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問１．あなたは、箕面老健を利用して、職員の看護や介護・介助技術に満足していますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
いつも皆さん優しく接してくれます。
職員の皆さん気を配っているのがよくわかります。

入所・通所
ありがとうございます。今後も利用者様に満足していただけるよう
努めていきます。

2
一部の看護師さん・介護士さんの態度が悪かったの
で「ア」ではないです。

入所
接遇について改めて研修や指導を行い、丁寧な対応をするよう努
めていきます。

3
スタッフがコロコロ入れ替わり、いつも初任者の方が
研修を受けながらのイメージです。

通所
ご心配をおかけしております。定員増に伴い新任者を増やしてい
るところであります。

問２．職員の態度や言葉づかいなどに満足していますか。

（例えば幼児語・命令的な言葉づかいなどではなく適切に対応していますか。）

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1 どの職員さんもとても親切です。 入所・通所
ありがとうございます。今後も利用者様に満足していただけるよう
努めていきます。

2 職員によって個人差がある。 入所
接遇について改めて研修や指導を行い、丁寧な対応をするよう努
めていきます。

3
一部の介護士さんが認知症の方の発言に対し本気
になって怒られた。

入所
接遇、認知症について改めて研修や指導を行い、丁寧な対応をす
るよう努めていきます。

4 朝の送迎時の会話で丁寧にしてもらっています。 通所 ありがとうございます。

問３．サービス内容には、あなたや家族の意向が尊重されていますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
よく話を聞いていただいています。
親族の意向を加味してくれています。

入所・通所
ありがとうございます。今後もこのようなお言葉がいただけるよう
対応致します。

2 人によって対応が違う。 通所 気になる時は職員へお申し出下さい。

問４．職員は、あなたの意見や相談をよく聞くなど満足のいく対応をしていますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
不安な時、いつもいつも笑顔で励ましてくれ感謝して
います。

入所
ありがとうございます。今後もこのようなお言葉がいただけるよう
対応致します。

2 時々のリーダーがはっきりしない。 入所
各フロア詰所横に出勤者一覧を掲示しております。または、スタッ
フに直接お尋ね下さい。

3 排便の日数の注意等、気配りをしてもらっています。 通所 今後もご利用者様が安心して利用できるよう心掛けます。

4
送迎について、帰路が長時間乗車であり、坂の上り
下りのため足と左でん部に痛みとしびれが出る。

通所 対応できる範囲で調整させて頂きますので、お申し出下さい。

利用者アンケート自由記述欄について（入所）



問５．ご家族への連絡や行事の案内など、ご家族に対して満足のいく働きかけをしていると思われますか。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
きめ細かく連絡いただいています。メモなどとても助
かります。

入所・通所 今後も連絡、報告を適切に行います。

2 行事の案内は初日に１回しかなかった。 入所
各フロア、エレベーター内に行事の案内を掲示しております。ご不
明な点は職員へお問い合わせ下さい。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
洗髪後、ドライヤーをしてくれて嬉しいです。
かき傷等、配慮してもらっています。

入所・通所 今後も満足していただけるようケアに努めます。

2 他にも人がいるのであまり入りたくない。 通所
広い入浴場になっておりますが、配慮出来る範囲で調整させて頂
きます。

3
手すりがなく危険である。代用椅子を使わせるが
滑って危険と思われる。

通所 危ないと思われる点はその都度お申し出下さい。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
魚料理は魚をほぐして、汁はとろみをつけてあり良
いと思う。

入所
今後も利用者様個々の状態に合わせた食種を提供させて頂きま
す。

2 魚料理が続く時があり、もう少し工夫してほしい。 入所 出来るだけ続かないよう努めます。

3
各自、黙々と食べていて、談話や笑顔がなかった。
病状により仕方ないと思うが、暗い雰囲気で落ち込
みます。

入所
食事中、BGMを流しリラックスした雰囲気で召し上がって頂けるよ
う努めます。

4 味付けは良くしてある。 通所 ありがとうございます。

5
味が悪い。材料が吟味されていないので食べられな
い時がある。

通所 栄養士と相談しながら献立も皆様に満足していただけるよう努めます。

6 自由席であり空席がない。指定席制を希望します。 通所
車椅子、歩行器、杖歩行等、様々な方々がご利用されています。
その日によって利用人数も違いますので、指定席は現状困難です
が、前向きに検討させて頂きます。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1 いつも完食している。 入所・通所 今後も完食していただけるよう努めます。

2 よく残しているので申し訳ありません。 入所 出来るだけ残さず食べて頂けるよう工夫していきます。

問６．入浴について、安全で快適な入浴となるよう、健康管理やプライバシーへの適切な配慮がなされていますか。

問７．食事の献立について、味付けや楽しい雰囲気づくりなど食事を楽しむための工夫がなされていますか。

問８．食事の量は満足されていますか。

問１０．排せつの際に、安全性やプライバシーについての配慮がなされていますか。

※ご意見なし



項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1 ひげ・爪などいつもきれいです。 入所 今後も身だしなみがきちんとできるようケアを行っていきます。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1 特別な行事の場合きちんと家族に連絡ありました。 入所
今後もご家族様に参加して頂ける行事等については書面で案内さ
せて頂きます。

2
デイサービスのように、その日にしたいことが出来て
いない。

入所
レクリエーションのメニューについて、利用者様の意向を尊重でき
るよう努めていきます。

3
カラオケは十分楽しんでいます。
インターネットが楽しいので、これからのやる気に繋
がっている。

通所 これからも楽しんで頂ければと思います。

4 視力が悪いので、参加できる行事が少ない。 通所 その方に合わせてお声掛けしていきたいと思います。

5 静かに過ごせる場所・部屋が欲しい。 通所
皆様と活動できる場となっております。体調が悪い際はお申し出
頂ければ配慮させて頂きます。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
自分歩行して、自分のことは自分でするように促して
もらっています。

通所 リハビリを頑張っておられるようで嬉しく思います。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
スプーンが持てなかったのが少しずつ良くなってい
ます。肩ずれも治りました。

入所
今後も、運動状態、日常生活動作能力の維持・向上を目標にリハ
ビリを提供させて頂きます。

2 集中リハをしたのにADLがかなり落ちてしまった。 入所
運動機能、日常生活における動作能力など評価し、ご本人が行え
る自主トレーニングも指導させて頂きます。

3 楽しく取り組めています。 通所 ありがとうございます。

4 言語リハビリを希望します。 通所
募集を続けて行っていますが、応募がなくご迷惑をおかけしており
ます。

問１２．行事やレクリエーションなどは、あなたが参加しやすいように計画され、あなたの意向が配慮されたものとなっています
か。

問１３．あなたがトイレや食堂などへの移動、また居室やベッドからの移動の際に自分ができることは自分でするよう、スタッフ
からの声かけや配慮がありますか。

問１４．機能訓練・日常生活訓練（リハビリ）は普段の生活に反映されるもので、積極的に取り組むための支援がなされていま
すか。

問１１．みだしなみや理美容について（入浴後の整髪など）、あなたの好みや意向が配慮されたものとなっていますか。



項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

雰囲気が良い。職員さんの笑顔など、心やわらぎま
す。
声掛け、やさしい言葉等で助かっています。
よく話を聞いてくれるので安心しています。

入所・通所
今後も利用者様の立場に立って、笑顔で対応するよう努めていき
ます。

2 雰囲気が暗い。声掛けが少ない。 入所 積極的に声掛けを行い、明るい雰囲気となるよう努めていきます。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

よく連絡をいただきます。
体温、血圧、体重、水分補給に気を付けてもらって
います。
家族が気が付かない体の湿疹等に対応して頂き感
謝しています。

入所・通所 今後も利用者様の体調管理に努め、適宜ご報告させて頂きます。

2
また同じことを言っていると相手にしてくれないこと
があった。安心させるような声掛けをしてほしかっ
た。

入所
声掛けの方法や対応について、相手の立場に立って行うようにし
ていきます。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

ベッドの位置など細かく配置して頂いています。
病院への搬送、迅速に対応してもらいました。
些細なことでも連絡ノートに書いて頂いているので
有難いです。

入所･通所
利用者様の個別の状態に合わせたケアが提供できるよう努めて
いきます。体調の変化等、早期に発見し、迅速な対応を行います。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
リハビリの時間がもっとあればと思う。
リハビリの強化。

入所・通所
運動機能、日常生活における動作能力に合ったご本人が行える
自主トレーニングの指導もさせて頂きます。

2
編み物や刺繍などのメニューが増えるともっと楽しい
かと思います。

入所 今後検討していきます。

3

PM3:00以降に行くのですが、他の方も椅子に座って
いるだけで何もすることなく退屈されています。楽し
い雰囲気が感じられません。もう少し何かないもの
かと思います。

入所
PM３:００以降は個々での活動時間としておりますが、今後何か工
夫が出来ることがないか検討していきます。

4
下用の使い捨て紙おしぼりは汚れが拭ききれておら
ず、布製のおしり拭きなどがあれば良いと思いま
す。

入所
状況によりタオルも使用していますが、清潔に拭き取りが出来るよ
う努めていきます。

5 清潔面で向上望みます。 入所 清潔で快適な環境整備に努めていきます。

6
家族が面会に行った時、時々で良いので近況を教
えて欲しい。

入所 いつでも遠慮なくスタッフへお声掛け下さい。

7
職員全員に笑顔で明るい声で利用者に声掛けして
欲しい。

入所 笑顔で声掛けできるよう努めていきます。

8 レクリエーション（クイズ、ゲーム)増やしてほしい。 入所 レクリエーションの内容・時間等について再考致します。

問１９．箕面老健で、改善してほしいところがありますか。

問１５．箕面老健は、生活の場（ディケアの場合は日中を過ごす場）として、心がやすらぐ雰囲気づくりのために、スタッフは十
分な気配りをしていますか。

問１６．あなたの日々の体調などについて、十分配慮されていると感じていますか。

問１７．健康状態が変化したときや緊急事態が発生したとき、満足な対応がされましたか。



9 ショートで男子トイレが少し少ない。立棒が欲しい。 短期入所
女性に比べて男性利用者が少ないため、ご迷惑をお掛けいたしま
す。立棒を設置したトイレもありますので、お申し出下さい。

10 食事の味付けを食べやすいものにしてほしい。 通所
その都度お申し出下されば、毎月の給食会議で検討させて頂きま
す。

11 お風呂の脱衣所に手すりをつけてほしい。 通所
手すりは付いておりますが、具体的にどの場所が必要かお伝え下
されば、検討させて頂きます。

12
スタッフの皆さんの介護技術の向上。トイレ介助の
後のペーパーが残って帰宅したことがありました。

通所 申し訳ございませんでした。丁寧な介助に努めます。

13
言語聴覚士の常勤を早急に実現してほしい。（パー
ト採用はすぐに退職する）

通所
現在、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の常勤職員の募集
を行い、１名採用予定です。

14

入浴の際に、頭皮、身体全体をもっとすすいでほし
い。石鹸が残ってる感じで気持ち悪く、かゆみを感じ
る時がある。
シャンプーのあと耳の中をしっかり拭いてほしい。

通所 承知致しました。統一したケアが出来るよう努めます。

15
コーヒーコーナーの他に、飲み物の種類が増えると
嬉しい。

通所 ご利用ありがとうございます。メーカーと相談させて頂きますので

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

スタッフさんが礼儀正しく親切で、いつも気持ち良い
と思います。
介護士さん達が優しいし、何でも相談できる雰囲気
を醸し出している。

入所・通所 今後も気持ちの良い対応ができるよう努めていきます。

2
とてもケアが丁寧で、職員の方々に感謝していま
す。

入所・通所 今後も満足していただけるようケアを行っていきます。

3
病院も近く、自宅も近く、家族も安心。
周囲の環境が良い。

入所・通所 ありがとうございます。

4
行事の楽しそうな写真がいつも壁に貼られていま
す。スタッフさんの添え書きも笑えます。

入所
行事ごとに工夫を凝らして掲示していきます。今後も楽しんでいた
だけるよう努めていきます。

5
コーヒータイムの提案をして頂き、本人も喜んでいる
ようです。日常の生活の継続に取り組んでいただけ
たこと嬉しく思います。

入所 今後もご希望に沿えるよう努めていきます。

6 ケアマネージャーの方が好感持てる。 入所 ありがとうございます。

7
体調に変化があればすぐに家族に連絡があるので
嬉しい。

入所 今後も継続できるよう努めていきます。

8 対応が早い。 通所 ありがとうございます。

9
午前・午後と希望によってリハビリ回数を増やして実
施して下さる点。

通所 ありがとうございます。

10 言葉、態度が皆さんきちんと統一されている。 通所 皆様の信頼を得られるよう、今後も努めていきます。

11 カラオケ、囲碁楽しみにしています。 通所 楽しんで頂けているようで嬉しく思います。

問２０．箕面老健で、気に入っているところがありますか。



12
家族が気付かないところまで見て頂いています。感
謝しています。

通所 今後も細かな観察が出来るよう努めます。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

施設はゆったりとした構造ですし、スタッフさんもよく
ケアして下さっています。
家庭的で和やかなところ。
職員が親しみやすい。
職員の雰囲気が明るい。

入所・通所 今後も満足して頂けるよう努めます。

2

「老健」なので、日常生活自立への声掛けが程良い
と思います。そっと見守っていてくれる気遣いが嬉し
い。
入所者がいつもリラックスしていられること、見守ら
れている安心感が、家族にも伝わってきます。

入所
今後も個々の方の状態に合わせた声掛けを行いながら、安心して
過ごして頂けるよう努めます。

3
雰囲気が暗く、職員の態度に温かみがない。（一部
の職員）

入所
ご意見ありがとうございます。皆様が安心して生活できるような雰
囲気作りに努めます。

4
いつも通所では清潔さを感じていますが、ショートス
テイの時はトイレが汚いと言っています。

短期入所 清潔が保てるよう清掃を行い、環境整備に努めていきます。

5
人の気持ちをよくよく把握してくださっていて感謝で
す。

通所 ありがとうございます。

6
こちらの希望どおりに的確な対応や気配りをしてもら
える。安心して利用できる。

通所 気配り、安心を得られるよう、今後も努めていきます。

7 カラオケがやかましい。 通所 音量の調整が必要な時はさせて頂きますので、お申し出下さい。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1
編み針や縫い針の管理が大変だと思いますが、い
ろいろな物を作ったりするメニューが増えると良いと
思っています。

入所 新たなレクリエーションが実施できるよう検討いたします。

2
入所者の外出レクがもう少し増えれば良いと思いま
す。

入所
外出までは難しい部分がありますが、気候の良い時期は外へ出て
過ごして頂く時間も取りたいと思います。

3
食事前のお口の体操はとても良いことと思っていま
す。体を動かす遊びも少しでも多く出来ると良いと思
います。

入所
口腔体操は食事前に行う体操です。
午前中に体を動かすレクリエーションも実施しています。

4

職員の高齢者への接し方について、一定レベル以
上の確保をお願いします。職員間の十分なコミュニ
ケーションや親睦を図っていただき、明るい雰囲気
で楽しい職場づくりを目指していただければ、利用者
にも伝わって、少しでもリラックスできると思います。

入所
笑顔でコミュニケーションが図れるように努め、明るい雰囲気にな
るように努めます。利用者様への接し方については、日々研鑽し
ていきます。

5
利用者が疑問、要請、依頼事項を伝えられる様、ア
ンケート（今回のような）など、利用者の意見をもっと
聞いてください。

通所
疑問・要望等ありましたら、その都度スタッフにお申し出頂くか、連
絡帳でお知らせ下さい。

6
朝の運動ですが、その方の体調によってもう少し長
くして頂きたいと思う。

通所
リハビリの事と思いますが、リハビリ担当へお申し出下されば、配
慮できる部分は検討していきます。

問２１．あなたが持っている箕面老健の総合的な印象を教えてください。

問２８（１）．今後、取り組んだほうが良いと思われたことについてご記入ください。



7

情報共有の徹底。交替制の職場ではなかなか難し
いと存じますが、どなたに対応していただいても同じ
内容のサービスを受けられると利用者はありがたい
ので。

通所
皆様に統一したケアが出来るよう、個々のケアについてカンファレ
ンスや申し送りを徹底していきます。

8
技能研修。スタッフの皆さんのキャリア形成に役立
つような研修が充実していればモチベーションの向
上につながるのではないでしょうか。

通所 研修に積極的に参加できるよう計画しております。

9

入浴時、すすぎをたくさんして頂きたいのと、同じ浴
槽に何人もの方が入るのはお互い気持ち良くないと
思うので、出来ることならせめてお湯があふれる位
あればある程度気持ちよく入浴ができると思いま
す。入浴以外では大変良くして頂いて、満足の様子
です。

通所
入浴時にお申し出下さい。すすぎ不足がないか、お湯が汚れてい
ないか気を付けていきます。

10
介護用品やリハビリの容易な服や靴の購入のあっ
せんをしてほしい。

通所 リハビリ担当にご相談下さい。

11 訪問リハビリを試験的に行う。 通所 今後の検討課題としております。

項 ご意見（要約） サービス 考え・対応

1

いろいろな相談にのって頂き、また改善方法などを
提案して頂きありがとうございます。長い間、両親も
お世話になっていたので、とても心強く安心できる老
健です。

入所
ありがとうございます。今後も安心できる施設となるよう取り組んで
いきます。

2

母が老健入所するまで社協を身近に感じることもな
く、自分でどうにかしようと頑張ってきました。今は自
分の住まいが離れているため、職員の方々にもその
状況を理解し、対応してもらっています。本当にあり
がたいと思っています。私のように１人で抱え込んで
困っている人がきっとたくさん居られるでしょう。そん
な人が少しでも減るように願ってやみません。

入所
社協では老健をはじめ様々な在宅介護サービスを提供していま
す。ご家族様の介護負担が軽減するよう今後も取り組みます。

3
介護士さん、看護師さんの温かい気持ちは家族にも
伝わりました。利用者はもっと感じていると思うの
で、大変なお仕事ですがよろしくお願いします。

入所
ありがとうございます。ご利用者様、ご家族様に満足して頂けるよ
う今後も取り組んでいきます。

4

昼食後のトイレ誘導の時、廊下で待っていた私の耳
に、トイレの中から職員さんの声で「立って」「立って」
を20回程連呼され、その後「もう…違うでしょ。そっち
は後ろ」またその後も「立って、立って」を10回程、そ
の後、母の声で「もういい」と聞こえてきました。耳が
遠くなり認知もある母にもっと一声添えたり他に言葉
はなかったのかとショックでした。

入所
ご心配をお掛けし申し訳ございませんでした。接遇について改め
て研修、指導を行い、丁寧な対応をするよう努めていきます。

5

面会者の名前等書く用紙をエレベーターの前の消毒
液のところに置くと書きやすいと思います。申し訳あ
りませんが、私共の家族は受付けの所へほとんど行
かないので書いて帰ってないようです。

入所
面会の際にはお手数ですが面会申込書の記入をお願いいたしま
す。面会者の確認、また家族様へお声掛けできるよう、現在の場
所でと考えております。

6
要介護老人が増える中、老人自信、自助努力が必
要である。老健の良し悪しは利用者のマナーにあ
る。良き友人ができれば最高である。

通所 いろいろな方とふれあい、顔見知りになって頂ければと思います。

7
このアンケート結果をお知らせねがいます。他の利
用者がどのように思っているのかも知りたいです。

通所
結果内容については、市のホームページ、家族交流会等で公表
いたします。

問２８（２）．その他、ご自由にご意見をお願いします。
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現在、言語のリハビリが停滞したままなので、出来
れば早くリハビリの先生が来てもらえたら良いかと思
います。

通所 ご迷惑をおかけしています。引き続き人材確保に努めます。

9
最近、調理の方が変わったのか昼食の味が落ちて
残念。以前と全然違う。

通所
調理の方は以前と同じ方でありますが、また具体献立をお申し出
下されば検討させって頂きます。

10

いつも歩行器をお借りして、自由に歩かせて頂いて
いること、本当に感謝しています。現在でもなんとか
歩行できているのは、老健で雨でも夏でも歩かせて
頂いているおかげだと思っています。

通所
今後も継続して歩行が出来るようリハビリを続けて頂けらばと思い
ます。


