
基本情報 

 

 

 

施設名 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター  

介護老人保健施設コスモス 

所在地 横浜市磯子区滝頭 1-2-1 

電話番号 045（751）4165 

評価年度 平成 27年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

結果公表 平成 28 年 3 月 

 

評価方法 

 

 

 

自己評価 

（実施期間） 

平成 27年 6月 18日～平

成 27年 7月 31日 

各部署にて現場職員を巻き込んでの自己評価の実施。 

 

評価調査員による評価 

（実施期間） 

平成 27年 10月 19日 

平成 27年 10月 20日 

評価調査者 3名が、2日間を通し、施設内の視察、介護内容、利

用者の観察、担当者とのヒアリング及び書類確認により総合的

に評価を行いました。1日目、職員インタビュー6名に実施し、

お昼は利用者と共に食事を一緒に行い、食事状況の観察ととも

に職員とのかかわりを観察しました。2日目は利用者本人調査を

行いました。 

利用者家族アンケート 

(実施期間) 

平成 27年 9月 1日～ 

平成 27年 9月 28日 

ご利用者ご家族への郵送による。 

利用者本人調査 

（実施期間） 

平成 27年 10月 20日 

施設から選定いただいた 10名の利用者と 3、3、4名ずつ、各評

価調査者とそれぞれインタビューを実施し、利用者の施設生活

の様子、安心感、満足度等を確認しました。 

 

株式会社Ｒ-CORPORATION 



第三者評価結果報告書 

 

≪総括≫ 

対象事業所名 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモス 

経営主体(法人等) 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 

対象サービス 高齢分野 

事業所住所等 横浜市磯子区滝頭 1-2-1 

設立年月日 平成 11年 8月 1日 

評価実施期間 平成 27年 10月 ～ 平成 28年 1月 

公表年月 平成 28年 3月 

評価機関名 株式会社 R-CORPORATION 

評価項目 横浜市版 

 

総合評価 

●横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモスの概要・立地 

 

・横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモスは、根岸線根岸駅から

「脳卒中・神経脊椎センター行き」のバスで10分余り、介護老人保健施設コスモスへの来

訪にはとても便利です。併設の脳卒中・神経脊椎センターは横浜市立の機関ですが、介護

老人保健施設コスモスは、平成18年に指定管理制度により民営化され、社会医療法人ジャ

パンメディカルアライアンスが指定管理会社となり今日に至っています。 

・施設が位置する滝頭周辺は、横浜市電と国道16号線を中心に古くから栄え、近くには縄

文・弥生・古墳の3つの時代の三殿台遺跡があり、現在、「考古館」も建立されています。

さらに、天神参りで賑わう岡村天満宮は、京都北野天満宮の分霊として古くからの名所で

す。また、市電保存館もあり、滝頭は町の歴史の一部に触れることができる場所です。    

・併設されている横浜市立脳卒中・神経脊椎センター（旧脳血管医療センター）は、脳卒

中（脳梗塞）、神経疾患、脊椎疾患および、そのリハビリテーションを行う病院であり、介

護老人保健施設コスモスは、この利点を生かし、在宅復帰と在宅生活支援を目標として、「医

療」・「介護」・「リハビリテーション」のサービスを提供し、利用者からも安心と信頼を得

ています。 

 

●横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモスの事業方針 

 

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス(JMA)の基本理念である、「仁愛の心を持

ち、安心・安全で、かつ質の高い保健・医療・福祉サービスを24時間365日提供することに

より地域貢献を果たします」を基に、JMAの経営ビジョンが示され、横浜市立脳卒中・神経

脊椎センター 介護老人保健施設コスモスの施設基本理念として、『安全で安心できる療養

生活』を保持するため、医療と介護を分け隔てなく、「仁愛（利用者の尊厳や視点を尊重す

る）の精神で提供する」としています。施設の運営方針では、『①毎年利益を確保すること

により、持続可能な施設となる。②質（心・技術）の高いサービスを提供する。③地域社

会と共存する。④環境を意識し、環境に配慮した施設運営を行う。』を掲げ、職員は、利用



者の生活機能を向上させ、在宅復帰を積極的に進めると同時に、在宅生活の継続を支える

介護老人保健施設として、そして、地域社会にとって無くてはならない介護老人保健施設

となれるよう日々努めています。 

 

≪特によいと思う点≫ 

１．一体となった在宅復帰と在宅生活支援活動 

 

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモスは横浜市から管理権限を

委任された指定管理者として、責任と誇りを持ってサービスを提供しています。介護老人

保健施設の役割は中間施設として、「在宅復帰できるためには何が必要か」を考えたサービ

スを提供し、現在での在宅復帰率は、在宅復帰が進んでいる横浜市の介護老人保健施設の

中でも上位に位置し（H26 年 9 月～H27 年 8 月の平均在宅復帰率は 52％）、今後は在宅復帰

率もさることながら、再入所率の低下を推進して行きたいと考えています。また、生活機

能を維持･向上させることにより、中間的施設としての社会的使命を果たしていくよう取り

組んでいます。介護老人保健施設コスモスの特徴的および、特に良い点として、日常的な

ケアを担当する介護・看護の部門はもちろんのこと、機能訓練、栄養、支援相談、全ての

部門の連携が良好に且つ、順調に連携が図られていることは高く評価できます。全部門が

一丸となり、在宅復帰と在宅生活支援を推進していることが、平均在宅復帰率 Over50％維

持の力となっています。 

 

２．職員の質の向上に向けた取り組み 

 

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモスは、人材育成のための人

事制度の三本柱（等級制度、人事考課制度、賃金制度）がしっかりと構築され、人事制度

の基で実施される人事評価では、毎年1回、等級職種別に「課題・目標の達成度評価」、「期

待役割評価」、「意識・能力評価」を行い、職員の質の向上に向けた指針が確立しています。

さらに、質の高いサービスを利用者・家族に提供できるよう、施設目標に対する職員の意

識向上と能力開発を継続して進め、ボトムアップにより全職員の質の向上を目指して積極

的に取り組んでいます。取り組みとして、定期的な勉強会ではテーマ（介護保険制度・看

護技術・介護技術・リハビリ等）を定めて開催し、外部研修への参加、上長の指導を仰い

だプリセプター制度の導入や、パートナー制度による利用者との信頼関係作り等を実施し、

職員の質の向上に取り組み、成果を上げています。 

 

3．食生活改善に関する取り組み 

 

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモスの食事の提供方法は、厨

房が横浜市立脳卒中・神経脊椎センター内に有り、病院と介護老人保健施設コスモス双方

の食事を賄っています。食事については、栄養委員会を中心とした栄養サポートチームが

摂食、栄養両面のサポートを効果的に行い、献立内容も、カロリー計算および栄養バラン

スを考慮した利用者本位のものになっています。さらに、月2回は行事食を提供し、行事食

には利用者一人一人へメッセージカードによる「心」を添えて提供しています。お誕生日

にはケーキをお祝いに出しています。栄養委員会では、 栄養補助食品・経口補水液・トロ



ミ剤について評価を行い、価格、効果、便利さを比較し、優れたものを紹介すると共に、

厨房でトロミ食、ソフト食の対応を行っています。 食事は、温度管理と専用の運搬ワゴン

により適温に保ち、美味しく食事ができるよう配慮されています。また、誤嚥性肺炎罹患

防止のため歯科医のアドバイスによる口腔ケアを実施する等、栄養委員会の活動は利用者

の回復と安心・安全に基づいた美味しい食生活を支え、利用者の食生活改善に寄与してい

ます。 

 

≪さらなる改善が望まれる点≫ 

１．更なる地域支援活動 

 

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモスでは特に、在宅復帰を目

指して、医療技術部リハビリテーション科の充実を図っています。訪問リハビリテーショ

ンの体制も構築されています。毎月、横浜市主催の「地域リハビリテーション活動支援事

業」に講師として職員を派遣し、地域包括支援センターの「健康作り教室」や、「地域ケア

会議」にも職員を派遣して地域リハビリテーションの啓発や貢献に努めています。ただし、

地域の福祉資源としての浸透性についてはまだ希薄感があります。現在はリハビリテーシ

ョン科の職員の努力で徐々に認識も向上していると思われますが、特に、通所リハビリテ

ーションなどのサービスについては、少なくとも近隣からの問い合わせ、相談がもっとあ

って良いと思います。リハビリテーション専門職を有する施設でこそ効果的な実施が可能

であることの認識を、通所リハビリテーションを始めとして、有する訪問リハビリテーシ

ョンサービス、施設サービス、ショートステイサービスの４サービスを、より近隣の住民、

町内会、区内のボランティア団体、関係施設等へ普及、啓発への工夫を望むと共に、期待

いたしています。 
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横浜市福祉サービス第三者評価結果 

【評価分類】 

領域Ⅰ 利用者本人の尊重 ・ 領域Ⅱ サービスの実施内容 ・ 領域Ⅲ 地域支援機能   

領域Ⅳ 開かれた運営 ・ 領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上・ 領域Ⅵ 経営管理 

 

《分類評価結果》 

評価領域 Ⅰ 利用者本人の尊重 

評価の理由(コメント) 

 

Ⅰ－１  

利用者本位の理念 

 

●介護老人保健施設コスモスの理念は『仁愛の心を持つ、安心・安全』

を趣旨とし、利用者本人を尊重したものとなっています。 

●全職員には、理念や基本方針は定期的に行われる施設方針説明会時に

施設長から説明し、朝の朝礼後にも理念を唱和しています。また、基本

方針、理念が書かれたカードを各職員の名札に入れて携帯し、常に確認

できるようにしています。 

●サービスの実施内容は、基本方針に則して実施されており、質の高い

保健・医療・福祉サービスに取り組んでいます。また、理念や基本方針

は玄関に掲示され、誰もが目にする場所に掲示しています。 

 

Ⅰ－２  

利用者のニーズを正しく把握

した個別援助計画の作成  

●入所に先立ち、入所時アセスメントを実施し、所定の書式に落として

ケアを検討しています。書式は専用介護ソフトを活用し、個人用課題分

析表にて共有化を図っています。アセスメントには多職種（ケアマネ・

介護職員・看護職員・理学療法士（PT）・作業療法士(OT)・言語聴覚士

(ST)・生活相談員・管理栄養士）が複数参加し、話し合いの場を設け、

利用者の特徴を反映させて検討しています。 

●アセスメントでは利用者本人・家族と面接を行い、実態を把握し、先

ず利用者の ADLに合せて短期目標を作成して実施し、状況の変化があれ

ば随時変更を行い、面会時などに家族等から希望を聞き、希望を反映さ

せた計画を立案するよう心掛けています。継続の場合は、正式に介護計

画書を策定し、3 カ月ごとに見直しを行っています。ケースカンファレ

ンスも多職種で話し合いを行い、必要に応じて利用者やご家族が参加し

ています。退所アセスメントの時には必ず利用者本人、ご家族に参加し

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設コスモス 様  

評価年度 27年度 

結果公表 28年 3月 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#0
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#1
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#2
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#3
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#4
http://cgi.city.yokohama.jp/kenkou/jigyousyajoho/hyoukadetail.cgi?id=iku231&year=24&page=1#5
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てもらっています。 

●個別援助計画の作成・見直しは、利用者（利用者本人の合意を得るこ

とが困難な場合はご家族や後見人等の代弁者）へ説明し、同意を得てい

ます。 

●利用者の状況や変化について、ご家族の訪問時に情報提供を行い、そ

の際に利用者の様子を伝えています。 

●課題解決のための目標（長期および短期）が個別援助計画の中に明示

されています。在宅復帰のためには排泄の自立が必要であるため、先ず、

立位の安定を目指し、ADL が低下された方には、先ず座位が確保できる

よう目標を設定し、立位へ進んで行くプロセスに取り組んでいます。 

●入浴、排泄などの自立度は必要に応じて見直しています。見直しにあ

たって、他施設のリハビリスタッフや理学療法士会、作業療法士会、言

語聴覚士会、養成校の教育者、大学教員より助言を受けています。また、

関連業者による勉強会を開催し、助言を介護に生かし、委託歯科医より

口腔ケアなどのアドバイスを受けて個別援助計画に加味しています。さ

らに、外部の専門家として併設の横浜市立脳卒中・神経脊椎センターの

各職位によるアドバイスや、ソーシャルワーカーによる意見も反映させ

ています。 

 

 

Ⅰ－４ 

快適な施設空間の確保 

 

●居室の採光は、窓が掃きだし窓であるため採光条件が良く、陽光が十

分に入っています。適宜、臭気に配慮して換気を行い、適切な温度・湿

度調整と照明に配慮し、施設内は快適に保たれています。通常の清掃は

清掃専門業者に委託し、年末には各部署で清掃担当区域を決めて大掃除

を実施して施設内を清潔に保っています。 

●介護老人保健施設コスモスは平成 11 年に開設されたバリアフリーに

配慮した施設内環境であり、1 階フロアは、老健の居室とデイサービス

での生活の場になっており、2 階は 2 フロア居室の中央にリビングスペ

ースがあり、広々とした空間となっており、廊下も広く、距離もあり、

利用者のリハビリにも活用しています。 

●居室は、各階、4 人部屋が 8 室、2 人部屋 2 室、個室が 4 室（通所分

含む）で構成され、個室は個人のプライバシーが保たれ、本人の思いに

備え、居心地良い空間作りがされ、4 人部屋、2 人部屋についてはカー

Ⅰ－３ 

利用者の状況の変化に応じ

た適切なサービス提供の 

実施 

 

●利用者の日々の状況について、職員は常に利用者の思いに耳を傾け、

利用者のADLに変化があった場合にはスタッフ間で検討し、評価を行い、

利用者の様子や変化に合わせた柔軟なサービスを提供しています。 

●具体的ケアの実施状況に関しては、利用者に関する日誌に、日勤、夜

勤（赤で記入）が分担して 1日の様子を記入し、関連する職員はいつで

も閲覧できる体制の元、利用者の意向を把握し、反映するよう努めてい

ます。 
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テンを使用して個人のプライバシーに配慮し、居室には馴染のある椅子

や足台、小物類などを持ち込み、作業活動で作成した作品を飾る等、利

用者本人が安心できる環境を整えています。 

●各フロアの廊下にはソファーと机を配し、いつでも好きな時に利用が

できるように工夫し、家族や友人との面会の場合には面談スペースや相

談室があり、活用してもらうように配慮しています。 

●感染症に関して、感染症マニュアルの他に、高齢施設で発生しやすい

感染症についてチェックリストを整備し、どの職員でも同じ対応ができ

るように整え、蔓延の防止に努めています。また、感染対策委員会を設

置して、情報提供および、見直しを行っています。施設内にはポスター

を掲示し、職員は基本的手洗い方法を確認する等、感染予防に努めてい

ます。さらに、感染症マニュアルに沿って勉強会を年2回以上実施して

喚起を行い、ノロウィルス対策ではノロセット（嘔吐物処理用物品）を

常備しています。 

●事故防止対策について、事故報告書、ヒヤリハットを記入し、記録を

基に原因分析・問題点の抽出を行い、施設、設備、業務等の改善、再発

防止につなげています。また、事故防止マニュアル・事故対応マニュア

ルを整え、施設･設備（什器、車椅子）に関してチェックリストを作成

し、定期点検を実施しています。 

●介護老人保健施設コスモスには、全国介護老人保健施設協会認定のリ

スクマネジャーが1名在籍（11月に取得予定が1名あり）し、リスクマネ

ジメント委員会を設置し、リスク管理をすると共にリスクマネジメント

委員会主宰の勉強会を最低年2回以上実施しています。 

●防災については、併設の横浜市立脳卒中・神経脊椎センターと共同で

災害発生時の対策に努め、災害発生時には協働体制を構築しています。

さらに、特別避難場所として対応できる設備が整っています。災害時の

備蓄は、共有・共同管理とし、備蓄倉庫に確保しています。 

●防災訓練は年3回実施し、内2回は併設の横浜市立脳卒中・神経脊椎セ

ンターと共同で実施しています。職員は、消防署職員よりAEDの使用方

法の講習会を受講しています。連絡体制は、利用者家族緊急連絡網を作

成し、保管しています。 

 

Ⅰ－５ 

苦情解決体制 

 

●苦情解決の体制では、第三者委員の制度および第三者委員の氏名、連

絡先を明示し、苦情を申し立てることができる体制を整備しています。

また、重要事項説明書に、区役所等の苦情解決窓口を掲載し、苦情・相

談の流れは施設内に掲示しています。月 1 回、介護相談員（磯子区の委

託）が来所し、利用者から話を聞く機会を設け、年 1 回、介護相談員と

の会合を持ち意見交換を行っています。さらに、利用者、ご家族に対し

て満足度調査も実施しています。 

●苦情、要望については、苦情委員会を設置し、苦情等の対応について
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マニュアルを作成し、職員に周知・理解を促し、解決に生かしています。 

困難な事例の場合には行政機関や外部の権利擁護機関、相談機関に相談

をしています。 

 

Ⅰー６ 

特に配慮が必要な利用者への

取り組み（医療対応含む） 

 

●利用者への介護方法について、利用者一人一人の課題を抽出し、問題

点はその都度検討および評価を行い、記録し、職員間で共有を図り、介

護計画に組み込むようにしています。 

●特に配慮が必要な利用者への介護方法について、定期的にカンファレ

ンスを行い、共有し、一人一人の利用者の心身状況に応じて対応にあた

り、現在は、胃瘻・インシュリン・バルーン挿入、喀痰吸引が必要な方、

酸素療法をしている利用者の受け入れができています。インシュリン注

射をする利用者の配膳は、看護師が行っています。（注射をせずに食事

を摂取することを避けるため） 

●異常の早期発見では、基本的には介護福祉士が早期発見にあたり、異

常が発見された場合は、速やかに看護師に報告する体制を構築していま

す。医療依存度の高い利用者については、喀痰吸引等事業者登録を行い、

研修修了者の介護士が喀痰吸引・経管栄養処置を行っています。 

 

評価領域Ⅱ 意向尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供 

評価分類評価の理由(コメント) 

 

Ⅱー１ 

入退所時の対応 

 

●入退所検討委員会を設け、メンバー構成は、多職種にて構成し、施設

外の委員として横浜市立脳卒中・神経脊椎センターの職員も参加し、議

事録は利用者本人やご家族にも公開しています。 

●入退所の希望日時は、希望日を事前に聞き、介護者の都合に合わせて、

内部調整を図り、対応しています。退所時には入所中の様子を書面（退

所指導書等）にてご家族に渡し、心身の状況等に関する説明については

専門職から口頭で伝えています。 

●利用者本人、ご家族の同意の上、退所後の主治医等への情報提供を行

っています。また、在宅復帰の場合、退所後にリハビリ科と相談科が自

宅に訪問し、退所後の様子を伺っています。（在宅サービスの意向等も

伺っています） 

 

Ⅱー2 

利用者本位のサービス提供

[食事] 

 

●食事は、併設の横浜市立脳卒中・神経脊椎センターの厨房で調理した

食事を提供し、特別な行事（敬老会、クリスマス等）では、センターと

同じ行事食ですが、職員がメッセージカードをお膳に添え、配慮をして

提供しています。また、週1回、スペシャルドリンク（コーヒーなど嗜

好に合った飲み物）を提供する等、楽しめる工夫をしています。食事中

は、音楽を流してゆったりと食事できる雰囲気を演出しています。食事



5 

は季節感を味わえ、季節を感じることができるように工夫し、食事に配

慮されています。 

●食器は、横浜市立脳卒中・神経脊椎センターと同じものを使用し、滑

らない食器も用意されています。食事がすすまない利用者の方には、大

皿を使用して盛り付ける等、工夫もしています。また、個別対応できる

食具も用意しています。 

●食卓は、利用者に合わせて、リハビリテーション科(特にSTとOT)がテ

ーブルや椅子等の調整、車椅子シーティングを行い、食べやすい姿勢を

調整し、安定した座位がとれるようにし、嚥下予防にも努めています。

毎月、利用者の体調について検討し、変更・改善を行っています。また、

月1回、嚥下評価を要する方、もしくは、状態が変化した時に評価を行

い、車椅子シーティングや自助具も定期的に評価しています。 

●食事の時間変更については、入所者の方々は自立率が高く、食品衛生

上を考慮した上で、可能な限り利用者個々のペースで食してもらい、食

事時間を要する方については早めに摂ってもらうなど、工夫して対応し

ています。また、嚥下障害防止のため口腔体操を行っています。 

 

Ⅱー２ 

利用者本位のサービス提供

[入浴] 

 

●浴室の環境を整備し、一般浴、個浴、リフト浴、機械浴の設備があり、

利用者の身体状態に応じた対応を可能としています。原則、週2回の入

浴としていますが、汚染時には洗浄・清拭もしくは入浴の対応も行って

います。 

●入浴開始前は、必ず当日の入浴担当者で打ち合わせおよび機械の点検

を実施し、入浴時は職員間で連携を図り、事故防止に努めています。ま

た、入浴では、誘導から入浴・着衣まで、一人の職員が専任で対応して

います。初回入浴では、必要に応じてリハビリ科が入浴方法の評価を行

い、介助方法の統一を図っています。また、職員間でノートを活用し、

利用者のADL状況の情報共有を図り、対応を検討しています。 

●脱衣の際は、ドアやカーテンを閉めた浴室内の脱衣所で必ず行い、配

慮しています。利用者の希望により、同性介助や利用者一人での入浴に

も対応しています。 

 

Ⅱー２ 

利用者本位のサービス提供

[排泄] 

 

●排泄については、利用者一人一人の排泄リズムに合わせたトイレ誘導

を行っています。立位の不安定な利用者に対しても、リハビリ科と協働

し、自立に向けた支援に努め、生活意欲につなげています。また、利用

者のADLを把握し、自立を促す個別計画を立案して実施しています。 

●トイレの構造は、全てドア式であり、個人のプライバシーに配慮され、

また、ベッドでのおむつ交換時やポータブルトイレ使用時も、周囲のカ

ーテンなどを必ず閉め、消臭スプレーを使用しています。 

●同性による排泄介助では、希望があれば同性介助の対応に努め、職員

の勤務表も考慮して利用者の希望に配慮しています。 
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Ⅱ－３ 

余暇・生活内容の自由な選択 

 

●余暇や生活での取り組みについては、利用者の希望、身体状況に応じ

て、体操、塗り絵・習字等のレクレーションや、おしぼり作りなどの作

業に参加しています。また、利用者の意見を汲み、定期的に参加できる

ようケア計画を組んでいます。 

●行事、イベントに関しては、地域ボランティア等に協力を仰ぎ、夏祭

りのプログラムの構成や、演出・出演をしてもらい、イベントでの施設

内飾りを利用者と一緒に作成してもらうなど、参加型の取り組みで生活

の張につなげています。夏祭りの出店では、利用者の希望の嗜好品を取

り入れるなど、利用者の楽しみとなっています。また、介護老人保健施

設コスモスはボランティアのポイント施設となっており、お散歩ボラン

ティアは利用者10～12人に対しボランティア5～6人と職員で行ってい

ます。 

●利用者の個別外出支援では、カンファレンスにて、ご家族に外出・外

泊を促し、必要書類に記入すれば、全ての利用者に外出を許可できるよ

うにしています。 

●個人の希望を取り入れ、新聞・雑誌、美容、服装など、自由に選択が

でき、利用者の日常生活の楽しみにつなげています。テレビは全床に完

備されています。理美容は移動理美容が1ヶ月に1回来訪し、併設のセン

ター内の理美容室も予約すれば利用可能です。 

●個人の預かり金については実施していませんので、非該当です。 

 

Ⅱ－４ 

機能回復・寝たきり防止等へ

の支援 

 

●生活リハビリについては、介護老人保健施設コスモスの特徴であり、

日常生活動作により利用者のパフォーマンスを上げ、リハビリ科と協働

を図り、生活リハビリを積極的に推進しています。生活リハビリは毎日、

午前にリハビリ体操を行い、レクリエーション、作業活動を取り入れな

がら実施しています。さらに、リハビリプログラムを日常の生活場面に

つなげられるよう、平行棒や、フロア廊下の手すりを活用し、個別トレ

ーニングを行う環境作りに取り組んでいます。 

●機能訓練については、日々の援助一つ一つを生活リハビリに位置づけ

て、介護職員等に介助方法の指導を行い、集団活動と個別活動を取り入

れながら実施しています。また、トイレ介助方法などを多職種間で話し

合い、対応方法の統一化を図っています。 

●レクリエーションは毎月、レクリエーション計画表を作成していま

す。 

●定期的にリハビリ実施計画・リハビリ評価を実施し、利用者が望む生

活につながるリハビリ、在宅復帰につながるリハビリを提供し、術後や

発症早期の利用者には機能訓練を中心に行い、長く滞在している方には

生活リハビリ中心に支援しています。また、短期集中リハ加算対象者へ

の短期集中のリハビリを実施しています。介護老人保健施設コスモス
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は、パワーリハビリテーション機器（動作性と体力の向上を目的とし、

介護予防・自立回復・介護軽減を目指す、新しい運動プログラム）を導

入しています。 

●介護老人保健施設コスモスでは、PT・OT・STがそれぞれ専門性を発揮

し、利用者一人一人を重視したリハビリテーションを提供し、個人別に

OT、PTが関わり、必要に応じて嚥下障害や言語障害の方にはSTが関わり、

リハビリの質を高めています。 

●リハビリ科は、居室ベッドや車椅子の調整、食堂のテーブル調整等、

日常生活の細部に渡って確認し、指導しています。また、退所前は早目

に利用者の家屋評価を行い、明確なゴールを定め、在宅生活をイメージ

しながらの援助や生活リハビリのモチベーション向上につなげていま

す。家屋評価結果は、家族と共有し、介助方法の指導を行っています。

退所前のカンファレンスでは、地域の居宅介護支援事業者等と連携を図

り、在宅生活のプラン作成を行っています。在宅復帰率は50%に近く、

介護老人保健施設コスモスの特徴の一つです。必要に応じて特養への移

動希望者にもリハビリ計画書を作成し、移動後への配慮をしています。 

●寝たきり防止では、褥瘡対策委員会を設置し、褥瘡予防に努めていま

す。生活リズムを作り、困難な利用者以外は、日中は寝間着から着替え、

離床時は、午前に体操、午後にレクリエーションを行い、読書やテレビ

などを観賞し、有意義に過ごしています。臥床傾向の強い利用者に対し

ては、多職種間でカンファレンスを行い、生活時間スケジュールの統一

を図り、苦痛疲労の少ない離床機会の提供に努めています。 

●福祉用具の利用にあたっては、利用者本人に、使用する場面で使い方

を分かりやすく説明しています。車椅子、杖、歩行器などの決定は、リ

ハビリテーション科と共に行い、特に、車椅子に関してはセミモジュラ

ータイプなど、他機種を導入し、身体特性に応じて使用できるようにし、

特定従事者が車椅子のメンテナンス、管理を担当しています。 

 

Ⅱ－5 

健康管理 

 

●健康管理では、利用者の状態や訴えに応じてバイタルサイン測定や問

診、触診等を行い、バイタルチェックの結果は全利用者について記録し

ています。データーについては、一元化され、カーデックスでまとめて

います。 

●服薬については、配薬チェック表を作成し、トリプルチェック（①初

めに１週間分をチェック、②翌１日分を夜勤者がチェック、③投薬時に

日勤がチェック）にて責任を持って対応し、厳重に行っています。また、 

呼名、薬箱の名前、薬袋に記載されている名前、食事箋の名前、利用者

の顔等、全てチェックした後に服薬するよう順守し、服薬の有無確認も

行い、職員間で統一認識を図っています。 
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Ⅱ－6 

プライバシーの保護・人権の

擁護（身体拘束廃止への取り

組み等） 

 

●個人情報に係る重要書類は、鍵のかかる書庫に保管し、個人情報を含

んだ資料等は施設外への持ち出しを禁止にし、破棄する場合はシュレッ

ダーの使用を徹底しています。職員および実習生は、個別に誓約書（確

認書）を交わし、守秘義務を確約しています。 

●施設の方針としては拘束廃止としており、現在のところ身体拘束はあ

りませんが、利用者の状況によっては、止むを得ず必要と判断した時は

必要な書類などを含め、家族に説明し、承諾を得た上で実施するように

定めています。実施した場合には期限を決め、カンファレンスを行い、

継続してアセスメントを行っています。 

●身体拘束に関して、拘束廃止委員会を設置し、身体拘束について定期

的に評価を行い、実施に際しては家族に説明し、承諾を得ています。 

●人権擁護では、倫理規定を制定し、遵守しています。新入職員、全職

員に対して、拘束廃止や虐待に関する研修を定期的に実施し、意識啓発

を行っています。また、現場管理者は、不適切な行為が行われないよう

現場を巡回し、施設長は現場管理者の管理状態のチェックを行う等、適

切な管理体制を構築しています。 

●家族が必要に応じて制度を利用できるよう、成年後見制度の資料を準

備し、情報提供しています。利用について、相談を受ける体制を整え、

より支援について検討しています。成年後見制度に関する関係機関のリ

ストは整備しています。 

 

Ⅱ－7 

利用者家族との交流・連携 

 

 

 

 

 

●年1回、家族懇談会や地域教室（今年度12月開催）を開催し、さらに、

転倒予防教室を年2回家族に向けて実施しています。施設のイベントで

の夏祭りやクリスマス会、吹奏楽鑑賞会には、ご家族に参加してもらい、

交流を図っています。また、ご家族との個別面談は随時行っています。 

●施設の定期刊行「コスモスだより」を発行し、ご家族、居宅支援事業

所に配布し、施設の情報を届けています。利用者の様子は、面会時に状

況を伝えていますが、ケアマネジャーも電話や手紙で情報提供を行って

います。 

 

評価領域 Ⅲ 地域支援機能 

評価の理由(コメント) 

 

Ⅲ－１ 

施設の専門性を活かした 

地域の人達に対する相談・ 

サービスの提供 

 

●介護老人保健施設コスモスは居宅介護支援事業所を併設し、地域のニ

ーズ把握に努めています。意見箱を設置し、施設に対する要望を聞き、

町内会、磯子区内のボランティア団体、近隣等の役に立てるよう努め、

入所・ショートステイの希望に沿うだけではなく、他資源の情報提供に

も努めています。介護相談では、入所相談のみならず、困ったこと、レ

スパイトケア、ADLの向上などの相談を受けています。 
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 ●地域包括支援センターより介護予防事業や地域包括ケアシステムに

関して協働し、地域課題の抽出や解決に向けた取り組みについても協力

しています。 

●地域に向けた研修・講座を計画的に行っています。毎月、横浜市の介

護予防事業へのリハビリスタッフの出張講師や、介護予防や転倒予防教

室の講演会開催や講師派遣を行う他、併設の横浜市立脳卒中・神経脊椎

センターが実施している講習・研修会への参加も促しています。また、

地域包括支援センターの健康作り教室や、施設主催の家族教室で講座や

相談を受けています。 

●地域の必要なリスト化を各部署で図り、関係機関・地域の団体等を職

員で共有しています。緊急時のための医療機関、消防、警察署、緊急連

絡網、また、入居者医療情報や個人情報など必要なリストを整備し、速

やかに情報の確認や連携ができる体制を整えています。 

●関係機関・団体等との関わり方については、職務内容として明示され、

関係機関等との連携の担当は、ソーシャルワーカーが主担当となり、利

用者・ご家族の要望・相談に対応しています。 

 

評価領域 Ⅳ 開かれた運営 

評価の理由(コメント) 

 

Ⅳ－１ 

施設の地域開放・ 

地域コミュニティへの働きか

け 

 

●地域のボランティアの人たちと施設の行事である「夏祭り」などを通

して交流を行っています。ボランティアとして、近隣の中学・高校・専

門学校等に募集の掲示を行い、利用者の散歩では週1回、ボランティア

参加の依頼をしています。また、磯子区社会福祉協議会にボランティア

を継続的に依頼しています。 

●施設で開催する「夏祭り」、「介護予防教室」には自治会経由で案内

をし、地域の方々に参加してもらうよう働きかけを行っています。 

●施設を地域に解放し、専門学校、地域包括支援センターの介護施設見

学を受け入れています。また、地域の方にポータブルトイレ（磯子区社

会福祉協議会経由にて）などの貸し出しを行っています。近隣小学校、

保育園との交流も行っています。 

●地域の施設の活用では、併設の横浜市立脳卒中・神経脊椎センターに

設備されている理美容室や飲食店、売店が利用できます。また、散歩ボ

ランティアの人たちと一緒に公園などに行き、地域の方との交流の機会

もあります。地域の秋祭りでは神輿が同センターの敷地内に来て、利用

者は見学をするなど楽しみとなっています。 

 

Ⅳ－２ 

サービス内容等に関する 

情報提供 

●介護老人保健施設コスモスのパンフレットは玄関やフロアに常時設

置し、地域包括支援センター等のケアマネに配布しています。また、広

報誌「コスモスだより」の発行や、ホームページを開設し、各事業のサ
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ービス内容や、写真入りで施設を紹介し、利用料金等の情報提供をして

います。広報誌は配布確認の上、広く配布するよう心掛けています。 

●「介護情報サービスかながわ」等の取材を受け、ホームページに情報

を提供するなど、外部の情報提供媒体からの取材に対して施設の情報を

提供しています。 

●施設の基本方針や利用条件、サービス内容、費用などについて、重要

事項説明書に記載され、説明しています。問い合わせについては、ホー

ムページ、パンフレットに窓口を明示し、見学希望者、利用検討者には

相談員が対応するようにし、窓口を一本化しています。また、見学の曜

日や時間はできる限り柔軟に対応しています。 

 

 

Ⅳー３ 

福祉に関する普及・啓発・ 

ボランティア活動等の促進 

 

●ボランティアの受入れマニュアルがあり、指針を設け、受け入れの際に

説明しています。受け入れでは、ボランティア受付けシートに名前、ボラ

ンティア内容を記入してもらい、施設内の掲示板にボランティアの次回来

訪日を記載しています。終了時には意見や要望を聞き、運営に反映させて

います。 

●実習生については、職種別のマニュアルを用意し、指針を設け、説明し

ています。基本プログラムを基に実習目標、個別の要望を加味した実習プ

ログラムを作成し、看護学生、介護学生、リハビリテーション科学生、社

会福祉士の実習を受け入れ、記録しています。受け入れ担当者は、介護部

門では実習指導員、看護部門では看護部署長または主任、リハビリテーシ

ョン部門ではリハビリテーション部署長があたり、次世代を担う福祉の人

材を育成するよう実習生を受け入れています。 

 

評価領域 Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価の理由(コメント) 

 

Ⅴ－１ 

職員の人材育成 

 

●人材構成、補充については、法人本部の人事制度と施設の人員計画に基

づいて人材を確保しています。欠員がでた場合は、すぐに求人募集ができ

る体制の元、派遣職員も視野にいれて確保しています。 

●法人本部に人材開発課を設け、年間研修計画を策定し、それに沿った各

種研修を確立しています。研修の受講については、各部署長が判断してい

ます。正規職員の教育体制ではキャリアアッププラン（CDP）を採用し、職

員一人一人の目標欄に取得したい資格、受講したい研修を記載し、効果的

に職員のスキルアップを推進しています。また、毎年、公正・透明な人事

評価を実施し、人事評価制度に沿って考課を行っています。考課では、課

題目標シートにて上長面接を実施し、要望を聞き、課題等については各職

員にフィードバックしています。 

●施設内研修では非常勤職員も参加することができ、外部研修についても



11 

常勤職員と同様、区別はせず、積極的に参加を促し、スキルアップを図っ

ています。また、勤務体制では常勤職員と非常勤職員のシフトに配慮し、

ミーティングにも参加しています。全職員の指導については各フロアリー

ダーが責任を持ち、日勤リーダーが直接的指導を行っています。 

●研修内容の見直しは、年度末に施設教育委員会において行い、年間の施

設内研修計画を立案し、重要と思われる法人内外の研修は、掲示や回覧に

て周知を図り、委員会が主催する勉強会にも参加を促し、資質向上に努め

ています。研修成果は個人面談で話し合い、スキルや希望を把握し、話し

合いを行っています。 

 

Ⅴ－２ 

職員の援助技術の向上・ 

一貫性 

 

●評価について、人事評価シートに介護職員としてのコンピテンシー（能

力ある職員の行動事例）が記載され、技術面の評価では主に主任がチェッ

クを行い、指導、評価を行っています｡ 

●サービス向上のために、有効な情報を各フロアへ配布し、日常業務に取

り入れています。介護部会と看護部会の関連ある研修項目では合同で研修

を実施し、質の向上に研鑽しています。事故防止のためのトランス、移乗

について、共有できる器具の取り入れや、標準化等を検討し、実践に向け

ています。 

●年 1 回、法人全体で合同研究発表会を開催し、指導および評価を受けて

います。リハビリ部門の職員は連絡会で講師を務めたり、他施設のリハビ

リ部門長が来訪し、技術指導を受けたりしています。 

●マニュアルに関する見直しは、定期的に、職員の話し合いにより取り組

み、改訂の中途では修正部分を赤で記入し、見直しの後、改訂版は４月１

日に出せるようにしています。 

●利用者の個人ファイルを作成、記録し、職員間で共有を図り、個別カン

ファレンスでは、介護計画に沿った記録が記載できるよう勉強会を行って

研鑽しています。 

●意思決定では各部署長が集まり、施設運営（意思決定）や課題検討を行

う施設運営会議を週1回行っています。 

 

Ⅴ－３ 

職員のモチベーション維持 

 

●職員の評価の期待水準は、人事評価の中で職能等級別の期待役割評価を

行い、評価は課題目標設定シートを活用して実施しています。職員の権限

の委譲と責任の明確化については、法人規程として業務分掌規程や職務権

限規程があり、安全確保のために分担を決めて確認しています。 

●日々の業務改善の提案は、フロア会議で提案できる体制があり、職員の

意見箱を設置して意見を抽出し、また、課題目標設定シートを活用して聞

く等、業務向上と改善を図っています。 

●人事考課制度があり、部署長が必ず面談を行い、職員の要望等を聞き、

希望等に沿ったサポートができるよう、職員の意欲につなげています。 
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評価領域 Ⅵ 経営管理 

評価の理由(コメント) 

 

Ⅵ－１ 

経営における社会的責任 

 

●就業規則や施設の倫理綱領があり、法人規程として、就業規則・セクハ

ラ規程・パワハラ規程などが整備され、職員に周知しています。 

●経営・運営状況等の情報は、本部経営企画部から逐次発信され、法人の

ホームページなどで公開しています。 

●情報収集のために情報誌等から事例を抽出し、部署長間で検討し、週 1

回、施設運営会議を開催し、施設長が社会のコンプライアンス違反事例を

話し、啓発しています。 

●ごみの減量化と分別を積極的に行い、裏紙の使用や、施設内の一部を蛍

光灯の間引きを行って省エネに努め、水光熱費使用状況は運営会議で公開

して注意喚起を行っています。また、管理方針を作成しグラフ化を図り、

削減に努めています。 

 

Ⅵ－２ 

施設長のリーダーシップ・ 

主任の役割等 

 

●理念・基本方針を明文化し、唱和しています。年１回、事業説明会を開

催し、施設長が理念・基本方針を説明し、理解を促しています。職員の理

解度については、課題目標設定シートを活用して確認しています。 

●施設長は、家族懇談会などで利用者、ご家族の意見を聞き、施設の方針

を話しています。昨年は、老健の役割と在宅復帰について話をしています。 

●重要な意思決定については、各部署の定期ミーティングやサービス向上

（苦情処理）委員会、教育委員会などの委員会で職員、利用者の意見等を

吸い上げ、検討を図り、情報は、施設運営会議で共有を図っています。通

所リハビリ利用率向上のプロジェクトチームを立ち上げ、職員および利用

者に説明しています。 

●主任を育成するプログラムとして、法人本部での研修（マネジメント研

修）に参加し、主任はマネジメント能力向上に努めています。介護老人保

健施設コスモスでは主任以外にフロアリーダーを配置し、業務状況や能力

経験に応じて助言・指導を行っています。 

●主任は、有効に機能させる責務を持ち、職員の業務状況を確認および把

握し、職員個別に相談に応じ、助言・指導を行い、また、職員の体調・精

神面に配慮し、職員一人一人のフォローに努め、職場環境改善に努めてい

ます。 

 

Ⅵ－３ 

効率的な運営 

 

●運営に関する情報を収集し、週１回の施設運営会議において、各部署長

間で課題を抽出し、共有を図り、運営に生かしています。課題設定は介護

報酬の改定による減収シュミレーションの明示や、在宅復帰率の向上等を

検討し、職員に周知し、施設全体の課題としています。 

●法人としての中期計画を基に、施設の中期計画（2カ年計画）を策定して

います。サービスプロセスの仕組みは、在宅復帰率を軸に構成し、それに
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沿って取り組んでいます。 

●法人の理事会で次代の施設運営の後継者を育成し、決定しています。 

●介護老人保健施設コスモスでは定期的に福祉サービス第三者評価を受審

し、より良いサービス、質の向上に取り組んでいます。 

 



介護老人保健施設コスモス 利用者アンケート集計結果（特徴） 

 

実施期間 2015年 27年 10月 19日・10月 20日  

調査対象 入居者ご家族  （世帯数 80 ） 

有効回答数 44世帯 

世帯総数に対する回答者割合（％） 55％ 

  

 

＊回答があった利用者満足度の内訳（％） 

 

           

●利用者アンケート全体の特徴 

・利用者アンケートの結果では、総体的に「ほぼ満足」の割合が高く、バランス良く安心感、満

足度が得られています。中でも、「職員の対応について」の『満足』が一番高い結果となってい

ます。項目別では、「一人ひとりの利用者の尊重について」が、その他・無回答各 2％あります

が、満足 50％、どちらかといえば満足 46％であり、満足、どちらかといえば満足を合わせて、

ほぼ満足は 96％という結果になっています。また、「施設行事などの開催日や時間亭への配慮に

ついて」が無回答 4％あるものの、満足 48％、どちらかといえば満足 48％であり、ほぼ満足は

96％となっています。利用者アンケートの意見でも、職員の挨拶が気持ちいい、優しく丁寧にし

てもらっている、よい雰囲気であり、施設全体で良い取り組みがなされている、という高評価の

意見がみられます。ご家族の安心感・満足がうかがえ、全体的に感謝の気持を伝える意見が多く

ありました。 

・『不満』への回答はほぼありませんが、どちらかといえば不満の回答では、「自由時間の活動に

ついて」であり、どちらかといえば不満が 18％、満足 41％、どちらかといえば満足 27％、その

他 2％、無回答 12％となっており、ほぼ満足は 68％という結果になっています。また、「リハビ

リや機能回復のための取り組みについて」では、どちらかといえば不満が 16％あり、しかしな

がら、無回答 9％あるものの 50％が満足しているとの回答もあり、どちらかといえば満足 25％

と合わせて、75％がほぼ満足でもあり、少数意見に対して、施設での取り組みへの理解と促しへ

の対応に期待されます。さらに、「施設の基本理念や基本方針」について、よく知っている 18％、

まぁ知っている 55％、どちらともいえない 11％、あまり知らない 11％、無回答 5％であり、 

要介護度 1 要介護度 2 要介護度 3 要介護度 4 要介護度 5 無記入 

2世帯 7世帯 18世帯 11世帯 5世帯 1世帯 



施設の理念・方針については玄関のところに見やすく掲示されていますが、ご家族の認識が弱い

ことがアンケートからうかがえます。職員が思いやりを持ち、利用者に接している姿勢を感じな

がらも、理念や基本方針の方向性がご家族に理解・浸透されていない面に関して、今後、伝達・

周知の仕方、理解・共感への促し、工夫等に期待いたします。 

・総合的に、『満足』は 59％の支持を頂き、『どちらかと言えば満足』は 37％、『どちらかといえ

ば不満』2％であり、『無回答』2％であり、サービスの内容について、96％『ほぼ満足』してい

ると、捉えることができます。 



事業者コメント 

 

 

施設名  介護老人保健施設コスモス 

施設長  山本 宏         

 

 

当施設は、社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスが、平成 19（2007）年より、横

浜市の指定管理を受け、横浜市立脳卒中・神経脊椎センターに併設された老人介護保険施

設を“コスモス”の名称で運営受託しております。その際、横浜市と当法人との基本的合

意案として、原則として３年に１回の第三者評価の受審があげられており、今回は 3 回目

の受審になります。 

 

第三者評価受審の目的は、客観的視点で利用者へのサービスを見直し、ニーズを把握する

ことであり、それがサービスの改善・向上につながり利用者へフィードバックできること

です。また、第三者評価内容をホームページや広報誌などに公表することで、施設のセー

ルスポイントをアピールすることができる、などでしょうか。そのためには、組織の健全

な運営、透明性を持った情報公開など、常に利用者を中心に考えた職員の理解・団結力が

欠かせません。 

 

当施設ではデンマークの高齢者福祉三原則（１．継続性（可能な限り在宅）、２．自己決定、 

３．自己資源の活用）を念頭に利用者の在宅復帰に努めています。そのためには、入所当

初から、退所を想定したケアに努め、特に身体リハビリによる運動機能の改善やＡＤＬ（日

常生活の質）の向上に力を入れています。退所後も通所サービスや訪問リハビリといった

一連の流れを作り、地域に根ざした質の高い老健にすべく、職員一同奮闘する毎日です。 

 

さらに、当法人は社会医療法人格を有するため平成 23（2011）年からは、EPA（経済連携

協定）への積極的な取り組みを行っており、平成 22（2010）年にはフィリピンから２名の

介護福祉士候補生、平成 27（2015）年からはベトナムから２名を採用・教育し、支援して

います。 

 

最後に、これからも地域に根ざした老健としての理念と役割を追求していきたいと考えて

います。 

 

 

以上 



利用者本人調査 

介護老人保健施設 コスモス 

 

【調査概要】 

本人調査の対象者は、利用者 70名の中から 10名を、施設の判断により選定していただき、

調査者 3名にて実施しました。 

聞き取り調査は面談方式にて、横浜市「利用者本人調査票」を基に、12 項目を 1 問ずつ質

問しながら回答していただきました。（所要時間 1時間） 

 

【個別の回答分析】 

 

1．＜入所時の説明について＞ 

 

入所時に施設での生活内容の説明を聞いて知っているという回答は、80％であり、大半が

説明を受けていると回答され、説明については「家族が聞いている」という回答が 10名中

3名いました。 

 

2．＜ケア計画について＞ 

 

介護計画書について希望に合った内容ですか？と質問すると、「介護計画」そのものがはっ

きりとした認識がない様子がうかがえ、「リハビリ計画」はわかっている、という回答が多

いのが特徴的でした。「はい」70％、「いいえ」10％、「わからない」が 20％でした。 

 

2-1. ＜生活リズムについて＞ 

 

生活リズムは合っていますか？という質問では、「はい」が 60％、「いいえ」30％、「わから

ない」10％であり、利用者の意識では病院のリハビリ（ベット上で行う）という考えを持

っている方が比較的多く、現在の「回復のためのリハビリ」については理解が希薄でした。

利用者はベットの上でマッサージなどをして欲しいと希望があります。 

 

3. ＜施設の快適さについて＞ 

 

施設では快適に過ごせていますか？の質問に対しては、「はい」が 90％であり、大半の利用

者が施設はいつも清潔で快適に過ごせているという回答でした。「いいえ」は 10％あり、個

別回答では「居室にゴミが落ちていることが多い」という指摘がありましたが、共有部分、

食堂などは清潔であると回答いただいています。 

 

 



4. ＜食事について＞ 

 

食事はおいしいですか？の質問では、「美味しい」という回答が 80％であり、概ね満足して

いるということでした。20％の「いいえ」の回答理由では、「魚が苦手」、「肉が苦手」や「好

きな魚が少ない」という意向があり、また、同じようなメニューが多いとの意見もありま

した。 

 

5. ＜入浴について＞ 

 

お風呂の回数や時間には満足していますか、という質問では週 2 回の入浴が丁度良く、お

風呂は気持ちが良いという意見が多く挙がり、「満足している」は 80％でした。「いいえ」

では 20％あり、「もっと入りたい」というお風呂好きな利用者の方、また、「入浴する順番

を後に回されたことがある」というお気持ちから不満とされた利用者もありました。 

 

6. ＜排泄について＞ 

 

本人調査の対象者は、自立が 4 名、介助で自立が 5 名、動くことができないのでベットで

の生活という利用者が 1 名であり、排泄の介助について、希望する時にトイレに連れて行

ってもらったり、おむつ交換をしてもらえる、という回答は 90％大半の利用者が満足して

います。「いいえ」の 10％では「トイレが混んでいるのが不満」というお話でした。 

 

7. ＜余暇・生活内容の自由について＞ 

 

自由時間は外出や趣味の活動など好きなことができていますか？という質問では様々に意

見が挙がりました。「はい」は 40％、「いいえ」20％、「わからない」40％であり、意見と

しては「もっと外出したい」、「外出が少ない」、「手芸などをやりたい」という要望がある

反面、「外出がきらい」、「レクリエーションなど、あまり趣味活動に興味がない」という意

見もありました。それぞれの思いが自由にあり、思いのまま自由時間とされている様子も

うかがえました。 

 

8. ＜リハビリや機能回復について＞ 

 

リハビリや機能回復訓練は十分に行われていますか？との質問に対して、「リハビリは今で

十分」と、満足している利用者は 60％であり、「いいえ」30％の回答では「もっとリハビリ

をしたい」という要望が挙がっています。「わからない」10％については、リハビリはやっ

ていないという利用者です。 

 

 

 



8-2. ＜体調管理について＞ 

 

体調が悪いと訴えたときにはすぐに職員が対応してくれますか？については、全員が「は

い」と回答し、100％の満足度が得られています。利用者は「体調管理は職員が良く対応し

てくれる」と回答しており、職員の手厚い対応と組織内の連携の良さがうかがえます。 

 

9. ＜苦情対応について＞ 

 

施設に対して不満や要望は気軽に言うことができていますか？と質問すると、「はい」が

90％、「いいえ」が 10％でした。概ね、要望は伝えられているとの回答でしたが、中には「も

っと外に出たい」や「買い物をしたい」、「食べたいものを食べたい」など、欲求も挙がっ

ています。 

 

10. ＜プライバシー保護・人権擁護について＞ 

 

他の人に見られたり聞かれたりしたくないことに配慮がなされていますか？の質問では、

全員が「配慮されている」との回答で、100％「はい」と回答しています。お話しの中で「居

室の隣の人と話が通じない（言ってもわからない）ことがあって困る」と個人のプライバ

シーに係る意見もありました。 

 

10-2. ＜職員の対応について＞ 

 

職員が優しく丁寧にあなたに接してくれますか？と質問すると、全員が「職員は親切です」

と回答しています。日頃の職員の研鑚が成果として利用者満足につながっています。 

「はい」の回答は 100％でした。 

 

11. ＜地域に開かれた運営について＞ 

 

地域の方やボランティアの方々との交流に対する質問では、十分に行われていると回答し

た方は 70％であり、「いいえ」は 30％あり、意見として「ボランティアとあまり話さない」、

「ボランティアが少ない」が挙がりました。 

 

12. ＜総合満足度について＞ 

 

介護老人保健施設コスモスはあなたにとって居心地の良いところですか？の質問について、 

80％の利用者が「全体的に満足している」と回答しています。「わからない」と回答した方

は 20％でした。総合的な意見では、「自由度が限られている」や、「良い職員が辞めて行く

のが残念」という意見が挙がり、期待の中に不安も見え隠れしている思いがうかがえます。 



横浜市高齢分野

介護老人保健施設コスモス
■施設の基本理念や基本方針について
問1　

あなたは、施設の基本理念や よく知って まぁ知って どちらとも あまり知ら まったく 無回答
基本方針をご存知ですか いる いる いえない ない 知らない

（人） 8 24 5 5 0 2
（％） 18% 55% 11% 11% 0% 5%

あなたは、その理念や方針は 共感できる まぁ共感 どちらとも あまり共感 共感でき 無回答
共感できるものだと思い できる いえない できない ない
ますか （人） 15 14 3 0 0 12

（％） 34% 32% 7% 0% 0% 27%

■施設のサービス内容について
問２　入所した時の状況について

満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答
いえば満足 いえば不満

20 21 0 0 1 2
45% 48% 0% 0% 2% 5%

施設に関する情報の得 ・担当者から細かく丁寧に説明を受けました。

やすさについては ・よくわかりません。

23 18 1 0 0 2
50% 41% 2% 0% 0% 5%

・担当者から細かく丁寧に説明を受けました。

に関する説明については

問3　ご本人へのサービス提供に関する計画（個別ケア計画）について

満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答
いえば満足 いえば不満

21 18 2 0 0 3
個別ケア計画の 48% 41% 4% 0% 0% 7%
説明については ・普通。

具体的なサービスの内容や費用

調査結果 
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21 16 1 1 1 4
48% 37% 2% 2% 2% 9%

個別ケア計画へのご本人や ・ケアマネージャー、介護師等から説明を受けています。

ご家族の意向・要望の反映
について

問４　日常のサービス内容について

満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答
いえば満足 いえば不満

19 16 5 0 2 2
43% 36% 11% 0% 5% 5%

食事については ・本人から食事はおいしい。皆良くしてくれると聞いています。

・食事時に見学していないので判断できない。

・普通。

19 17 2 0 2 4
43% 39% 4% 0% 5% 9%

入浴について ・入浴週2回、本人満足とのことです。

・元気なので週3回くらい入浴していと言っています。

・見たことがないのでわからない。

22 12 3 0 1 6
50% 27% 7% 0% 2% 14%

トイレやおむつの介助の ・利用してないのでわからない。

対応については ・何かあればすぐ対応してくれると、本人が言っています。

・なし。
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満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答
いえば満足 いえば不満

18 12 8 0 1 5
41% 27% 18% 0% 2% 12%

・グループでのゲームなど、喜んでいます。

・普通。

11 12 0 0 11 10
25% 27% 0% 0% 25% 23%

預かり金の管理方法や ・お金は1銭も、本人には持たせていない。

出納状況の説明については ・預けていない。（10）

・家族でやっています。

・知らない。

22 11 7 0 0 4
50% 25% 16% 0% 0% 9%

リハビリや機能回復のための ・リハビリ担当の方が面倒を看てくれています。

取組みについて ・本人にやる気がなく申し訳ない。

18 12 1 0 5 8
41% 27% 2% 0% 12% 18%

じょくそう予防や寝たきり防止 ・利用してないのでわからない。

のための取組みについて ・自立歩行を支援してもらっています。

・わからない。（2）

・なし。

・寝たきりではないのでよくわからない。

21 16 4 0 0 3
48% 36% 9% 0% 0% 7%

ご本人の体調への日常的な ・介護師、看護師の方々が看ていてくれています。

配慮については、

21 12 3 0 3 5
48% 27% 7% 0% 7% 11%

ご本人が病気や怪我などの ・介護師、看護師の方々が看ていてくれています。

時の対応については ・まだ具合が悪くなったことがない。

・どちらとも言えない。

・入所してから病気、ケガがないので。

自由時間の活動については
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問5　施設空間の快適さについて

満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答
いえば満足 いえば不満

24 15 1 0 1 3
施設の快適さについて 55% 34% 2% 0% 2% 7%

・真冬日、真夏日など助かっています。

・多床室の臭いが気になることがある。

22 19 0 0 0 3
50% 43% 0% 0% 0% 7%

施設の構造や設備の ・良好と思います。

安全性については

問6　施設と家族との連携・交流について

満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答
いえば満足 いえば不満

23 14 4 0 2 1
ご本人の様子に関する説明 52% 32% 9% 0% 5% 2%
や情報提供については ・施設への訪問のつど、知らせてもらっています。

・穏やかに過ごしており、特にこちらからも声を掛け合うことが、

今のところない。

・コミュニケーションがあまりない。

21 21 0 0 0 2
48% 48% 0% 0% 0% 4%

施設行事などの開催日や ・郵便物、施設内掲示物などで、事前に知らされています。

時間帯への配慮については ・内容については満足。

問7　職員の対応について
満足 どちらかと どちらかと 不満 その他 無回答

いえば満足 いえば不満

17 25 0 0 1 1
39% 57% 0% 0% 2% 2%

ご本人のプライバシーへの ・必ず、個別に話してもらっています。

配慮については ・普通。
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22 20 0 0 1 1
50% 46% 0% 0% 2% 2%

一人ひとりの利用者の ・施設訪問時に職員の方々を見ていて、そう思います。

尊重については ・普通

25 16 2 0 1 0
57% 36% 5% 0% 2% 0%

職員の対応については ・施設訪問時に職員の方々を見ていて、そう思います。

・普通

19 19 4 0 1 1
43% 43% 9% 0% 3% 2%

・施設訪問時に職員の方々を見ていて、そう思います。

統一性については ・わからない。。

19 19 3 0 0 3
43% 43% 7% 0% 0% 7%

不満や要望を聞く体制と ・不満がないのでわからない。

対応については ・私と職員の方々とのコミュニケーションは良好だと思っています。

問８　施設の総合的評価

満足 どちらかと どちらかと 不満 無回答
いえば満足 いえば不満

26 16 1 0 1
59% 37% 2% 0% 2%

総合満足度は

職員のサービス提供方法の
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