:

記憶に新しい、平成２８年１０月２１日(金)１４時に起こった震源地震度６弱の鳥取
県中部地震。東部でも震度５の揺れで、高草あすなろでも大きく揺れました。テレビで
も、中部地方の映像を目にしましたが、道路に亀裂・落石・家屋の倒壊・停電等の甚大
な被害が発生しました。
我々職員でも、何か出来る事はないかと相談をし、「女性だから力仕事は出来ないけ
ど、炊き出しならできるで」とアイデアがあり、メニューは鉄板など施設に道具が揃っ
ている焼きそばを作る事に決定しました。
１１月１３日(日)、倉吉市上灘にある災害ボランティアセンターに行き焼きそばの炊
き出しを行いました。参加職員は、施設長、介護士、看護師、生活相談員、栄養士等、
１３名が揃いました。当日は、天候も良く施設から運んだテントを手際よく張り、鉄板
２台で火を点けました。今回は、復興を支援している被災地ボランティアの方々に提供
を行いました。破損家具の運び出し、ガレキ撤去等力仕事を求められているだけあり、
男性の方がほとんどで１５０食の焼きそばが、あっと言う間に裁けました。県外からの
ボランティアの方も多く「とても美味しかった」
「写真を撮ってもいいですか？」
「お代
わりしてもいいですか？」
「高草あすなろって何をしている所ですか？」
「ご馳走様」
「こ
れで、昼からも頑張れます」等の声を、沢山掛けて頂きました。
皆さん、朝から夕方までお昼休憩を挟んでフル活動をされていました。少しでも、復
興支援のお役に立てたと感じました。いつも行っている「すなば」での草とり、ゴミ拾
いと違い貴重な経験をしました。
主任生活相談員 田中 理規

新年あけましておめでとうございます。
皆様には旧年中はたいへんお世話になりましたが、無事新しい年を迎える事
ができました事を厚くお礼申し上げます。
また、今年もインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行しておりま
すので、皆様にご心配をお掛けする事のないよう、十分な対策を怠る事のない
ようにしていきたいと思います。
さて、今年は社会福祉法人の改革を求められ、組織のガバナンスの強化、情
報開示、透明性、そして地域における公益的な取組みを行わなければなりませ
ん。法人、施設、職員一人ひとりが問題意識を高く持って行動する年と感じて
います。また、次期介護保険の制度改正を来年度に控えています。超少子高齢
化社会に突入し、利用者の負担は増え、介護予防のあり方も大きく変わります。
当施設もその流れに乗り遅れないように、今年の自分のスローガンは『今、出
来る事はなんでもやる』とし、覚悟を持って臨みたいと思います。
また、皆様にはご不便をお掛けしていますが、今年度中に完成予定ですが、
4 人、2 人部屋をプライバシーに配慮した部屋になるように県の補助を頂き、
現在改修しています。完成後にはデイルームの拡張や２階フロアーに浴室を作
るような計画をしています。施設も少しずつ古くはなりますが、あらためて、
今年も様々な知恵を出し、思料を深め、多様化・複雑化するニーズに対応する
ようサービスの質の向上を目指し、ご利用者やご家族、地域の皆様に、安心し
て利用して満足頂けるような施設や職員を目指していきたいと思います。
今年も、「気配り」ができ、「気づき」を持ち、「やる気、元気」を全面に出
して、がんばりますのでどうぞよろしくお願いします。
施設長

片山

第８０号
平成２９年２月
高草あすなろ
(0857) 39－1800

義継

倉吉未来中心の瓦礫被害

～今年 1 年も幸せでありますように～
恒例のもちつきを年末の 14 日に行いました。もちつきが始まると「若いもんに任せられん」
と、一生懸命もちをつかれたり、こねて丸められていました。ご利用者の活き活きとした表情
が見られました。ご利用者と職員が一体となり、例年よりも一層よい仕上がりでとても美味し
かったです。ご利用者の昔の姿が、目に浮かぶようで楽しい時間を過ごす事が出来ました。
介護士

本誌掲載の写真につきましては事前に本人、ご家族の了解を得ています。

小田原

保幸

あすなろ会の毎日の食事は、各施設の管理栄養士が協働して立てた統一献立を基本に各施
設でそれぞれ納品される新鮮食品で調理し、利用者の方に合わせ配膳して提供させていただ
いています。今年のお正月料理も、お祝いの気持ちを込めて、お赤飯や海老の天ぷら、筑前
煮、数の子、きんとん、伊達巻、黒豆の煮付けなど縁起の良いおせち料理をお祝いのお手紙
を添え三賀日の昼食に提供させていただきました。今年も、皆様がお元気で楽しくおいしく
お食事をしていただけるよう努力していきたいと思います。よろしくお願い致します。
主任管理栄養士

１月１６日、ユニット型特養は各階合同で宇倍神社に出掛けました。
この日の天候は雪でしたが、雪も止み出発する事が出来ました。
途中、吹雪になり「大丈夫かな～」と心配する声が聞かれましたが、
宇倍神社に到着する頃には吹雪も納まり、車を降りて参拝する事が
出来ました。拝殿の前まで行きお賽銭を入れ、手を合わせ、皆さん
それぞれお願い事をしました。参拝後は社務室にて健康祈願等の
お守りを購入しました。帰りの車内では「鳥取の町も変わったな～」
と昔の鳥取の風景を思い出しながら帰路に着きました。
介護士

河村

片山

１月１２日（木）裏庭でとんどを行いました。
当日雪が降る心配もありましたが、幸い天候にも恵まれ、門松を中心に正月飾りや書初め
を積み上げ、片山施設長に点火をお願いしました。
大きく燃える火を見つめ、
「すごい火だなー」と歓声をあげ、写真を撮られるご利用者もお
られました。
とんどの楽しみの 1 つである、焼いたみかんを食べ、皆様と共に今年一年の無病息災を祈
りました。
介護士 増田 大司

真生

智恵

～寄付・寄贈・ボランティア～
千石一女様 岡嶋暢子様（音楽療法ボラ）
前田美智子様（書道ボラ） 梅津由子様 松本英佐恵様 田中芳子様（喫茶ボラ）
濱田吉野様（歌と大正琴のボラ） 加藤秀子様 他１名（大正琴ボラ）
中嶋玲子様 濵田豊様 梅津由子様 中尾恵子様 山根富美子様（歌のボラ）
小泉良子様（茶道ボラ） 村山千代子様（ハーモニカ演奏のボラ）
谷口久美子様 徳田昌子様 玉野由美子様 吉田礼子様 加藤美鈴様 有田公子様
大西智恵子様 小谷喜久江様 川本頼子様 梅津由子様（シーツ交換ボラ）
桑田秋弘様 (歌のボラ) 細見老人クラブ・子ども会の皆様（サツマイモの寄贈）
東郷小学校の皆様（楽器の演奏）
明治小学校３・４年生の皆様（手遊び等交流） ありがとうございました

平成 29 年 1 月 12 日（木）に初釜を行い、約 70 名のご利用者が参加されました。
「初釜」とは、新年に茶道のお稽古を始める日の事をいい、新しい年を祝う茶道の新年会
の様なものとされています。今年も無事に初釜を行う事が出来ました。今回のお菓子はお正
月にふさわしく福梅です。接待をする職員も、着物姿で参加者と接し、ご利用者から「キレ
イだなぁ～」と言う声も聞かれ、一緒に写真を撮られる姿も見られました。目の前で、先生
直々にお茶をたてて頂き、普段と違う雰囲気の中、初めは少し緊張されていた様子でしたが、
甘い和菓子と一緒にお抹茶を飲まれ、
「抹茶の日を楽しみにしとった」
「おいしいね～」など
と、和やかに『和』の雰囲気を楽しんでおられました。
介護士 鳥山 みどり

一月に記録的な大雪になり、高草あすなろでも雪かきに大変苦労しました。
また今年も利用者の皆様に楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。
今年も一年よろしくお願いします

本誌掲載の写真につきましては事前に本人、ご家族の了解を得ています。

第 80 号『特別号』
平成２9 年２月
高草あすなろ
(0857) 39－1800
高草あすなろ全事業所を対象とした、平成２8 年度満足
度アンケート結果を公表致します。アンケートへのご協力、
誠にありがございました。いただいた貴重な意見を職員一
同真摯に受け止め、今後のサービスの向上に努めてまいり
ます。

高草あすなろ（従来型特養）
送付数８５件 回答数５５件 回答率６４.７％
１． 職員の言葉づかいはできていますか。
・面会に行った時皆さん挨拶されます。
・施設内に入ると、いつも声を掛けて頂き心が安らぎます。
・明るい笑顔で挨拶しておられます。
・利用者に対して介護士の声掛けは大変良いと思います。
・いつもやさしく感じが良いです。
・いつも自分より先に挨拶を下さる。
・特に悪いとは思いませんが、今日は急がしそうだなと思う
ことが、時々あります。
・とても元気良く挨拶をして下さる、
（大きな声で）方もあ
りますし、大抵の方がきちんとして下さっています。時々こ
ちらから挨拶してから返事される方もあります。
２．職員の身だしなみはいかがですか。
・動きやすい服装です。
・いつもきちんとしておられ良いと思います。
・ユニホームをきちんと着用しておられ感じが良いです。
・清潔にしておられると思います。
・清潔であればいいと思います。
・髪の長い方は結んだり、まとめたりしてきちんとしておら
れると思います。新しい服装は少し地味かな？と思います。
・名前が分からない人が多いです、名札を見えるようにして
欲しい。
３．職員の対応はいかがですか。
・いつもハキハキと対応して下さっています。
・説明も有り、気にかけていて下さる事が良く分かる。
・来客者には挨拶を心掛けておられる様子が見える。
・行った時、今日は朝から機嫌がいいですよと言われた時、
ホットします。
・尋ねた事にはちゃんと答えてくださいます。
・面会に行った時など本人に危なくないように声を掛けても
らい（車を押す格好など）
、こちらがお願いすると快く答え
て下さいます。
・一度トイレで便がゆるかった時にお尻を拭いて下さる時に
きつい拭き方だったのか本人が何度も痛いと訴えちょっ
とかわいそうなときがありました。
４．ご本人の日常生活の様子や近況報告はうまく伝えていま
すか。
・面会に行った時に報告してもらっています。
・ですが、これも人によって違いがあります。
・最近は、何もないのか報告は少ないと思います。

・まあまあ伝わっていると思います。
・たまに伝わっていない事もあるが、大事では無いので大
丈夫だと思います。
・あまり変化はありませんが、変化があった時には知らせ
て下さいます。
・連絡をして下さってありがたいと思っています。
・気になる事は来所した時に尋ねるようにしています。そ
の時は分かりやすく伝えて下さいます。
・報告があります。
・トイレに付き添って行った時に両太ももにかなり広いあ
ざ（打ち身）があり、びっくりして介護士さんに聞いた事
がありました。（ベッド柵に打ったようです）他の事は大
体報告をして頂いていると思います。
・誰が担当かわからないので説明は月１回程度でこちら
からは聞いていません。
５．不満や要望を聞く体制についてうまく対応できて
いますか。
・不満とか思った事が無いので分からない。
・家族の方から言う様にした方がいいと思い、その都度伝
えています。
・アンケートや看護計画書等を頂くことで、出来ていると
考えます。
・よく介護して頂いているので不満は殆ど無いし、その時
で伝えた要望は対処して頂けている。
・誰にでも言って相談します。
・要望等をお話しした時は分かりましたと言って下さり
きちんと耳を傾けて下さいますが、後日面会に行った時
に徹底されてなく、介護士さんに周知されていないこと
が時々あります。
・誰が担当か分からないので説明は月に１回程度で、こ
ちらからは聞いていません。
・誰に話をしていいか分からない。
６．事故や病気などによる状態変化の報告が速やかにあ
りますか。
・こうゆう、遭遇にあった事が無いので分からない。
・面会に言った時、報告があります。
・電話をして下さり、相談にきちんとのって下さっている
と思います。
・いつも迅速に報告頂いて感謝しています。
・変化があればすぐ電話で報告がある。
・相談員さんが電話して下さいます。
・そのたびにきちんと報告をして下さり分かりやすく説明
下さいます。
・何かあった時はほとんどの場合連絡を頂き、状況説明等
も頂いており感謝しております。
７．ケアプランに沿って介護が行えていますか。
・本人も清潔にしてもらえていると感じています。
・行えていると思っている。
・本院の様子や顔色を見ると介護を行えていると思う。
・おかげさまで今の所は、あまり変化がありません
・個別の会議の時に要望をお伝えした事が実際行われて
いるか不明な所があります。他は大丈夫だと思います。
・何とも言えない。
・分からない。

８．居室スペースは落ち着ける雰囲気になっていますか。
・どちらとも言えない。
・分からない。
・同室の方によって、左右されるが落ち着ける雰囲気に
なっていると思います。
・明るくて、過ごしやすいと感じています。
・ゆったりと間が取られていて落ち着いていると思いま
す。
・本人はあまり気にならないようです。
・いいじゃないですかねぇ。
・特に気になることもなく落ち着けると思います。
・いまひとつ落ち着けない。

医療機関に入院させる
・医療体制が整っている。
・一日でも長く元気でいてほしいから。
・多分そうなると思います。
わからない
・その時の状況によると思いますが、施設の方にお任せした
いと存じます。

１２．介護について不安はありますか。
ある
・今後の体調等がどう変化するか気に掛かる。
・毎日会えないので、本当のところが分からない。
・今の本人の様子が落ち着いているので有り難いです。
・認知症が進行したら…。
９．居室などの環境面は清潔にできていますか。
・
これは自分自身があって、施設に対してではないですよね。
・掃除がゆき届いていると思います。
施設に対してならないです。
・いつも綺麗にきちんとされています。
・体調を崩して入院した時です。
・普通です。
・寝たきりにならないか心配しています。車椅子が利用でき
・毎日掃除をして頂き、有り難いです。
るようにと思っています。
・気をつけて頂いています。
・認知程度がどの程度なのか把握出来にくく面接時に話の内
・換気扇を回したりして付けて下さっていると思います。
容を考えることがあります。
・テレビ廻りにホコリがある。
ない
・ほこりが多いです。
・今のところはありません。
・敷布団の上の枕の所に髪の毛が良く落ちている。
・年齢的には体力の低下は止むを得ない事とは思いますが、
病気の進行に伴って食事等様々なことが困難になっていく
１０．ご本人の整容は清潔にできていますか。
・定期的に散髪もしてもらい、綺麗に整えてありました。 のを見守るのが辛い気がします。
・お任せしております、不安はございません。
・着替えなどの引出し入れも整頓されている。
・大変よくやって頂いています。
・少し髪が長い時があるが、出来ていると思う。
・家族に出来ない事をやって頂いている。
・普通です、本人が介護士さんに危害を加える恐れがあ
回答なし
るので、出来ているだけでいいです。
・介護知識がない、設備もない。
・以前は爪が伸びたままの事がよくありましたが、最近
はきちんとして下さっているように思います。早めに着
１３．医療面について不安はありますか。
替えさせて下さればと思います。
ある
・昼になっても目やにが付いている時がある。
・今はありませんが、その時になったら少し不安があります。
・食べたあとの口廻りが拭いていない。
ない
・あまり不安感はありませんが、苦しまないようにしてもら
１１．ターミナルケアが必要になった場合、どのように
えたら有り難いと思います。
対応されますか？
・適切にできている。
・ないと言えば嘘になるかもしれませんが、安心してお願い
引き続き高草あすなろでサービスを受ける。
できる。
・現状では在宅看取りは難しいと考えます。
・その時の状況で対応して下さっていると思っています。心
・良くして頂いて有り難く思っております、本人も安心
配していません。
していると思っておりますので宜しくお願い致します。
・掛かり付け医（病院）がおられることで安心しています。
・本人の経過を見ながら、施設に迷惑をかけないよう、
看取りまでスムーズに行けばお願いしたいと思っていま
１４．施設の総合満足度はいかがですか。
す。
・高草に慣れて有り難いです。
・超高齢にて、あすなろさんでお願いしたいと思ってい
・皆さんが親切みたいですので、本人も健やかに過ごしてい
ます。
ると思います。
・引き続き看取りをお願いします。
・本人もとても満足しています。
・高齢でもあり、医療機関での積極的治療は望んでおり
ません。出来ますなら引き続き高草あすなろでサービ ・本人も気持ち良く過ごしているので引き続きこの状態でお
願いしたい。
スを受けたいです。
・現在本人にして最も落ち着き生活している施設で無理 ・若い介護士さんが多く働いて下さっていますが皆さんがよ
くして下さっていると思います。すごいなと思っています。
な延命治療なく自然が一番だと思います。
感謝をしています。ただ毎日同じような仕事の中で慣れとか
・常日頃慣れ親しんだ環境の中で看取りたい。
ならないように温かく入所者に接して頂けたら嬉しいです。
・本人次第

その他、施設へのご意見、ご要望
・何時の事ながら有難うございます、細やかな気遣い感謝し
ております。今後共宜しくお願いします。
・理由は特にないが他の施設を見ているが、あすなろ高草が
大変良いと思う。職員の対応も違って安心して任せられま
す。いつも有難うございます。
・時々しか訪問できないので、日常の些細な事は分かりませ
んが、訪問を喜んでくれているので、これからも同様宜しく
お願いします。
・利用者本人の所から出られた職員さんがあまり必要以上に
部落の話を本人に話さないで下さい。本人が帰りたがるの
で。
・施設の整備、環境面共行き届き職員の方々のやる気満々が
伝わってきます。利用者家族への丁寧な対応有り難く感謝し
ています。宜しくお願い致します。
・ベッドに寝た時にパジャマの背中半分位の時がたまにあり
ますので出来ますれば伸ばして頂きたい…。
・頭が、枕から外れていることがある。
・本人の要望、例えば医者に行かせてほしい時には、必ず福
祉タクシー等使用してでも連れて行って欲しい。
・聴覚を活用しての刺激、覚醒は如何でしょうか。患者の世
代の世想、流行からして学童の唱歌、哀愁歌謡曲等々。メロ
デー調に静かに流す方法は…。一考の価値ありと思えてなり
ません。テレビも録画による「NHK 新日本紀行」等々、風景
描写の映像を優先してみては…、一考宜敷。
・夏季、冬季の冷暖房が（元の方で温度設定されており）入
切しかできないと介護士さんから伺った事があり、各フロア
ーで温度調節ができたらと思うことが良くありました。夏に
冷房が効きすぎて（部屋の）寒いと本人が言う事が結構よく
ありました。
施設の今後の課題として 従来型特養
・職員名札の携帯を徹底していきます。
・居室で快適に過ごして頂けるようこまめに、換気、整理整
頓、掃除を行います。
・笑顔を心がけ、明るく対応し、コミュニケーションが取り
やすい環境を作っていきます。
・職員同士で情報共有を密にし、誰でも質問に答えれるよう
にしていきます。
・
皆様の貴重なご意見を頂戴し、今後の施設運営に活かして
いきたいと考えています。ご協力いただきありがとうござい
ました。
※なお、いただいたご意見は、極力そのままの表現で掲載
しています。

高草あすなろ（ユニット型特養）
送付数２９件

回答数１９件 回答率６７．９％

１. 利用者・ご家族に対しての職員のあいさつ・言葉づか
いはいかがですか。
・明るく笑顔で挨拶して下さいます、好感持てますね。
・あいさつ言葉遣いがハキハキとされています。
・面会時必ず声掛け挨拶も頂いています。
・訪問時玄関を入った所より職員の方々の声を掛けて頂き
温かい気持ちになります。
・自然体で親しみやすく丁寧と思っています。

６．事故や病気などによる状態変化の報告が速やかにあ
りますか。
・小さな傷も報告されます。
・電話がかかってきてドキィとします。でも、有り難い
です。
・問題ないと思います。
（現在比較的健康に過ごしており
ますので）
・毎度ホウレンソウを速やかに頂いております。
・その様な状況が起きたら速やかに連絡を頂いています。
・面会に行った時、この前、こけましたなど報告をもら
っている。
７．ケアプランに沿って介護が行えていますか。
・行えているように思います。
・確認が出来ないので何と答えていいのか？
・要望した事がやって頂いているのか？聞く間がない。
本人も言わない。やって頂いていると思うのですが。

１２.介護について不安はありますか。
ある
・体調を崩して入院した時です。
・寝たきりにならないか心配しています。車椅子が利用で
きるようにと思っています。
・認知程度がどの程度なのか把握出来にくく、面接時に話
の内容を考えることがあります。
ない
・おまかせしております、不安はございません。
・今はないと思う。
・大変良くやっていただいています。
・家族に出来ないことをやって頂いている。

１３.医療面について不安はありますか。
ある
２. 職員の身だしなみはいかがですか。
・今はあすなろさんにお任せです。
・清潔感があって良いです。
・喘息、心臓病があるので不安がありますが、常に気を使
・ユニホーム様の服を着用されていて身なりもきちんとさ
って頂いています。
れていると思います。
８．居室スペースは落ち着ける雰囲気になっていますか。 ない
・機能的だと思います。
・日当たりが良く、とても明るく静かです。
・船本クリニックでの対応をして頂いていますので不安は
・普通でしょう。
・とても良くして頂いています。
ございません。
・上のシャツは色違いで皆さんきれいですが下のズボン
・フロアー内に共に関わって頂ける入所者の方がおられ
・適切に対応して頂いており不安はありません。
が出来ればＧパンでない方がいいと思います。
ないようです。しかし、その事は仕方ないと思っていま
・元気に過ごさせて頂いていますので不安はありません。
す。
３.職員の対応はいかがですか。
・殺風景にならないようにお願いします。
１４.施設の総合満足度はいかがですか。
・いつも親切です。
・他の施設に比べ、職員さんの教育がきちんとできている
・笑顔で対応されています。
９．居室などの環境面は清潔にできていますか。
と思います。
・お願いした事について速やかに対応頂いています。
・部屋に入った時臭いはしないです。清潔にしてありま
・とてもよくして頂いています、感謝しています。
・笑顔で挨拶して下さるので、人柄の温かさを感じます。
す。テレビ、箪笥にホコリが沢山あります。
その他、施設へのご意見、ご要望
・丁寧な対応ぶりです。
・夜間のみポータブルトイレを使用させていただいてい
・食に関して寛大、わがままを聴いて下さり、いつも感謝
・要望に対して、可能か不可能かを比較的明確に返答され
ます。部屋の臭気が時々気になる事があります。
しています。他の入所者の配慮も大変なのに…。気難しい
ているので分かりやすいと思います。
・室内に入っても異臭もなく清潔です。
性格でいろんな方の心を傷つけていると思います。めげず
・全体的に整理は出来ていると思うがゴミが落ちている
にこれからも宜しくお願い致します。
４．ご本人の日常生活の様子や近況報告はうまく伝えて
時が時々ある。毎日の掃除は忙しくて無理とは思うが。
・真冬の気温が下がって寒い時、室温は高く保たれている
いますか。
・特にトイレの汚れが目立つ。
のですが、出来れば車椅子に移乗する時は長袖のカーディ
・忙しくされている時は無理ですが、そうでない時はきち
ガン等を着せて貰えると有り難いです。（ベストが多いの
んと報告されます。
１０．ご本人の整容は清潔に出来ていますか。
で）やはり温かい方が安心します。
・本人に関わりが無ければ言われないけど、何かあれば伝
・服に食べ物がこぼれて汚れている時が時々あります。
・ティッシュペーパーが無くなっても頼みにくいのか、ト
えて下さいます。
・散髪がきちんとされてあり、とても清潔に感じます。
イレのペーパータオルを使用していた。備品への配慮があ
・生活ぶりをきちんと伝えて下さいます。
・本人が動けないのできれいにして頂いています。
ったら良い。日用品費として利用料から支払いをしている
・訪問時に毎回伝えて頂きます。
・本人がしていますので問題ないです。
ので、本人希望の歯磨き粉を施設で準備してもらえると有
・変化があればその都度お電話を頂いており、様子も分か
・老人特有の臭いも少なくサッパリして頂いております。 り難いな…と思ったりします。エアコンのフラップの動き
り有り難く思っています。
・ほぼ満足だが、足の爪が巻爪になっており、適宜切っ
が悪いようです。
・短期間での面会をしていますので様子についてあまり
てほしい。介護士さんが出来ないのであれば看護師さん
施設の今後の課題として ユニット型特養
報告はない様に思います。私の方からお訪ねする方が多
に依頼するなど連携を取って欲しい。
・整容・爪等については、早めに気をつけるようにします。
いと思います。
・居室で快適に過ごしていただけるようにこまめに、換気、
・本人の前から聞けないので難しい。
１１．ターミナルケアが必要になった場合、どのように
整理整頓、掃除を行います。
対応されますか？
・笑顔を心がけ、明るく対応し、コミュニケーションをとり
５．不満や要望を聞く体制についてうまく対応できてい
・あすなろさんでお世話になりたいです。
やすい環境を作っていきます。
ますか。
・引き続き看取りをお願いします。
・対応できている、不満はありません。
・高齢でもあり医療機関での積極的治療は望んでおりま
・現状では不満要望はありません。
せん。出来ますなら引き続き高草あすなろでサービスを
・要望を伝えても当事者の方には伝わるがその引き継ぎ
受けたいです。
が出来ていないように思う。引き継ぎをやってほしい。
・現在本人にして最も落ち着き生活している施設で無理
一人一人の仕事が多い事は理解できます。
な延命治療なく自然が一番だと思います。
・常日頃慣れ親しんだ環境の中で看取りたい。
・本人次第。

６．事故や病気などの状態変化
・病院が行く場合、自分で電話が出来る。
・こちらから聞いて話してくれる程度です。
・経験は無いが信用しています。
送付数５３件 回答数３２件 回答率６２％
・今の所事故や病気は無いが血圧などを見て入浴を調整
１． 職員のあいさつ言葉づかい
して頂けると聞いた。
・丁寧で話しやすいです。
・あると思います。
・いつも大きな声で挨拶をして頂きとても気持ち良いです。 ・事故や病気になったことはありませんが、今日はちょ
言葉遣いも丁寧です。
っとえらかったと帰宅後本人が話をしてくれます。職
・普通と思います。特に悪くも良くもありません。人によ
員の方にえらかったことを話し、血圧を測ってもらっ
って違います。
たりしたと言っていましたが、送って来て下さったと
・送迎時、明るく元気よく対応され清々しい
きに職員の方が家族には話されませんでした。
・笑顔で挨拶して下さって感じが良いです。
７．ケアプランに沿った介護
２．職員の身だしなみ
・大体出来ていると思われます。
・色々な服でいらして下さいます。
・見ていないので分かりません
・身だしなみもきれいで清潔そうだ。
・信じています
・動きやすく良いと思う。
・良くしてもらっている。
・まあ良い。
・訓練などほとんど毎回行って頂いている。体力維持が
保てている。
３． 職員の対応
・楽しかった出来事などは話題にしています。
・いつも笑顔で対応して下さいます。
・言葉遣いも態度も良かった。
高草あすなろ
・とてもいいです。
（グループホーム）
・話し易いです。
・皆さん優しく対応して頂き有り難いです。
送付数９件 回答数７件 回答率７７％
・親切に対応して下さいます。
１．利用者・ご家族に対しての挨拶、言葉遣い、態度は
４． 様子や近況報告
いかがですか？
・今日は出る日なのかなーと声を掛けて下さいます。
家族） 良い
66.6％
・ノートに書いてあります。
まあ良い 11.1％
・送ってこられた時に、その日の施設での様子を話して下
さり安心できます。
２．職員は、ご家族の困っている事、不安、求めている
・送迎時の会話の中でお伝えしている。対応もして頂いて
事等の話をよくきいてくれていますか？
いる。
家族） よく聞いてくれる 55.5％
・聞けば丁寧に教えてもらえます。
まあ聞いてくれる 22.2％
・特変あるときは電話で報告いただいています。細かいこ
とでもお伝えできる関係であると思います。
３．職員よりグループホームでのご本人の暮らしぶりや
健康状態等について、ご家族に報告がありますか？
５．不満や要望を聞く体制
家族） よくある
44.4％
・自分なりに聞いている。
ときどきある 33.3％
・聞いているようで分かっていない。
・今の所不満や要望を言う必要性を感じてないので分かり
４．職員は、ご本人の介護計画をご家族に分かりやすく
ません。
説明し、一緒に、内容に関する話し合いをしていますか？
・利用者本人が職員の方に直接言っていると思います。
家族） 説明を受け、一緒に話し合っている。77.7％
・送迎時や連絡ノートなどでお伝えしているし、ケアマネ
ジャーを通すこともある。
５．職員は、ご本人の思いや願い、要望を分かってくれ
・これはどうだったかなー、こういう事はこうするが良い
ると思いますか？
かなーと小言。
家族） よく理解している 55.5％
・送迎時間（順番）を変えて欲しいが希望しても変わらな
まあ理解している 22.2％
い。

高草あすなろ
(デイサービスセンター)

６．職員は、ご家族やご本人のその時々の状態や要望に
合わせて、柔軟な対応をしていますか？
家族） よく対応してくれる 66.6％
まあ対応してくれる 11.1％

７．グループホームのサービスを利用する事で、ご本人
の生き生きとした表情や姿が見られるようになりまし
たか？
家族） よく見られる
33.3％
ほとんど見られない 11.1％
わからない
33.3％
８．ご本人は、職員に支援されながら、戸外の行きたい
ところへ出かけていますか？
家族） よく出かけている
11.1％
ときどき出かけている 55.5％
分からない
11.1％
９．グループホームの利用に伴い、健康面や医療面、安
全面について心配な点はありませんか？
家族） 全くない
22.2％
あまりない
33.3％
少しある
22.2％
１０．グループホームは、ご家族が気軽に訪ねていきや
すい雰囲気ですか？
家族） 大変行きやすい 77.7％
１１．ご家族から見て、職員は生き生きと働いているよ
うに見えますか？
家族） 全ての職員が生き生きしている
44.4％
一部の職員のみ生き生きしている 11.1％
わからない
22.2％
１２．ご家族から見て、ご本人は今のサービスに満足し
ていると思いますか？
家族） 満足していると思う
55.5％
どちらともいえない
22.2％
１３．グループホームと入所契約をする時、サービス内
容や利用規則等について分かりやすく説明がありまし
たか？
家族） 説明を受け、十分理解できた 77.7％
１４．グループホームに改善して欲しい点、気になる点
等がございましたらご自由にお書きください。
・ふれあいハウスの方と合同で何かするようなことがあ
れば、刺激になって良いと思う。

高草あすなろ
（ふれあいハウス）
送付数１８件

回答数１２件

３．職員の対応はいかがですか。
・全部良いとは言えないけれどまあ良い。
・話し易い。様子を尋ねても、把握して頂いているので安
心である。
・挨拶をしても返ってこないことが多い。
４．ご家族との連携はうまく取れていますか。
・何かあれば連絡をくれる。
５．不満や要望を聞く体制について、うまく対応できてい
ますか。
・いつも母のわがままをよく聞いて頂いています。大変有
り難いです。
６．施設内の清掃等、衛生面についてはいかがですか。
・いつもきれい（清潔）にしてあります（3）
・見た目があまり良くない。
７．ふれあいハウスでの生活が困難になった場合、どのよ
うな生活を希望されますか。
・特養（介護施設）にお世話になりたい。（3）
・最後まで、あすなろの施設でお世話になりたい。
・ケアマネと相談したい。
・まだ先のことなので考えていない。
その他、施設へのご意見、ご要望
・職員の皆様に本当によく面倒を見て頂いて感謝していま
す。今後とも宜しくお願いします。
・万一病気で、ハウスを退居する事態発生の場合、医療機
関と連携のある介護施設（特養など）への入所、紹介など
の便宜を是非ご検討頂きたく思います。
・本人の健康の為、戸外への行事、レクリエーションなど
を精々企画してください。
・万が一の事が起こった場合、連絡下さい。（県外の方）

高草あすなろ
（ショートステイ）
送付数２６件

回答数１６件

回答率６１．５％

１． ショートステイ利用中の様子について、あすなろメ
モ・職員の説明で伝わっていますか？
・丁寧に説明してもらっています。（3）
・送迎時に、きちんと状況を説明して下さっています。
・分かりやすく話をしてもらっています。
・電話もして下さる。

回答率 66.6％

１．利用者・ご家族に対しての職員の挨拶、言葉遣いは
いかがですか。
・訪ねるといつも明るく挨拶をしてくれます。
２．職員の身だしなみはいかがですか。
・制服に揃えているのが良いと思う。
・外部からのお客さんには分からない。

２． 帰宅時の整容（服装・髪・爪・髭等）は、清潔に保た
れていますか？
・見ていない。
・大変きれいにしてもらっています。
・洗濯まで丁寧にして頂き有り難いです。
・すっきりした顔で帰ってきます。

３．送迎に携わる職員の対応はいかがですか？
・いつも丁寧に対応して頂いています。送迎では特に、いつ
も細かく色々と説明して下さり感心しています。
・大変良いです。
・笑顔で利用者に接する態度に安心させられます。
・いつも笑顔で気持ちがいいです。
４．ショートステイ利用中、ご家族は安心して過ごされてい
ますか？
・安心しています。
・何も考えなくてよい。
・自分の時間が持ててリフレッシュしています。
５． 何か不満や要望があった時に、施設は対応してくれて
いますか？
・希望には対応して頂いている。
・分からない。
・今の所特にありません。
・気付いた点は連絡を密にして下さいます。
・不満はないが、要望は聞いて下さっている。
６． 今後も高草あすなろのショートステイを利用していき
たいと思われますか？
・対応の丁寧さ故。
・親切に対応して頂いています。今後もよろしくお願いしま
す。
（3）
・本人が「あすなろじゃないといけんで」と言っています。
・大変助かっています。
・慣れた所で継続して利用できれば本人も安心です。
・信頼しているので。
その他、施設へのご意見、ご要望
・いつも洗濯までして頂き本当に助かります。家族にいつも
細かく説明してくれて安心しております。
・安心してお世話になり、介護をする私達も一休みできます。
自宅とショートステイを上手く利用して、どちらの負担も軽
減できればと思っています。宜しくお願いします。
・満足しているので特にありません。今までと変わらず利用
させて頂きたいと思っています。
・第２の自宅のようにさせて頂いています。いつも有り難う
ございます。

高草あすなろ
（居宅介護支援センター）
送付数 162 件

回答数 117 件

回答率 69％

１．サービス事業所やケアマネジャー、本人家族が集まって
の話し合いの場（担当者会議）で意見が言えていますか
本人） はい
66％ ・いいえ
5％
家族） はい
85％ ・いいえ
0％
・サービス事業所を自宅に呼んで頂き利用状況等話して頂き
事業所で本人がどう過ごしているかも良く分かりましたし
要望などもお願いでき、心強く思いました。今後とも宜しく
お願い致します。

・状況説明を分かり易くして下さり、問いかけて下さるの
で言い易いです。
・相談事は全て親身に答えてもらっております。
・ケアマネジャーさんとの時は何でも言えているようです
が、事業所の方と一緒の時には本音が言えてないようで
す。
・本人は何も言わなく家族に任せています。少しでも本人
にとって良くしたいので伝えています。
・本人は寝たきり状態で口が聞けない。本人は耳が遠く会
話に入れません家族に伝えています。
・認知が本人にはあり、意味が理解出来ていないと思う。
２.ケアプランは生活の意向や目標・内容など理解できる
ように説明されていますか
本人） はい
71％ ・いいえ
4％
家族） はい
87％ ・いいえ
0％
・いつも親切にはっきりと説明して下さって有り難いで
す。提案も時にはして下さいます。
・全ての内容ともお互いの意見要望を話し良きアドバイス
を教示してもらっています。
・とても分かりやすいです。
・本人・家族の意見気持ちを従十分理解して頂いていると
思う。
・認知が本人にはあり、意味が理解出来ていないと思う。
・詳しく丁寧に説明して頂いている本人は耳が遠いので、
後で家族が説明している。
３．ケアマネジャーの訪問の時に、身体や生活状況の変化
を伝えられていますか
本人） はい
71％ ・いいえ
5％
家族） はい
88％ ・いいえ
1％
・ケアマネジャーさんが来宅されると、とても話し易いの
で本人もニコニコ話が出来喜んでいます。
・来訪の時はもとより不安な時には連絡を取り、その都度
問題を解決しております。そして被介護者の変化について
もその都度連絡しています。
・訪問して頂く都度、体の状況変化など聞いてもらってい
ます。
・伝える事は伝えてかないと今後も困るので。
・本人は認知能力が低下していて正確に伝える事が出来ま
せん。本人はいつも「はい」ばかりなので…。
・進んでは言えないと思うが、聞かれたら言えると思う。
４．担当ケアマネジャーに要望、不満、苦情などを伝えた
時の対応に満足していますか
本人） はい
67％ ・いいえ
0％
家族） はい
79％ ・いいえ
0％
・本当に良くして頂き大変感謝しています。
・親切で対応がとても早いです。
・良くしようと伝えている事を考えてもらい感謝していま
す。
・真摯に対応して頂いて満足です。
・本人は認知能力が低下していて正確に伝える事が出来ま
せん。
・電話で要望の対応に不満。返事が遅い。返信が無い。

５．介護保険サービスを利用したことで身体、生活状況並
びに生活環境の改善はありましたか
本人） はい
65％ ・いいえ
0％
家族） はい
72％ ・いいえ
1％
・少し時間のゆとりが出来た。少し楽になった。
・手すりをトイレや玄関に付け動作が楽になった。
・通所の日は出来事を話してくれます。忘れてしまってう
まく話せないのがもどかしいようですが…。
・歩行器レンタル貸与して頂き、行動範囲が広がり感謝し
ています。
・相互連絡により良いアドバイスを教示してもらってお
り、各種対応できております。身体、精神的には衰えがあ
り日々悪くなりやむを得ないと思っています。
・本人はサービスを利用することにより日々の楽しみが出
来た。介護は介護負担が少し無くなり助かっている。
・本人は運動と人中に出る事によって刺激されるようにな
った。家族も自分の時間が出来た。
・前とあまり変化ない（病院退院）しかし、どこにも出な
いと悪くなるようなのでサービスは受けたいと思います。
・変わらーせん、お金が高くなったけど。
６．担当ケアマネジャーは定期的に交代した方が良いです
か
本人） はい
1％ ・いいえ
62％
家族） はい
1％ ・いいえ
72％
・本人・家族にとって同じ方が話し易く良いと思います。
・以前からの様子を知って下さる方がついて頂けるのがと
ても有り難いです。
・ニュアンスは書面では伝えられない。始めから説明した
り、会話を重ねて行き違いを埋める暇も体力もない。ツー
と言えばカーと言う仲でいたい。交代は断固反対です。
・利用者の状況をよく理解して頂いている為変わらないほ
うが良い。但し、そうでない方が担当となった方の場合は
交代して欲しいと思うかもしれません。
７．言葉使い・態度・身だしなみは好感が持てますについ
ての意見
・明るい服装には大変感心しました。
・身だしなみ良いです。言葉遣いも丁寧です。
・訪問時は何時も明朗快活で、服装態度もきちんとされ、
それだけで信頼でき、安心できます。
・いつも明るく親切に対応して頂いている。笑顔で接して
頂き安心できます。
・他事業所で馴れ馴れしい言葉遣いをする人はいると聞い
た事があるが、私の対応の人はそんなことは無い。
・来訪の時は電話をしてからお願いします。
８．ご意見・ご要望など自由記載
・長い付き合いになると思いますが、何卒宜しくお願いし
ます。
・定期的に家族の都合に合わせて訪問して下さり、いつも
感謝しています。生活の中で、困ったことや心配なことを
伝えると、すぐに対応して下さり、介護用具も不安なく使
用させてもらっています。ケアマネさんの顔が見える事
は、本人にも家族にも安心につながっています。

・始まったばかりでまだ分かりません。皆様に温かく接し
て頂いている様子を聞くとうれしく思っています。
・本人を中心とし、家族の意見を聞いて頂き、より良い生
活を送るためにと、専門の知識を可能な限り教えて頂ける
事で納得のできる方向付けをして頂けることが嬉しい。ネ
ットワークの上手くなされていることに感動しています。
・体に気を付けて長くお付き合いしてやって下さいね。給
料を上げて下さいね。テレビで聞きますが、介護現場は本
当に大変です。私のケアマネさんもこの方ならいいなーと
思っていますので、是非元気で!
・ケアマネジャーに言ったことが伝わっていますか？
・月１回の訪問でなくても、2、3 ヶ月に１回でも良いので
はと思うのですが。
<高草あすなろ居宅介護支援センターより皆様へ>
・担当のケアマネジャーを信頼しており、会議でも話し易
い雰囲気で何でも話せているという意見がある中、ケアマ
ネや事業所の人の前では伝えきれない事もあるという意見
もありました。
・ケアプランを理解し合うという事は、目標達成の為のそ
れぞれの役割を理解してもらうという事である為、自立支
援につながると考えます。しっかりと説明していきたい。
・話をよく聞いてもらっている、的確に答えてもらって満
足しているという意見が多くあり、有り難く感じました。
“何にも変わらーせん。お金は高くなったけど”というよ
うなご意見も頂きました。
聴く態度と一緒に考える態度をもって“ケアマネだけの
思い”での対応ではなく、本人・家族、他のケアマネや医
療・他職種と連携を図りながら、本人にとって何が必要な
のか専門職として助言や対応が取れるように、信頼関係つ
くりと知識・技術を身に付けていく事が必要と感じていま
す。
高草あすなろ居宅介護支援センターは
利用者・家族・地域の皆様から信頼されるよう笑顔・ぬ
くもり・言葉掛けを大切に知識・技術・心を磨いていきた
いと考えています。
本人らしい生活を目指せるように皆様と一緒に考えてい
きたいと考えております。よろしくお願いいたします。

