介護サービス
向上のために
苦情をサービス改善の契機に
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介護保険制度における苦情対応
1

介護保険制度における苦情対応の位置付け

介護保険制度（以下「介護保険」という。）は、高

向上の観点から、利用者、家族は提供された介護サー

齢者の「介護」を社会全体で支え合う制度であり、

ビスに不満がある場合、苦情を申立てることができ

高齢者の尊厳の保持と自立支援を基本理念とし、高

ることとされており、介護（予防）サービス事業者

齢者が心身の状況に応じて自ら介護サービスを選択

（以下、介護保険施設の開設者も含めて「事業者」と

して、住み慣れた地域において自立した生活ができ

いう。）、区市町村及び国民健康保険団体連合会は苦

るよう様々な介護サービスが用意されています。

情対応を行うことが介護保険法に位置付けられてい

また、利用者保護及び介護サービスの質の維持・
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苦情対応の意義

（1）利用者の権利擁護
介護保険は、利用者が事業者と対等の立場に立って
「契約」を結び、自分に適した介護サービスの提供を受
ける仕組みとして創設されましたが、利用者は、事業
者に比べ専門知識や情報量が少ないことから、利用者
の権利を擁護するために、苦情を受け付ける窓口の設
置等の必要な措置を講じることが制度化されています。

（２）介護サービスの質の維持・向上
介護保険のもとでは、様々な事業者が市場に参入し、

3

競い合うことでより良い介護サービスを提供することが
期待されていますが、公的保険である以上、介護サービ
スの質について一定の水準を維持する必要があります。
事業者には、利用者、家族からの苦情を介護サービス
改善の契機とし、介護サービスの質の向上に活かすこと
が求められています。
また、苦情対応を通じて不適切な介護サービスや介護
報酬の不正請求などが発見されることもあり、苦情対応
が適正な介護サービスの提供に向けたチェック機能を果
たすことも期待されています。

事業者に求められるもの

（1）経営姿勢
① 利用者本位の事業運営
介護サービスは、利用者が自ら必要なサービスを選
択する仕組みになっていますので、事業者は十分な情
報を提供し利用者の選択を支援する必要があります。
サービスの提供にあたっては、事業者側の事情では
なく利用者の立場を尊重する姿勢が求められます。
また、保健・医療、福祉等の連携により、利用者にとっ
て必要なサービスが切れ目なく、総合的に提供される
必要があります。

1

ます。

苦情対応の位置付けと役割

② 行動規範の遵守
介護サービスは人間の尊厳にかかわる対人援助サー
ビスであることから、事業者は介護サービスに従事す
る者の倫理と使命を自覚し、利用者にとって最善の利
益を尊重するなど事業者としての行動規範を遵守する
ことが求められます。

③ 地域福祉の担い手
事業者には、事業目的の実現に向けて、介護保険の
基本理念を職場に浸透させ、職員一人ひとりが地域福
祉の担い手としての自覚を高めていくことが求められ
ます。

（2）利用者、家族に開かれた相談体制
の確立
事業者は相談窓口を設置し、相談技術を習得した相談

（3）意識改革
～苦情をサービス改善の契機に～
介護保険の定着とともに利用者、家族の権利意識が高

員が適切な相談対応を行うとともに、職員間、職種間の

まり、
苦情の申立てをしやすい環境も整備されてきました。

十分な連携のもとで利用者、家族が相談しやすい体制を

事業者は日頃から危機管理を徹底し、職員の意識改革を

整備することが必要です。サービスの基準を定めた厚生

進め、苦情に対して適切に対応できるよう体制を整えて

労働省令、東京都及び区市町村の条例（以下「運営基準」

おくことが必要です。

という。
）には、事業者が利用者、家族からの苦情に迅速

また、苦情をサービス改善の契機としてとらえ､ 積極

かつ適切に対応するよう明示されています。
（サービスご

的に活用していくことが重要です。そのためには、事業者

との運営基準参照）

が自ら苦情検討委員会を設置し、苦情の発生要因を分析
し、再発防止策の検討を行うことが必要です。苦情から
サービス提供上の問題点を把握し、真摯に対応すること
が、サービスの質の向上につながります。

介護保険制度の基本理念
１ 自立支援
介護を必要とする状態であってもその人らしい暮らしをいきいきと過ごすために、残存している能力を
最大限に引き出し、適切な生活環境を整え、日常生活を再建していくことが必要です。さらに、生きる意
欲とできる限り社会性を持って生活ができるように支援することが求められます。利用者によって状態や
置かれた環境はさまざまですが、それぞれの利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じた「自立」し
た生活を送ることができるよう考えることが大切です。

２ 利用者本位
サービスを提供する側が介護の専門家としての判断や価値観を利用者に押し付けてはいけません。人に
は自分自身で人生を切り拓いてきた積み重ねがあります。たとえ介護を必要とする状態となっても利用者
自身の生活であり、自分で判断・選択する「自己決定」が基本です。利用者が適切な判断ができるように、
十分な情報や専門的な知見、判断基準を提供したり、考え方の整理を共に行うなどして、判断を支援する
ことが必要です。

３ 保健・医療、福祉の連携
介護保険は、介護を必要とする生活を送る上で必要なサービスを総合的に提供する仕組みです。個々の
介護支援専門員が保健・医療、福祉の全ての領域に精通することを求めているのではなく、不得意な領域
はその領域の専門家と協働して、常に 3 つの領域の総合性が保たれ、専門的な視点が複合的に注がれてい
るようにすることが大切です。

４ 介護の社会化
介護の社会化とは、介護を共同連帯の仕組みで支えることです。具体的には専門的な知識と技術に裏打
ちされた個別性のある介護サービスを適切に提供することで、要介護者を自立に導き、家族の介護負担、
介護による離職、虐待等を回避することです。介護の社会化によって、家族や助け合いによるサービスな
どが更に活きてきます。

５ サービスの競い合い
介護支援専門員も含めて、サービス提供事業者は競い合いのなかで、利用者から選ばれる立場です。平
成 18 年 4 月からは「介護サービス情報の公表」が実施されるなど、サービスの質に対する利用者の目が
一層厳しくなっています。目先の利用者満足ではなく、真に利用者のためになる自立に向けた介護支援業
務の質が問われてきます。
※出典：東京都福祉保健局「居宅介護支援専門員業務の手引【改定（３版）
】
」より（平成 25 年３月発行）

苦情対応の位置付けと役割
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苦情・相談対応のポイント
苦情が発生した場合には、真摯に受け止め迅速かつ適切に対応することはもちろん、苦情発生のリスクを常に意識
し、苦情を未然に防ぐ取組みを進めることが重要になります。
本章では「苦情の未然防止」
、
「苦情への対応」及び「個人情報の取扱い」のポイントをまとめました。

1

苦情を未然に防止するための取組み
苦情が発生する可能性を予測

苦情が発生する可能性は常にあります。このため
苦情に関する情報を収集・把握し、苦情の傾向や特徴、
苦情に対する事業者の対応方法などについてあらか
じめ理解しておくことが重要です。
また、情報収集・把握した内容に基づき、それぞ

Point
◦組織内に複数の事業所または施設（以下「事
業所等」という。）がある場合などは、事業所
等の間で苦情対応の事例について情報交換や
情報収集・把握に努めましょう。その際、個
人情報の取扱いには十分留意します。（個人情
報の取扱いについてはＰ５に掲載）

れの職場や職種ごとにどの部分に苦情が発生する可

◦苦情の情報収集・把握後の分析にあたっては、

能性があるかを検証し、その結果を業務に携わる者

経年比較や要因、件数について分析を行うと

すべてが情報共有することが重要です。

ともに、苦情対応がサービスの質の向上につ
ながっているかという評価も必要です。

苦情の未然防止
苦情の発生リスクの分析・評価を行ってその予防
策を講じ、サービスの質の向上を図ることは、苦情
を未然に防ぐだけではなく、突然苦情が発生した場
合でも迅速に対応できるというメリットがあります。
このように、サービスの質の向上を図ることが、苦
情を未然に防止することにつながります。

3

相談・苦情対応のポイント

Point
◦多職種で苦情が発生する可能性を予測し、防止
策を講じるとともに、業務マニュアル等に反映さ
せましょう。また、苦情対応後にもサービスの改
善の都度、業務マニュアル等に反映させるように
しましょう。
◦こうした取組みは、組織全体で取り組み、情
報を共有しておきましょう。
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苦情への対応
苦情相談窓口の設置

Point
◦苦情（相談）を受け付ける窓口を設置し、担当

事業者は、利用者、家族からの介護サービス等に係

者を決めましょう。

る苦情・相談その他介護に関する全般的な相談に迅速

◦どんな苦情であっても担当者に確実に伝達する

かつ適切に対応するため、利用者、家族が相談しやす

ことができるよう、事業所等内の連絡体制を整

い窓口を設置する必要があります。

えましょう。
◦担当者の氏名、連絡先は、利用者、家族と取り
交わす契約書や重要事項説明書等にあらかじめ
記載し、利用者、家族に説明しましょう。

解

説

運営基準では、
「苦情処理」について「利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。

初期対応
苦情が発生した場合には、事業者が、組織として
事実確認と原因究明を迅速に行い、その結果と再発
防止策等の具体的な対応について利用者、家族に適
切に説明する等の初期対応を行うことが特に重要で
す。この初期対応が適切に行われないと利用者、家
族に不信感を生じさせ解決が困難になる事例が多く
見受けられます。

記録及び保存

Point
◦苦情内容を正確に把握するとともに利用者、家
族の思いを受け止めましょう。
◦事実関係の確認や原因の究明を迅速に行いま
しょう。
◦利用者、家族に対して、把握した事実や原因を
適時適切にわかりやすく説明しましょう。
◦再発防止策等の具体的な対応を説明する場合は、
明確な理由や根拠を示して説明しましょう。
◦個人の判断で対応せず、組織として一貫した対
応をしましょう。

苦情内容や対応経過を記録し保存することにより、
組織内で情報を共有し、相談者に対して一貫した対応

Point

をすることができます。また、原因の究明や、再発防

◦苦情だけではなく、相談・要望等もできる限り

止策の検討などサービスの質の向上に向けた取組みに
も活用することができます。
さらに、仮に苦情が発生した場合でも迅速かつ適切

記録しましょう。
◦記録は、時系列に客観的な事実を正確に記載す
るようにしましょう。

に対応できるよう、日頃からサービスの提供状況や利

◦記録様式は、必要な事項が簡潔に記載でき、職

用者の状況を記録し組織全体で情報共有することも重

員の過度な負担にならないよう工夫しましょう。

要です。
なお、記録の保存期間については、運営基準上は
介護サービスの利用に係る契約終了の日から２年間と

◦管理者等が記録を活用して事業所等内のサービ
ス状況を確認・把握するなど、記録をサービス
の向上につなげましょう。

なっていますが、損害賠償請求訴訟が提起された場合
等の証拠書類として保存することも考慮する必要があ
ります。
相談・苦情対応のポイント
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苦情対応マニュアルを効果的に活用
苦情対応の手順等を示した苦情対応マニュアルは、
サービスを提供する現場の状況に合わせて作成し、実

Point
◦苦情対応マニュアルを作成し、職員に周知徹底

際に活用できるものとすることが必要です。

しましょう。
◦マニュアルに改善が必要な点はないか適宜見直
しを行い、実用性のあるマニュアルにしましょう。

3

個人情報の取扱い

個人情報の漏えい、紛失または滅失は、介護の現場
においても起こり得るため、細心の注意が求められま

Point
◦個人情報を慎重に取扱うことについて、研修等
を通じて職員の意識を高めましょう。

す。
特に電子データ化されている個人情報は、取扱いを

◦個人情報が記載された記録の置き忘れなどの事

誤ると一瞬のうちに大量のデータを流出、消失させて

故が発生した場合は、事実の確認と連絡、謝罪

しまう危険があります。

を迅速に行うとともに、原因究明と再発防止策
の策定及び実施を徹底しましょう。

事業所等は、利用者、家族のプライバシーや個人情
報を詳細に知り得る立場にあることから、個人情報の

◦その他個人情報の取扱いに関しては、
「個人情報

管理を徹底し、利用者、家族が安心してサービスを利

の保護に関する法律」及び関連する法令のほか、

用できるようにする必要があります。

以下のガイドライン等を遵守するとともに、そ
れぞれの事業者が個人情報の保護に関する規程
類を整備し、適切に運用することが必要です。

〇個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）
（平成 28 年個人情報保護委員会告示第 6 号）
〇個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について
（平成 29 年個人情報保護委員会告示第１号）
〇医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス
（ 平 成 29 年 4 月 14 日 付 け

個 情 第 534 号・ 医 政 発 0414 第 6 号・ 薬 生 発 0414 第 1 号・ 老 発 0414

第 1 号 個人情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・厚生労働省医薬・生活衛生局長・厚生労働省老健局長通知）
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相談・苦情対応のポイント

事業者における苦情・相談対応のフロー図

利用者、家族
苦情
・
相談

苦情
・
相談

苦情
・
相談

報告

サービス提供職員

事業者

連携・引継

報
告

相談受付担当者

傾聴

記録

居宅介護支援事業所

協議・検討・情報の共有
管理者・職員等
諮問・助言

苦情対応
事実確認
原因究明

説明

再発防止策の策定及び実施

利用者、家族
調査
通知
等

指導
助言
苦情
・
相談

事業者が設置する
第三者委員会

通知
等

調査
苦情
・
相談

指導
助言

調査／指導

区市町村（保険者）
地域包括支援センター
連携

連携

東京都国民健康保険団体連合会

連携

東京都

相談・苦情対応のポイント
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実際の苦情対応事例から学ぶ
苦情に至るケースには、サービス種別を問わず共通した要因が見受けられます。ここでは、こうした共通の要因ご
とに実際の事例（個人情報保護等の観点から内容を一部改変し匿名化した事例）を参考にしながら、対応のポイント
について考えてみましょう。

1

利用者、家族への説明の不足

介護サービスの提供が適切に行われていたとしても、説明が不十分だったために苦情となる例が多く見受け
られます。また、事業者としては十分説明をしたつもりでも、利用者、家族に十分理解されないまま介護サー
ビスが行われたために苦情となる場合もあります。

1

≪特定施設入居者生活介護≫

事業所内で罹ったインフルエンザについて、
納得できる説明がなかった
苦 情 概 要

◦利用当事者は要介護５、申立人は子
利用当事者は、インフルエンザに肺炎を併発し緊
急入院となった。入院に至るまでの経過説明をお願
いしたが「説明を含め、一切運営法人に責任はない」
との返答だった。

調 査で把握した状況
◦利用当事者は、発熱のため協力医療機関の医師の臨
時往診を受け、インフルエンザ罹患の疑いと診断さ
れた。看護職員は、往診医の診断に基づき利用当事
者に抗インフルエンザ薬の吸入及び点滴を行ったこ
とを、申立人の家族に電話で説明していた。翌日、
利用当事者の熱は下がったが、活気がなく食事摂取
できず痰絡みがあったため、再度臨時往診を受け、
インフルエンザに合併した肺炎との診断で救急搬送
になり入院となった。
◦管理者は、入院先に見舞いに行き、病室で申立人に
入院までの経緯を説明していた。
◦後日、申立人から運営法人に対し「感染から入院ま
での経過や今後の対応について十分な説明がない」
との苦情があったので、運営法人の部長が電話で謝
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罪し、申立人が来所した際にも部長と管理者が改め
て説明不足を謝罪していた。その後、インフルエン
ザ発症時の事業所の対応及び補償責任について報告
書を提示して説明したが、補償責任について納得さ
れず、報告書も受け取ってもらえなかったとのこと
であった。
◦運営法人は、生活空間を共有する環境の中では、感
染を 100% 防止することは困難という認識のため、
補償責任は負いかねると説明したが、
「説明を含め、
一切運営法人に責任はない」という返答はしていな
いとのことであった。

苦情の要因
管理者が見舞った際に、申立人は感染症が発症す
るような環境を問題視していたとのことだが、事業
所は、詳細かつ丁寧な説明をしておらず、申立人の
不信感を取り除くための対応をしていなかった。

対応のポイント
①

入院時は、家族は手続等に忙しく、精神的にも余

裕がないことが多いため、事業所側から日を改めて
詳細な説明の場を設けるなどの配慮が必要でした。

苦情を未然に防止するために
① 明確な根拠に基づき懇切丁寧な説明をし、利
用者、家族の理解と同意を得ること
事業者としては十分説明をしたつもりでも、利用

② 状態悪化の経過について申立人の納得が得られな

者、家族が十分理解できていないため苦情となる場

い場合には、往診医の協力を得て医学的な見地から

合もあります。明確な根拠を示すとともに、口頭の

説明することも必要でした。

説明だけでなく、書面による説明をするなど、理解

③

苦情を組織として真摯に受け止め、利用当事者、

家族の不満や要望を的確に把握し、迅速な初期対応
と懇切丁寧な説明をする必要がありました。

改善状況
◦対応マニュアルを見直し、体調がすぐれない場合と
急変時やけがによる緊急的な受診の場合で、その
後の対応方法を変更していた。
◦前者の場合は、家族に本人の状態報告を速やかに
行い、主治医の診察を受けることを伝え、診察結
果等は事業所の看護職員もしくは主治医から直接
家族へ説明していた。
◦後者の場合は、まず救急要請を行った後に家族へ
連絡し、状況及び本人の状態等を説明し、家族に
搬送先の病院に来てもらうこととしていた。搬送
先にて、救急車に同乗していた管理者または介護
職員から家族に改めて詳細を説明していた。また、
医師からの診察結果の説明の際にも許可を得て立
会い、入院の診断が下され、入院することとなっ
た場合には、家族にその旨を連絡して、その意向
を確認していた。

しやすいように工夫することが必要です。

② 適切なタイミングで、心情に配慮して説明す
ること
説明のタイミング、説明する相手の状況や心情に
も十分に配慮することが必要です。特に緊急時の対
応などにおいては、状況に応じて、利用者、家族が
落ち着いて説明を受け入れられるように伝え方には
配慮が必要です。また、事案によっては、その後適
切な時期に改めて説明することも必要です。
～＊～＊～（参考）
類似の苦情例 ～＊～＊～

◦いつのまにか管理者が変更されていたので、問い
合わせたところ、事業所と本社とで異なる説明を
された。
（通所介護）
◦２年間、毎月平均１４日間利用していたにもかかわ
らず、退院後の利用に当たって２泊３日の試験的
な利用を勧められた。理由を説明してほしい。
（短
期入所生活介護）
◦特定施設サービス計画について、利用者、家族への
説明がなく、交付もされていない。
（特定施設入居
者生活介護）
◦利用者負担や支給限度額についての説明がなかっ
た。
（居宅介護支援）

実際の苦情対応事例から学ぶ
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2

利用者の状態把握の不足

利用者の状態把握が十分に行われていなかったことが原因で、事故や状態悪化につながる例が見受けられます。

2

≪介護老人福祉施設≫

入所当事者の状態把握ができておらず
頻尿への対応が悪かった
苦 情 概 要

苦情の要因

◦入所当事者は要介護５ 申立人は配偶者
申立人は、施設職員から「便秘により膀胱が圧迫
され頻尿になっている」と言われたので、泌尿器科

介護職員及び看護職員が入所当事者の頻尿及び残
尿感の訴え等を把握していたが、適時適切に、配置
医にその状況を報告して指示を受けていなかった。

で受診させたところ、頻尿は膀胱の機能低下が原因

対応のポイント

とのことだった。状態把握を十分に行わず、便秘と
言われたことに納得できない。

調 査で把握した状況

①

常に入所当事者の心身の状況、その置かれてい

る環境等の的確な把握に努め、入所当事者、家族
からの相談に適切に応じ、必要な助言その他の援

◦ケース記録には、入所当事者が排便困難でかつ残
尿感を訴えている旨の記載はあったが、施設職員

助を行う必要がありました。
②

医師または看護職員は、排泄記録等の確認や入

による、便が詰まって膀胱を圧迫して頻尿になっ

所当事者の診察等を適宜行い、入所当事者の健康

ている旨の発言は、記録から確認できなかった。

の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための

◦排泄記録では、入所当事者の排泄介助について、
40 回以上の対応記録があった日があった。同日の

適切な措置を行う必要がありました。
③

介護職員及び看護職員は、入所当事者の健康に

ケース記録には、看護職員が、入所当事者の排尿

関する課題を配置医に報告するなど、情報を共有

の状態を確認した旨の記載があることから、少な

する必要がありました。

くとも、この時点において入所当事者の排尿の状
況は正常とはいえない様子であった。

改善状況

◦介護職員及び看護職員は、排泄介助の回数が多い
日があったことから、頻尿や残尿感があるのでは

◦状態悪化時の情報は、状態悪化に気づいた介護職

ないかという認識はあったが、配置医に報告して

員がその都度、口頭で看護職員に報告するととも

いなかった。

に介護記録システムに入力していた。また、報告

◦申立人から泌尿器科受診の相談があり、翌日に施

を受けた看護職員も、入所者の状態に応じ医師の

設側の送迎で受診し、その結果を施設側は、申立

受診につなげるよう、家族への報告等の対応を行

人から「頻尿は膀胱の機能低下が原因」であると

い、その後の対応を記録していた。

聞いたとのことであった。
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苦情を未然に防止するために
① 利用者の状態等を的確に把握すること
利用者の心身の状態に応じた適切なサービスを提

～＊～＊～（参考）
類似の苦情例 ～＊～＊～

◦具合が悪い利用当事者を体操に参加させ、その後
血糖値が低下した。
（短期入所生活介護）

供するためには、利用者の心身の状態や介護上の注

◦坐骨神経痛が悪化したので休みたいと言ったにも

意点等について的確に把握し、必要に応じてサービ

かかわらず、理学療法士は筋肉が張っていると筋

ス計画書等を見直す必要があります。

肉をもみ始め、痛いから触らないでほしいと言っ

② 関係者間で情報を共有すること
利用者の心身の状態の把握に当たっては、主治医
や介護支援専門員など、関係する多職種との連携も
不可欠となります。また、利用者の状態等に変化が
生じた場合に、主治医等の関係者に確実に情報が伝
達される体制を構築しておく必要があります。

③ 家族との十分なコミュニケーションを図ること
日頃から家族との十分なコミュニケーションを図
ることで、利用者の状態の変化について家族と情報
を共有することができます。

てもやめなかった。
（訪問看護）
◦入居４日目に利用当事者が腹満、便秘、吐気を訴
えるまで状態把握ができていなかった。
（特定施設
入居者生活介護）
◦施設を訪問した際、入所当事者はろれつが回らず
箸も持てなかったため、看護職員に脳梗塞ではな
いかと話したが、
「熱中症だから水分を十分とるよ
うに」と言われ、ベッドに寝かされたままで、医
師の診察は翌日になった。
（介護老人保健施設）
◦サービス利用中、利用当事者が危険な状態だった
にもかかわらず、事業所は医者に相談せず、救急
車も呼ばず、介護支援専門員を介して家族を呼び
出し、自宅に帰した。
（通所介護）
◦入所の際、介護支援専門員は、面接をせずに施設
サービス計画書を作成した。
（介護老人福祉施設）

実際の苦情対応事例から学ぶ

10

3

利用者、家族の要望把握の不足

利用者、家族の意向や要望の把握が不足していたことが原因で､ 適切なサービスが行われていないとの苦情が発
生するケースが見受けられます。

3

≪居宅介護支援≫

退院直後にサービス担当者会議が開催されず、
要望したサービスを利用できなかった
苦 情 概 要

◦利用当事者は要介護５

申立人は子

利用当事者の退院直後にサービス担当者会議が開

対応のポイント
①

利用当事者の状態変化等に伴い介護サービスを
変更する場合には、医療関係者との連携を図り、

催されず、要望していた短期入所生活介護の利用が

サービス担当者会議を適切に開催し、利用当事者、

できなかった。

家族の要望を勘案して介護サービスの調整を行い、
利用当事者、家族が安心して介護サービスを利用

調 査で把握した状況

できるようにする必要がありました。
②

ビス担当者会議を退院後速やかに開催できるよう

◦入院当初、申立人から利用当事者は「胃ろうになる
かもしれない」と連絡があり、介護支援専門員は、
胃ろうになれば退院後すぐに短期入所生活介護の利
用は無理と判断し、申立人とも話し合った結果、入
院翌月の短期入所生活介護はキャンセルとなった。
◦その後、申立人から、介護支援専門員に対し、「胃
ろうにならなくてよかった」との話があったが、

居宅における生活への円滑な移行のために、サー
調整を図る必要がありました。

③

利用当事者の状態と申立人の意向を考慮し、退
院後の居宅サービス計画原案を作成し、サービス
担当者会議において、サービス提供事業所と情報
共有し、退院後の介護サービスの調整を図る必要
がありました。

退院後の要望を改めて聞かなかった。

改善状況

◦介護支援専門員は、退院の数日前に退院の連絡を
受けた際、当月の短期入所生活介護をキャンセル
してあることを申立人に伝え、
その了解を得ていた。
◦退院後のサービス担当者会議については、退院日
に介護支援専門員が自宅訪問した時間が夕方で
あったため、状態把握のみで開かなかった。
◦退院時のアセスメント記録には、申立人の意向として
短期入所生活介護の利用を要望する記載があった。

苦情の要因
申立人と話し合った結果キャンセルしたもので
あったとしても、胃ろうが造設されるか不確実な段
階でのものであった。介護支援専門員は、胃ろうに
ついての結果を申立人に聞いた段階で、改めて申立
人の要望を確認していなかった。
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◦入院中、入院先医療機関のソーシャルワーカー、
看護職員または医師から状態を確認し、支援経過
記録に記載していた。
◦現状を聞き、退院後の状態をサービス事業所に電
話、ファックスにて報告していた。
◦「入退院に係る報告書」を作成し、活用するよう
にしていた。
◦居宅サービス計画書を変更する場合、速やかにサー
ビス担当者会議を開催するようにしていた。
◦退院後は利用者宅を訪問し、本人の状態やサービ
スに関する意向等を把握した上で、サービスの調
整を図り、居宅サービス計画書を速やかに作成し
ていた。

苦情を未然に防止するために
① 利用者、家族の要望を的確に把握すること
日頃から、面談、電話、ファックスまたは手紙等
により利用者、家族の要望の的確な把握に努めると
ともに、特に利用者の状態が不安定で、その変化が

は限界があることを、あらかじめ、利用者、家族に
対し、その理由を含めて丁寧に説明しておく必要が
あります。利用者、家族からの要望に応えられない
場合であっても、必要があるときは、他の事業者を
紹介するなど、利用者に適したサービスを確保する
ための措置を講じなければなりません。

予想されるときには、変化に応じた要望の把握に努
める必要があります。また、
把握した要望については、
必ず記録に残し、関係者間で情報共有することが必
要です。

② 専門的な知識や技術に基づいて適切に判断し
説明すること
利用者、家族からの要望を把握することは重要で
すが、一方で、専門的な知識や技術に基づいて必要
なサービスの種別及び内容等を適切に判断すること
も重要です。判断の結果、利用者、家族の要望に応
えられない場合は、その理由について、医療的な事
柄については医療職から説明するなど、丁寧に説明
し理解を得ることが必要です。

③ 事業所のサービス範囲について丁寧に説明す
ること

～＊～＊～（参考）
類似の苦情例 ～＊～＊～

◦サービス内容にマッサージがあったが、マッサー
ジは少しだけしかしてくれず、要望していないに
もかかわらず、関節可動域訓練もメニューに組み
込まれており、身体的・精神的苦痛を受けた。
（地
域密着型通所介護）
◦面会場所や水分摂取の要望に対応してもらえな
かった。
（短期入所生活介護）
◦面会時に、利用当事者が脱水状態であった。この
ようなことがないように室温測定及び管理を要望
したが、室温測定をしてもらえなかった。
（特定施
設入居者生活介護）

利用者の状態、サービスの種別及び事業所の体制
等から、各事業所等が提供できるサービスの範囲に

実際の苦情対応事例から学ぶ
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4

記録の不備

サービス提供や事故等に関する記録の不備や紛失等に起因する苦情が見受けられます。

4

≪短期入所生活介護≫

誤薬事故の説明の際に渡された書面の内容が間違っていた

苦 情 概 要
◦利用当事者は要介護 1 申立人は子
他の利用者の薬を飲まされる誤薬事故が発生した
際の話し合いの資料に、利用当事者が飲まされた薬
名の記載がなく、理由を聞いたところ「個人情報な
ので」という答えだった。記載を要望したところ、
薬名と量が記載された事故報告書が届いたが、錠数
や薬の効能について誤りがあった。

調 査で把握した状況
◦話し合いの際、事業所側は申立人に対し、生活相
談員が作成した資料に基づき事故の経緯を説明し
ていた。誤薬した薬の内容については他の利用者
の個人情報に当たると事業所側は判断し、当初は
記載していなかったが、申立人から記載の要望が
あった。
◦要望を受け、事業所が薬名等を記載した書面を申

対応のポイント
①

誤薬事故が発生している以上、速やかに当該事

故の状況及び処置についての記録を行い、利用当
事者、家族からの要望は、速やかに組織で検討し
た上で適切に対応する必要がありました。
②

個人情報に当たると判断した点については、誤

薬した薬の薬品名等の情報は、それだけでは特定
の個人が識別できる情報とは考えにくい情報であ
り、他方で誤薬を受けた利用当事者の生命または
身体の安全に係る極めて重要な情報である。仮に、
これらの情報が「個人情報」に該当する場合であっ
ても、利用当事者に情報提供するために、本来内
服するはずであった他の利用者の同意を得る等、
第三者提供について検討する必要がありました。
③

利用当事者、家族に説明する際には正確かつ具

体的な報告書等を作成し、理解が得られるように
懇切丁寧に説明する必要がありました。

立人に届けたところ、申立人から錠数と効能が違

改善状況

うと指摘を受けたため、訂正していた。誤記につ
いてはお薬手帳を見て記載した際の転記ミスであ
り、飲ませた量については記録等から確認できな
かった。

行っており、その際、特に看護職員が行った医療
に関する行為については、詳細な記録を作成して

苦情の要因
服薬した内容については、誤薬事故において極め
て重要であり、利用当事者の健康の回復に不可欠な
情報であるにもかかわらず、誤薬した薬の薬名及び
数量等について、事業所が速やかに利用当事者、家
族に報告せず、また、事業所が転記ミスにより錠数
や薬の効能に誤りがある書面を提供していた。
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◦事故が発生した場合の記録については速やかに

実際の苦情対応事例から学ぶ

いた。また、薬に関する情報など重要情報の記載
については、他の職員が確認する等正確な記載に
努めていた。
◦利用者、家族から説明等を求められた場合には、
速やかに対応し、記録に基づき丁寧に説明するこ
ととしていた。

苦情を未然に防止するために
的確な記録を整備すること

～＊～＊～（参考）
類似の苦情例 ～＊～＊～

◦利用者負担や支給限度額についての説明がなく、

記録は、事業者が提供したサービスの具体的な内

渡された居宅サービス計画書及びサービス利用票

容や利用者の状態を的確に把握するために必要なも

に記載されている金額にも相違があり、わかりに

のです。

くかった。
（居宅介護支援）

また、利用者、家族からサービス提供状況等の説

◦事故報告書に、誤嚥事故の原因として「食事が喉

明を求められた際の説明資料となり、事故や状態悪

に詰まった可能性」と記載されていた。可能性で

化、苦情等の対応を明らかにする資料にもなります。

はなく、実際に詰まらせたのだから原因及び再発

事業者は、研修などを通じて必要な情報が的確に
記録できるよう職員を教育指導する必要があります。

防止策をしっかり検討して再発させないでほしい。
（介護老人福祉施設）
◦計画書に記載してあるサービスが行われていな
かった。事業所に確認すると、サービスは行った
と説明されたが、事務所から見せてもらった記録
にないので確認できない。
（特定施設入居者生活介
護）
◦個別機能訓練加算が請求されたので、内容を確認
するために生活相談員に個別機能訓練計画書の提
示を求めたが、見せてもらえなかった。原本は退
職した生活相談員が管理していたが、引継ぎがさ
れておらず所在が分からなくなっていた。
（介護老
人福祉施設）

実際の苦情対応事例から学ぶ
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5

情報共有・連携・検討の不足

利用者、家族の意向や要望への対応、事故防止策の検討など、職員間で必要な情報の共有や連携・検討ができて
いないことなどに起因する苦情や事故等が多く見受けられます。

5

≪通所介護≫

介助方法の検討・周知が十分でなく、骨折事故が発生した

苦 情 概 要
◦利用当事者は要介護３ 申立人は子
排泄介助中に肩を骨折した。管理者は利用当事者

苦情の要因
当該事故の際に対応した介護職員は、自分なりの
方法で介助を行っていた。

が入院していた病院から、身体機能及び排泄時の介

また、排泄介助中の転倒防止策については管理者

助方法について聴取していたにもかかわらず、転倒

のみが検討し、具体的な介助方法等について、職員

防止の注意を職員に周知していなかったのではない

への周知や研修が不十分だった。

か。

対応のポイント

調 査で把握した状況
①

心身の状況等について総合的な把握に努め、通所

難病のため利用当事者は立位保持が困難であり排

介護の提供方法等について組織として検討し、利

泄介助、入浴介助、ベッドへの移乗介助等では必

用当事者、家族に説明する必要がありました。

ず二人で介助をする必要があることを聴取してい
た。

②

管理者は職員への情報提供を的確に行い、業務

の実施状況の把握等の管理を一元的に行う必要が

◦退院後のサービス開始前には、車いすからベッド
への移乗方法等の実演を管理者が行い、利用当事
者が利用する日の朝礼時にトイレ介助、ベッドへ
の移乗、入浴介助は二人で行うこと、入院後のため、
下肢筋力低下の可能性があり、転倒に注意する必
要があることを口頭で介護職員に伝えていた。
◦実際の介助方法は、利用当事者の両足の間に介護
職員が片足を入れて立位介助を行うこととしてい
たが、当該事故の際はその時の利用当事者の様子
から介護職員が判断し、利用当事者の膝と介護職
員の膝を合わせて立位をさせていた。
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サービス担当者会議等を通じて、利用当事者の

◦退院後の生活等について、管理者は病院に行き、

実際の苦情対応事例から学ぶ

ありました。

改善状況

～＊～＊～（参考）
類似の苦情例 ～＊～＊～

◦利用開始前に管理者、相談員、看護職員、介護リー

◦計画作成担当者から、
「咳がひどいので、おかゆに

ダーで介助方法と転倒防止策についての検討を実

していいですか」との連絡があり、対応を依頼し

施し、管理者が通所介護計画書を作成していた。

たが、４日後に生活相談員から「おかゆにしてい

◦検討した介助方法や転倒防止策については、ミー

いですか」との連絡がまたあった。職員間の引継

ティング時に周知し、欠席した職員については、

ぎはどうなっているのか。
（特定施設入居者生活介

相談員記録や申し送りノートで周知していた。

護）

◦通所介護計画書の内容については、利用開始前に

◦バルーンカテーテルの尿バッグを車いすにかけた

管理者もしくは相談員が自宅へ伺い、説明して同

まま移乗させようとしたため注意したが、２日後

意を得ていた。

に繰り返した。申し送りノートには「バルーンにつ
いて気を付けてください」とのみ記載され、具体

苦情を未然に防止するために

的な注意点は記載されていなかった。
（介護老人保
健施設）

① 情報の共有と連携体制の確立を図ること
利用者に安全で適切なサービスを提供するために
は、組織内において、関係者それぞれの役割や責任
を明確にして情報の共有化を図るとともに、関係機
関との連携体制を確立し、円滑にサービスが提供で
きるようにしておくことが重要です。

② 記録を活用し情報を共有すること
利用者、家族の意向及び要望の記録並びにサービ
ス提供の記録を活用し、関係者で情報を共有するこ
とが重要です。

③ 適切な介護方法を検討すること
利用者の心身の状況、利用者、家族の意向及び要
望等を踏まえ、サービス担当者会議等で適切な介護
方法を検討することが必要です。

実際の苦情対応事例から学ぶ
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6

事業者からの不適切な契約解除

利用者へのサービス提供の継続が困難になったため、事業者から契約解除を行った結果、苦情となるケース
が見受けられます。

≪通所介護≫

6

苦情を言ったところ、
信頼関係が無くなったとの理由で契約解除された
苦 情 概 要

◦利用当事者は要介護１ 申立人は子
ストーマパウチの取扱いが雑で衣類が汚染してい

苦情の要因
事業所は、利用当事者、家族に重大な背信行為が
あったとして、契約解除の意思表示を行っていたが、

たとの苦情を言うと、事業所からお金を出すと言わ

損害賠償請求との関係など、その意図を申立人に丁

れたので請求したところ、信頼関係が無くなったと

寧に説明できていなかった。

の理由で契約解除された。

対応のポイント

調 査で把握した状況
①
◦契約解除については、損害賠償を請求されたのが

あれば、速やかに話し合いを行うなど、組織とし

理由ではなく、特定の看護職員に対する継続的な

て解決に向け必要な対応を行い、サービスの継続

苦情があり、申立人の求めに応じ当該看護職員の

に向けて調整を図る必要がありました。

勤務曜日を変更したが納得が得られず、これ以上

②

調整を図ってもなお、サービス提供が困難であ

の申立人との信頼関係の構築は難しいと判断した

ると判断した場合には、保険者、居宅介護支援事

とのことだった。

業者等の関係機関と調整の上、利用当事者、家族

◦管理者は直接申立人に会って契約解除について話
をする方向で電話連絡したが、申立人がこれを拒
否し電話での報告を受ける旨要望があったため、
事業所の真意を丁寧に伝える機会を得られなかっ
た。
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サービス提供への要望に対し対応困難な状況が

実際の苦情対応事例から学ぶ

の納得が得られるように具体的な説明をする必要
がありました。

改善状況
◦利用当事者、家族からの意見、要望、苦情は、苦
情受付担当者（生活相談員）が受け付け、苦情受
付担当者から苦情解決責任者（管理者）に速やか
に報告し、組織的な解決にあたっていた。
◦事業所での対応が困難であって、関係機関と調整
の上、具体的な説明をしても利用者、家族の納得
が得られない場合には、第三者委員会に申立てる
方法などもあることを、職員に周知していた。

苦情を未然に防止するために
①

サービスの継続に向けて最大限の努力をす
ること

運営基準では、事業者は、正当な理由なく、サー
ビスの提供を拒否してはならないとされています。
サービスの継続が難しい場合は、サービス担当者会
議等を通じて、地域包括支援センター、保険者、関
係事業者等と連携して、事業者はサービスの継続に
向けて最大限の努力をする必要があります。

②

契約解除の理由を明確かつ丁寧に説明する
こと

た場合であっても、できるだけ利用者、家族と話し
合ってその理解を得て契約を終了することが適切で
す。話し合いにより理解を得ることが困難なため、
事業者が契約を解除せざるを得ない場合には、合理
的な予告期間をおいて解除の通知を行うなどして利
用者、家族の不利益をできるだけ軽減する配慮が必
要です。また、解除の理由を説明する必要もあります。
さらに、サービスが中断しないように、他の適切な
事業者の紹介その他の必要な措置を、解除の通知の
前または遅くともそれと同時に行うことが必要です。

～＊～＊～（参考）
類似の苦情例 ～＊～＊～

◦３年半利用していた事業所から、一方的に契約解
除の通知が送付されてきたことに納得がいかない。
（訪問看護）
◦入居中に病院に入院し、退院後の入居継続の条件
として、酸素ボンベの開閉を自身で行う必要があ
ると説明を受けていた。まだ、自身で開閉操作が
できるのにもかかわらず、急に看護職員が常駐す
る事業所等に移るよう勧められたが、事業所側が
次の事業所等を紹介することはなかった。
（認知症
対応型共同生活介護）

サービスの継続に向けた努力を行った上で、やむ
を得ず事業者が契約を解除せざるを得ないと判断し

実際の苦情対応事例から学ぶ
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7

苦情対応が不適切

苦情を受けた際の事業者側の対応が不適切、不誠実であることが要因となり、新たな苦情に発展してしまうケース
が見受けられます。

≪短期入所療養介護≫

7

利用申込みに対する断りを申立人にではなく介護支援専門員に伝え、
申立人には直接伝えなかった
苦 情 概 要

◦利用当事者は要介護５

申立人は子

苦情の要因
相談員マニュアルには、「最初の問い合わせの段階

介護支援専門員経由で利用申込みをしたが返事が

で、本人の状態を聞き、医療ニーズの高い方など老

ないので事業所に電話したところ、利用当事者の身

人保健施設の対象でない方については難しい場合が

体状況が理由で介護支援専門員に利用を断ることを

あると伝える。
」と記載があったが、介護支援専門員

伝えてあると聞いた。

が申込みをした際に、相談員が利用当事者の状態を

必要書類のために健康診断をしたことが無駄にな

確認していなかった。

り事業所に苦情を言ったが、今回のトラブルは、申

対応のポイント

立人と介護支援専門員とのやり取りなので事業所は
関係がないと言われた。

調 査で把握した状況

①

利用申し込みの際に事業所自らが必要とする利

用当事者の情報をまず十分に確認し、その上で対
応の可否を判断し、必要書類の提出を求めるなど、

◦事業所では、介護支援専門員から利用の申込みが
あり、利用申込者に関する情報を聞かずに書類の
郵送を依頼していた。また、利用相談窓口は利用

対応をする必要がありました。
②

サービス提供が困難であると判断した場合は、

の目途が立つまで介護支援専門員であると考えて

合理的な理由を丁寧にわかりやすく利用当事者に

いたとのことだった。

説明するとともに、居宅介護支援事業所への連絡、

◦苦情対応記録に申立人から電話があり対応した旨
の記載があったが、対応した月日の記載がなく、
また、「関係がない」と言った発言は確認できな
かった。
◦医療依存度に関する受入基準があったが、相談員
に周知していなかった。
◦事業所の「苦情対応マニュアル」には、相談及び
苦情についての全過程の記録、会議等での原因分
析、対応策の立案等の記載があったが、記録が不
十分であり、かつ相談票の記載が不正確であった。
◦利用申込書等の必要書類を早期に廃棄処分する等
不適切な対応だった。
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利用当事者の立場に立って、その負担に配慮した

実際の苦情対応事例から学ぶ

他の事業者やその他の必要な措置を講じる必要が
ありました。
③

苦情はサービスの質の向上を図る上で重要な情

報であるとの認識をもって、苦情に係る正確な記
録を整備するとともに、組織として、原因の究明、
再発防止策の策定及び実施など、再発防止とサー
ビスの質の向上に努める必要がありました。

改善状況

～＊～＊～（参考）
類似の苦情例 ～＊～＊～

◦入所相談の時点で、
「受け入れが困難な場合もある

◦長期にわたり１人の訪問介護員が来てくれていた

こと、必要に応じて入所の条件が付くこともある

が、離職した。事業所は、今後は派遣できないと

こと」を伝えるようにしており、受け入れができ

しか言わず、今後の対応についても相談する機会

ない場合は、相談員が申込者に連絡し、受け入れ

がなく、電話もつながらない。
（訪問介護）

困難な理由を丁寧に説明するとともに、他の事業
所の情報を伝えるようにしていた。
◦利用申込の連絡の際、相談員が利用者の現病歴、

◦職員に苦情を伝えたところ、翌日職員から電話が
あり、運営法人の担当者から連絡があると言われ
たが、いまだに連絡がない。
（短期入所生活介護）

ADL 等の情報を聞き取り、必要書類や提出方法、
利用までの流れを説明していた。
◦苦情があった場合には、苦情受付者が施設長等に
報告し、多職種で原因や改善策について検討し、
受付者（相談員）
、フロア責任者で状況説明と謝罪
を行っていた。

苦情を未然に防止するために
利用者、家族に誠実な対応をすること
利用者、家族から苦情が寄せられた場合は、事業
者は相手の立場にたって真摯に受け止め、誠意を持っ
て苦情を傾聴して、利用者、家族の不満を緩和させ、
冷静な話し合いができるような状況にしていくことが
大切です。また、苦情に適切に対応するためには、苦
情を受けたら速やかに管理者に報告するとともに、組
織で情報を共有し、統一した対応方針を決めて対応
することが重要です。

実際の苦情対応事例から学ぶ
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事故発生時等の対応
1

事故発生時の対応

国保連に寄せられた苦情の中には、事故発生時の

食い止めなければなりません。また、同時に再発防

事業者の対応が適切でなかったために苦情となった

止策を検討して、早期に対応することにより、利用

事例も、多く見受けられます。

者の安全を確保する必要があります。このため、事

介護サービス提供中に発生した転倒等による事故
について、事業者は利用者の生命、身体の保護を最

故発生時の対応についてあらかじめマニュアル等に
定め、職員に周知徹底しておくことが大切です。

優先とし、迅速に対応するとともに被害を最小限に

（１）初期の状態把握
利用者が転倒または転落等しているのを発

◦意識ははっきりしているか。

見した場合、最初に利用者の身体状況を的確

◦顔色は悪くなっていないか。

に把握することが重要となります。

◦吐き気、嘔吐はないか。

発見者は主に次のような点に注意して状態
を把握します。

◦疼痛の有無及び程度。
◦負傷部位の確認。（打撲、外傷、内出血等）
◦負傷部位の腫れ、変形や皮膚の変色はないか。

（２）管理者及び医師または看護職員への連絡と必要な措置
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（１）記載の状態把握を行ったうえで、速

事故発生後の心身の状態の把握、医師等へ

やかに管理者及び医師または看護職員に連絡

の連絡及び必要な措置が適切に行われたか否

し指示を仰ぎ、場合によっては救急車の要請

かは、その後の経過に大きな影響を及ぼしま

を行う等必要な措置を講じなければなりませ

すので、あらかじめ連絡網や緊急時の対応マ

ん。また、状態に応じた適切な応急手当をし

ニュアルを整備し、関係職員に周知徹底して

ておくことも大切です。

おくことが大切です。

事故発生時等の対応

（３）家族への連絡
事故対応についての苦情には、家族への連
絡に関するものが多く見受けられます。
家族への連絡が速やかに行われなかったり、
職員間の引継ぎが十分なされていないことが
苦情につながるため、適切な対応が求められ
ます。
家族への連絡を適切に実施するには、次の
ような点について家族と協議する等して取り

◦どのような場合に
利用者の心身の状態がどのような場合
に連絡するのか。
◦いつ
深夜における事故発生については、いつ
の時点で連絡するのか。
◦誰が、誰に
職員の誰（管理者、看護職員、医師等）

決めておき、その内容を職員に周知徹底して

が連絡するのか。その職員が不在の場合な

おく必要があります。

どは、誰が連絡するのか。（連絡体制の整

また、救急車対応や協力医療機関へ搬送等
する場合には、職員が同行するなどして一連

備）
家族の誰に連絡するのか。その家族が不

の経過や利用者の状態を把握するとともに、

在の場合などは、家族の誰に連絡するの

その経過を家族等に報告します。

か。（複数の緊急連絡先の事前確認）

（４）事故に関する記録と原因の究明及び再発防止策の策定
事業者は、サービス提供中に発生した事故

なお、運営基準において、サービス提供の

について、発生状況や対応経過等を利用者、

記録の保存期間は、介護サービスの利用に係

家族に説明する必要があります。事実に基づ

る契約終了の日から２年間となっています。し

いた説明をするためには、事故に関する記録

かし、平成 29 年に改正された民法（令和 2

が重要な役割を果たすことから、必ず記録を

年 4 月 1 日施行）上は、
安全配慮義務違反（債

とることが大切です。

務不履行）による損害賠償請求権の消滅時効

また、当該事故の関係者を含め組織的な検

の期間は、債権者が権利を行使することがで

討を行い、事故原因を究明するとともに、速

きることを知った時から 5 年間です（166 条

やかに再発防止策を講じていく必要がありま

1 項 1 号）
。また、人の生命または身体を害す

す。事業者だけでは事故原因が特定できない

る不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

場合があるので、あらかじめ外部の専門家（弁

の期間は、被害者またはその法定代理人が損

護士、医師、学識経験者等）に相談できる体

害及び加害者を知った時から 5 年間です
（724

制を整備しておき、アドバイザーとしての役

条及び 724 条の 2）
。従って、これらの点を

割を担ってもらうことも考えられます。

踏まえて保存期間を判断することも必要です。

事故発生時等の対応
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（５）利用者、家族に対する誠実な対応
事故原因及び再発防止策の検討結果につい

け止めて、利用者、家族の心情にも配慮しな

ては、速やかに、利用者、家族に説明します。

がら、客観的な事実関係及び再発防止策等を

この説明が遅れ、またはその内容が曖昧、不

正確かつ丁寧に説明することが必要です。

十分なものであると、利用者、家族の不信感

この説明は、組織的な検討の結果を説明す

をまねき、事故に対してだけでなく、説明の

るものですから、基本的には管理者が行うこ

あり方についても苦情を生じさせることがあ

とが適切です。ただし、医療的な措置に係る

ります。

説明は、医師または看護職員から説明するこ

事業者としては、事故に係る過失の有無に

とが適切な場合もあります。

かかわらず、事故が発生したことを真摯に受

（６）関係機関への報告（事故報告書の作成）
区市町村

事業者の過失の有無にかかわらず、（４）

損害保険会社

損害賠償の問題が予想される事故の場合

の事故原因及び再発防止策の検討の結果に基

は、事業者が加入している損害保険会社にも

づき事故報告書を作成し、区市町村に報告し

事故について報告をします。

ます。なお、区市町村への報告事項について
はあらかじめ区市町村に確認が必要です。

事業者の過失の有無によって、保険適用の
有無や種類が異なりますので加入している保
険会社に確認することが必要です。

居宅介護支援事業者

居宅サービス提供中に事故が発生した場
合、利用者を担当している居宅介護支援事業
者に事故の経過等を連絡し、今後の利用者に
対するサービス提供等について協議します。

（７）示談（紛争の回避に向けた当事者間の話合い）
（５）のように利用者、家族に説明したが、
納得を得られないなど、解決に至らなかった

の専門家に相談をしながら行うことが適切で

場合、利用者、家族との最終的な解決に向け

す。

て示談交渉する場合があります。
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示談交渉は、損害保険会社または弁護士等

事故発生時等の対応

参考

事故対応のフロー図

事

故

発

生

（１）初期の状態把握
・利用者の身体状況を的確に把握する。

（２）管理者及び医師または看護職員への連絡と必要な措置
・連絡網に基づき、管理者及び医師または看護職員に連絡し、今後の対応について指示
等を受け、必要な措置を講じる。（あらかじめ、連絡網や緊急時の対応マニュアルな
どを整備し、職員に周知徹底しておく必要がある）

（３）家族への連絡
・事前に家族と協議する等して取り決めた内容に基づき連絡をする。（あらかじめ、ど
のような場合に連絡をするのか等について、取り決めておく必要がある）

（４）事故に関する記録と原因の究明及び再発防止策の策定
・事故の発生状況や対応経過について記録する。
・記録に基づき、事業者内で組織的な検討を行い、事故原因を究明する。
・特定した事故原因に応じた再発防止策を策定し、実施する。

（５）利用者、家族に対する誠実な対応
・速やかに家族と面談し、事故に関する経過や原因等を事実に基づき正確かつ丁寧に説
明する。

（６）関係機関への報告（事故報告書の作成）
過失の有無に関係なく、
記録を基に事故報告書を
作成し、区市町村の定め
るところに基づき事故を
報告する。

区市町村

居宅サービス
提供中の事故
の場合…

居宅介護支援事業所
介護支援専門員

記録を基に事故
報告書を作成
し、事実に基づ
き報告する。

損害保険会社

利用者、家族が納得しない場合など

（７）示談（紛争の回避に向けた当事者間の話合い）
・損害保険会社または弁護士等の専門家に相談しながら対応する。

事故発生時等の対応
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2

状態悪化時の対応

国保連に寄せられた苦情には､ 利用者の状態悪化
への対応が適切でなかったために苦情となった事例

まえて、利用者の状態が悪化した場合に適切に対応
していくためのポイントについて整理しました。

が多く見受けられます。これらの苦情対応事例を踏

（１）サービス提供開始時の適切な状態把握
サービス提供開始時に利用者の心身の状態

用者の直近の状態を十分に把握しないまま

を的確に把握しておくことは､ その後の円滑

サービス提供して、事故等が発生し、苦情に

なサービス提供や、状態悪化時の適切な判断

至るケースが見受けられます。

と対応につなげていく上で重要です。特に､

利用者の心身の状態を適切に把握するため

短期入所サービス等を同一の利用者が期間を

には、医師との連携等により情報収集を十分

あけて再度利用する場合に、事業者が利用者

に行う必要があります。

の心身の状態に変化がないものと判断し、利

（２）サービス提供時の状態把握と情報共有
日常のサービス提供場面における利用者の

態の変化に関して必要な情報を共有しなが

状態変化を、早期に把握することが重要とな

ら、適切なサービス提供に努める必要があり

ります。日頃から体温等のバイタルサイン、

ます。

食事、水分の摂取量、排泄、睡眠の状況、会話、
動作の状況等を含めた利用者の状態を丁寧に
把握し、記録する必要があります。
そして、サービスに関わる関係者間におい
て、日頃から密接に連携を図り、利用者の状

25
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（３）状態悪化時の適切な対応
利用者は、高齢で疾患等を抱えていること

状態の把握を継続して行ったりするほか、利用

も多く､常に状態が変化する可能性があります。

者の家族にも連絡する等して適切に対応する

このため、バイタルサインの記録等から、利用

必要があります。

者の状態の経時的な変化を的確に把握する必
要があります。

どのような状態の変化をもって、状態の悪
化と認めるかについては、あらかじめ、医師の

そして、利用者の状態悪化を認めたときは、
速やかに、看護職員または医師に連絡したり、

指示を受ける等して適切な判断の基準を定め、
職員に周知徹底しておくことが必要です。

（１）から（３）に共通する事項

● ●

● 家族との連携 ● ●

●

高齢者の心身の状態は日々変化します。

ビス提供の状況、抱えている課題などについ

特に施設系サービス等､ 利用者が家族と離

て、家族と情報を共有しておくことが重要で

れた場所でサービスを受けている場合には、
家族が状況を把握できないことから、利用者

す。
また、利用者の状態が悪化した場合には、

の状態悪化時の対応を巡って苦情になるケー

利用者の状態をできるだけ把握した上で、速

スもあります。

やかに家族と連絡をとる必要があります。こ

事業者は、日頃から家族と十分にコミュニ
ケーションを図り、利用者の心身の状態やサー

● ●

の場合、状態の変化を把握した後の経過や対
応状況などについて説明することも必要です。

● 医療との連携 ● ●

●

利用者の状態が悪化し、医療対応が必要に

このため、日頃から、医療関係者との連携

なった場合は、速やかに看護職員または医師

を密にしながら、連絡体制の構築や対応マニュ

に連絡し、指示を仰ぐ等の対応が必要です。

アルの整備など、状態悪化時に備えた体制を

しかし、利用者の状態の変化に気がついて
いながら、医師や看護職員に連絡しなければ

整えるとともに、関係職員に周知徹底してお
く必要があります。

ならない緊急を要する状態であるか否かとい

また、休日及び夜間等の医師不在時におけ

う判断ができないまま、さらなる状態の悪化

る状態悪化に備えた連絡体制の整備について

を招いたケースも散見されます。

も重要です。

事故発生時等の対応
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参 考 資 料

1 東京都国民健康保険団体連合会における苦情申立件数と対応状況
（単位：件）

区

分

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

指導助言を行ったもの

11

16

10

通報

14

13

21

合計

25

29

31

2 東京都国民健康保険団体連合会での苦情申立てから改善状況確認調査までの流れ
①苦情申立ての受付

②

面

利用者本人または家族等の代理人も申立てできる。

苦情申立書に基づき、苦情に至った経緯、利用者の状況等を聴き取

接

り、申立ての主な内容（主訴）を明確にする。

③ 苦 情 申 立 て 受 理

苦情申立て事項確認後、申立てを受理する。

④苦情処理委員会・委員

苦情処理委員会または委員に報告し、事業所調査について教示を受
ける。
【文書調査】事業者等に調査書を送り、回答を求める。
【現地調査】国保連合会の相談調査員が事業所に赴き、回答の内容

⑤ 事 業 所 調 査

について調査する。
なお、保険者（区市町村）に立会いを依頼する。

⑥苦情処理委員会・委員

苦情処理委員会または委員に報告し、指導・助言について教示を受け
る。
事業所等を訪問し、介護サービスの質の向上の観点から改善すべき

⑦

指

導 ・ 助

言

点について文書及び口頭により、指導・助言を行う。
なお、保険者（区市町村）に立会いを依頼する。

⑧ 結

果

通

知

指導・助言の内容を申立人、保険者（区市町村）、東京都に報告する。

約１年後
事業者に改善状況報告を求めた後、事業所を訪問し、改善状況を確

⑨改善状況確認調査

認する。
なお、保険者（区市町村）に立会いを依頼する。

参 考 資 料

28

3 東京都における介護サービス種類別の苦情の状況及び利用件数
区

分

居宅サービス計

単位：件、％

苦情の状況
利用件数
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成28年度 平成29年度 平成30年度
件数
構成比
件数
構成比
件数
構成比 （平成29年3月） （平成30年3月） （平成31年3月）
1,090 66.1% 1,062 66.2% 1,154 66.4%
957,389
995,656 1,040,255

居宅介護支援

354 21.5%

328 20.4%

370 21.3%

236,939

242,283

246,054

訪問介護

236 14.3%

216 13.5%

202 11.6%

124,492

124,713

124,768

訪問入浴介護

8

0.5%

12

0.7%

8

0.5%

10,056

9,770

9,505

39

2.4%

70

4.4%

67

3.9%

55,636

60,398

64,647

訪問リハビリテーション

6

0.4%

7

0.4%

7

0.4%

7,414

7,787

8,283

居宅療養管理指導

6

0.4%

7

0.4%

26

1.5%

177,766

193,192

216,452

172 10.4%

訪問看護
内訳

通所介護

153

9.5%

161

9.3%

99,211

102,941

105,989

通所リハビリテーション

20

1.2%

32

2.0%

24

1.4%

24,465

24,693

25,604

短期入所生活介護

82

5.0%

67

4.2%

94

5.4%

21,948

22,377

22,533

短期入所療養介護

8

0.5%

4

0.2%

15

0.9%

2,878

2,801

2,795

128

7.8%

140

8.7%

160

9.2%

38,700

40,627

43,211

19

1.2%

13

0.8%

8

0.5%

157,884

164,074

170,414

特定福祉用具販売

6

0.4%

1

0.1%

4

0.2%

－

－

－

住宅改修費

6

0.4%

12

0.7%

8

0.5%

－

－

－

特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与

施設サービス計
内訳

326 19.8%

317 19.8%

347 20.0%

73,377

74,939

75,895

介護老人福祉施設

201 12.2%

196 12.2%

221 12.7%

45,698

47,527

48,864

介護老人保健施設

121

7.3%

118

7.4%

120

6.9%

22,618

22,876

22,762

介護療養型医療施設

4

0.2%

3

0.2%

6

0.3%

5,061

4,536

4,122

介護医療院

－

－

－

－

－

－

147

124

7.5%

115

7.2%

123

7.1%

76,947

78,046

80,063

5

0.3%

3

0.2%

2

0.1%

1,433

1,975

1,741

2

0.1%

2,212

2,113

2,157

21

1.3%

地域密着型サービス計
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
内訳

認知症対応型通所介護

19

1.2%

30

1.7%

50,165

50,144

51,476
8,158

5

0.3%

8

0.5%

2

0.1%

8,676

8,457

小規模多機能型居宅介護

23

1.4%

30

1.9%

22

1.3%

3,277

3,671

4,074

認知症対応型共同生活介護

51

3.1%

41

2.6%

48

2.8%

10,000

10,275

10,819

地域密着型特定施設入居者生活介護

7

0.4%

2

0.1%

2

0.1%

142

156

150

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

5

0.3%

6

0.4%

9

0.5%

665

738

797

複合型サービス

9

0.5%

2

0.1%

8

0.5%

377

517

691

97

5.9%

77

4.8%

77

4.4%

133,593

119,116

131,187

介護予防支援

40

2.4%

44

2.7%

55

3.2%

51,560

46,230

50,169

介護予防訪問介護

27

1.6%

7

0.4%

4

0.2%

8,262

141

3

1

0.1%

52

49

40

2

0.1%

7,017

8,343

9,778

921

1,104

1,202

12,272

14,403

16,870

介護予防サービス計

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護

2

0.1%

介護予防訪問リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導

1

0.1%

14

0.8%

15

0.9%

6

0.3%

9,946

162

-5 ※

3

0.2%

3

0.2%

4

0.2%

5,249

5,789

6,324

3

0.2%

1

0.1%

414

419

436

介護予防短期入所療養介護

1

0.1%

29

23

26

介護予防特定施設入居者生活介護

2

0.1%

4,641

5,315

5,661

介護予防福祉用具貸与

3

0.2%

32,957

36,834

40,325

特定介護予防福祉用具販売

2

0.1%

－

－

－

介護予防住宅改修費

3

0.2%

－

－

－

介護予防通所介護
内訳

介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護

3

2

0.1%

1

0.1%

0.2%

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
総合事業サービス計
合

計

1

0.1%

13

0.8%

33

2.1%

37

24

25

1

0.1%

216

250

300

20

30

33

37

2.1%

75,633

151,541

153,464

1,650 100% 1,604 100% 1,738 100% 1,316,939 1,419,298 1,480,864

（注１）苦情の状況は、都内保険者、東京都、東京都国保連合会に寄せられた苦情について実施要領に基づき国保連が毎月報告を受けた集計結果である。
（注２）利用件数は、
各年度３月に国保連が請求を受け、
審査決定した件数である。なお、
一人の利用者が複数のサービスや事業所を利用している場合は、
重複計上している。
（注３）空白：データがないもの
－：該当がないもの
※現在は総合事業サービスに移行したサービスのため、請求誤り等の理由により、相殺できない件数をマイナス表記にしている。
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