
設問1
新型コロナウイルス感染拡大以降、
面会頻度についてお聞きします。
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【設問2 自由記述】

▪人と会えない
▪家族と会話できず、寂しい思いをしていると思います。
▪家族に身近に会えない事が精神的に寂しさがあると思います。できれ
ば、父の部屋に入って、荷物の状況を把握したく思います。
▪身内との顔合せがないと不安になるのではないかと思います。
▪家族の人に会って話す事で（リモートも含め）出来なくなり、話が交
流がもてなくなり、淋しい思いをする方も多いのではないかと思いま
す。知ってる人に会える事で、うれしいと思う心ができて心が安定す
れば心身共に落ち着き、生まれて体にもプラスになると思います。

▪家族とも会えない、又話す機会が減少した為よけいに口数が少なくな
りリモートで話をしても意志の疎通が難しくなったように思います。

▪寂しい・不安
▪顔を忘れてるか？

設問2
コロナ禍で利用者様の心身に影響が
出ていると思いますか？

【設問1 分析】

『著しく下がった』『やや下がった』のご回答を70％程度のご家族様から
いただきました。新型コロナ感染拡大に伴い、ご家族様の来所頻度の減少
やフロア入室制限等を設けていることが大きく影響していると考えられま
す。

【設問2 分析】

『非常に思う、まあまあ思う』のご回答を約半数いただきました。また、
面会制限実施によりご家族様・利用者様から不安であるというお声を多数
いただきましたので、施設における今後のコロナ対応を調整し、皆様のご
意向・想いを理解した上でお応えできるように努めて参ります。



【設問2 自由記述】

▪家族に会えなくて心細いと思う。外に出ていないので気分転換が出来
ない。季節感が薄くなっていると思う。肌の保湿やマッサージがして
あげられないので肌がかさついていたり、かゆみがでたりしていない
か。
▪ストレスが溜まってそう。
▪全然会えていないので影響がでているのかどうかもわからないです。
▪会えないこと、コミュニケーションの減少。
▪淋しい思いをしていると思います。
▪痴呆症の具合が進んでいるのでは？それ以外は充分にお世話して頂い
ているので大丈夫かと・・・
▪コロナ前は、週一度は、おやつを食べたり、散歩に出たり、ゆっくり
半日ほど過ごすこともできましたが、コロナで会えず、認知症も進ん
で心配です。ただ、職員やユニットスタッフの方々のご配慮で日々す
こやかに過ごせていると思っております。（おやつや外出については、
コロナ前の他施設にショートステイ中の過ごし方です）
▪家族と直接会って話せないことによるストレス増加
▪オンライン面会しかできなくなってしまったので心なしか寂しそうに
見えることがあります。
▪入所いたしましてから、今日までコロナ感染拡大となりましたので、
自由に面会に行くことが不可能となっています。本人は色んな不満が
出ていると思います。何かとご迷惑をおかけいたしております。いつ
もお気づかいいただきありがとうございます。
▪認知がすすんでいる、活気がない
▪意思疎通が出来ないこと
▪仕方ないことだが、面会ができにくくなり、さびしさ等増していると
思う。
▪毎月連れ帰ったり、会いにいったりができていたのが、コロナのせい
でかなり心細くなっています。忘れやすくなり、勘違いをしたり、悲
しんだりするようになりました。仕方のないことですが、やはりせつ
ないです。施設内で楽しい時間と平安な心で過ごせれば嬉しいです。
もちろんケアする方たちは、最大限がんばって下さっている事心から
感謝しております。
▪会いたい人に会えない。心の問題。
▪肉親に会って話を出来ないのは寂しいと思います。
▪人との距離を取ったり、行動範囲が限られてくるので、自由に制限が
出きなく、ストレスが少しみられてる。
▪面会に行けてないのでわからない。
▪家族の声や顔が聞けない、見られないことでさびしい想いをすると思
います。認知症の進行が心配。
▪対面して会話をし、手を触れる事で感情豊かに笑顔で接してくれてい
た事が全く無くなり、認知症がすごく進んでしまった様に感じられる。
▪直接会えない事の不安。
▪家族に面会できないことで、心身の影響がでると思われる。



設問3-1
施設からご家族様へ利用者様の生活様子や近況報告が

出来ていますか？
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【設問3-1 分析】

全体としては、利用者様の近況報告について70％程度のご家族様にご満足
いただけている結果でした。一方で、「やや不十分～不十分」とご回答い
ただいた方が10％程度いらっしゃる結果となりました。
この結果については、新型コロナ感染症の拡大によりご家族様の来所頻度
の減少や、フロア入室制限等により、各種専門職の職員においてもご家族
様に対する利用者様の近況報告を行う機会が著しく減少したことが影響し
ていると考えられます。電話・文書等によるご状態の報告を心掛けてはお
りましたが、やはり対面と比べると十分な報告が出来ていない現状を踏ま
え、今後は安心感を持ってご利用していただけるように取り組んで参りま
す。
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【設問3-2 分析】

新型コロナ感染拡大の影響により、ご家族様への状況報告を含めてサービ
スの質・技術に満足していますかの設問に「十分である」「まあまあ十分
である」と多くのご回答いただきましたが、提供サービスによっては「や
や不十分である」「不十分である」とご回答がありました。この結果につ
いては、各種専門職でご家族様へ直接ご様子の説明やお便り・動画などで
お伝えできるような手段を考えさせていただき、ご家族様の満足に繋がる
ように取り組んでいきたいと思います。

【設問3-2 自由記述】

▪介護面 着替えについて、入浴日以外でも食事で汚れたら替えて欲し
い（上着）ズボンは替えて頂いてます。
▪現在のケア内容で満足しています。制度上、無理なのを理解したうえ
で希望致します。
①眼科や耳鼻科の診察が、施設内であれば良い。
②夜もスタッフの方の人数が多ければ安心。
③ショートや老健、関係なく、上限を決めずにリハビリできれば良い。
④好きなもの、サプリなども口にできれば良い。
▪本人の持ち物・着替え等の管理をしっかりしてほしい。
▪リハビリの回数等増やしていただけると嬉しいです。
▪内容が不明の為。質問に答えられない。
食事形態・量・食べ方。年も年なので足腰弱まっているけれど、ひざ
折れや床に座っていたなど都度連絡頂きたい。面会できるわけじゃな
くてもしょっちゅう連絡出来てないんですが、変化があった時は連絡
して欲しいです。

設問3-2 施設が提供するサービスの質や技術に満足していますか？
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【設問４ 分析】

概ね良いご意見をいただきましたが、中には説明が「不十分である」と感
じているご家族様もいらっしゃいました。今後、ご家族様が疑問を抱かれ
ないような分かりやすい説明を心掛けます。また、疑問があった際はしっ
かりお答えし、ご納得いただいた上でサービスをご利用いただけるように
努めて参ります。
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【設問５ 分析】

概ね良いご意見をいただきましたので、引き続き職員に求められる接遇の
向上に努めて、ご満足していただけるよう一層努力します。

設問4 施設サービスの利用についてお聞きします。

設問5 接遇面についてお聞きします。
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【設問６ 分析】

リモート面会に対して利用歴が「なし」の理由に『リモート面会では様子
がわからない』、『耳が遠くて会話にならない』等の理由からリモート面
会を利用しないとのご回答をいただいています。
さらに、月1回のリモート面会では『少ないと思う』が50％以上、利用時間
帯は『午前も希望』が30％、利用時間が『短い』に25％の回答をいただき
ました。この結果については、今後施設としてどのような面会方式をとっ
ていくのか、新型コロナ感染状況を踏まえながら検討していきたいと思い
ます。

また、面会以外にも、例えば日常やリハビリのご様子を職員から直接お伝
えする・写真をお送りする等、リモート面会では伝わりにくい部分を知っ
ていただく機会を作り、皆様にご安心・ご満足いただけるサービスが提供
できるように一層努めて参ります。

設問6 面会状況についてお聞きします。



【その他のご意見】

▪よろしくお願いします。
▪スタッフの方々にとてもお世話になりありがとうございます。とても
満足しています。
▪いつもお世話になっております。入所させていただき、非常に助かっ
ております。本当にありがとうございます。今後もよろしくお願い致
します。
▪特にありません
▪コロナ禍で大変ななか本当にお世話になりありがとうございます。
▪いつもありがとうございます。一日でも早く直に会って話せる事、
祈っています。
▪いつも大変お世話になり感謝しております。ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
▪必要な物を連絡頂く時に出来れば近々無くなる物があるなら、別々に
連絡入れてもらうのではなく、一緒にしてもらいたい。
▪面会が可能になれば部屋で一緒に短時間でも過ごす事が出来ればうれ
しいなぁーと思います。職員の方々には、いつもお世話になっていま
す。色々な方のお世話は大変な事と頭が下がる思いです。今後共、何
かと宜しくお願い致します。
▪京しみず様には大変お世話になっております。新型コロナウイルス感
染拡大で職員皆様大変だと思います。早く終息する事を願っています。
▪大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。有り難うござい
ました。
▪いつもお世話になり大変感謝致しております。職員さんもとても親切
で丁寧な対応だといつも感じております。コロナで面会が出来ず、少
しさみしさはありますが、母は楽しく過ごせてい様なので安心してい
ます。京しみずさんに入所できてよかったと日々思っております。今
後もよろしくお願い致します。
▪いつも大変お世話になって居ります。私の母の場合現状が良いと
思って居りますので今後もよろしくお願い致します。
▪いつも良くしていただいてありがとうございます。よろしくお願いし
ます。
▪施設内の感染を防ぐ為に尽力して頂きありがとうございます。感染防
止第一とわかっていても、会うことが出来ない、側にいてあげられな
い事はとてもつらいです。時々、職員の方に様子を聞いたり教えて頂
いたりして少しは安心するのですがやはり顔を見たいです。この2年
でユニットの介護士さんも入替わりコミュニケーションも図れない事
も残念です。面会中止になって部屋にも入れなくなって2年、こんな
に長くなるとは思っていなかったので部屋の整理もしていないのが気
になります。季節の変わり目になると着替えにもあれこれ考えてしま
います。でもこの2年の間に母が自分でごはんを食べられるように
なったこと、会話がしっかり出来るようになったこと、本当にありが
とうございます。
▪まだしばらくは難しいと思いますが、コロナが収束したら、対面面会
できたらと思います。
▪ケアマネさんから様子を知らせて頂いてますので、現状で結構でござ
います。早くコロナが終って直接会って話したいものです。



【その他のご意見】

▪お世話になりありがとうございます。ほんとうのプロの方々なんだと
思うことに多く接し、安心しております。どうぞ、おつかれが、でま
せんように・・・。よろしくお願い申します。
▪コロナ対応で大変な中、最大限の努力をしていただき感謝しておりま
す。
▪いつもお世話していただきありがとうございます。これからもどうぞ
よろしくお願いいたします。
▪リハビリ担当者様・介護職員様・看護士様等と話が出来る時間があれ
ば、たすかります。
▪本来なら会っての面会をしたいと思っているが、現時点では難しいこ
とは承知しています。様子を伺おうにもスタッフの皆様のお邪魔をし
たくないので、全てまかせっきりにしてしまって申し訳ないと思って
います。ご多忙のところ何も力になれませんが、いつも有難うござい
ます。
▪いつもケアマネさんにはお世話になっております。以前とちがってコ
ロナ禍の中、対応が大変になってきていると思います。早くおちつい
て、自由に？（とまではいかなくても）もう少し会える時間があれば
と思っております。
▪考えられるコロナ対策を実施し、直接面会が出来るようにして欲しい。
▪コロナの折、夫婦共に若い方と接する事が多く施設へ伺う事を減らし
ております。職員の方々には大変な中、丁寧に母に接して頂き感謝し
ております。
▪大変お世話になっており、満足しております。よろしくお願いいたし
ます。面会ができるようになったらお知らせ下さい。よろしく。
▪コロナで本人に直接あえないので様子がわかりにくい。リモート面会
では本人の体調やからだの変化がわからない。コロナ中なので本人が
どの様にすごしているのかわかりづらいし、面会にも行きづらい。
▪リモートではなく直接面会が出来る様になることを願っています。い
つもありがとうございます。
▪コロナ感染拡大防止に向けて、本当に大変かと思います。ありがとう
ございます。
▪少しでも対面出来れば、施設内ではなく、外で少しだけとか。抗原検
査して面会。大変ですよね。出来たらいいな～と希望です。色々制限
ある中お世話になっています。職員体制整わない中、工夫して頂いて
いると思います。ヒヤリや事故も出やすいと思います。少しの変化で
も連絡して頂ければありがたいです。その様子によって心づもりが
あったり、ホッとしたり・・・。職員が少ないから自分が！と思われ
ず、職員皆様、体調に気をつけてお過ごし下さい。まだお世話になる
と思います。よろしくお願いします。
▪コロナ禍の中職員の皆様方には大変お世話になっています。本人のや
やこしい行動で御迷惑をお掛けし恐縮です。その都度、ケアマネ
ジャーや職員さんから御連絡いただき対処いただいていることに感謝
しています。面会できなくても本人の様子が想像でき安心しています。
皆様の手厚い介護のおかげで100才を迎えます。今後共よろしく御願
い致します。



【総括】

多く方からご意見をいただきました。中でも、『直接面会がしたい』とい
うお声が多くございました。施設としましても、コロナ禍であることを考
慮した上で面会の方式を再検討し、いち早く皆様にご満足いただけるよう
な形で提供していければと思っております。
スの内容や利用者様のご様子をお伝えできるように、日々検討して参りま
す。

さらには、スタッフを労っていただくようなお声や
また、『各専門職員と話がしたい』というご意見もございました。どのよ
うなサービスを提供しているのか、お話させていただくことで伝わる部分
もあるかと思います。コロナ禍である以上、直接お話することが難しい場
面もありますが、電話や書面等、何らかの形でサービ、『サービスに満足
している』というお声も多くいただきました。これからも皆様のご期待に
添えるようにサービスの質の向上を目指し、安心して施設をご利用してい
ただけるように邁進して参りますので、何卒よろしくお願いいたします。

【その他のご意見】

▪コロナ禍の中での対応ありがとうございます。家族側も本人にもっと
面会（リモート）に行ってあげなければと思いつつも、施設側様にお
まかせ状態です。タブレットではなく、早く面会できるのを待ってい
ます。病院では、ガラスごしでの面会ができた場合もありました。ご
検討いただくとありがたいです。施設の皆様ありがとうございます。
このコロナの現状の中、感染者をださないことでも大変な中、本当に
職員の皆様には、本当に感謝しております。家族には家族の思いはあ
りますが、現実にはいつも側にいて語りかけお世話をして下さってい
るのは職員の皆さんで本当にありがたく思っています。どうぞ父を宜
しくおねがい致します。


