保健事業

に満足と答えた割合は 40.5％である。 

74 

III-1-③ 

意見、希望、苦情等に対する

対応が適切に行われている 

B 

利用者満足に関わる対応策を含めたセンター

全体の事項を検討する外部協議会として推進

会議があるが、利用者の意見・希望・苦情に

直接対応するサービス向上委員会などの特定

の機関は組織されていない。 

 

 2．医療の質の確保 

  ①質の確保に向けた取り組みが組織的に行われている 

  ②個々のサービスの標準的な実施方法が確立されている 

  ③医療環境が適切に整備されている 

  ④利用者の障害特性などを考慮して展開されている 

  ⑤医療安全管理が適切に行われている 

  ⑥利用者の人権、文化の相違、性差等の配慮がされている 

  ⑦特別な対応や配慮が行われている 

  ⑧実施の記録が適切に行われている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

75 

III-2-① 

診療の基本方針が明文化さ

れ、職員に周知されている 

C 

新人研修に用いる資料に診療方針が示されて

いるものの、常時確認できる形で明文化され

ていない。センター職員調査において「診療

の基本方針についてセンターから説明があっ

た」は 76.9％である。センターHP やパンフ

レットにはセンターの目的・事業内容におい

て診療に関する記述はあるが、診療の基本方

針として明確に示している記載はない。 

76 III-2-① A 診療部門を管理する医療安全会議が毎月 1 回



22 

 

診療部分を管理する委員会が

あり、定期的に開催されてい

る 

定例で開催され、議事録で内容等を確認した。 

77 

III-2-① 

適切な医療を実施するための

スタッフの数が確保されてい

る 

C 

センターには 2 台の診療台があるが、常勤職

員は認定歯科医師 1 名及び認定歯科衛生士 1

名が配置されている。静岡市が適切な医療を

実施するための人員配置として現在の常勤職

員数を確保し、センター利用者の特性や効率

的な歯科保健活動を配慮した上での評価であ

れば A 評価となるべき細目である。本来的に

診療台 1 台のところをもう 1 台追加する管

理・運営上の配慮を評価すると結果がぶれる

ため、今回の外部評価では評価基準に即して、

診療台数あたりに求められるスタッフ数を評

価し C とした。 

78 

III-2-① 

人材採用が計画的にかつ適切

に行われている 

C 

センター職員採用は静岡市人事委員会規定等

に基づいて採用が行われており、人材採用に

ついてのビジョンや基準を有する。しかし、

長期的人材採用の計画は確認できなかった。

高度な専門性が求められるセンター職員に関

する人材採用において、常勤歯科衛生士採用

に年齢制限（上限 30 歳以下）があり、障害児

歯科診療に経験豊富な人材確保が事実上でき

ない基準が設けられている。常勤歯科衛生士

採用面接に歯科医師は関わるが、歯科衛生士

は関与できない。 

79 

III-2-① 

診療スタッフの教育・研修が

計画的に行われている 

B 

センター職員に対する教育・研修のマニュア

ルはない。研修に関する年間計画は策定され、

センター職員には年 1 回の危機管理講習会

（AED 取扱等）及び年 3 回程度の外部講師に

よる講習会が実施されているが、長期的な視

野での専門性向上等を目指した個別研修計画

は策定されていない。 

80 

III-2-① 

ケースカンファレンスが開催

されている 

A 

定期的な医療安全会議が開催され（月 1 回）、

必要に応じてケースに関する協議・検討は

日々の診療ミーティングで実施されている。
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医療安全会議に外部医療機関医療従事者は参

加していない。 

81 

III-2-① 

学会や研究会での発表を行っ

ている 

A 

日本障害者歯科学会や関連学会への参加だけ

でなく、センター職員による口頭・ポスター

発表が毎年行われている。 

82 

III-2-① 

患者情報をスタッフ間で共有

している 

A 

診療ミーティング・医療安全会議において患

者情報を共有し、患者カルテも共有化してい

る。センター職員調査では、この項目に関し

て 100％の職員が認識している。 

83 

III-2-② 

決められた診療の流れに沿っ

て、診療が進められている 

B 

診療の流れや手順が決められて診療が進めら

れているが、クリティカルパスとしての診療

手順の明文化や診療手順書・チャートなど組

織的な取り組みは行われていない。決められ

た手順に沿った診療実施についてセンター職

員調査は 92.3％が肯定したが「全員」でない。 

84 

III-2-② 

診療計画が説明され、同意を

得ることが行われている 

A 

聞き取り調査により、初診で継続的な診療が

行われる場合は診療計画書を作成し、その説

明及び同意を得る手順を確認した。計画書同

意を示す承諾書への署名がある。 

85 

III-2-② 

他の医療機関との連携がとら

れている 

B 

センターの目標・目的及び基本方針・事業内

容等で地域医療機関との連携による障害者歯

科診療システムの構築が示され、その中核と

してセンターが機能している。患者紹介の手

順が整備され、センターと地域医療機関との

連携を円滑に実施するために推進会議内で診

療専門部会が年 1 回開催されている。しかし、

医療者調査結果において「センターと連携し

ている」は、医療従事者全体で 23.9％（歯科

医師 47.9％、歯科衛生士 11.2％、その他 7.7％）

であった。 

86 

III-2-③ 

院内環境について清潔が保た

れている 

A 

センター内の各所は清潔が保たれ、不快な臭

いなどがないことを視察調査で確認した。床

やトイレは毎日委託業者による清掃が行わ

れ、診療ユニットの清掃・整理整頓は各診療

後に実施されている。利用者調査では「院内

の環境が清潔」と答えた割合は 95.6％である。 
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87 

III-2-③ 

備品や機材が整理整頓されて

いる 

A 

医療機器の保守点検は法令及び歯科医師会発

行の医療安全管理指針に基づき定期的に実施

されている。 

88 

III-2-④ 

担当者はできる限り同じと

し、不可能な場合は対応に配

慮している 

A 

歯科医師は 1 名であり、担当医は固定されて

いる。利用者の障害特性等に配慮し、担当す

る歯科衛生士も決められている。担当歯科衛

生士が休日等で対応できない場合、その旨を

診療前に説明してから診療にあたるなど組織

として対応に配慮している。 

89 

III-2-④ 

利用者の個性に配慮した対応

を行っている 

A 

初診時にはアンケート及び聞き取りにより利

用者の個性、障害、発達、疾患などの特性を

把握し、診療計画が立案される仕組みがある。

診療スタッフはカルテを共有化し、診療ミー

ティング等で必要な対応、注意事項や家族・

介護者への配慮について検討されている。 

90 

III-2-④ 

利用者の個性や障害に配慮し

た環境が整備されている 

A 

レントゲン室は機械設置上で段差が出てしま

うが、そのバリアを解決する手段が取られて

いる。その他、センター内はバリアフリーで

設計されており、患者に分かりやすいように 2

台の診療台まで色分けした表示が床に記され

ている。城東保健エリア内もユニバーサル・

デザインで整備されており、センターへはバ

スでアクセスできるようバス停が保健所棟横

に設置されている。 

91 

III-2-⑤ 

安全確保のための組織体制が

確立している 

A 

法令遵守され、保健所の事前通告のない立ち

入り検査において合格しており、改善指示命

令を示されていない。 

92 

III-2-⑤ 

ヒヤリハット事故など安全確

保のための情報を収集してい

る 

A 

診療ミーティングや医療安全ミーティングに

おいてヒヤリハットは報告され、事例として

まとめられている。匿名性を保つ PC 等によ

るデータ収集・管理のシステムは採用してい

ない。 

93 

III-2-⑤ 

集められた事例を分析し、改

善策を検討している 

A 

ヒヤリハット事例は医療安全ミーティングで

分析・検討され、改善策を検討していること

をミーティング記録で確認した。 

94 III-2-⑤ B 新人研修では、医療安全対策を前提とした障
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安全管理のための教育が実施

されている 

害者歯科治療の配慮や障害別の具体的な治療

方法などが指導されている。院内感染や救急

救命について組織的な研修の機会が確保され

ている。センター職員調査では、センターか

ら説明・教育・研修を受けているかどうかの

設問において、医療安全管理は 84.6％、救急

救命は 84.6％である。しかし、その実践に関

する設問では、医療安全管理は 61.5%、救急

救命は 30.8％であり、実践できていると認識

している割合が低い。 

95 

III-2-⑤ 

医療事故発生時の体制が確立

している 

A 

AED、救急救命備品、生体モニターはセンタ

ー内に設置されており、緊急時対応マニュア

ル整備によりその手順が明確化している。 

96 

III-2-⑤ 

救急救命の訓練が定期的に実

施されている 

A 
年 1 回の ADE 取り扱い・緊急救命処置の講習

が実施されている。 

97 

III-2-⑤ 

具体的な感染対策を実施して

いる 

B 

平成 17年 5月 2日作成の院内感染対策マニュ

アルがあり、法令やマニュアルに基づいた対

策を適切に実施している。定期的な見直しは

行われていないが、医療安全ミーティングに

おいて院内感染対策は検討され、新しい情報

や物品に即した随時見直しを行っている。セ

ンター職員調査では、感染対策の実践ができ

ていると思う割合は 84.6％、利用者調査では、

感染対策の満足度は 52.9％である。 

98 

III-2-⑥ 

身体抑制を実施する時には、

説明され、同意を得て実施し

ている 

B 

開設後 2 年間は患者に対する身体抑制につい

て書面での説明は行っていなかったが、その

後、診療計画を説明する際は「治療を安全に

行うためには身体抑制を行う場合がありま

す。」という文面を示し、利用者・家族に説明

と同意に基づく対応を行っている。身体抑制

が必要な場合は治療中や治療後に患者や家族

の精神的なケアに配慮した対応について聞き

取り調査で確認した。新人研修の資料にも身

体抑制に関する対応・配慮について明記され

ている。利用者調査では、事前説明ありが
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41.0％、同意ありが 41.4％という結果であっ

た。 

99 

III-2-⑥ 

異性による介助を行う場合、

利用者の同意を得て実施して

いる 

A 

歯科医師を除き診療スタッフは全員女性であ

り、異性患者の場合、本人と会話が可能な場

合は利用者の意思を確認し、それが困難な場

合は、付き添いの家族・介護者に確認を取っ

たのちに実施している。 

100 

III-2-⑥ 

抑制中は、患者の状態や反応

を観察している 

B 

新人教育において身体抑制の危険性を説明し

ていることはその資料で確認した。センター

職員調査では、患者の状態や反応に注意して

いると答えた割合は 76.9％である。 

101 

III-2-⑥ 

日々の体調に配慮して診療を

進めている 

A 

患者のプライバシーに配慮した治療場面の視

察において、声かけや患者の様子観察による

体調に配慮した診療が行われている様子を確

認した。センター職員調査では、体調に留意

していると答えた割合は 100％である。 

102 

III-2-⑦ 

患者の状態によって計画の見

直しが随時行われている 

A 

治療で把握した患者の状態の変化は診療ミー

ティングなどで検討され、計画の見直しは必

要に応じて随時行う仕組みがある。時間的経

過と共に診療に対する意識・行為の変化を見

逃さず、次のステップにつなげる取り組みが

実施できた事例を聞き取り調査で確認した。 

103 

III-2-⑧ 

診療記録及び資料が適切に管

理されている 

A 

医療法の規定に基づき 5 年間記録保存され、

情報管理のガイドラインや静岡市個人情報保

護条例等に基づく記録等は施錠管理が行われ

ている。 

 

 3．サービスの開始・継続 

  ①予約の対応が適切に行われている 

  ②継続性に配慮した対応が行われている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

104 

III-3-① 

患者の環境に配慮した予約が

行われている 

A 

子どもの泣き声が苦手な患者の診療予約は、

前後にそれに該当するような患者を入れな

い、朝一番の治療ではないと受け入れない患
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者の予約はそのこだわりを否定しない予約を

行うなど、適切な予約の配慮が行われている。

利用者調査では、個別性に配慮した予約の満

足度は 76.2％である。 

105 
III-3-① 

緊急対応を行っている 
B 

救急指定の病院歯科と提携はされているが、

休日時のアナウンス対応はなされていない。

センターは障害特性等により待つことが難し

い利用者に配慮して完全予約制である。 

106 

III-3-② 

治療終了後の定期検診等のシ

ステムがある 

A 

地域歯科診療所との連携により治療終了後の

開業医への紹介システムが構築されており、

メンテナンスなど治療終了後のセンターでの

ケアも実施されている。 

107 

III-3-② 

他の歯科医療機関との医療連

携・紹介システムがある 

A 

他歯科医療機関と医療連携システム化され、

平成 20 年度実績では、地域診療所 13、総合

病院 2、大学病院 1 と複数紹介された。その

他、施設訪問検診での予後フォロー8、訪問治

療 1、紹介なし終了 22、キャンセル 2、紹介

せず 0 であった。 

 

 4．サービス実施計画の策定 

  ①利用者のアセスメントが行われている 

  ②利用者に対するサービス実施計画が策定されている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

108 

III-4-① 

利用者への満足度調査が定期

的に行われている 

B 

静岡市手をつなぐ育成会の協力を得て、歯科

保健サービスの内容・方法等の改善に向けて

アンケートによる利用者満足度調査が複数回

実施されているが、定期的に実施されていな

い。 

109 

III-4-② 

立案された診療計画は患者本

位のものである 

A 

診療計画は患者特性等を配慮したゆとりある

計画策定であることを聞き取り調査で確認し

た。センター職員調査ではこの項目に対して

76.9％、利用者調査では 74.4％を肯定した。 

110 
III-4-② 

立案された診療計画につい
A 

診療計画について利用者・家族に丁寧に説明

し、同意を得ていることを聞き取りし、その
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て、十分な説明と同意を得て

いる 

同意書への署名を確認した。利用者調査では、

91.2％が診療計画の説明に満足している。 

 

 

IV. 適切な保健活動の実施 

 1．利用者本位の活動 

  ①利用者を尊重する姿勢が明示されている 

  ②利用者満足の向上に努めている 

  ③利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

111 

IV-1-① 

利用者が参画して歯科保健活

動が行われていることを明示

している 

C 

センターの基本方針や歯科保健活機関として

の基本目標などで利用者主体の歯科保健活動

を目指していることは新人研修資料で確認し

た。しかし、センターHP やパンフレット等に

利用者参画による利用者個々の状態・能力に

基づいた歯科保健活動の実施について明示し

ていない。 

112 

IV-1-① 

利用者主体を尊重して歯科保

健活動が行われている 

A 

利用者の希望や状態等はカルテに個々の利用

者の身体的問題・特徴等を記載され、歯磨き

自立支援診査目標を立てて実施されている。

福祉施設での保健活動では保健活動用問診票

に自計式記入欄による希望・状態等を把握し

ている。カレンダーを用いて診療日にシール

を貼る取り組みなど、家族の意見や要望など

も取り入れ、家族と共に診療を習慣化させる

工夫をしている。 

113 

IV-1-① 

利用者主体の歯科保健活動に

必要な職員配置が行われてい

る 

B 

保健活動に関しては人員配置基準がなく、セ

ンター外部で行う保健活動の内容等に合わせ

パートの歯科衛生士を含めた個別指導を実施

している。障害のある利用者に心身状況に即

した歯科保健活動を実施するためには、専門

性の高い職員の配置が必要であり、担当者を

変更せず、継続的視点で同じ指導を実施する

ことが求められている。調査では、人員配置

に関して適切と回答した割合はセンター職員



29 

 

が 7.7％、施設職員が 27.3％であった。 

114 

IV-1-② 

利用者の個別性に配慮してい

る 

A 

問診票で利用者の希望、障害の状況、意欲、

生活状況などを把握し、個別のシート（顔写

真、保健活動で気づいた点、指導内容、歯磨

きのポイント、家族へのお願い）を施設ごと

にファイリングし、保健活動に活用している。

年 1 度程度の施設・学校訪問活動であるが、

歯科衛生士と関わるきっかけづくりを目指し

た保健事業を展開している。 

115 

IV-1-② 

利用者からの意思確認や情報

収集に基づく歯科保健活動を

行っている 

A 

福祉施設や特別支援学校への訪問保健活動

は、利用者の自主参加であり、利用者・家族

に参加する意思を確認したのちに実施してい

る。情報収集は施設職員等からの事前協議や

問診票などを活用し、把握した利用者の特

性・個性等に配慮・工夫して保健活動を実施

している。 

116 

IV-1-② 

利用者の満足の向上を目指す

姿勢を明文化している 

C 

歯科保健活動に参加する歯科衛生士には事前

研修を実施し、その目的、内容・方法、注意

点などを説明している。しかし、利用者に対

して保健活動の基本姿勢や目的などをわかり

やすく示した配布物等はなく、センターHP に

も明文化されていない。 

117 

IV-1-② 

利用者に対する満足度調査を

行い、ニーズ等を把握する目

的で家族会等に出席している 

B 

市内重症心身障害児施設での保健活動では、

家族会に参加し、包括グループインタビュー

により満足度を把握する取り組みを実施して

いる。保護者への事前・事後アンケートの実

施し、活動への不満についてコメントを記入

する取り組みも実施している。しかし、満足

度調査を定期的に全活動で実施しておらず、

家族会等への出席も限定的である。 

118 

IV-1-③ 

診療以外に歯科保健に関する

相談を行う場がある 

A 

平成 21 年度から、市内各保健センター（10

か所）でセンターの歯科医師 1 名と歯科衛生

士 2 名が「歯と口の相談会」（予約制・無料）

を実施した。 

119 
IV-1-③ 

相談方法や相談窓口について
B 

利用者が日常的に利用する関係機関等で相談

方法・窓口を具体的にわかりやすく示す配布
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説明し、明文化している 物が確認できず、センターHP にも歯科保健相

談支援体制について具体的に掲載されていな

い。しかし、障害者歯科登録医のいる地域歯

科診療所について利用者に説明し、地域での

歯科保健活動の展開に向けた地域連携を積極

的に取り組んでいる。 

120 

IV-1-③ 

意見を述べやすい環境整備が

行われている 

A 

利用者の生活・状況の変化に対応したサポー

ト体制整備として、センターでは診療室だけ

でなく、相談室（個別待合室）に歯科衛生士

が出向き、利用者・家族から意見・要望等を

聞くことを日常的に実施している。 

121 

IV-1-③ 

体制の見直しが行われ、改善

につなげている 

B 

保健活動の反省会、診療ミーティング、症例

検討会など活動内容の見直しは組織的に実施

している。学校歯科保健活動では、事前打ち

合わせ、活動実施、反省会という一体的な過

程が構築されている。しかし、定期的な満足

度調査など実施しておらず、見直しが事業改

善にどのようにつながっているかについて確

認する仕組みがない。 

 

 2．質の確保 

  ①質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている 

  ②個々のサービスの標準的な実施方法が確立している 

  ③活動環境が適切に整備されている 

  ④利用者の障害特性などを配慮して展開されている 

  ⑤利用者の人権、文化の相違、性差等の配慮がされている 

  ⑥適切な対応や配慮が行われている 

  ⑦実施の記録が適切に行われている 

122 

IV-2-① 

利用者の個別性に対応してい

る 

A 

問診票や施設別にファイリングされた利用者

個別シートで利用者・家族の希望・意見、障

害の状況や能力、意欲、生活上など両者の個

性に対応した口腔ケア指導やサポート等を実

施していることを確認した。 

123 

IV-2-① 

個々の特性に合わせたコミュ

ニケーション方法を工夫して

A 

筆談や手話など障害特性に応じたコミュニケ

ーションの方法を確保している。会話等が困

難な利用者に対し、実際の口腔ケア用具の写
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いる 真や絵を用いた説明を行っている。自閉症利

用者の歯磨き指導用の絵カードを確認した。 

124 

IV-2-① 

利用者のニーズに沿って歯科

保健活動が行われている 

B 

利用者ニーズに沿った取り組みとして、重症

心身障害児施設での包括グループインタビュ

ーや歯科保健モデル事業での心身障害児福祉

センターでの母親・職員との意見交換会があ

るが、限定的実施である。調査で利用者は「保

健活動の担当者は希望を聞く努力をしてい

る」に対し 69.6％が肯定した。 

125 

IV-2-② 

マニュアルが整備され、それ

に沿った取り組みをしている 

C 

訪問保健活動に伴う研修会、職員打合せ時、

新人研修などで、歯科保健事業の目標、基本

的考え方、実施方法などについて説明してい

るが、歯科保健活動に関する各事業の手順を

含めたマニュアルは整備されていない。 

126 

IV-2-② 

マニュアルの定期的見直しが

行われている 

C 
歯科保健活動に関するマニュアルは整備され

ておらず、定期的な見直しは行われていない。 

127 

IV-2-② 

苦情や意見等をサービスの改

善に反映している 

A 

特別支援学校との意見交換会で出された意見

を基にサービスの内容・方法を改善した。セ

ンターでの診療では、苦情や意見を取り上げ

る仕組みや姿勢があり、それらを取り入れた

サービス実施について聞き取り調査で確認し

た。 

128 

IV-2-③ 

利用者のニーズや課題を解決

するための設備が整っている 

A 

センターでは、利用者の多様なニーズに対応

するため、車いすでもレントゲン室・洗面台

が使える環境面の工夫や多動児に対する歯科

衛生士複数配置など人的な工夫など、設備や

環境での配慮を行っている。 

129 

IV-2-③ 

活動達成のための予算が確保

されている 

B 

予算上（委託費）の制限があり、訪問保健活

動は利用者 20 人以下の小規模知的障害者（一

部精神障害者）福祉施設で実施しており、訪

問歯科衛生士の確保の問題で対応できない大

規模施設や高齢者施設の保健指導の依頼は断

っている状態であり、地域のニーズに対応で

きていない。 

130 IV-2-③ B センターの常勤歯科衛生士はセンター業務に
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利用者のニーズに対応できる

専門職員の人数が整っている 

限定され、外部での歯科保健活動はセンター

非常勤歯科衛生士とパート歯科衛生士で対応

しており、予算上の制約もあり、利用者のニ

ーズに対応できるスタッフが確保できていな

い。郵送調査では、「利用者のニーズに対応で

きる専門職員の人数が足りている」と答えた

センター職員は 7.7％である。 

131 

IV-2-④ 

個別性に配慮して歯科保健活

動が行われている 

A 

生活の自立を目指して、利用者個々の特性や

障害に配慮した口腔ケア指導や健康づくりサ

ポートを実施しており、コミュニケーション

の方法を工夫した取り組みがなされている。 

132 

IV-2-④ 

個別性によって伝達、移動手

段、口腔ケア用具等を配慮し

ている 

A 

筆談・手話・写真・絵カード等を用いた伝達

手段が工夫され、バリアフリーのセンター環

境が整えられている。口腔ケア用具には、手

の不自由な利用者が使える電動歯ブラシやケ

ア用品が配備され、隣接する地域リハビリテ

ーション推進センター「リハ・パークしずお

か」の OT 等と連携して作製された補助具を

活用している。 

133 

IV-2-④ 

利用者の家族から情報を収集

し、普段の対応方法を把握し

ている 

A 

事前問診票や診療・相談室（個別待合室）な

どで把握した ADL、対人関係、コミュニケー

ションの取り方、興味あること、できること、

音や色で注意すべきことなどに配慮し、普段

のペースや日常生活上の注意点を配慮して利

用者に負担軽減に努めている。 

134 

IV-2-⑤ 

利用者の個人情報が守られて

いる 

A 

利用者カルテやファイルは施錠されている書

庫に保管されている。検診結果のデータ入力

は名前ではなく番号を振って入力されてい

る。 

135 

IV-2-⑤ 

性差による配慮が行われてい

る 

B 

センターでは歯科衛生士は全て女性であり、

性差の配慮として重症心身の男性利用者に対

しても事前に説明している。訪問歯科保健活

動では、同性の施設職員の協力を得て実施し

ている。しかし、利用者に対する性差の配慮

について明文化されたものはない。 

136 IV-2-⑤ A 子ども扱いしない、見た目での自分勝手な判
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障害、年齢等の個別性に配慮

をして歯科保健活動を行って

いる 

断をしない、年齢にふさわしい言葉かけをす

るなど接遇に関する指導・教育は、新人研修

や日々の診療ミーティングで確認している。 

137 

IV-2-⑥ 

個別のコミュニケーション手

段が検討され、それに基づく

支援が行われている 

A 

手話のできる歯科衛生士がおり、必要があれ

ば手話通訳者を依頼する仕組みがある。セン

ター診療では、必ず家族（又は介助者）が付

き添うこととなっており、家族独自の方法で

意思確認などを行うなど個別対応を行ってい

る。 

138 

IV-2-⑥ 

本人の要望を聞いて、適切な

配慮が行われている 

A 

利用者主体の歯科保健活動を心がけており、

利用者や家族の要望・意見を事前に確認した

上で診療を行っている。ALS 利用者に対して、

「まだ自分で磨きたい」という意思を尊重し、

本人ができるところがどこまでなのかをスタ

ッフ間や利用者・家族との協議した事例を聞

き取り調査で確認した。 

139 

IV-2-⑥ 

全ての職員が共通認識をもっ

て歯科保健活動に取り組んで

いる 

A 

利用者カルテは共有されており、訪問歯科保

健活動の実施前には施設別ファイルに整理さ

れている個別保健活動シートを確認した上で

活動実施が行われる。調査では、情報共有は

100％のセンター職員ができていると答えた。 

140 

IV-2-⑦ 

歯科保健指導の記録が毎回適

切に行われている 

A 
利用者カルテ及び個別保健活動シートにおい

て記録状況を確認した。 

141 

IV-2-⑦ 

歯科保健指導の記録が適切に

保管されている 

A 

カルテ及び施設別にファイルされている個別

保健活動シートは施錠されている書庫に保管

されている。 

142 

IV-2-⑦ 

歯科保健指導の記録を利用者

や家族に分かるように説明し

ている 

A 

歯磨き指導など手順カードや絵を活用し、言

葉による説明だけでなく、視覚的に確認でき

る工夫を行っている。母親など家族に日常的

に実践して欲しいことや気を付けてほしいこ

となど、理解が得られるような説明を行って

いる。 
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 3．開始・継続 

  ①開始が適切に行われている 

  ②継続性に配慮した対応が行われている 

143 

IV-3-① 

希望者に対して迅速な対応を

している 

A 

主な介護者である母親が施設入所となったケ

ースにおいて、利用者や支援家族の状態変

化・希望に合わせて 3 か月に 1 回から毎月に

診療頻度を変更し、施設の母親にも情報提供

を行うなど複数の事例を聞き取り状況で確認

し、希望者に対する迅速で柔軟な対応が行わ

れている。 

144 

IV-3-① 

利用者の状況に合わせて開始

されている 

A 

パニックなど診療時の調子が悪い時もあり、

受付や待合室での様子観察により家族に声を

かけ、体調を聞いた上で無理であれば診療し

ないことがあることを伝えている。訪問歯科

保健活動でも、状況により個別の目標を自立

ブラッシングから虫歯にしない見守りに変更

するなど状況に合わせた対応を確認した。 

145 

IV-3-② 

利用者への歯科保健活動が継

続的に行われている 

B 

診療室での歯科保健活動が 5 年間または 5 年

目、地域での歯科保健活動は 3 年間または 3

年目と継続的に実施されているが、訪問活動

は大規模施設の口腔ケア向上の要望に答える

人材確保やその予算が不足しているため、現

在関係を築いている小規模施設での実施に限

定されている。 

146 

IV-3-② 

歯科保健活動後に反省会等が

毎回行われている 

A 

診療ミーティングでの意見交換及び各訪問歯

科保健指導での反省会が実施されていること

を記録で確認した。 

147 

IV-3-② 

利用者の状況に合わせて地域

との連携を行っている 

B 

保健センター、社会福祉協議会、福祉施設、

作業所、学校などと連携し、地域における歯

科保健指導の体制整備を進めている。しかし、

施設職員調査では、「歯科保健事業が地域でも

行われていることを知っていた」が 48.6％、

「地域で保健活動に参加したことがある」が

30.8%とその連携体制構築は十分なものとい

えない。 
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 4．実施計画の策定 

  ①利用者・活動先のアセスメントが行われている 

  ②利用者に対するサービス実施計画が策定されている 

148 

IV-4-① 

適切な保健活動のために、利

用者について必要な情報収集

が行われている 

A 

多様な情報が必要なため、医療保健機関だけ

でなく、福祉施設や特別支援学校などとの連

携により情報収集を行っている。センターの

利用は予約制であり、電話による申込時の情

報、問診票、地域歯科診療所の紹介状などに

より受診するため、多面的な情報収集が行え

ている。 

149 
IV-4-① 

把握した情報を活用している 
A 

書面や問診等で収集した情報は歯科保健活動

に活用され、障害特性や生活状況を配慮した

口腔ケアが実施されている。歯科保健活動で

は担当の歯科衛生士を決め、固定化したスタ

ッフによるケアやフォローアップができる体

制を取っている。 

150 

IV-4-② 

利用者一人一人に合った個別

計画が作成されている 

B 

患者の個別ケアでは、どの職員が関わっても

同じ目標・考え方で行うための自立支援プロ

グラムを共有化している。個別の自立支援プ

ログラムは適時修正されるが、その策定のた

めのマニュアルは整備されておらず、その定

期的な見直しも行われていない。 

151 

IV-2-② 

利用者の個別計画について本

人の希望を聞いている 

B 

生活モデルに基づく利用者主体のケア実現の

ため、利用者本人やその家族の希望や意見を

取り入れて自立支援プログラムが策定される

が、その策定のためのマニュアルは整備され

ておらず、その定期的な見直しも行われてい

ない。 

 

 

 

V. 適切な地域連携の実施 

 1．連携先との友好関係の構築 

  ①友好関係を構築しようという姿勢が明示されている 

  ②連携先の満足向上に努めている 

  ③連携先が意見等を述べやすい体制が確保されている 
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No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

152 

V-1-① 

センターの存在が関係機関に

周知されている 

A 

調査では、医療従事者の 77.1％（歯科医師

95.9％、歯科衛生士 75.3％、その他 46.2％）、

施設職員の 70.3％がセンターの存在を知って

いると答えた。 

153 

V-1-① 

連携構築を積極的に働きかけ

ている 

A 

地域との連携先として、保健医療分野では歯

科医師会、歯科衛生士会、高次医療機関、静

岡医療福祉センター等、福祉分野では小規模

障害者施設・作業所、発達支援センター、静

岡市社会福祉協議会、重症心身障害児施設、

手をつなぐ育成会等、教育分野では特別支援

学校、市教育委員会等と連携している。セン

ターからの情報発信には「ピカタン通信」を 3

カ月に 1 度歯科医や歯科衛生士のいる医療機

関に配布し、「いこいの家通信」や「学校保健

だより」にセンターの取り組みが紹介されて

いる。精神障害者関係との連携が課題であっ

たが、隣接する精神障害者地域活動支援セン

ター「静岡市支援センターなごやか」とは関

係が構築できるようになった。 

154 

V-1-① 

HP や行政の広報などで情報

を発信している 

B 

幅広い情報発信の媒体としてセンターHP に

より基本的な情報を提供しているが、定期的

な更新・内容の充実が十分でない。静岡市広

報紙で城東保健福祉エリアについて取り上げ

られたが、センターの取り組みの掲載は確認

できなかった。医療者調査では、「センターか

ら情報発信されている」が 13.9％、「センター

の情報は有効である」が 25.9％である。 

155 

V-1-② 

関係機関がそれぞれ満足する

ように意見を聴く機会を設け

ている 

B 

定期的な推進会議の開催、各モデル事業実施

の際の打合せ、不定期であるが広域的調査の

実施など、連携先の意見・要望を聞く機会が

ある。調査では、施設職員は「意見を言いや

すい関係である」が 21.0％、「保健活動実施前

に意見交換できた」が 17.1％である。 

156 V-1-② B 市内の医療保健機関や福祉施設などを対象と
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関係者に対して満足度調査を

広域で行っている 

する広域の満足度調査は実施しているが、定

期的な実施は行っていない。 

157 

V-1-③ 

担当者が決められていて、随

時意見を受け入れる体制を作

っている 

A 

センターの地域連携担当のスタッフは、常勤

歯科医師及び常勤歯科衛生士であり、意見等

を受け入れる体制を整えている。 

 

 2．連携の質の確保 

  ①質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている 

  ②個々の連携の質が確保されるための対応を行っている 

  ③地域との関係が適切に確保されている 

  ④個々の連携だけでなく、調整会議が行われている 

  ⑤障害のある方に配慮した連携が構築されている 

  ⑥関係機関との連携が確保されている 

  ⑦地域の歯科保健に対する意識向上のための取り組みを行っている 

  ⑧会議等の記録が適切に行われている 

158 

V-2-① 

連携の質を向上させる仕組み

が組織としてある 

A 

連携先からの意見、相談、不満についてスタ

ッフ・ミーティング（月 1 回開催）や診療ミ

ーティング（診療日）で検討され、関係者代

表や第三者を含めた連携の質を向上させる仕

組みに推進会議がある。 

159 

V-2-② 

個別会議等の後に組織として

改善対策を講じている 

A 

連携の課題がスタッフ・ミーティングで取り

上げられ、その解決策の検討が行われたこと

をその会議録で確認した。 

160 

V-1-③ 

定期的に意見交換等の会議を

個別に開催している 

A 

推進会議や各部会開催は定期的に行われ、意

見交換が行われている。モデル事業の実施に

おいて、打合せ、事業実施、振り返りのプロ

セスにおいて実施され、定期的に意見交換を

行っている。 

161 

V-2-④ 

調整会議を定期的に行ってい

る 

A 
推進会議は定期的に開催されており、各部会

も定期的に開催されている。 

162 

V-2-④ 

関係機関の代表者を会議のメ

ンバーに入れている 

A 

推進会議の委員には、手をつなぐ育成会理事、

歯科医師会代表、関係する福祉機関代表、学

識者、センター職員代表、担当課行政職員担

当者である。 
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163 

V-2-⑤ 

会議のメンバーに本人又は家

族が入っている 

A 
知的障害児者の親の会の代表者が本人・家族

者家族代表として参加している。 

164 

V-2-⑤ 

施設で相談コーナーが設けら

れている 

B 

センター職員が各地域保健センターに出向

き、無料の歯科保健に関する相談会を実施し

た。要請があれば対応できる体制ではあるが、

スタッフ数に制限があり、随時対応できる仕

組みとはなっていない。センターには相談窓

口（担当者）があり、相談コーナーが設定さ

れているが、予約制のため随時対応していな

い。 

165 

V-2-⑥ 

連絡先の担当者が決まってい

る 

A 

連携する施設や学校等の連絡窓口になる担当

者は決まっており、連携がスムーズに進む体

制が構築されているが、担当者一覧リストは

作成していない。 

166 

V-2-⑦ 

関係機関と共同で障害者歯科

保健事業を行っている 

A 

歯科保健モデル事業において、打ち合わせや

説明を必ず実施し、実施後の反省会での検討

が行われている。 

167 

V-2-⑧ 

会議録が残され、保存されて

いる 

A 
推進会議の議事録は定型のもので残され、保

存されている。 

168 

V-2-⑧ 

会議録が HP 等で公開されて

いる 

B 

推進会議議事録の全面開示については部局

内・推進会議等で慎重に検討されなければな

らないが、推進会議の審議内容等は地域障害

者歯科保健活動の重要な資料であり、推進会

議の存在やそこで議論された内容等の概要又

は要点についての情報をより積極的に提供す

る姿勢が求められる。 

 

 3．開始・継続 

  ①関係構築が積極的に行われている 

  ②継続性に配慮した対応が行われている 

169 

V-3-① 

センター代表者が行政の障害

者施策の会議に積極的に参加

している 

A 

年 3 回程度開催される推進協議会に健康づく

り推進課長が参加し、必要であればセンター

代表者もオブザーバーとして参加し、説明等

ができる。 
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170 

V-3-② 

会議の内容はセンター職員に

ミーティング等を通して伝え

られている 

A 
推進会議の議事録やスタッフ・ミーティング

の会議録は職員に回覧している 

 

 

VI. 適切な研修・啓発の実施 

 1．研修対象者本位のサービス 

  ①対象者を尊重する姿勢が明示されている 

  ②対象者満足の向上に努めている 

  ③対象者が意見等を述べやすい体制が確保されている 

No. 基準項目 
外部評価 

評価 判断した理由及び根拠 

171 

VI-1-① 

研修プログラムは参加しやす

い配慮や内容設定がなされて

いる 

A 

研修実施直後の参加者アンケート結果を生か

し、次回の研修の企画・立案に結び付ける取

り組みを実施しており、参加者が参加しやす

い配慮や内容設定に向け計画的に取り組んで

いる。 

172 

VI-1-② 

事後アンケートを行い、研修

内容を改善している 

A 

研修では事後アンケートを実施し、その結果

を次の研修会に活かす取り組みを実施してい

る。 

173 

VI-1-③ 

研修担当者が決められてお

り、随時対応できる体制があ

る 

A 

センターの研修担当者は常勤医師及び常勤歯

科衛生士である。研修会はセンター職員を講

師として、家族、施設、歯科医師、歯科衛生

士を主な対象に、各対象別に最低限年 1 回実

施している。一般市民や保健医療福祉関係者

に対する外部講師による講習会は年 3 回程度

実施し、予算化されている。 

 

 2．サービスの質の確保   

  ①質の向上に向けた取り組みが組織的に行われている 

  ②個々の研修の標準的な実施方法が確立している   

  ③院内研修環境が適切に整備されている 

  ④研修の告知がされている 

  ⑤障害のある方に配慮した研修が行われている 

  ⑥研修会が定期的に実施されている 
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  ⑦記録が適切に行われている 

174 

VI-2-① 

研修について随時反省会が行

われ、改善策を講じている 

C 

スタッフ・ミーティングでアンケート結果を

踏まえた検討を行う仕組みがあり、事後アン

ケートは実施されているが、各研修会の反省

会は実施されていない。 

175 

VI-2-② 

研修プログラムやマニュアル

等を作成し、随時改訂してい

る 

C 

研修プログラムや研修マニュアルは整備され

ていない。来年度、ガイドラインに沿った院

内研修マニュアルを作成する予定である。 

176 

VI-2-③ 

物理的に研修しやすい環境に

整備されている 

A 

院内研修の人的条件である指導医・認定医の

条件をクリアし、物理面での面積・機材等は

整備されている。 

177 

VI-2-③ 

院内研修担当の歯科医師及び

歯科衛生士を配置している 

B 

センター歯科医師は学会認定指導医であり、

常勤歯科衛生士は学会認定の障害者歯科指導

歯科衛生士である。院内研修の条件を満たし

ているが、歯科医師 1 名、常勤歯科衛生士 1

名体制であり、院内研修実施に対し人員的に

十分な体制ではない。 

178 

VI-2-④ 

研修会や講演会について HP

や広報等で告知を行っている 

B 

家族向け講習会時に静岡市広報を活用し、歯

科医師会との連携で医療従事者への告知体制

が取られている。しかし、HP では研修会や講

習会の案内を掲示していない。調査で、その

告知がわかりやすかったかどうかの質問に

は、医療従事者は 19.4％、施設職員は 5.6％

が肯定したに過ぎない。 

179 

VI-2-④ 

院内研修を行っていることを

患者や関係者が周知している 

C 

利用者・家族対象の講習会ではセンター歯科

保健事業の診療、保健、研修、連携の 4 つの

柱については説明している。しかし、センタ

ー内に院内研修について掲示されておらず

HP にも掲載されていない。利用者調査では、

「院内で研修していることを知っている」は

16・7％、「院内研修について職員から説明が

あった」は 8.4％である。 

180 

VI-2-⑤ 

障害特性や個性・個別性の理

解についても研修会で説明し

A 

新人研修や研修会の資料において、障害特性

や個別性の理解について説明していることを

確認した。 
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ている 

181 

VI-2-⑤ 

患者や家族等の個人情報につ

いて配慮されている 

A 

研修や学会発表に際して個人情報を取り扱う

場合、利用者本人若しくは家族に使用目的を

説明し、使用に対して書面での同意を得てい

る。実習生については実習先の大学等と個人

情報の取り扱いについて書面で確認し、利用

者・家族には口頭で実習生を紹介している。 

182 

VI-2-⑥ 

年 1 回以上対象者に向けて研

修会を行っている 

A 

センター職員による、歯科医師、歯科衛生士、

施設職員、家族を対象とする研修会を各年 1

回以上実施している。 

183 
VI-2-⑦ 

記録や資料が保存されている 
A 

利用者・家族の個人情報に配慮されて実施さ

れた研修記録や資料がファイル化され、管理

されている。 

 

 3．開始・継続 

  ①継続性に配慮した対応が行われている 

184 

VI-3-① 

研修のための予算が確保され

ている 

B 

外部講師の講演料は予算措置されている。そ

の他の研修会・講習会に要する費用に予算が

別途計上されているわけではない。 

 

 4．実施計画の策定 

  ①研修希望者のアセスメントが行われている 

  ②地域のニーズに即した実施計画が策定されている 

185 

VI-4-① 

研修会を企画する際にニーズ

の調査を行っている 

B 
研修会の企画立案を目的とした調査や地域診

断は実施していない。 

186 

VI-4-② 

地域やニーズに即した研修会

を企画している 

A 

本年度実施された研修会や公開講座 3 例の事

後アンケート結果を確認したが、「とてもよか

った」及び「よかった」と答えた割合が 3 例

全て（参加者合計 124 名）で 100％であった。

しかし、郵送調査では研修会が地域の実情や

ニーズにあった内容だったかの問いに、医療

従事者 13.9％、施設職員 7％と研修会参加者

とのギャップが大きい。 
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IV. 考察 

 

 本試行事業では、平成 20 年度障害者歯科保健センター推進事業外部評価項目検討部会が

作成した評価項目及び評価基準を用いて訪問調査を行い、外部評価の根幹をなす評価項

目・基準等の検討を行った。評価決定委員会で第一に指摘された点は、評価細目数の多さ

であった。福祉サービス第三者評価事業では 100 前後の細目数で実施されているが、これ

でも現状は調査者や受審施設側の負担が大きく、さらなる評価細目等の統合・スリム化が

進められている。本外部評価事業においても、全体的な評価体系の中での評価項目・評価

細目の関連性や評価目的などを明確化する中で簡略化していくことが求められる。以下の

評価対象別の改善策に重複する評価細目については指摘したが、評価の全体性を俯瞰した

見直し・スリム化が必要である。また、今回は受審施設となるセンターが評価基準に基づ

く自己評価を実施していない。福祉サービス第三者事業では、訪問調査の前に受審施設に

自己評価を依頼し、その結果及び根拠等を訪問調査時の重要確認事項として調査員が読み

込み、訪問調査時間を有効に活用する手法をとっている。同一の評価基準を用いた自己評

価結果を調査員が把握していることで、訪問時の聞き取り・書類等の確認の簡素化や判断

根拠の明確化に非常に役立つ。受審施設が評価基準について理解していない場合や安易に

評価する場合もあり、自己評価の結果はあくまでも参考ではあるが、本事業でも同一評価

基準の自己評価の実施は評価の妥当性を確保する上でも有効である。その際に、実態調査

結果を主な基準とする細目の自己評価方法、評価細目数の多さ・センター側の負担、自己

評価者の明確化など課題について今後検討・解決しておかなければならない。 

評価基準における評価体系については、静岡市障害者歯科保健センターがその活動で展

開する推進事業 4 本柱に組織体制を加えた、訪問調査の骨格となる「評価項目」及び「評

価分類」については、障害者歯科保健分野での外部評価事業として妥当である。その下部

項目、特に「細目」の構成は評価全体を見通し、評価対象となる「障害者歯科保健事業」

を包括的かつ一つひとつの細部を捉えたものであるべきである。しかし、評価を下す際の

最大のポイントは、細目ごとに設けられた「評価基準の考え方と評価ポイント」及び「評

価の着眼点」にある。訪問調査時において、評価 A がつくものはそれほど問題にならず、

評価 C も評価者 2 名の間で意見が異なることは尐なかった。しかし、評価 B については、

お互いの評価が異なるというより、それが A なのか B なのか、あるいは B なのか C なのか

の判断基準の幅が広く評価に非常に迷うものが多かった。提供される人的サービスであれ

ば当然、A・B・C できっぱりと線引きできるものではなく、ある一定の不明確な部分は存

在する。設定する基準が理想的・最高レベルなものなのか、現実的・ある程度のレベルで

あるかについても、きれいに分別できるものではい。本事業の目的である調査項目やその

手法などの問題点及び改善策は評価対象別に以下に整理するが、評価基準のスリム化や評

価の不明確性の問題を含め一度にすべてが解決できるものではなく、今後の外部評価事業

を実施していくうえで、評価基準改訂に向けた専門部会などを設けてじっくりと時間をか
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けて対応する必要性が明らかになった。 

 

評価対象 I 

 評価対象 I（及び II）において、評価細の判断基準、評価基準の考え方と評価ポイント、

評価の着眼点の記述は福祉サービス第三者評価事業のものとほぼ同じものを用い、センタ

ーの外部評価の視点から評価細目は追加又は削除されている。全体的に、センター各事業

のサービス提供を支える基盤としての理念・基本方針、計画策定、管理者の責任とリーダ

ーシップを評価する部分であり、福祉施設で用いる基準が特に問題となることはなかった。

しかし、理念や基本方針などを「明文化」することに重きが置かれてしまい、評価のため

だけの掲示や記載が行われていることがないよう、その判断の妥当性を常に留意する必要

がある。理念・基本方針の周知においては、その判断の理由・根拠が明確でなく、判断基

準に実態調査結果（数値）を導入することが求められる。また、管理者の責任・そのリー

ダーシップに関する評価については明確な定義づけを行い、その該当する者への直接的な

聞き取りが必要である。 

▷ No. 1（理念明文化）が C であるが、その理念に基づく基本方針の明文化（No.2）が

B という結果は不自然である。多様な理念・設立理念の明示方法があり、必ずしも明

文化という形で明記されていないこともあり、No.2 の評価基準の考え方やポイントに、

「理念が明文化等の方法で明確に示されていない場合において、センターの基本方針

として明文化されていればそれを、もしくは基本方針が明確に示されていない場合で

も基本方針として読み取れるものがあればそれを評価対象とする」と追加する。ただ

し、あくまでも理念や基本方針は明文化されていることを原則とすることは変更しな

い。 

▷ No. 4 を評価する根拠としてセンター職員調査の結果（数値）を導入し、その判断材

料のひとつとする（ただし、数値だけで判断しない）。この細目の場合、a）評価の根

拠の一つにセンター職員全員（100％）の理解を求める。 

▷ No. 5 を評価する根拠として利用者調査の結果（数値）を導入し、その判断材料のひ

とつとする（ただし、数値だけで判断しない）。この細目の場合、a）評価の根拠の一

つに利用者の 60％以上の理解を求める。また、センターのわかりやすい周知努力は必

要だが、利用者・家族の場合、理念と基本方針の両者をきちんと分けて理解している

わけではないため、評価細目・判断基準は「理念や基本方針等のセンターの基本的な

姿勢や考え方」と評価対象の幅を持たせる。 

▷ No. 6 を評価する根拠として施設職員調査及び医療者調査の結果（数値）を導入し、

その判断材料のひとつとする（ただし、数値だけで判断しない）。この細目の場合、a）

評価根拠の参考材料の一つに施設職員及び医療者の両方で 60％以上の理解を求める。

現実問題として地域の医療者等が障害者に対する歯科保健事業に理解を示さない場合、

行政やセンターの努力だけでは周知状況は高まらないため、あくまでも数値は参考と
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し、関係機関に対する周知への取り組み状況を評価する。 

▷ No. 12～No.18 について、管理者として直接的にセンターを管轄する部局長（静岡市

の場合は健康づくり推進課長）として定義したが、部局長といえどもセンター運営上

の役割や責任は限定され、組織体系の中では職務分掌が明らかなため、本評価基準に

おける定義づけの妥当性が問われる課題である。静岡市のように公設公営形式では、

ある者に限定した「管理者」の位置づけ・定義づけは困難であり、運営・管理という

観点からはセンター歯科医師では妥当性を欠き、行政組織上では保健福祉部やその上

部組織である保健福祉子ども局では実質的なセンターの管理・運営という点で適当で

はないという判断であった。また、健康づくり推進課長を管理者として位置づけた場

合、訪問調査では、その者（又はその代理者等）に直接聞き取り調査を実施し、定義

づけや判断した理由・根拠を確認することが不可欠である。 

  

評価対象 II 

 直営センターのため行政として当然行われているものと評価で求めているより具体的な

センター運営についての評価で判断基準等が不明確であった。特に、外部による運営状況

の評価・監査（No. 21）、人事管理・人事考課（No. 26-29）、就業状況（No. 30-31）に関す

る評価である。また、施設管理について、利用者調査の結果もその状況等を示す一つの根

拠となるが、判断基準には示されていない。 

▷ No. 21 では、判断基準として「行政による監査は対象ではありません」と示されてい

るが、これは社会福祉法人等の施設運営での根拠であり、直営センター独自の外部監

査の実施は現実的でない。そのため、行政が外部監査を実施し、その結果に基づいて

センターの運営改善が図られていることを確認できれば a）評価とする。その確認のた

め、行政担当職員等の聞き取りが必要である。 

▷ No. 23 について、職員への周知状況の判断するため、センター職員調査に「運営上の

課題」及び「その取り組み」の理解度を求める質問項目を設定する。その場合、20％

以上の職員が否定すれば b）評価の「十分でない」とする理由・根拠の一つとする（た

だし、この数値だけで判断しない）。 

▷ No. 26-27 の人事管理体制は、静岡市全体としての職員の人材確保プランではなく、

あくまでもセンター設立理念や基本方針を実現するために求められる質の高い地域障

害者歯科保健事業に対する人事管理体制であることを明確にする。権限や予算など

様々な制限・限界は大きいが、その問題点を明確化する意味でも、利用者本位のサー

ビス提供を具現化する意味でも、外部評価基準としてはセンター独自の人材確保のプ

ランに基づいたものを評価とする必要がある。また、評価基準において、No. 27（人

事管理）は、No. 26 で評価される人材に関するプランに基づくことが前提と設定され

ている。No. 26 が C 評価、No. 27 が B 評価と評価結果が矛盾する点について、No. 27

の評価基準の考え方と評価ポイントに、「具体的な人材プランが確立していない場合で
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も、適切な人事管理体制が組織的に機能している場合、人材プランの確立有無だけで

評価するのではなく、全体的な人事管理の実施状況をもって判断する」と評価の重点

を人事管理の実施状況とすることを示す。 

▷ No. 28-29 の人事考課について、非常勤及びパートの職員についても地域保健サービ

ス提供の重要な人材であり、その客観性ある評価が求められるため、この細目評価の

対象として「職員とは、常勤だけでなく非常勤等の職員を含む」と明記する。 

▷ No. 30 及び No. 32 は、センター職員調査で就業状況及び福利厚生の満足度について

質問しているので、その結果（数値）も判断材料の一つとして示す。就業状況につい

ては、あくまでも参考として 80％以上の職員が肯定していれば a）評価とし、福利厚

生については判断基準の一つとして 80％以上の職員の肯定を a）評価に求める（ただ

し、数値だけで判断しない）。 

▷ No. 41 では、利用者調査における「交通の利便性」の満足度で 80％以上の数値を a）

評価の根拠の一つに加える。 

▷ No. 42 では、利用者調査における「駐車スペースは十分確保されている」の満足度で

80％以上の数値を a）評価の根拠の一つに加える。 

▷ No. 43 では、利用者調査における「エリアは利用しやすい環境に整備されている」の

満足度で 80％以上の数値を a）評価の根拠の一つに加える。 

▷ No. 44 では、利用者調査における「エリア内にある看板表示は分かりやすい」の満足

度で 80％以上の数値を a）評価の根拠の一つに加える。 

▷ No. 45 では、利用者調査における「HP は利用しやすく必要な情報が入手しやすい」

の満足度を用いるが、HP を利用しない（又は利用が難しい）利用者・家族が否定して

いる場合もあるので、あくまでも参考として、その満足度で 60％以上で a）評価の参

考根拠として示す。 

 

評価対象 III 

 評価対象 III、IV、V、VI は、評価細目の判断基準として積極的に実態調査の結果（数値）

が導入されている。このことは、グレーゾーンにおける判断の理由・根拠として有効であ

るが、その数値設定の妥当性・客観性は非常に難しい問題である。また、センター業務の

中でも適切な医療の実施は中心的な役割を担うため、評価細目も細かく分類されているが、

評価対象 IV との整合性及びその他の評価対象との関係性から、設定を検討することも求め

られる。 

▷ No. 46 において、判断基準が利用者の権利の明文化と利用者の周知状況を同時に満た

すことが求められている。また、利用者調査結果が判断基準として示されているが、

それに該当する質問項目が利用者調査にない。そのため、判断基準として「利用者の

権利が明文化され、利用者に周知する取り組みが十分である」を a）評価とし、その具

体的な取り組みをセンター職員の説明、施設内の掲示、パンフレット・HP での明示を
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訪問調査で確認することとする。同様に、No. 49 の判断基準では、「医療倫理に関する

方針が明文化され、利用者に周知する取り組みが十分である」を a）評価とする。 

▷ No. 47 で職員周知の状況を判断するためにセンター職員調査の結果（数値）が示され

ているが、No. 46 で示した 11 項目のセンターの利用者権利の理解とは必ずしも一致し

ないことが考えられる。そのため、判断基準として「利用者の権利が明文化され、職

員に周知する取り組みが十分である」を a）評価とする。同様に、No. 50 の判断基準

では「医療倫理に関する方針が明文化され、職員に周知する取り組みが十分である」

を a）評価とする。 

▷ No. 54 では、診療記録等の開示要求に対するシステムが確立し、それが機能している

ことを求めている。しかし、その機能していることの判断について、基準が不明確で

ある。そこで、a）評価の根拠として、その内容や手順が説明資料や掲示等の方法で利

用者・家族にわかりやすく具体的に示されていることを示しておく必要がある。▷ No. 

60 において、b）評価では常時とは限らず、c）では常時というニュアンスを込めて判

断基準が設定されているが、その基準は不明確である。頻度にかかわらず医療施設に

おいて言葉づかいや身だしなみに不快を感じること自体が低評価であり、ここでは b）

評価を削除し、a）及び c）の二段階評価とする。 

▷ No. 61 の a）評価基準は「スタッフが職種・名前の入った名札を付けており、院内掲

示がわかりやすく工夫されている」とし、掲示が見やすく、わかりやすいような工夫

が具体的に行われているかで判断する。 

▷ No. 63 及び No. 64 は No. 44 と一部重複。No. 44 では、センター外のエリア環境を評

価しているが、センターの受付や診療室などの案内掲示や情報に特化して II-4-①に評

価細目を追加する。 

▷ No. 65 の評価基準として利用者調査の結果が示されているが、満足度と診療開始時間

厳守に対する取り組みは必ずしも一致しない。そのため、判断基準において a）評価は

「予定通りに診療が開始されるよう十分な配慮がある」とし、その配慮の具体的な状

況を把握し、評価する必要がある。利用者の満足度もその一つの判断材料にはなる。 

▷ No. 68 は No. 65 及び No.67 と内容的に重複し、待ち時間の定義に利用者側の都合を

含むか否かが不明確である。No. 67 で待ち時間短縮の努力について評価しており、ま

待ちの状況を把握を前提にしている。また、その対応に問題等があれば利用者の満足

度（No. 65）は必然的に低くなることが予想できることから、No. 68 の評価細目は削

除する。 

▷ No. 69 と No. 70 は評価細目が重複している。No. 69 は利用者の医療サービスに関す

る相談に応ずる体制整備について、No. 70 は提供された医療サービスに対する意見や

苦情に関する体制整備についてに整理し、それらの組織的な取り組みを評価する。ま

た、No. 70 の評価細目・判断基準で示されている「意見」では不明確であり、具体的

に利用者・家族からの要望や希望を指すことを示すべきである。そのうえで、No. 70
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～No. 72 を一本化し、意見や苦情に対応する手段が明文化されていることやその方法

が広報されていることが、組織的取り組みの判断基準とする。 

▷ No. 74 は、No. 73 と連動させ、対応・改善内容を見直し、評価体制が機能しているこ

とを前提にその対応が適切に行われていることを評価することを明示する。No. 73 の

評価細目は「意見、希望、苦情等の対応について評価・改善する仕組みがある」とす

る。 

▷ No. 77 において、評価細目の適切な医療実施のスタッフ確保は当然なされており、判

断基準では人的配置に対する行政担当部局の取り組みや努力については評価されない

ものとなっている。また、診療台に対する人的配置が示されているもののその根拠が

不明確である。b）評価の「具体的な予定」が人材確保要求との整合性も問題がある。

よって、評価細目をセンター職員の取り組みとして「適切な医療を実施するための人

員確保に努めている」とし、判断基準 a）を「必要な人員確保に対する取り組みが十分

である」、b）「必要な人員確保に対する取り組みはなされているが、十分でない」、c）

「必要な人員確保に対する取り組みがなされていない」と取り組みの姿勢やその整備

体制を評価する。 

▷ No. 78 は No. 26 及び No. 27 と重複のため削除し、その計画的な人材確保は No. 26

で評価し、適切な実施状況については No. 27 の評価対象とする。 

▷ No. 79 は No. 34 の評価とする。 

▷ No. 85 において、センターの使命・根幹として他の医療機関との連携があり、評価す

べきはその到達点である。したがって、評価細目は「利用者主体の医療機関連携のシ

ステムが機能している」とし、評価基準 a）は「他の医療機関との連携システムが構築

され、十分機能している」、b）「他の医療機関との連携システムは構築されているもの

の、十分に機能していない」、c）「他の医療機関との連携システムが構築されていない」

において、評価基準に示されたシステムの機能の条件を評価対象とする。 

▷ No. 86 の評価基準において、院内の清潔保持は医療機関として必須条件であり、a）

評価の条件となる利用者満足度は 90％以上、90％未満であれば b）評価とする。 

▷ No. 93 における「集められた事例」は何を具体的に指すのかが不明確である。No. 92

との関連から、「医療安全に関わる事例」と明確化する。 

 

 

評価対象 IV 

 適切な保健活動の実施については、歯科医療部門と同様にセンター事業の柱となるもの

であり、全体的に評価対象 III との評価細目・判断基準等での表現の整合性は課題である。

しかし、この点については、本事業の評価基準作成の土台とした福祉サービス第三者評価

事業における評価基準と大きく異なる部分でもあり、評価対象 V 及び VI についても関連し

てくるため、障害者歯科保健分野での標準的な評価基準づくりに向けた根本的な取り組み
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の課題として示しておくにとどめる。その他で特に問題となるところはないが、訪問調査

実施中に評価の実態に即して評価細目や評価基準の文言の修正をいくつか行ったが、結果

考察においてさらに必要な修正等の箇所がある。 

▷ 利用者調査の結果（数値）を評価基準の判断材料として取り入れることは可能であり、

「歯磨き指導など保健活動に満足している」は No. 124、「保健活動に十分な人員配置

がされている」は No. 113、「保健活動は利用者の個別性に配慮した内容」は No. 114-115

及び No. 123、「保健活動の担当者は相談しやすい」は No. 112-113、「保健活動の担当

者は希望を聞く努力をしている」は No. 117、「診療室は保健活動を受けやすい環境で

ある」は No. 120、「担当者は活動の内容をわかりやすく説明する」は No. 119 と主に

関連する。その結果が評価基準の判断根拠となるのか、参考程度のものになるのかは

異なるが、全てにおいて数値だけで判断できるわけではないことは共通している。 

▷ No. 111 では利用者参画とあり、No. 112-113 では利用者主体と表現されているため、

評価細目や判断基準に「利用者主体の歯科保健活動が行われていることを明示してい

る」と統一する。 

▷ No. 113 では、利用者調査結果だけでなく、センター職員調査の結果も取り入れるこ

とでスタッフ確保の体制整備の状況が判断できる。a）評価を 90％以上、b）評価を 90％

未満 70％以上、c）評価を 70%未満と数値を高めに設定することで、より適切な保健

活動の実施評価とする。 

▷ 利用者の個別性に配慮した歯科保健活動の実施について No. 114、No. 122、No. 131、

No. 136 でほぼ同一の評価基準となっている。個別性の配慮は「利用者本位の活動」の

前提条件であるが、評価対象 III に合わせ、IV-2-④の No. 131 の評価細目に統一した

評価とする。また、センター職員調査の結果も判断基準の根拠として用いることがで

きる。 

▷ No. 117 では、満足度調査の実施及び家族会等の出席について評価している。No. 115

で利用者の意思確認や情報収集に基づく歯科保健活動の実施を評価しており、その細

目評価に利用者の意見、要望、満足度など家族会等への参加で把握しているかどうか

を判断根拠とすることを明記し、No. 117 は削除する。 

▷ No. 118 において、「歯と口の相談会」の実施を確認したが、その相談者実績から、相

談する場が提供されていても十分にそれが機能しているとは言い難い状況であった。

評価細目は「歯科保健に関する相談に応じている」とし、a）評価は「歯科保健に関す

る相談に応じる体制が整備され、機能している」、b）評価は「歯科保健に関する相談

に応じる体制整備が十分でない」、c）評価は「歯科保健に関する相談に応じる体制整備

がなされていない」とする。 

▷ No. 122 を No. 131 に含ませることと同時に、No. 131 では利用者の個別性に対応した

体制整備について評価しており、No. 123 の利用者個々のコミュニケーション方法の工

夫も含まれる。あえてコミュニケーション方法の配慮を評価するのであれば、評価対
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象 III でもその細目が必要である。 

▷ No. 124 でいう利用者の「ニーズ」に対する具体的な定義・説明が不足している。単

に表現されるニーズだけでなく、潜在化しているニーズの把握・発掘に対するアプロ

ーチも求められる。 

▷ No. 128 では環境面での整備体制について評価するため、評価細目及び判断基準の「設

備」を「環境」に変更する（センター職員調査の質問項目の文言も変更する）。 

▷ No. 119 の予算確保に関しては、No. 130 と同様に評価細目・判断基準に「利用者ニ

ーズ（又は地域ニーズ）に対応した」歯科保健活動実施の予算確保について評価する。

単なる予算では評価対象が不明確。 

▷ No. 131 と No. 132 の評価対象が不明確。No. 131 は利用者の個別性に配慮した対応・

取り組みの状況、No. 132 はそのための環境・ハード面での整備状況について評価す

るものとする。コミュニケーション方法の工夫は No. 131 で評価し、移動手段や口腔

ケア用具の配慮は環境・ハード面での評価とする No. 132 の評価基準とする。 

▷ 普段の対応方法の把握は「評価項目④利用者の障害特性などを配慮して展開される」

ために欠かせない条件であるが、No. 115 において同一内容の細目が設定されているの

で、No. 115 の評価基準の根拠の一つとして追加し、No. 133 は削除する。 

▷ No. 134 における歯科保健活動に限らず個人情報保護に対する体制整備はセンター事

業の絶対的条件であり、その遵守体制は No. 40 で評価している。歯科保健活動におけ

る個人情報保護の取り組みを評価するのであれば、評価対象 III、V、VI でも同様に細

目を設ける必要がある。 

▷ 個別性の配慮は No. 131 で評価し、No. 135 では性差、No. 136 ではその他の人権や障

害特性上で配慮すべき工夫や対応についての評価とする。 

▷No. 145 の評価細目・評価基準は、活動の継続性についてのみの評価として読み取るこ

とができる。しかし、b）評価でその取り組みの状況が問われていることから、細目や

基準の設定が不適切である。評価細目は、「継続的に実施できる体制が整備されている」

とし、評価基準も単なる継続性の評価ではなく、そのための体制整備の適切さについ

て a）又は b）評価ができるように修正する。 

▷ 保健活動における地域との連携状況の評価として、No. 147 の評価基準に医療者調査

や施設職員調査の結果を取り入れる。医療者調査では「歯科保健センターと連携する

努力をしている」の結果が該当するが、施設職員調査ではセンターとの連携関係を直

接問う質問項目がない（関連する質問として「歯科保健事業が地域でも行われている

ことを知っている」や「地域で保健活動に参加したことがある」がある）ため、質問

項目を工夫する。しかし、普段センターと関わらない施設職員に対して広くアンケー

ト調査を実施する関係上、その結果（数値）はあくまでも判断の参考材料であり、こ

こでの評価は地域連携に対する取り組み状況・体制である。 
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評価対象 V 

 地域連携の評価では、センター職員への聞き取りを中心に、各関係機関への実態調査の

結果も含めた評価となるが、今回の本試行事業では、主にセンター職員に実施状況等を確

認するにとどまった。実態調査も地域連携の一部分を示すに過ぎないことを考えれば、で

きれば各関係機関代表者等への面接又は電話調査の実施が望まれる。ただし、評価基準で

は地域の医療・福祉・教育機関だけでなく、親の会、家族、行政等を各関係機関として設

定しているが、評価の客観性や妥当性を確保するうえで、地域連携体制の確保などは障害

者歯科保健事業で直接的に連携する専門機関に限定したほうよい。この場合、地域の各障

害者団体等の代表者などは福祉機関に含まれる。また、利用者調査において連携に関する

質問項目の満足度が低いが、単に利用者・家族にとって地域連携システムの理解が低いの

か、センター・地域医療機関での紹介や説明が不十分なのかが調査結果から読み取ること

は難しい。しかし、地域連携システムが実際に利用者にとって分かりやすく、使いやすい

かどうかはこの評価対象の重要なひとつの視点である。 

▷ No. 152 では各関係機関の周知状況を評価し、実態調査では医療者及び施設職員に該

当する質問項目があるが、団体調査にはセンター認知に関する質問項目がない。また、

評価基準で全ての関係機関が 70％以上センターの存在を知っている場合に a）評価で

あり、c）評価は 20％未満（評価 b）がその中間）とかなり幅が広い設定になっている。

この細目の適切な評価基準として、a）評価は関係機関のうち地域医療者や施設職員で

90％以上、b）評価は、90％未満 60％以上、ｃ）評価は 60％以下とし、団体調査の数

値としは a）70％、b）40％、c）20％程度と分けて設定する。 

▷ No. 153 でセンターの連携構築に向けた積極的な働きかけを評価する一つの根拠とし

て、センター職員調査の「地域関係者と連携がとれるよう努力している」の結果を入

れる。その数値設定は、a）80％以上で、c）40%以下とし、b）はその中間で十分でな

いことを示す。また、連携確保の姿勢だけでなく、その機能状況についても評価する

評価細目の設定も必要である。連携システムは構築することが目的ではなく、それが

どう機能するかが問われる。 

▷ No. 154、155、156、（158）、160、161 において、その判断基準や評価項目で定期・

不定期が判断根拠になっているが、その定義があいまいである。情報発信の頻度では

（No. 154）、地域に対してセンターの活動等を広報紙や HP などで紹介する取り組み

を積極的に行っていることの一つの根拠として、ニュースレター等を年 2 回以上定期

的に発行していることとし、No. 154 の判断基準 a）から「定期的」を削除する。 

▷ No. 155 の評価基準にある広域調査の定期的実施に関しては、年 1 回以上又は隔年で

継続的に実施しているかどうかを根拠とする。 

▷ No. 155 の評価基準で広域調査の定期的実施が含まれているが、No. 155 は直接意見交

換できる機会設定の評価として広域調査に関しては削除し、広域を対象とするアンケ

ート調査実施の評価は No. 156 とする。 
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▷ No. 160 の意見交換会等の会議開催に関して、個別の機関との意見交換会やミーティ

ングであることが評価基準に挙げられているので、その判断基準に各機関との会議等

が定期的に実施されているかどうかとする。また、評価基準で定期的とは年 1 回以上

とする。 

▷ No. 161 の調整会議開催では、年 1 回以上の定期的実施及び必要な場合に随時招集で

きる仕組みが求められる。そのため、判断基準 a）は定期的に実施し、必要があれば随

時開催する仕組みがある、b）定期的に実施しているが、随時開催する仕組みがない、

c）定期的に実施していないとする。 

▷ No. 162 及び 163 の評価対象となる会議の定義が不明確である。No. 162 はセンター

が主催する調整会議、No. 163 は各関係機関・家族会などとの意見交換会やミーティン

グなどの会議であることを示す。 

▷ No. 164 の評価細目は「センターや他関係機関で相談できる場が設置され、随時対応

できる仕組みがある」とする。  

▷ No. 167 及び No. 168 における「会議録」の定義が不明確である。地域ぐるみで障害

者歯科保健事業を推進していくうえで、市民や関係者等に広く閲覧できることに意義

がある会議をある程度限定すべきである。今回の調査結果の判断理由・根拠では、そ

の対象を推進会議の会議録とした。 

 

評価対象 VI 

地域の医療・福祉関係者などの専門職を対象とする障害者歯科保健等に関する講習会や

障害のある方・家族を中心とする地域住民に対する適切な診療・保健等に関する講座など

に対してセンター職員や専門分野の外部講師による教育・啓発活動は、センター機能の一

つの大きな柱として位置付けられている。その研修体制の整備や啓発活動の実施状況など、

評価対象・評価分類・評価項目・評価細目と他の評価対象同様に整理されていることは重

要である。しかし、評価対象 III（細目数 65）や IV（細目数 41）と単純比較すると評価対

象 V（細目数 19）や VI（細目数 16）はバランスに欠くため、ひとつの評価対象としてま

とめることも検討されるべきである。地域の関係機関との関係構築、連携の質の確保、そ

の実施・継続において、研修・啓発活動は大きく関わっている。しかし、センターを中心

とする静岡市障害者歯科保健推進事業の 4 つの柱という分類から独立した評価分類とする

視点も重要である。この点については、センターや静岡市の考え方もあり、継続的な協議

が必要だが、外部評価を実施した立場からはひとつの評価対象に統一する「適切な地域連

携と研修・啓発活動の実施」を提案する。また、研修の参加実績、内容、告知状況、地域

ニーズの対応などの質問項目で、医療者調査及び施設職員調査の満足度が低い。しかし、

調査自体が広く対象者を限定せずに実施されており、この数値がセンターの実施する研

修・啓発活動の実態をそのまま示しているとは言い難い。実際に参加した者を抽出して回

答するなど質問方法の工夫も必要であり、各研修後の事後アンケート調査の結果を用いる
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のも有効である。さらに、実習生の受け入れ状況等を評価する細目が不可欠である。 

▷ No. 171 では研修プログラムの参加のしやすさへの配慮、No. 172 では研修プログ

ラム内容の評価・改善への取り組みを評価することに重きが置かれているが、評価細

目・評価基準で内容が重複する。No. 171 では参加者への配慮状況を評価するものであ

るが、参加者への配慮がまったくない研修を計画することは考えられない。また、b）

評価の根拠として、具体的でない形で参加人数が示されているが、十分配慮されてい

たにもかかわらず結果として参加人数が尐ない場合も考えられる。よって、評価基準

は、b）を削除し、c）を「研修プログラムの作成において、対象者が参加しやすい配

慮に欠ける」の 2 段階評価とする。訪問調査では、参加しやすい配慮について（開催

日時・開催頻度・開催場所・プログラム内容・利用者等への特別の配慮などの状況等）

聴取し、研修の計画化でこれらの配慮・工夫が一つでも欠ける場合は c）評価とする。 

▷ No. 172 の評価細目はアンケート実施から改善までのプロセスを一つにくくられ

ており、判断が難しい。この細目を「事後アンケートの実施及びその結果分析」及び

「その評価に基づく改善策の実施」と二つに分ける必要がある。前者の判断基準は、a）

評価：研修後アンケート実施により参加者の満足度等を把握し、その結果を分析・評

価している、b）評価：研修後アンケート実施により参加者の満足度等を把握している

が、その結果を分析・評価する取り組みが十分ではない、c）評価：参加者の満足度等

を把握し、その結果を分析・評価する取り組みがなされていないとする。後者の判断

基準は、a）評価：分析・評価された結果を他の研修等に生かされている、b）評価：

分析・評価された結果を他の研修等に生かす仕組みが十分でない、c）評価：分析・評

価された結果を他の研修等に生かす仕組みがないとする。前者がｃ）評価であれば、

後者も自動的にｃ）評価となる。 

▷ No. 174 の評価細目における「研修」の定義を「個々の研修会」と「年間研修プロ

グラム」に分け、前者に対する随時の反省会は No. 172 で、後者に対する年間プログ

ラムの総括とそれに基づく次年度計画策定の定期的な検討会の実施をこの細目で評価

する。後者の場合、「反省会」ではなく研修計画策定委員会等の検討会である。 

▷ 院内研修に関する評価細目（No. 176、177、178）は評価項目として一つにまとめ、

⑥と⑦の間に入れる。No. 178 の院内研修の周知の判断根拠として、利用者調査の「院

内研修の理解」及び「院内研修の説明」の結果（数値）を取り入れる。利用者や家族

に理解を促す取り組みを十分にし、適切な説明をしても結果として利用者や家族の満

足度が高まらないこと考えられるため、数値は判断の参考とする。この細目の a）評価

は、ともに 60％以上と設定する。 

 ▷ No. 185 の判断基準は、b）対象者への事前調査が十分でない、c）事前調査を行

っていないとし、研修会を開催していない場合は自動的に c）評価とする。事前調査が

十分かどうかの判断として、地域診断だけでなく、推進会議や関係機関等での会議・

ミーティングでの議題化、各事業実施における取り組みでのフォーマル・インフォー
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マルな話題など、研修の企画・計画化に役立つ情報収集の状況を判断する。これら多

様なチャンネルを活用してニーズ等を把握していれば a）評価とし、一定のものに限定

されていれば b）評価とする。 

 

評価基準・方法（全体） 

本試行事業の評価基準作成の基となった福祉サービス第三者評価では、利用者や家族へ

のアンケート調査は実施しているが、その数値を評価に反映する仕組みはない。今回、評

価基準作成において、各対象者別のアンケートによる実態調査の質問項目作成を同時に行

い、実態調査の結果（数値）を判断基準と取り入れる取り組みが実施できた点は評価でき

る。評価基準に数値を入れたものは、判断に迷うことが尐なく、評価はやりやすかったと

いえよう。今後の検討課題として、アンケート調査結果を判断基準に取り入れる際の数値

設定の問題がある。数値では実態が表わせない項目やその数値自体の妥当性が問われるた

め、アンケート結果だけで判断の理由・根拠とするのではなく、数値も一つの判断材料又

は参考資料に活用するための具体的な検討を継続して実施する必要がある。判断の理由や

根拠とすべきことを明確化し、客観性や妥当性をある程度担保できる基準作りには継続

的・専門的な視点が不可欠であり、今回の試行事業の結果を今後に生かす取り組みが求め

られる。使用する言葉ひとつとっても、その定義づけ、意味合い、他の評価項目・細目な

どとの関係などが重要であり、外部評価を継続的に行う中で精査・改善していく取り組み

が必要となる。よい評価を得るための表面的な体制整備ではなく、センターの使命や存在

価値に基づく組織体制やサービス実施状況の的確な判断が行えるよう外部評価事業の目的、

特性、限界、課題等を問い続けていく必要がある。 

また、評価方法において可能な限り、評価分類 I・II に関しては管轄する行政担当職員、

評価分類 III・IV・V・VI に関しては保健医療サービスに関しては複数のセンター職員（一

部行政担当職員）及び地域関係者への聞き取りによる確認が必要であることを指摘してお

く。そのうえで、調査者合議による調査結果の策定、本学評価判定委員会による調査結果

の審議・決定後に、福祉サービス第三者評価事業と同様、その調査結果を受審者側の静岡

市に通知し、異議等の申し立て及びその再調査を実施する手続きが外部調査の客観性を確

保するために不可欠である。今回の訪問調査結果を概括すると、基本的に静岡市障害者歯

科保健センターで提供されるサービスの質は一定水準以上のものであることが明らかにな

った。この調査結果は、静岡市の障害のある利用者や家族が歯科治療や保健指導を必要と

した時に、地域連携により安心して歯科保健サービスが受けられる利用者主体の地域ケア

実現に向けたセンターの取り組みが客観的に評価できることを示している。これはやはり

センターの活動を支えるセンター・スタッフの日ごろの取り組み、そしてそれを直接的・

間接的に支える行政や関係機関等の様々なサポートがあることに他ならない。アンケート

調査結果では、地域医療者や施設職員はセンターとの理念・事業計画、保健活動、連携、

研修などの質問で満足度が低いものも尐なくないが、普段から関係のない診療所や福祉施
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設を含め広域で規模の大きい対象実施した結果であり、歯科保健事業でセンターと連携し

てサービスを提供している機関等との連携は非常に強いものがあり、それがセンター利用

者の生活の質を向上させることにつながっていることを感じさせた訪問調査であった。特

に全体としての評価から、利用者や家族の障害特性や生活状態などを適切に把握し、権利

擁護の意識やきめ細やかな配慮のもとに利用者及び家族を主体者ととらえて治療や指導に

取り組むセンター職員の姿勢や態度がこの評価から浮かび上がってくる。当然、センター

職員はこの外部評価の結果を単眼的・表面的に受け入れるのではなく、今後のセンター活

動の充実や業務改善に向けて検討・協議を行う一つの材料として捉えるはずである。最後

に、この訪問調査結果から見えてくるセンター事業の課題を整理し、訪問調査者の視点か

ら整理しておく。 

 

1．ホームページの活用 

 C 評価となったものの多くは「明文化」されていないという理由・根拠であった。センタ

ー内の待合室や診療室などに設立理念・基本方針及びそれを達成するための目標や手段な

どを掲げておくことは、歯科診療機関であり、障害児者を対象としているセンターの特徴

からあまり現実的ではない。利用者の権利や医療倫理に関する方針など、利用者・家族に

わかりやすく、伝わりやすくする工夫・配慮が必要であり、単に掲示しておけば理解が進

むというわけではない。関係機関などの専門職に明確に示すことも求められる。保健活動

や研修会などの広報や相談先・相談内容の情報提示など、情報提供に関する項目も低い評

価であった。ホームページに関する項目自体が C 評価であったが、ホームページの活用は

ひとつの有効な課題解決の手段である。当然、センターHP も静岡市で管理しているもので

あり、その運営は広報課が管轄しているため、更新ひとつとっても簡単にいかない仕組み

があるはずである。そのため、このハードルをどう乗り越えていくのか、できることで何

か始められることはないのか、何をどうアップすべきかなど、具体的なプランをまず固め

ることが不可欠である。また、研修会等の情報アップであれば、連携する機関の HP やブ

ログなども有効なはずである。評価で明らかになったホームページの活用は検討すべき明

確な課題である。 

 

2．人材の確保 

 人事に関する問題は市全体予算や採用に関わる問題であり、センターや健康づくり推進

課だけで議論しても話が進まない事案であろう。しかし、外部評価の結果で人材の確保に

関する項目で C 評価が目立つという事実とセンター業務を展開するスタッフの理解と一致

するはずである。実際、センター職員調査で最も満足度が低い項目は、医療での「必要な

スタッフ人数が確保されている」と保健での「利用者ニーズに対応できる専門職の人数が

足りている」であり、共にセンター職員 13 名中 12 名が人材不足を指摘している。センタ

ー診療面では、診療台 1 台に対し常勤歯科医師 2 名及び常勤歯科衛生士 2 名以上の体制が
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質の高いサービス提供や安全性を確保する上でも欠かせないことだけでも C 評価となる。

その資格は学会認定する認定・指導の資格要件、身体抑制を補助する歯科衛生士の確保、

院内研修の人事要件などの課題が明らかになった。保健指導においても常勤歯科衛生士の

不足及び地域の口腔ケア向上のニーズに対応できていないことが明確化した。さらに、静

岡市及びセンターの目指す質の高い障害者歯科保健サービス提供を実現化するためには、

常勤歯科衛生士の採用条件としての年齢制限は決して看過してはならない問題である。制

限されない 30 歳未満の若い歯科衛生士でも対象とする障害児者に適切に寄り添える知識・

技術・人間性を兼ね備えた人材はいるであろうが、障害特性はそれぞれ異なり、個別性も

特有なものがある利用者に対して質の高いサービスを提供するには「経験」の要素も非常

に大切である。採用前の年齢制限はそれを否定してしまう。静岡市の看護職・助産師採用

時年齢上限が 59 歳以下である。専門職スタッフの確保はセンター事業推進の最大の課題と

して捉えるべきである。 

 

3．地域連携による包括的ケアシステムの確立 

 訪問調査の評価対象「V. 適切な地域連携の実施」において、地域連携に関する細目の評

価は決して低いものではない。この評価対象 20 細目で、7 割が A 評価であり、3 割が B 評

価であった。C 評価の細目はひとつもない。しかし、センターの規模・人員などで大きな制

限があるが、適切に進められているという評価の地域連携の姿が訪問調査ではあまり見え

てこない。地域の歯科診療所に限らず、福祉施設、小規模作業所、特別支援学校、地域保

健センター、社会福祉協議会などとの連携による事業は保健医療、社会福祉、教育などを

横断的につなぐ総合的な取り組みであり、センターの機能や役割を生かして、この地域包

括ケアシステムが障害者歯科保健で進めていることは評価すべき点である。モデル事業と

して、事前打ち合わせから事後評価までのプロセスに連携先の職員等と関係性を持って取

り組み、利用者に対してきめ細かい配慮や工夫によって保健指導などを実施していること

も確認した。しかし、アンケート調査結果ではセンターの存在に対する認知度は高いもの

の、地域医療者は「センターと連携している」28.9％、「センターと連携する努力をしてい

る（保健）」25.4％、「センターから情報発信されている」13.9％など満足度は低い。施設職

員は「センターとの連携に満足」27.3％、「保健活動実施前に意見交換できた」17.1％、「研

修会に参加した」9.1%である。静岡市内での関係機関全数調査という関係性の問題と研修

など普段の多忙な業務や人材不足で希望しても行けないという現実的な問題はあるが、セ

ンターの活動が限られた人員・予算の中で着実な実績を積み上げている段階という姿が浮

かび上がる。センターの課題として、利用者・家族だけでなく一般市民を含めた地域住民

や保健医療・福祉・教育などの機関組織にセンターの事業・活動をモデル事業の成果や教

育・啓発の取り組みで知ってもらい、障害者の口腔ケアや自立支援の形をそのセンター実

践で示していく大きなチャレンジにある。現在の地域連携をさらなる地域で支え合える自

立支援ケアシステムづくりに障害者歯科保健分野で大きく貢献することが期待される。 


