
特養場⾯観察シート
2019年版 ＜詳細Option＞

*必須

1. 施設名 *

2. 評価者名 *

3. 観察場所 *

4. 観察開始時職員⼈数 *
1 つだけマークしてください。

 1名

 ２〜３名

 4〜5名

 ６〜7名

 8名以上

5. 観察対象⾷堂内利⽤者数 *
1 つだけマークしてください。

 5名以下

 6〜10名

 11名〜15名

 16名〜20名

 21名〜25名

 26名〜30名

 31名〜35名

 36名以上



6. 観察場⾯ *
観察時間に観察できた場⾯にチェック
当てはまるものをすべて選択してください。

 利⽤者誘導

 着座

 配膳

 喫⾷状況・摂⾷介助

 残菜確認

 下膳

 服薬確認

 ⼝腔ケア

 退席誘導

 環境整備・その他

7. その他観察場⾯・状況
 

 

 

 

 



8. 利⽤者誘導・着座・配膳 *
1 ⾏につき 1 つだけマークしてください。

できている（⾒た） できていない（⾒た） ⾒ていない

利⽤者の状態に合わせて喫⾷でき
るようにトレー内の⾷器の位置な
どが配慮されている。
椅⼦の配置やテーブル間は適切な
スペースが確保されている。
⾷堂内の什器、備品、配線など
は、着座や移動する際に妨げにな
らないようになっている。
利⽤者の間隔は適切な間合いが保
たれている。
テーブルと椅⼦の⾼さは利⽤者の
状態に沿って調整されている。
トレーと利⽤者を確認しながら配
膳されている。（誤配膳に配慮さ
れている）
利⽤者⼀⼈ひとりへの配膳が⾏わ
れている。
⾷前の⼿洗い誘導や噴霧器による
アルコール消毒などに取り組んで
いる。
職員も⼿洗いや噴霧器によるアル
コール消毒を適宜⾏っている。
配膳時のメニュー説明・エプロン
施⾏時の声かけなどは、適切にな
されている。
配膳のスピードは適切であり⾷器
のふたを重ねる⾳にも配慮されて
いる。
⾃⽴喫⾷できるように「⾃助具」
などが配られている。
⾞椅⼦から椅⼦への移乗、⾞椅⼦
のステップ上げなど、適切なシー
ティングがなされている。

9. 着座・配膳での気づきがあれば
項⽬と同じ内容は不要です。項⽬にない「気づき」を記述してください。
 

 

 

 

 



10. 喫⾷状況・摂⾷介助 *
1 ⾏につき 1 つだけマークしてください。

できている（⾒た） できていない（⾒た） ⾒ていない

利⽤者の状態に合わせて喫⾷でき
るようにトレー内の⾷器の位置な
どが配慮されている。
配膳、⾷事開始は重度の利⽤者が
落ち着いて喫⾷できるように配慮
されている。（※配膳や⾷事の開
始は重度者、軽度者、テーブルご
となどの順番が決められている）
職員の配置は、⾷堂全般を確認で
きるような位置取りになってい
る。
「むせ込み」を防⽌するための
「お茶配り」や「声かけ」は適宜
⾏っている。
「⾷事の⼩分け」「摂⾷介助」な
どにより、適切なスピードで⾷事
できるようにされている。
「咳き込み」や「むせ込み」の利
⽤者へは、すぐに職員が対応でき
るような位置取りになっている。
介助を必要とする利⽤者の、エプ
ロン、テーブルなどにこぼした⾷
事は、頻度によってはその都度清
掃している。また、同様に⼝のま
わりなどについた⾷事などはその
都度取り除いている。
利⽤者個々の喫⾷スピードを把握
しており、全量摂取ができるよう
に働きかけている。
⾃助具を上⼿に使えるように声か
けや促しなどが適切に⾏われてい
る。
⾷事が進まない利⽤者に対しても
「声かけ」、「促し」を⾏いなが
ら利⽤者のペースで喫⾷できるよ
うにしている。
メニューや⾷材などの問いかけが
あった際には適宜職員が対応して
いる。
利⽤者⼀⼈ひとりに合った⾃助具
などが⽤意されている。
⾃⽴喫⾷できるような⽀援がなさ
れている。（職員は過度な介助を
⾏っていない）
14 ⾏⽬



11. 喫⾷状況・摂⾷介助での気づきがあれば
項⽬と同じ内容は不要です。項⽬にない「気づき」を記述してください。
 

 

 

 

 

12. 残菜確認・下膳 *
1 ⾏につき 1 つだけマークしてください。

できている（⾒た） できていない（⾒た） ⾒ていない

⾷事が終わった利⽤者から下膳す
るなど、⼀定のルールが取り決め
られている。
下膳のタイミングは適切に図られ
ている。
残菜確認票などは、利⽤者の⼿の
届かない場所に配置されている。
下膳時に残菜などがこぼれないよ
うに配慮されている。残菜回収箱
は利⽤者から⾒えない位置に設置
されている。
喫⾷中の利⽤者がいるテーブルの
下膳を⾏う際には、個別にトレー
を下げている。
完⾷を促す声かけや促しが適切に
⾏われている。
⾃⽴して下膳できる利⽤者に関し
ては「下膳⼿伝い」を促してい
る。
⾃⽴度の⾼い利⽤者に関しては、
「テーブル拭き」、「⽚付け」な
どを職員と⼀緒に⾏っている。

13. 残菜確認・下膳での気づきがあれば
項⽬と同じ内容は不要です。項⽬にない「気づき」を記述してください。
 

 

 

 

 



14. 服薬確認 *
1 ⾏につき 1 つだけマークしてください。

できている（⾒た） できていない（⾒た） ⾒ていない

薬箱などから出す〜配薬〜服薬確
認の各作業は決められた担当者が
⾏っている。
⾃⽴服薬者や⾃⽴度の⾼い利⽤者
に対しても飲み込むまでの確認が
なされている。
利⽤者の⼿の上に薬をのせる場合
などは衛⽣⾯に配慮している。
声かけや誘導などは利⽤者の意向
を把握しながら適切に⾏われてい
る。
⼀連の業務は声かけも含めて丁寧
に⾏われている。（雑や乱暴では
ない）
利⽤者⼀⼈ひとりの⾃⽴度は理解
されており、状態に沿って⽀援が
なされている。
できる限り⾃⽴を促す⽀援が定着
している。（過剰な⽀援は提供し
ていない）

15. 服薬確認での気づきがあれば
項⽬と同じ内容は不要です。項⽬にない「気づき」を記述してください。
 

 

 

 

 



16. 退席誘導 *
1 ⾏につき 1 つだけマークしてください。

できている（⾒た） できていない（⾒た） ⾒ていない

⾞椅⼦や歩⾏介助は状態に合わせ
て⾏われている。
歩⾏・⼀部介助・全介助など、
様々な⾝体状況に応じて⾃⽴を促
す誘導に取り組んでいる。
座席からの移動に関しては、⾝体
状況に応じて⽬配りや声かけが定
着している。
⾐服や⾞椅⼦などの汚染を確認
し、適切な⽀援がなされている。
⾷堂で過ごす利⽤者のために、テ
ーブル・床の清掃を⾏っている。
共有スペース（⾷堂）などで思い
思いの時間が過ごせるように配慮
している。
移動介助を必要とする利⽤者につ
いては、居室へ戻ることを強要し
ていない。
歩⾏・⼀部介助・全介助など、
様々な⾝体状況に応じて⾃⽴を促
す誘導を⾏っている。
座席からの移動に関しては、職員
は⽬配りや声かけ適切に⾏ってい
る。
座席からの⽴ち上がりや、⾃ら⾞
椅⼦を操作している利⽤者にも⾒
守りを⾏っている。

17. 退席誘導での気づきがあれば
項⽬と同じ内容は不要です。項⽬にない「気づき」を記述してください。
 

 

 

 

 



18. 環境整備・その他 *
1 ⾏につき 1 つだけマークしてください。

できている（⾒た） できていない（⾒た） ⾒ていない

清掃状況、明るさ、室温は適切で
ある。
席順は介護度や⼈間関係に配慮さ
れている。
業務内容は職員個々に理解されて
おり、テキパキと業務を推進して
いる。
⾷事を楽しむ環境が整備されてい
る。（TV・BGMなど）
職員の制服は適切であり、マスク
やエプロン使⽤についても統⼀さ
れている。
職員の声かけ、声量は適切であ
る。
⾷堂に短い時間ではあるが職員が
居なくなってしまうことはない。

19. 環境整備・その他での気づきがあれば
項⽬と同じ内容は不要です。項⽬にない「気づき」を記述してください。
 

 

 

 

 

20. 全体感 その他気づき
項⽬と同じ内容は不要です。項⽬にない「気づき」を記述してください。
 

 

 

 

 

21. 場⾯観察の評価者の印象 *

5点満点で何点かチェックします。
1 ⾏につき 1 つだけマークしてください。

5 4 3 2 1

安全が確保されている
温か味がある
清潔感がある
⾷事を楽しめている
明るい雰囲気
尊厳が確保されている



Powered by

22. 全体的な評価 *
1 つだけマークしてください。

 ⾮常に良い

 良い

 普通

 普通以下

 悪い
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