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短期入所ご利用者様アンケート 

 

配布：106 通 

回収：51通（回収率 48 ％）.2021/05/10.現在 

対象：2019/9の短期入所フロア開設後、短期入所フロアを１回以上利用した方（独居等は除く） 

 

＜ご利用前＞ 

①.職員が、事前に体調の変化や経過、医療情報（注入、食事内容、呼吸器情報、内服薬等）の変更についてお

尋ねする際の接遇は、適切ですか。 

 

 □適切である   （48名.94%） 

□やや適切である （3名.6%）  

□やや不適切である（0名.0%）  

□不適切である  （0名.0%） 

 

 

理由 

・ショートの時職員の方が毎回ほぼ変わっているので、本人のことや気を付けてもらいたいことなど詳しく聞い

てもらえるのでそのほうが安心です。 

・とても丁寧に対応してくださります。 

・電話で確認を取ってくれる 

・毎回丁寧に聞いてくださいます 

・満足しています 

・利用者の体調などその日や月によって変化することもある 

 

 

②.職員が、体調の変化や経過、医療情報の変更等についてお尋ねする内容や方法は、適切ですか。 

 

 □適切である   （44名.86%） 

□やや適切である （6名.12%） 

□やや不適切である（1名.2%） 

□不適切である  （0名.0%） 

 

 

理由 

・ありません。 

・コロナの初めの緊急事態宣言が出ていたので事前に（2 週間ほど前）に丁寧に電話をいただき説明を受けまし

た。面会ができないので心配もありましたが、無事入所でき感謝しております。 

・ショート前にいつもお電話いただきありがとうございます。 

・その時の本人のコンデイションが毎回同じとは限らないね。 

・とても丁寧に対応してくださります。 
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・時間がかかる。 

・対応はとてもよいので満足です。 

・満足しています。 

 

その他、ご利用前の対応についてお気づきの点がございましたら、ご自由にご記入ください。 

・受け入れ時は一つの部屋で、一日中一人で待機というところに不安を感じる。かわいそうで預けることを躊躇

してしまう。預けたくても何度もブレーキがかかった。 

・入所時の衣類の内容記載が多岐にわたり手間がかかりすぎる。薬を薬剤師が一包しているのに関わらず内容の

再度チェックは 1包にしている意味がない。 

 

 

＜入所時＞ 

診察について 

③.診察時の医師の接遇は、適切ですか。 

 

 □適切である   （44名 86%） 

□やや適切である （7名.14%） 

□やや不適切である（0名.0%） 

□不適切である  （0名.0%） 

 

 

理由 

・咳が出ているとき血液検査してくださり安心しました。 

・毎回同じであってもその時によって変わることもある。 

・満足しています。 

・優しく応対してくださいます。 

 

 

④.診察内容は、適切ですか。 

 

 □適切である   （45名.86%） 

□やや適切である （6名.12%） 

□やや不適切である（0名.0%） 

□不適切である  （0名.0%） 

 

理由 

・入室してからの診察になり、以前に比べて先生がお忙しそうに思えて言い忘れがおきそうです。 

・毎回同じであってもその時によって変わることもある。 

・満足しています。 

・優しく応対してくださいます。 
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聴き取り・確認について 

⑤.事前の聴き取り内容が、職員に十分伝わっていますか。 

 

□十分   （32名.63%） 

□やや十分 （15名.29%） 

□やや不十分（1名.2%） 

□不十分  （0名.0%） 

□未記入  （3名.6%） 

 

 

理由 

・その日その時携わる人に情報が伝わっていると思う。 

・細かいことまでは難しいみたいですが、大体伝っている。 

・時々伝っていない時もある。 

 

 

⑥.前回ご利用時の様子が職員による聴き取りに、活かされていますか。 

  

□活かされている   （22名.43%） 

□やや活かされている （17名.33%） 

□やや活かされていない（3名.6%） 

□活かされていない  （1名.2%） 

□未記入       （8名.16%） 

 

 

理由 

・2度目の利用をしていないのでわからない。 

・あまり意識もしていないが、前回の利用日について話はでることもあるが、様子の話は出たことはない。 

・まだ 1度しか利用していない。 

・まだ 1度しか利用していないのでわかりません。 

・前回利用した時に伝えていたことが当日話すと聞いていない（聞いていなとはいわれませんが）初めて聞くよ

うなところがあります。 

・同じことを言うのは毎月だが仕方ない。 

・毎回同じように見えても、気が付いたら対応してくれていると思う。 

・利用中は特に問題もなかったので。  

・浣腸の仕方、クーリングの必要性など前回伝えパソコンに入力していると思うが、次回にあんまり反映されて

いないよう感じる。 
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⑦.職員による聴き取り時の接遇は、適切ですか。 

 

 □適切である   （39名.76%） 

□やや適切である （11名.22%） 

□やや不適切である（0名.0%） 

□不適切である  （0名.0%） 

□未記入      (1名.2%） 

 

 

理由 

・荷物など利用者のこと向き合っている感じはする。 

・細かいこだわりなどもよく聞いてくれる。 

 

 

⑧.職員による聴き取り内容や方法は、適切ですか。 

 

 □適切である   （37名.73%） 

□やや適切である （12名.23%） 

□やや不適切である（0名.0%） 

□不適切である  （0名.0%） 

□未記入      (2名.4%） 

 

 

理由 

・穏やかな口調でありがたい。 

・話しやすい雰囲気。 

 

 

⑨お尋ねした内容がケアに、活かされていますか。 

 

□活かされている   （29名.57%） 

□やや活かされている （16名.31%） 

□やや活かされていない（1名.2%） 

□活かされていない  （1名.2%） 

□未記入等      （4名.8%） 

 

 

理由 

・お迎えに行ったとき一人部屋でよだれ、出血、尿などおむつが交換されておらず部屋中ぐちゃぐちゃでほった

らかしにされていて胸が痛かった。 
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4%

31%

17%

18%

18%

2%
10%

＋でも可

＋-0分

-1～10分

-11～20分

-21～30分

-31～40分

未記入

入所時の全体について 

⑩.現在ご自身が利用される際の短期入所フロアでの手続き（診察・聴き取り・確認・物品チェック）が終わる

までの時間はどのくらいかかっていますか。 

 

□ 0～15分 （2名.4%） 

□16～30分 （21名.41%） 

□31～45分 （14名.27%） 

□46～60分 （7名.14%） 

□61～75分 （3名.6%） 

□76～90分 （0名.0%） 

□91～105分 （1名.2%） 

□未記入   （3名.4%） 

 

 

 

 

⑪. ⑩にかかる時間はどの程度がよいですか。（来所から短期入所フロアでの手続き終了まで） 

 

□ 0～15分 （7名.14%） 

□16～30分 （24名.47%） 

□31～45分 （15名.29%） 

□46～60分 （0名.0%） 

□61～75分 （0名.0%） 

□76～90分 （1名.2%） 

□91～105分 （0名.0%） 

□未記入   （4名.8%） 

 

 

 

現在と希望の時間差 

 

□＋でも可  （2名.4%） 

□＋-0分  （16名.31%） 

□-1～10分 （9名.17%） 

□-11～20分（9名.18%） 

□-21～30分（9名.18%） 

□-31～40分（1名.2%） 

□未記入   （5名.10%） 
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その他、入所手続き時にお気づきの点がございましたら、ご自由にご記入ください。 

・お手伝いをしていただけるので不自由に感じたことはありませんが、診察をフロアが違い荷物を持って移動は

少なからず不便に感じます。同じフロア移動かもしくは診察に必要なもの以外は直接フロアに届けてチェックを

始めてもらえると手間と時短になると思います。 

・以前の男性職員に比べて、受付担当の女性職員の対応が高飛車で目に付く これは職員ではなく施設責任者の

意識の変化が問題なのか？ 

・以前は一時間くらいかかっていたが時間が（物品チェック）短縮され効率がよくなったと思う。 

・気になるとこと頃はしっかりと聞いていただいたほうが安心なので時間がかかってもそのほうがありがたいで

す。 

・時間はどれだけかかってもいいと思います。きちんと聞き取りができていれば短くても長くてもいいです。 

・新しいフロアになってから一度に手続きが終わるので時間が随分短縮されました。一度に色々な質問をされた

のでうろうろするときがあります。 

・診察室で薬や医療物品をチェックするのではなく、ベッドサイドで同時間帯に行ってくれると、時間短縮にな

ると同時に荷物を仕分けてもっていかないとおおもで助かると思う。 

・昔から比べたらずいぶん早くなったと思います 

・短期入所の時間があまりにも少ないと伝えたい思ったことが言えなかったりするので十分の時間をとってもら

ったほうが私的には安心です。荷物のチェックも前は一緒にしていましたが（時間がかかっていた）最近、荷物

チェックは別の部屋でしてもらえるようになったのでその分帰宅する時間は早くなったと思います。 

・着替えなどのチェックを手際よくして下さったことを覚えています。 

・入所時はその時によって対応して下さってますので感謝です（出かける時間に合わせてくれます）。 

・入所手続きがもう少し短時間でスムーズだと助かります。 

・必要な手続きにかかる時間は仕方ないと思う。 

・満足しているので特になし。 

・薬のチェックは丁寧であるがかなり時間がかかる、いい方法はないものか。ケースにわけたりするところまで

は薬剤師一人でやってしまうとか。 

・利用するたびに久ぶりの利用になるので多少手続きに時間がかかるのは仕方ないと理解しています。 

 

 

 

 

＜利用中＞ 

⑫.ご利用いただく居室は、整っていますか。 

 

 □整っている    （39名.76%） 

□やや整っている  （9名.18%） 

□やや整っていない（1名.2%） 

□整っていない    （1名.2%） 

□未記入          （1名.2%）  
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理由 

・おしっこを漏らしたくないせいで、敷き布団硬すぎてかわいそうです。冬などは寒いだろうなと。わたしのい

えは 60 年そんな硬い敷き布団は使ったことはなかったから仙骨のところが痛んだことがなかったのですが、△

△ したらいたんだのでしょう。やられました。 

・ショートフロアになりきれいに整っておると思います。 

・ベッドの時等柵に手足が当たらないようにしてくださっている。 

・加湿器があればいいなと思った。 

・床が冷たそう。 

・大部屋３人入るところの一番奥は目が届いているか不安 吸引が必要な時はすぐにできる配置にしてほしい。 

・特になし。 

・入れないので整っているか不明ですがたぶん整っていると思う。 

・利用者にあった対応で助かります。 

・利用者の動きをよく考えてくれている。 

 

 

＜退所時＞ 

⑬.職員の退所時の接遇は、適切ですか。 

 

 □適切である   （39名.76%） 

□やや適切である （6名.12%） 

□やや不適切である（2名.4%） 

□不適切である  （0名.0%） 

□未記入      (4名.8%） 

 

 

理由 

・ほとんどがデイサービスになっているのでよくわからない。 

・引継ぎがうまくされておらず前日の様子などがわからない時があった。 

・時間通りにしてくださっていると思う。 

 

 

 

⑭.職員から入所中のご様子をお伝えしていますが、その内容は適切ですか。 

 

 □適切である   （28名.68%） 

□やや適切である （5名.12%） 

□やや不適切である（3名.8%） 

□不適切である  （0名.0%） 

□未記入      (5名.12%） 
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理由 

・コロナ禍で仕方ないと思っていますが、入所中の様子をゆっくり聞けないのがすこし残念です。 

・わかりやすい。 

・皆さん優しい。 

・主にサマリーを見ています。 

・体調が変化した際そのまま預かってもらっているが、様子が見れないのでもっとしっかり聞きたかったが、何

かあればこちらから連絡しますと言われ聞きづらくなった。 

・入所中のことを説明してもらっています。 

・様子を知ることができ安心できている。 

 

 

 

⑮.ご利用中の様子を記入した表（短期入所生活チェック表）は、ご覧になられますか。 

 

 □必ず見る   （47名.92%） 

□ときどき見る （1名.2%）  

□あまり見ない （1名.2%） 

□見ない    （0名.0%） 

□未記入    （2名.4%） 

 

 

 

理由 

・そんなのあった？サマリーなら見てる。 

・どんな生活をしていたのか気になるため。 

・詳しく聞けなかった様子を必ず見る。特に便・食事・排尿チェックなど自宅でもしているので。 

・排便、睡眠状態。 
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⑯.現在の短期入所生活チェック表で特に知りたい情報は何ですか（複数回答可）。 

  

 □睡眠    （33件.16%） 

 □夜間の様子 （27件.13%） 

 □水分    （19件.9%） 

 □体温    （18件.9%） 

 □日中の様子.生活面 （18件.9%） 

 □食事    （16件.8%） 

 □排尿・排便 （15件.7%） 

 □発作    （14件.7%） 

 □注入    （13件.7%） 

 □緊張    （13件.7%） 

 □日中の様子.看護面 （11件.6%） 

 □その他   （3件.2%） 

                  ・入浴できたかどうか 

・全部聞いています 

・呼吸 

 

その他、退所時に何かお気づきの点がございましたら、ご自由にご記入ください。 

・いつも忘れものなくきちんとしてくださっています。 

・家では睡眠時でも発作があるのに、良眠でしたというのが不思議に思う。疑ってはいませんが家ではどうした

らいいのかなと思います。 

・迎えに行ったときすでに荷物も本人の準備も終わっているので帰宅までがいつもスムーズでいつも感心してい

る。 

・退所はほぼ事業所に依頼しているので１３．１４は返答していません。 

・入所時と退所時にかかわったスタッフがちがう場合、退所のスタッフが入所の時の様子を詳しく引き継いで説

明してくれるとありがたいです。 

・入所時には持ち物チェック、ボディチェックを受けますが、退所時家族への説明がなく、帰宅後あざができて

いたり、冷所保存の薬の予備が常温で返却されていることがある。退所時もしっかり報告していただきたい。 

・泊りのあとはデイサービスに行くので退所のことはわかりません。そのために入所した時のチェック表は必ず

見るようにしています。 

・忘れものチェック（特に薬）をお願いします。 

 

＜その他＞ 

⑰.利用後に何か困ったことがありますか。 

・時々肌着が持って行ったのと違うことがある。 

・施設でコロナ発生の際に出入り口が別で別室の場合は、1 日くらいの時間的余裕をもって退所の要請を行って

ほしい。緊急で強引さを感じた。 

・顔が汚いことがあり、昼に来た訪問看護師さんがいつもと違い驚いたことがあります。 

・以前は利用中や利用後に発熱があましたが、ここ数年は体調良く安心しています。 

・すなごに限ったことではないが、生活のリズムが狂ったり、冷えたのか退所後に体調を崩すことがあることら
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9%

8%

7%

7%

7%

7%

6%

2%
睡眠

夜間の様子

水分

体温

日中の様子（生活面）
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も確認できなかったことですが、退所の時間によって水分注入やトイレなどのケアが抜けている（できなかった）

ので優先してほしいです。 

 

 

⑱.お伝えになりたい情報や知ってほしいことなどを十分に伝えることが、出来ていると思われますか。 

  

□満足   （25名.49%） 

□やや満足 （35名.35%） 

□やや不満 （1名.2%） 

□不満   （0名.0%） 

□未記入  （7名.14%） 

 

 

理由 

・いつも助かっています。ありがとうございます。 

・コントタクトレンズを装着していて、今までは日中事業所のナースが管理してくれていたのですが、日中もフ

ロアにいることになり、泊数が増えると装着しない日数も増えていくので不調にならないか不安。できるだけ日

中も装着できる方がいればありがたいです。 

・ショート中本人が楽しめることをコロナ禍でもおねがいします。職員の異動もあった/あると聞いているので

職員間の伝達はしっかりしてほしい。１～１０まで人が変わるたびに説明するのはしんどいです。 

・とてもきれいで設備も整っている。 

・とても清潔で慣れた職員の方がケアしてくださるので安心しています。 

・まだ利用回数が少ないこともありますが、入所退所時急いで出でいかないといけない雰囲気だと感じました。

本人の様子を聞かせていただけると安心しますし次の準備がよりできると思います。 

・以前のように入所者の方とのふれあいがあるのもよかったです。完全個室となり目の行き届き具合はどのどう

なのだろうと少し思いますが、家でもしょっちゅう目を離しているので。 

・以前は日帰りショートでも入浴できていたのですが、現在は難しいため、できれば日帰りでも入浴を希望しま

す。ミスト浴気持ちよさそうなので。 

・感染対策もされており目が届きやすいところに居室があるので安心です。 

・個室の状況が感染面等では安心ですが、静かな中で一人寝転んでいるため緊張したままだったように思えます。 

・最近利用しておらずお部屋が改築されて一度のみの利用で。今まで入所されている方々と一緒の病棟から個室

になったのでぽつんと一人の時間が多いのかしらと気になっている。 

・私はなんでも思ったことは何でも聞く性分ですし、とにかく本人は何も伝えませんので私が聞いておりますの

で何ものこっておりません。 

・職員の方が毎回違うので毎回同じことを伝えています。それでもきっちりと分かってもらえるほうがいいので

時間がかかっても私的にはいいです。 

・設備がよく整っていて利用しやすいです。 

・専用フロアができるのを楽しみにしていました。視覚障害があるので認知しやすく安心感があると思っていま

したが、その通りでした。 

・短期入所フロアができてよかった。 

・短期入所を体験していないのでわかりません。 

49%

35%

2%
0% 14%

満足

やや満足

やや不満

不満

未記入
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・伝えても人手が足りないことを言われると（？）どうにもできなさそう。 

・伝え忘れがあるかもしれないが多分伝えていると思います。 

・話しやすい雰囲気です。 

 

 

その他、現在の短期入所専用フロアについてご意見をお聞かせ下さい。   

・このようなアンケートをお送りしても実際に予約が取れず利用できないのが現状 枠を増やしてほしいと希望

します                                              

 

 

⑲.現在の短期入所サービスにご満足いただいているでしょうか？ 

 

□満足   （18名.35%） 

□やや満足 （17名.33%） 

□やや不満 （8名.16%） 

□不満   （2名.4%） 

□未記入  （6名.12%） 

 

 

理由 

・8日間取れるのに最大 5日間しかショート利用できない。 

・コロナで利用ができていません。短期入所専用フロアには一度しか泊まっていないのですが、いつもよくして

もらっています。（※コロナ以降すなごプリパ利用なし）。 

・コロナ禍で利用していないのでそちらの状況がわからない。メールをいただいていますが、わかりづらいです。

利用の申し込み方法が理解できません。スマホが苦手。 

・コロナ禍も受け入れていただいて感謝しています。 

・強いて言えば簡単なリハビリをしてもらえると嬉しいです。（2日に 1回でも）緊張も高く最低 1日おきにリハ

ビリをしており、家族も毎日簡素ですがしています。体が硬くなると痰がかたくなり体調を崩しやすいため。 

・ショート専用病棟をつばさ保護会で要望していたので新設していただけたことは感謝しています。 

・スタッフの方々が丁寧に対応一生懸命にかかわって下さるので、みんなわきあいあいと明るくとっもて環境も

良いので大変満足しています。 

・どれだけ助けていただいたことか。何時△△しております。主人が４５年前になくなったので。でもすなごさ

んに助けてもらったので今までやってこれました。心から感謝しております。 

・なかなか希望する日にお願いすることが難しいのが残念ですが、なんとか日程調整などしてくれているのでこ

のまま日程が合えば短期入所利用ができるので助かります。4 階から 3 階に移りまだ数回の利用ですが入浴でき

ない日に重なるとつらいです。（今のところ大丈夫なようですが）。 

・なかなか予約を取ることが難しい状況で・・。早く前のように 1週間ほどの期間預かっていただけるようにな

ると助かります。 

・もう少しまとまった日数を利用したい。2-3泊ではかえって利用しづらく、準備が大変でレスパトにならない。 

・衛生管理もされており職員の皆様が一生懸命関わって下さるのを見て感謝申し上げます 

・可能な限り声掛けや音楽を流すなど対応してもらえると嬉しい。 

35%

33%

16%

4% 12%

満足

やや満足

やや不満

不満

未記入
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・見ていただけるだけで有難いと思っています。あまり不満などありません。よくしていただいていると思いま

す。 

・現在まだ利用できていないので今の様子がわからないが、以前はとても満足して利用させてもらっていた。 

・女性には女性スタッフを希望。どうしても利用したいときには優先して下さるのでうれしいです。昨年の 7月

にあった事件がないように対策の強化をお願いします。 

・職員の皆様がよくお声がけして下さっているようで楽しく過ごせているとおもいます。 

・前のように月 8 日利用できるとよいのですが。2-3 日でも短期入所していただけてとてもありがたくて助かり

ます。本当ありがとうございます。 

・対象数がそれほど多くないので、希望通りの日が取れるとは限らないのが残念。感染対策の為仕方ないとは思

うが、入所後 24時間隔離状態なのがかわいそう。 

・短期入所事態が利用困難（いつも埋まっている）。 

・日程調整がうまくいかないときがある。日中活動や入浴を増やしてほしい。 

・入所時間がもう少し早い時間だと助かります。予約の締め切りが早いので予定が急に変更や入った時の対応が

難しい。 

・普段の日常生活を送る中、次回の短期入所が来るまで頑張ろうと思えます。待ち遠しく、とても楽しみです。

本人も満足しているように思えます。本当に感謝しています。ありがとうございます。 

・利用者の方が多いのでしょうがないですが利用希望日に利用できないことが多いので・・しかし、困ったとき

に利用させていただける場所があることは何より感謝。 

・利用日数などもう少し増やしていただけたらと思いますが。難しいことも分かっています。 

 

 

 

⑳.当センターの短期入所へのご意見・ご要望やお褒めの言葉などがございましたらご記入ください。 

・いつもスタッフの皆さまが優しく迎えてくれて本当にありがたいです。これからもよろしくお願いします。 

・1 年に１～2 回の利用ですが、とても助かっています。介護者が高齢になってきていますので。病気などで今

までより日数の多い利用をお願いすることもあるかもしれません。今後ともよろしくお願いいたします。 

・4 階フロアが多いのですが、車椅子でフロアを通るときに職員の方が○○（利用者名）に大きな声で声掛けし

てくださったり部屋で本人のチェック伝えたいこと、装具のつけ方などしていると○○（利用者名）を知っても

らっている職員さんが部屋をのぞいてくださったり声をかけてもらえるので本人もその時はうれしそうな表情

をしています。お世話おかけしますがよろしくお願いします。 

・いつもありがとうございます。コロナ禍で大変だと思います。職員の皆様も身体に気を付けてくださいまた利

用させていただきたいと思います。すなごのみなさまには大変感謝しています。今後も地域生活を支えてくださ

い。よろしくお願いします 

・いつもお世話になりありがとうございます。利用が諸事情で半年以上キャンセルとなって再開を待ち望んでい

ます。娘も落ち着いた個室仕様の安心してすごせるようです。職員の眠様の温かいお声がけに気分もほぐれてい

ます。記憶が薄れないうちの利用できたらうれしいです。どうぞよろしくお願いします。 

・いつもスタッフの方には暖かく迎え入れてもらえて、穏やかに過ごすことができています。ありがとうござい

ます。 

・いつも子供たちのために本当に感謝しています。ありがとうございます 

・いままではショートをよく利用して助かりました。でもどんどん利用しにくくなっています。退所時間が早く

なりショートを一日のばすしかないけど取れなかったり入所の手続きも時間がかかるので一日余分に申し込ん
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だり、入退所の時間をもう少し考えてくれたら日数を減らせる人も出てくると思う。利用が取れない。入所に時

間がかかる、退所時間が早い、利用することもなくなってくると思います。本人に我慢してもらぅて留守番させ

るしかないと思ってます。 

・うちの子にかかわった職員の皆さん、医師の皆さんがとても親切で丁寧でした。きっとうちの子も喜んでいた

と思います。コロナで大変な時なのに 5日間も入所させてもらいました。ありがとうございました。ひとつひと

つのアンケート利用を書くのが苦手で書いてません。すみません 

・コロナで大変ですが、スタッフの方もお体に気を付けられてお世話になると思いますがその時はよろしくお願

いします 

・センターの職員さんは信頼しておりますので安心してお任せできます 

・ドクターもスタッフの方も皆さんいい人達ばかりです。入所の際は本当にありがとうございます。お世話いた

だいて感謝でいっぱいです。 

・ベッド数を増やしてほしい。Ns は安心して預けられる方が多いと感じている。女の子のおむつ替えは、入浴、

着替え女性の方に限ってほしい。ほかのところでは男性にやってもらうことはないので。 

・まだ利用回数が少ないため、わからない部分が多いです。 

・もう少し人を増やして、休憩を作って、ゆっくり子供たちにあたってください。40年前はもう少しゆっくりし

ていたように思います。音楽の時間もあった。 

・以前より何度も利用させていた頂き本当に助かっています。いろいろありましたが、私共の知る限りスタッフ

の皆様には大変よくして頂いております。今後ともよろしくお願いいたします。 

・現在コロナによる休止や色々なことがあり、今は利用できてはいないが、我が子は本当にすなごのショートを

喜んで利用していたので、またお世話になりたいと思っている。職員の方々や声掛けや笑顔を見て安心して子供

を預かっていただけていたので、頃からも頑張ってさらに良い施設になるよう願っている。今大変な時と思うが

（コロナにより）「すなご」を必要とする人がたくさんいることを忘れないでほしい 

・今のところ日帰り短期入所でお世話になっています。短時間の間なのにいつもきちんと子供のことをしてもら

い有難いと思っています。 

・今回の利用停止の件について理由がないまま再開されることについては少しすっきりしない。そして、利用す

る上では万全なのか不安に感じている。今後も利用者に対しての説明はないのですか。 

・重心対応の施設が少ない中預けることのできる環境を整えていただき本当に感謝しております。より一層安心

して預けることができるよう努力していただけますようよろしくお願いいたします。 

・諸事情で一年以上利用していませんが、お世話になる日を楽しみにしています。スタッフの皆様が笑顔で接し

て下さることが母子ともにともに安心です。母もいろいろ教えていただき感謝です。膀胱瘻の関係で色々とお手

数おかけしていることと思います。これからもよろしくお願いします。 

・食事対応ができると助かりますが。できなくても何とか協力させてもらいます。また、通常睡眠時間が短くて

ゆっくり眠れていません。入所中ゆっくり眠れるのでとても助かっています。ありがとうございます。 

・診察、手続き、聴き取り、確認、物品チェックの手続き時間が大幅に短縮されスムーズになりすごく良かった

と満足でした。 

・先生、看護師さん、スタッフの皆様、相談員様いつも丁寧な説明や子供への温かい声掛けをいただきありがと

うございます。コロナ感染症やほかの心配もありますが、ショートステイでは大切な経験があり家族としても大

変助かっております。大変な時期ですがこれからもよろしくお願いたします。 

・先日応募ファームが添付され、申し込みがしやすくなりました。ご連絡も早く助かります。次回の入所は決ま

っていませんが楽しみです。 

・土日の利用を望みます。 
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・日中活動とかも取り組みをしてもらってありがとうございます。私たち（父母）ですが、田舎が遠方で両方の

母親が健在ですがこれからは緊急な時に預かってもらえるか不安です（今すぐではないのですが）。 

・病棟に入ってのショートも人とのかかわりが好きだったので、ショート専用病棟ではどうなんだろうと思った

り、個室でさびしく過ごしてないか心配 本人がショート楽しいから行きたいと思ってくれるような場所であっ

てほしいです。これからもよろしくお願いします。 

・本人も慣れていつもにこにこ帰宅するので安心して利用しています。丁寧なケアをしていただき感謝していま

す。これからもよろしくお願いします。 

・誉め言葉については余計かな。ただ今回 1月から利用中止になっていたタイミングでアンケートはどうかと思

います。はっきり言って忘れています。なんだか、利用する側とすなごとのずれを色々なとことで感じています。

医療重度の人のショート先は重心施設しかないくすなごは利便性がいいからみんなが期待しています。今後もう

ちはすなごしか考えていませんのでよろしくお願いします。 

・預かってもらうのはとても助かるがコロナのこともあり中の様子がわからないのに、こちらから問い合わせし

た時の対応に不安が感じられ、今度預けるのはこわいなと感じた。 

 


