介護サービス
向上のために
苦情対応から学ぶ

平成26年3月

東京都国民健康保険団体連合会

目

次

C o n t e n t s

苦情対応の位置付けと役割……………………………………………………

1

１

介護保険制度における苦情対応の位置付け………………………………………………… 1

２

苦情対応の役割………………………………………………………………………………… 1

３

事業者に求められるもの……………………………………………………………………… 1

相談・苦情対応のポイント……………………………………………………

3

１

苦情相談窓口の設置…………………………………………………………………………… 3

２

初 期 対 応 ………………………………………………………………………………………… 3

３

記 録 及 び 保 存 …………………………………………………………………………………… 3

４

苦情対応マニュアル等の作成………………………………………………………………… 4

５

個 人 情 報 の 取 扱 い …………………………………………………………………………… 4

サービス提供における苦情の予防と対応……………………………………
１

6

共通する苦情の要因…………………………………………………………………………… 6

２ 介護サービス別の苦情………………………………………………………………………… 8
（1）居宅介護支援

3

8

（2）訪問介護

11

（3）通所介護、通所リハビリテーション

14

（4）短期入所生活介護、短期入所療養介護（ショートステイ）

17

（5）特定施設入居者生活介護

19

（6）介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（施設サービス）

21

指導助言後の改善状況………………………………………………………………………… 24

危機管理…………………………………………………………………………

27

１

危機管理の必要性……………………………………………………………………………… 27

２

安全配慮義務について………………………………………………………………………… 27

３

事故発生時の対応……………………………………………………………………………… 28

４

施設における事故防止のポイント…………………………………………………………… 32

５

状態悪化時の対応……………………………………………………………………………… 34

参考資料
「 東京都における介護サービスの苦情相談白書」における苦情の状況…………………… 36

苦情対応の位置付けと役割
1

介護保険制度における苦情対応の位置付け

介護保険制度は、高齢者の「介護」を社会全体で支

介護保険制度では、利用者保護の観点から、利用者

え合う制度であり、高齢者の尊厳の保持及び自立支援

が、提供された介護サービスに不満のある場合は、苦

を基本理念としています。介護保険制度では、高齢者

情を申し立てることができることとされており、事業

が心身の状況に応じて自ら介護サービスを選択し、住

者（介護サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護

み慣れた地域において自立した生活ができるよう在宅

予防サービス事業者、
介護予防支援事業者）
、
保険者（区

サービスを重視した多様なサービスが用意されていま

市町村）及び国民健康保険団体連合会等の各主体が苦

す。

情に対応することが位置付けられています。

2

苦情対応の役割

（1）利用者の権利擁護

（２） 介護サービスの質の維持・向上

介護保険制度では、利用者と事業者が対等の立場に

介護サービスは、利用者と事業者との「契約」により提

立って結ぶ「契約」によりサービス提供が開始されま

供されるものですが、公的な保険である以上、サービスの

すが、利用者は事業者に比べ専門知識や情報量が少な

質については一定の水準を確保していく必要があります。事

いという点で弱い立場にあります。そのため、利用者

業者は、利用者等からの苦情をサービス改善の契機として

又はその家族からの苦情を受け付けるための窓口の設

とらえ、サービスの質の維持・向上に活かす必要があります。

置が制度化されました。
苦情対応には、利用者が介護サービスを適切に利用
できるように権利を擁護する重要な役割があります。

3

求などが発見されることがあり、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
介護保険サービスは、利用者が自ら必要なサービス
を選択するしく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、福祉等との連携により、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

また、苦情対応を通じて不適切な介護サービスや不正請

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行動規範の遵守が求められます。

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
理念を職場に浸透させ、職員一人ひとりが理念を共有
し、新しい地域福祉を実現する担い手としての自覚を
高めることが求められます。

（2）利用者等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員

（3）意識改革
～苦情をサービス改善の契機に～

が適切な情報の提供を行うとともに、職員間、職種間の十

介護保険制度の定着とともに利用者等の権利意識が高

分な連携のもとで利用者が相談しやすい体制を整備するこ

まり、苦情の申し立てをしやすい環境も整備されてきまし

とが必要です。サービスの基準を定めた厚生労働省令及

た。事業者は日頃から危機管理を徹底し、職員の意識改

び東京都条例（以下「運営基準」という。
）には、事業者

革を進め、苦情に対して適切に対応できるよう体制を整

が利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するよう明示

えておくことが必要です。

されています。
（サービスごとの運営基準参照）

また、苦情をサービス改善の契機としてとらえ､ 積極
的に活用していくことが重要です。そのためには、事業者
が自ら苦情検討委員会を設置、苦情発生要素の分析､ 再
発防止策の検討を行うことが重要です。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
介護保険制度は、
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：東京都介護支援専門員養成研修資料「居宅介護支援専門員業務の手引
【改定（3 版）
】
」より
（平成 25 年 10 月発行）
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相談・苦情対応のポイント
1

苦情相談窓口の設置

事業者は、利用者等からの介護サービスに係る苦情、
相談その他介護に関する全般的な相談に迅速かつ適切
に対応するため、利用者等が相談しやすい窓口を設置
する必要があります。

◦苦情（相談）を受け付ける窓口を設置し､ 担当者
を決める。
◦どんな苦情であっても担当者につなぐことができ
るよう、職員間の連絡体制を整える。
◦担当者の氏名、連絡先は、利用者等と取り交わす
契約書や重要事項説明書等に予め記載し、利用者
等に説明する。

2

初期対応

苦情が発生した場合､ 事業者は事実確認と原因究明
を迅速に行い､ 組織としての具体的な対応について相

◦苦情内容を正確に把握するとともに相談者の思い
を受け止める。

談者に適切に説明するなど初期対応が特に重要です。

◦事実関係の確認や原因の究明を迅速に行う。

初期対応の遅れにより、解決が困難になる場合が多く

◦苦情（相談）者に対して、
把握した事実等について、

見受けられます。

適時適切にわかりやすく説明する。
◦個人の判断で対応せず､ 組織として統一した対応
をする。

3

記録及び保存

苦情内容や対応経過を記録及び保存することにより、
職員間で情報を共有し、相談者に対し、一貫した対応
をすることができます。また、原因の究明や再発防止
策の検討､ 問題点の明確化などサービスの質の向上に
向けた取組みに活用することができます。

◦相談、要望等もできる限り記録する。
◦記入に際しては､ 時系列に､ 客観的事実を記載す
る。
◦記録様式は、記載する職員に過度な負担をかけず
に必要な事項が簡潔に記載できるよう工夫する。

なお、記録の保存期間については、運営基準上はサー

◦管理者等が記録を活用して事業所内のサービス状

ビス提供終了後２年間となっていますが、損害賠償請

況を確認、把握するなど記録をサービスの向上に

求訴訟等が提起された場合の証拠書類として保管する

つなげる。

ことも考慮する必要があります。
（Ｐ29、Ⅳ危機管理 -3-（４）参照）

3

相談・苦情対応のポイント
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苦情対応マニュアル等の作成

苦情対応の手順等を示した苦情対応マニュアルを事
業所の状況に合わせて作成し、実際に活用できるもの
とすることが必要です。

5

◦苦情対応マニュアルを作成し、職員に周知する。
◦マニュアルに改善点がないか適宜見直しを行い、
実用性のあるマニュアルとする。

個人情報の取扱い

個人情報の紛失や漏洩問題は、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す。

◦ 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る。

電子化されている利用者情報は、取扱いを誤ると一

◦ 個人情報の取扱いについては「個人情報の保護に

瞬のうちに大量のデータを流出させる危険にさらされ

関する法律」
（注１）
、
「医療・介護関係事業者にお

ます。

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ

事業者は、利用者等のプライバシーや個人情報を詳

ン」
（注２）
、
「ガイドラインに関する Q ＆ A〔事

細に知り得る立場にあることから、個人情報の管理を

例集〕
」
（注3）等を遵守するとともに、必要に応

徹底し、利用者が安心してサービスを利用できるよう

じて事業所の特性に即した独自の規則等を作るこ

にする必要があります。

とが望ましい。
◦ 個人情報の置き忘れなどの事故が発生した場合
は、事実の確認と謝罪を迅速に行うとともに原因
究明と再発防止策を徹底する。
注1 個人情報の保護に関する法律 （平成15年法律第57
号）
注２ 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイドライン（平成16年12月24日老発第
1224002号）
注３ 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイドライン」に関するＱ＆Ａ（平成17年
3月厚生労働省 事務連絡）
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事業所における相談・苦情対応のフロー図

相

談

者

相談
苦情

相談
苦情

相談
苦情

報告

サービス提供職員

事業所

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

※詳細は次章へ

事実確認
原因究明
改

説明

相

談

者

調査
通知
等

指導
助言
相談
苦情

善

通知
等

調査
相談
苦情

指導
助言

区市町村（保険者）
地域包括支援センター
連携

連携
連絡

東京都国保連合会
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相談・苦情対応のポイント

調査／指導

連携
連絡

東京都

事業所が設置する
第三者委員会

サービス提供における苦情の予防と対応
1

共通する苦情の要因

サービス種別を問わず苦情に至るケースには、共通

●

した要因が見受けられます。事業者が日頃から以下の

短期入所で状態把握が不十分のまま受け入れたため、状
態悪化に適切に対応してもらえなかった。

点に留意することが苦情の予防につながります。

（１）利用者・家族への説明の不足
サービス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。特
に、事故や状態悪化の経過等に関する説明が不足している
と不信感を招き、苦情につながりやすい傾向があります。
また、事業者としては十分説明を行ったつもりでも、利
用者や家族に十分理解されていないままサービスを行っ
たために苦情となる場合もあり、口頭での説明だけでな

（３）利用者の要望把握の不足
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。
日頃から意見箱の活用等により利用者・家族の意向や
要望の把握に努めるとともに、特にサービス開始時には、
きめ細かな把握に努め、把握した要望等対応の可否につ
いて利用者・家族に説明し同意を得ることが重要です。

主な苦情例

く､ 書面による説明を併せて行うなど利用者等の理解と
同意について確認していく工夫が必要です。

●

態が悪化した。

主な苦情例
●

利用料金やサービス提供時間の変更について説明がな
かった。

●

転倒し骨折したが、事故の状況や対応について詳しい

●

事業者から利用料を変更すると言われ説明を受けたが、
よく理解できなかった。

●

サービス計画の説明がなく、サービスの状況や具体的
な内容がわからない。

●

苦情を言ったが､ どのような対応策を検討したのか説
明がなかった。

●

転倒を繰り返していたので動かさないで欲しいと頼ん
でいたが、トイレ誘導をして転倒してしまった。

（４）情報共有及び連携の不足
職員間で必要な情報の共有ができていない等、関係者間
での連携不足に起因する苦情や事故等が見受けられます。
利用者に安全で適切なサービスを提供するためには、事業
所内において職員間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

（２）利用者の状態把握の不足

にサービス提供が行えるようにしておくことが重要です。

主な苦情例

利用者の状態把握が十分行われていなかったことが原
因で､ 事故や状態悪化の際に、適切に対応できないケー

●

スが見受けられます。利用者の状態を日頃から的確に把
握し、必要に応じ居宅サービス計画書や各種サービス計
ためにも重要です。

●

毎回のように訪問介護員が代わるが、引継ぎが十分で
ないため家族が伝えなければならなかった。

●

主な苦情例

入所前に生活相談員に要望していたことが介護職員に
伝わっていなかった。

画書を見直していくことは事故や状態悪化等を防止する

●

契約時に訪問介護員を代えないでほしいと要望してい
たにもかかわらず、違う訪問介護員が来た。

説明がなかった。
●

入浴しなくてよいと伝えていたのに入浴させたため状

徘徊があることを伝えていたが、職員に周知されてい
なかったため見守りが十分されず行方不明になった。

自立歩行していたが杖歩行となり、要介護区分も変更に
なったが、サービスの見直しがなく転倒事故が起きた。
サービス提供における苦情の予防と対応
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（5）記録の不備

（6）事業者からの契約解除

記録は、事業者が提供したサービスの具体的な内容や

利用者へのサービス提供の継続が困難になったため、

利用者の状態を適切に把握するために重要なものです。

契約解除を行った結果、苦情となるケースが見受けられ

また、利用者等からサービス提供状況等の説明を求め

ます。サービスの継続が難しい場合は､ サービス担当者

られた時の説明資料となり、事故や状態悪化、苦情等の

会議等での調整や地域の社会資源を活用するなど、事業

対応を明らかにする資料にもなります。

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

事業者は、必要な情報が的確に記録できるよう職員を

あります。

指導する必要があります。

主な苦情例
●

施設で発熱し入院したため経過の説明を求めたが､ 状
態変化や対応状況の記録がなかった。

●

訪問介護の利用料について問い合わせたが、記録が不
十分なためにサービスの内容が確認できず、請求内容
に納得できなかった。

しかし、正当な理由により、やむを得ず事業者が契約
を解除しなければならないと判断した場合には、契約書
に記載している内容に則って対応することが大切です。そ
の際には､ 一定の予告期間をもって通知を行うなど適切
な手続きをとる必要があるとともに、利用者へのサービ
ス提供が滞らないよう居宅介護支援事業者等への連絡や
適切な他の事業者の紹介などの必要な措置をとることも
必要です。

主な苦情例
●

訪問介護事業者から突然、契約解除の通知が送られて
きたが、代わりのサービスや次の事業所の紹介をして
もらえなかった。

●
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要望が多いなどの理由での契約解除に納得できない。

2

介護サービス別の苦情

（１）居宅介護支援

を行うためには、利用者が自立した日常生活を営むこ

居宅介護支援は、介護サービス利用に関する調整等

とができるように支援する上で解決すべき課題の把握

の「要」であり、
その担い手である介護支援専門員（ケ

（アセスメント）や提供されるサービスの実施状況の把

アマネジャー）は、要介護者等が可能な限り居宅で自

握（モニタリング）が重要です。特に、独居の利用者

立した生活を営めるよう総合的に支援する重要な役割

の場合、離れて暮らす家族とサービス事業者との認識

を担っています。

に齟齬が生じないように、家族や地域の見守りネット

居宅介護支援においては、利用者の心身の状況や

ワーク等との連携も適時適切に行う必要があります。

ニーズの把握が不十分なまま居宅サービス計画が作成

また、医療の必要性の高い利用者が増えていること

されたり、利用者等とサービス事業者との調整不足や

から、医療系サービスを含む介護サービス全般の知識

関係機関等の連携不足のために苦情となる例が見受け

を一層深めるとともに医療機関等の関係機関との適切

られます。

な連携が求められています。

適切な居宅サービス計画の作成、サービス調整等

サービス提供上の留意点
① 利用者の状態把握（アセスメント）と居宅サービス計画の作成
居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況や環境、利用者・家族の希望等を適切に把握し、利用
者が自立した日常生活を営むことができるよう、解決すべき課題を把握し、必要なサービスを計画することが重要です。
＜厚生省令第38号第13条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞

② サービス担当者会議の開催
居宅サービス計画を効果的かつ実現可能なものとするために、各サービス担当者からなるサービス担当者会議の
開催により､ 利用者の状況等に関する情報を共有し､ サービス等の調整を図ることが重要です。特に利用者の状態の
変化や、サービス提供上問題があった場合は、利用者・家族と密接に連絡をとり、サービス事業者と調整してサービ
ス担当者会議を開催し､ 居宅サービス計画の変更等を行う必要があります。
＜厚生省令第38号第13条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞

③ 利用者・家族への居宅サービス計画の説明・同意と交付
居宅サービス計画書の原案をもとに、支援の内容や費用について、利用者・家族が内容を理解できるよう丁寧に説
明し、同意を得て交付する必要があります。必要に応じて計画を変更する際にも同様に行う必要があります。
＜厚生省令第38号第13条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞

④ モニタリング
居宅サービス計画の実施状況の把握は、利用者の状態やサービス提供上の課題を把握し、調整等を行う上で大変
重要です。居宅サービス計画作成後は必要な介護サービスの提供が確実に行われるように、少なくとも月１回は利用
者宅で面接を行うなどモニタリングを行うとともに記録に残す必要があります。
＜厚生省令第38号第13条 指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞

⑤ 記録の整備
記録は、居宅介護支援に係る実施経過を示すものであり、サービスの評価及び質の向上に役立ちます。居宅サー
ビス計画の根拠となるアセスメントやモニタリングの記録を適時適切に作成するとともに、家族及び関係機関やサー
ビス提供事業者との連絡状況､ サービスの実施状況、居宅支援経過等の記録を整備し充実させる必要があります。
＜厚生省令第38号第29条 記録の整備＞

サービス提供における苦情の予防と対応
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居宅介護支援①

居宅サービス計画の交付がなく
月1回のモニタリングもなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況

相談者の状況
＊ 別居の子

＊ 要介護 2
＊ 独居
＊ 認知症

苦 情 概 要
居宅サービス計画が交付されず、利用者宅への訪
問は 2 年間で 3 回だけであった。

調 査で把握した状況

苦情の要因と対応のポイント
居宅サービス計画の交付とモニタリングの実施
居宅サービス計画の実施状況の把握（継続的なモ
ニタリング）は、特段の事情のない限り、少なくと
も 1 か月に 1 回利用者の居宅を訪問し、利用者に面
接して行う必要がある。利用者の顔を見て話をして、

利用者宅には、サービス開始から 6 か月間は月 1

ふれあうことにより、状態や環境の変化を直接把握

回訪問して居宅サービス計画を説明し同意を得て交

することが何よりも大切である。介護支援専門員は

付していた。

家族の健康状態にも配慮しつつ居宅訪問の機会を確

しかし、その後、利用者の居宅訪問時に同席する
相談者から「身体の具合が悪いのでモニタリングの

また、居宅サービス計画を作成した際には、訪問

ための訪問は見合わせて欲しい。
」との申し出があっ

の機会を捉え遅滞なく利用者または家族に内容を説

たことから、訪問していなかった。利用者の状態に

明のうえ交付する必要がある。

ついては、利用者が利用していた介護サービス事業
所から間接的に情報を収集していたが、居宅サービ
ス計画の説明、交付は行われていなかった。

9

保する必要があった。

サービス提供における苦情の予防と対応

居宅介護支援②

入浴介助の実施について
関係事業所と調整してもらえなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 5
＊ 認知症

相談者の状況
＊ 同居の子

苦 情 概 要
訪問介護事業所で入浴介助を依頼していたが、訪問
介護事業所から訪問看護で行って欲しいと言われた。

苦情の要因と対応のポイント
① 利用者の心身の状態とサービス実施状況の把握
介護支援専門員は、利用当事者の入浴介助を訪問介

訪問介護のまま続けて欲しいと介護支援専門員に相談

護から訪問看護に変更するにあたって利用者の心身の

したが、十分な説明もなく訪問看護での入浴介助に変

状態や入浴介助の実施状況を必要に応じて直接確認す

更された。

るなど総合的に検討する必要があった。

調 査で把握した状況

また、居宅サービス計画の内容を変更する必要があ
る場合には、利用者の状態、利用者・家族の要望、サー
ビスの実施状況等の十分な把握を行い、サービス担当

① 訪問介護事業所は、利用者の身体機能の低下によ
り訪問介護による入浴介助が困難になったため、入
浴介助サービスを訪問看護で行うよう利用者・家族
や介護支援専門員に提案していた。
しかし、介護支援専門員は、利用者の心身の状況
や入浴介助の実施状況について、主治医やサービス
提供事業者に確認せず、相談者にも十分説明しない
まま、訪問看護による入浴介助に、居宅サービス計
画を変更していた。
② 居宅介護支援経過の記録には、相談者からの相談
内容の記載はあったが、どのように相談者に説明し、

者会議を開催して、変更内容について利用者・家族が
理解できるよう丁寧に説明し同意を得る必要があった。

② 記録の整備とサービス担当者会議の実施
サービス提供に対する利用者からの相談があった際
には、適切に対応するとともに、相談内容や対応結果
などを具体的に記録に残す必要がある。
また、サービス担当者会議を活用し、関係するサー
ビス事業所等と密接に連携を図り、サービス提供上の
課題について利用者・家族、サービス事業所等で共通
認識が出来るよう調整を行うことも必要である。

訪問介護事業所と調整していたかなどは、詳しい記
載が不十分なため確認できなかった。

サービス提供における苦情の予防と対応
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（2）訪問介護

に把握するとともに介護支援専門員や家族との調整を

訪問介護は利用件数も多く、在宅介護の柱となる

適時適切に行う必要があります。そのほか、
介護保険サー

サービスです。利用頻度も多いことから､ 苦情件数は

ビスと自費負担によるサービスを組み合わせて利用して

他のサービスと比べて多くなっています。

いる場合、時間や介護内容の区分けが不明確であったこ

訪問介護では､ サービス時間が守られない､ 依頼した

とから利用方法を巡って苦情となることもあります。

ことが行われない、利用者の状態悪化に気づかなかった

事業所としては、カンファレンスの実施や研修の充

等のサービスの調整ミスや訪問介護員の知識､ 技術不

実などによって、個々の訪問介護員の力量を高めるこ

足等の資質に関わる苦情が見受けられます。

とはもとより､ 管理者やサービス提供責任者が適切に

また、サービス提供中に物を壊した、物が紛失したな
ど訪問介護員が疑念を抱かれる苦情も見受けられます。
さらに、苦情から契約解除に発展し、その解除方法を
巡ってさらなる苦情となる場合も少なくありません。
訪問介護員間やサービス提供責任者との連携不足､
利用者等への説明不足に起因するものも多く見受けら
れます。サービス提供責任者が介護の実施状況を的確

管理責任を果たすことも非常に重要です。
サービス提供責任者は､ 利用者のサービスに関わる
調整や訪問介護計画書の作成､ 訪問介護員へのサービ
ス内容の指示や業務管理など､ 介護サービスの指南役
として、大きな役割と責務を持っています。
管理者は､ サービス提供責任者がその機能を充分に
果たせるよう体制を整備することも必要です。

サービス提供上の留意点

① 管理者及びサービス提供責任者の責務
管理者は、訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対して運営基準等を遵守させる
ために必要な指揮命令を行う必要があります。また、サービス提供責任者は訪問介護の利用申込みに係る調整、利用者の
状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握、サービス担当者会議への出席等により居宅介護支援事業者等との連
携を図る必要があります。
＜東京都条例111号第8条 管理者及びサービス提供責任者の責務＞

② サービス内容の説明と訪問介護計画の作成
事業者は、サービス開始前に、利用者・家族に重要事項を記した文書を交付し、サービス提供体制等について十分説明
する必要があります。また、
サービス提供責任者は、
利用者の状況を把握し､必要なサービスの内容について十分検討を行い、
居宅介護支援事業者と密接な連携を図り、居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画を作成し、サービスの内容につ
いて利用者・家族に十分説明して交付する必要があります。
＜東京都条例111号第12条 内容及び手続きの説明及び同意＞＜東京都条例111号第28条 訪問介護計画の作成＞

③ サービス提供と実施状況把握
サービスを行った際には､ できるだけ具体的内容を記録し、サービス提供後に利用者から確認印等を貰うなど、客観的に
サービス提供の事実がわかるようにする必要があります。また、管理者及びサービス提供責任者は、訪問介護員のサービ
ス提供の実施状況を確認する必要があります。
＜東京都条例111号第23条 サービスの提供の記録＞＜東京都条例111号第8条 管理者及びサービス提供責任者の責務＞

④ 関係機関等との連携
事業者は、日頃から、サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員、その他の関係機関と円滑な協力体制を構築してお
く必要があります。また、利用者・家族等とも日頃から、連携を密にするなど、信頼関係の構築を図っておく必要があります。
＜東京都条例111号第18条 居宅介護支援事業者等との連携＞

⑤ 訪問介護員等の資質の向上
管理者は､ 訪問介護員としての倫理や介護の技術､ 知識について、事業所内で勉強会を開催する等従業者の研修参加の
機会を確保し、職員の資質を向上させる必要があります。
＜東京都条例111号第8条 管理者及びサービス提供責任者の責務＞
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訪問介護①

計画書に記載されたサービスを
十分に行ってもらえなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 4
＊ 認知症

相談者の状況
＊ 同居の子

苦 情 概 要
服薬介助や入浴、掃除など訪問介護計画書に記載さ
れたサービスを行ってもらえないときがあった。また、

苦情の要因と対応のポイント
① 訪問介護計画の作成とサービスの提供について
サービス提供に当たっては、利用者・家族の状況を

サービスの実施内容について十分な説明と確認がな

踏まえて具体的な訪問介護計画を作成し、その内容や

かった。

サービスの必要性を利用者・家族に懇切丁寧に説明し、
同意を得て、双方の共通認識のもとサービスが提供で

調 査で把握した状況
①

訪問介護計画書には、服薬確認、入浴介助、簡単

な清掃等の実施内容が記載されていたが、
「様子確認」
「場合により行う」等の記述が多く、具体的に提供さ
れるサービス内容が不明確であった。また、訪問介

きるようにする必要があった。
また、訪問介護員が確実に必要なサービスを提供で
きるよう具体的な指示書等の作成を行うことも必要で
あった。

② サービス実施内容の記録と利用者への説明について
サービスの実施内容について、具体的に訪問記録に

護員への指示書には「利用者の状況に応じ、その日

記載するとともに記録に基づき利用者・家族に分かり

にできることを実施」とされており、利用者・相談者

やすく説明する必要があった。

にとっては、毎回どのようなサービスが提供されるの

さらに、利用者の状況やサービス実施状況等につい

かわかりにくい状況で介護支援専門員との情報交換

て、介護支援専門員に適時適切に報告するなど連携を

も行われていなかった。

図り、サービス内容の変更等の必要があれば速やかに

② 訪問介護員は、サービス終了後、サービスの実施

対応できるよう情報を共有する必要があった。

内容を相談者に説明していたが、十分理解されてお
らず、交付された訪問記録も、利用者の状況に応じ
たサービスの必要性等に関する記載が不十分で、相
談者には分かりにくいものであった。

サービス提供における苦情の予防と対応
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訪問介護②

利用当事者の足が腫れていたのに
対応してもらえなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 3
＊ 認知症
＊ 独居

相談者の状況
＊ 遠方に別居している子

苦 情 概 要
利用当事者の足の腫れについて、訪問介護員も気づ
いていたはずだが対応してくれなかった。

苦情の要因と対応のポイント
① 訪問介護サービス提供について
訪問介護員やサービス提供責任者等は、利用者の心

また、
1日1回サービスが入ることになっていると思っ

身の状況を的確に把握し、状態に変化があれば速やか

ていたが、最近確認したところ、1日に 2 回サービスが

に家族や居宅介護支援事業所等と連携を図り対応する

入った日が多くあったことがわかり、不信感を持った。

必要があった。
特に、独居の利用者の場合には、利用者の心身の状

調 査で把握した状況
① 介護記録には、利用者の状態把握や足の腫れ等の
記載が少なく、サービスの実施内容についての記録
も不十分で、具体的にどのように利用者の状態を把

き利用者・家族に情報提供を行うなどきめ細かな配慮
が必要であった。

② 訪問介護計画の変更について
訪問介護サービス内容に変更の必要が生じた際に

握し、どのようなサービスを提供していたのか確認

は、介護支援専門員と連携して訪問介護計画の見直し

できなかった。

を行うとともに計画の変更が必要となった場合には、

また、介護支援専門員と連携して相談者と連絡を
取っていたとのことだったが、介護記録には、介護
支援専門員との連携の記載はなかった。
② 訪問介護計画書では、当初、サービス提供は 1 日
1 回となっていたが、その後、利用者の心身の状態
が悪化したため 1 日 2 回のサービス提供に変更さ
れていた。しかし、変更内容について相談者に説明
しておらず、変更した計画書も交付されていなかっ
た。
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況及びサービス実施内容を適切に記録し、記録に基づ

サービス提供における苦情の予防と対応

利用者・家族に説明し同意を得て交付する必要があっ
た。

（3）通所介護、通所リハビリテーション
通所介護、
通所リハビリテーション
（以下「通所系サー
ビス」という）は､ 利用者の社会的孤立感を解消し､ 心
身機能の維持及び利用者家族の介護負担軽減を図るな
ど、在宅での生活を支える上で重要なサービスです。

てサービスを受けるため、サービス提供中の利用者の
状態悪化や事故発生の際には､ 家族への迅速な連絡と
説明が不可欠です。
また、限られた人員配置の中で利用者に安全なサー
ビスを提供するためには、日頃から利用者の状態を適

通所系サービスでは、送迎時やサービス提供中の事

切に把握するとともに家族や担当介護支援専門員､ 主

故、状態悪化時の対応が適切でなかったことや説明不

治医との連携を密に行うことが大切です。さらに、緊

足が原因となる苦情が見受けられます。

急時の対応や安全配慮に関しても理解を得られるよう

通所系サービスは､ 利用者が一定時間家族から離れ

にする必要があります。

サービス提供上の留意点

① 利用者の状態把握と適切な通所介護計画の作成
サービス提供の開始にあたっては、利用者の心身の状況や他の介護サービスの利用状況等を把握し、利用
者の状態に応じた適切な通所介護計画を作成し、その内容について、利用者・家族に説明し、同意を得る必
要があります。
＜東京都条例111号第112条（第17条準用） 心身の状況等の把握＞
＜東京都条例111号第107条 通所介護計画の作成＞

② 適切なサービス提供と利用者・家族との連携
サービスの提供にあたっては、サービスの提供方法や内容等について、利用者・家族に理解しやすいよう
に説明するとともに利用者の状態を的確に把握し、相談援助や機能訓練等必要なサービスを適切に提供する
必要があります。
＜東京都条例111号第106条 指定通所介護の具体的取扱方針＞

③ 居宅介護支援事業者等との連携
通所系サービスは､ 利用者が在宅生活を送りながら利用するサービスであるため、担当する居宅介護支援
事業者等との連携が重要です。また、サービス担当者会議に参加し他のサービス事業所との情報交換に努め
るなど、常に利用者に適切なサービスが提供できるようにする必要があります。
＜東京都条例111号第112条（第18条準用） 居宅介護支援事業者等との連携＞

④ 状態悪化、事故等発生時の対応
利用者に状態悪化や事故等が発生した際には、速やかに主治医に連絡を行うなどの必要な措置を行うとと
もに、家族や担当介護支援専門員に迅速に連絡を行い、保険者にも報告する必要があります。なお、事故等
が発生した場合の対応方法については、あらかじめ定めておく必要があります。
＜東京都条例111号第112条（第31条準用） 緊急時等の対応＞
＜東京都条例111号第112条（第39条準用） 事故発生時の対応＞

サービス提供における苦情の予防と対応
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通所介護

事業所内でけがをしたことについて
家族に連絡がなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 4
＊ 認知症

相談者の状況
＊ 同居の子（利用者と二人暮らし）

苦 情 概 要
事業所から帰宅した際、手に擦り傷ができているのを
発見したが、事業所から連絡や説明はなかった。
また、眼鏡の紛失についても苦情を言ったが対応して
もらえなかった。

苦情の要因と対応のポイント
① 家族や介護支援専門員との連携について
サービス提供中にけがをしたなど状態に変化が生じ
た際には、けがの程度にかかわらず速やかに家族に連
絡し対応する必要があった。
また、状態変化時の対応について、介護支援専門員

調 査で把握した状況
① 以前、洗面台の前でよろけて右目の上にかすり傷
ができた時に相談者に報告したが、
「軽い傷は日常
茶飯事なので報告しなくていい」と言われたため、
その後は報告していなかった。
また、利用者は、他の利用者に杖を振り回し、自
ら転倒してストーブを破損したことがあったとのこ
とだが、介護記録にはこれらの出来事や利用者の状
態についての記載がなく、家族にも伝えていなかっ
た。

を交えて利用者及び家族と具体的な手順を取り決めて
確認するとともに、職員間での情報共有を図ることも
必要だった。
さらに、日頃からサービス提供中の利用者の状態や
サービス提供内容等を適時適切に記録するとともに、
連絡ノートの活用等により家族に具体的に丁寧に伝え、
家族や介護支援専門員等関係者との連携を密接に図る
ことも重要である。

② 苦情対応について
利用者等からの苦情について速やかに事実関係を把
握し、対応策を含め経過を記録するとともに利用者・

② 眼鏡の紛失について苦情を受けた際、相談者への
説明等の対応が遅れていた。

家族の納得を得られるよう懇切丁寧に説明する必要が
あった。
また、苦情マニュアル等を作成し組織として苦情対
応の体制を整備することも重要である。
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通所リハビリテーション

状態変化時の対応が悪かった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 5
＊ 糖尿病、認知症

相談者の状況
＊ 同居の子
＊ 日中就労

苦 情 概 要
通所リハビリテーション利用中にろれつがまわらな

苦情の要因と対応のポイント
① 状態変化時の対応について

くなり、よだれが出ていたにもかかわらず、救急車の

看護師が緊急性はないと判断したとしても、既往症

手配や主治医への連絡をせず、家族に連絡もなく帰宅

や家族からの要望もあったことから、事業所の医師又

させた。数日後に自宅で倒れ、受診したところ脳梗塞

は主治医に連絡して指示を仰ぐなどの配慮が必要だっ

だった。対応に納得できない。

た。
緊急時に適切な対応ができるよう、日頃から主治医

調 査で把握した状況
① サービス中にろれつがまわらずよだれが出ている

との連携に努めることも重要である。

② 家族への連絡について
利用者の状態が変化した際には、速やかに家族に連

のを介護職員が発見し、看護職員に報告したが、看

絡し、詳しい状態変化の様子や経過、対応について説

護職員が確認した時には症状はなくなっていた。

明する必要がある。しかし、家族に連絡がとれず、事

当日は医師が不在だったため、看護職員が対応し、

業所で対応した際には、対応後速やかに家族に報告す

緊急性はないと判断し、主治医への連絡や救急車の

るとともに、状態観察や受診の必要性等についても家

要請などは行わなかった。

族が適切に判断できるよう助言を行う必要がある。

なお、家族は、利用者が糖尿病だったことから脳
梗塞の発症を心配していることを常に伝えていた。
② 状態変化について、介護支援専門員には連絡して

また、利用者の状態の変化や事故等が発生した場合
に確実に家族と連携が図れるよう、緊急連絡先の把握
や連絡方法の工夫に努めることも重要である。

いたが、家族には連絡がつかず、連絡帳に記載して
渡しただけで、詳しい状況の説明や帰宅後の状態の
確認は行わなかった。

サービス提供における苦情の予防と対応

16

（4）短期入所生活介護、短期入所療養介護
（ショートステイ）

短期入所生活介護・短期入所療養介護（以下「ショー

トステイ」という）は、一時的に居宅において日常生活
を営むのに支障がある者等を対象としたサービスであ
り、在宅介護を継続していく上で必要なサービスです。
ショートステイではサービス利用中の状態悪化や転
倒等の事故による苦情が見受けられます。ショートス
テイは、在宅での生活の延長で行われるものですが、
利用者にとっては急激に生活環境が変化するため、心
身の状況が不安定になりやすく事故等が起こりやすい
サービスです。

同じ利用者が繰り返し利用する場合も多いため、利
用者の心身の状況が前回利用時から変わっていないと
の思い込みから事故が発生した事例もあります。
利用者の受け入れに当たっては、利用者の心身の状
況及び介護にあたっての留意点等を十分に把握するこ
とが大切です。
また、職員間で利用者の心身の状況に関する申し送
りを丁寧に行うなど情報の共有を図ることも事故を防
止するうえで不可欠です。
さらに、利用者の状態が変化した際、どのような場
合に家族に連絡をするのか、緊急連絡先と併せて事前
に家族と申し合わせておくことも重要です。

サービス提供上の留意点

① 利用者の状態把握と適切な短期入所生活（療養）介護計画の作成
利用者に安全安心なサービスを提供するためには、本人、家族、介護支援専門員等から利用者の心身の状
況や在宅での介護サービスの利用状況について情報を収集したうえで、短期入所生活（療養）介護計画を作
成する必要があります。繰り返し利用する場合も、その都度、利用者の状態を把握し計画を作成する必要が
あります。
＜東京都条例111号 第167条（第17条準用・短期入所生活介護）
第203条（第17条準用・短期入所療養介護） 心身の状況等の把握＞
＜東京都条例111号 第156条（短期入所生活介護） 短期入所生活介護計画の作成
第195条（短期入所療養介護） 短期入所療養介護計画の作成＞

② 状態悪化、事故等への対応
利用者の状態悪化や事故等が発生した場合は、看護職員を中心に、家族や主治医、協力医療機関等に迅速
に連絡するなど適切に対応する必要があります。また、状態悪化や事故等の経過や対応について正確に記録
するとともに家族に適時適切に説明し、必要に応じて保険者への事故報告を迅速に行う必要があります。
＜東京都条例111号 第163条（短期入所生活介護）

緊急時等の対応＞

＜東京都条例111号 第167条（第39条準用・短期入所生活介護）
第203条（第39条準用・短期入所療養介護）
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事故発生時の対応＞

短期入所生活介護

利用前の要望と異なる対応をされ、けがをした。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 4
＊ 認知症
＊ 初めて短期入所生活介護を利用

相談者の状況
＊ 同居の子

苦 情 概 要
帰宅後、足にけがをしていることがわかった。事前
に入浴はしないようお願いしていたにもかかわらず入
浴させたため、入浴時に事故があったのではと事業所
に聞いたが、覚えがないとのことだった。

苦情の要因と対応のポイント
①

利用者・家族の要望の把握と職員の情報共
有化について

事業者は、利用者の心身の状況及び利用者・家族か
らの要望内容を踏まえた介護計画書を作成し、具体的
なサービスの内容について利用者・家族に説明し同意

調 査で把握した状況

を得る必要がある。計画を変更する場合も同様である。
また、介護計画書は関係職員に周知し、確実に実施

① 入浴の実施については、本人に入浴したいか聞い
たところ「はい」と答えたため、１週間の利用中入
浴しないのはかわいそうだと思い入浴させていた。
そのことについて、相談者には連絡していなかった。
② 相談者からは、入浴だけでなく薬の服用や湿布薬
の貼付について要望されていた。要望内容は、パソ
コンや生活記録に記載されていたが、短期入所生活
介護計画書には記載がなく、職員にも周知されてい
なかった。

されていることを確認する必要があった。

② 状態変化時の対応について
利用者の心身の状態が変化した時には､ 速やかに全
身の状態を把握し、家族や主治医等と連携して対応す
る必要があった。

③ 記録について
状態変化の経過や対応状況について適時適切に記録
する必要があった。

また、実施チェック欄も活用されていなかったた
め、実施の確認ができない状況だった。
③ 記録には、入所 2 日目に入浴を行い、翌日から痛
みの訴えが続いていたことが記載されていたが、家
族に報告せず痛みについて医療的対応を行った記録
もなかった。

サービス提供における苦情の予防と対応
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（5）特定施設入居者生活介護

また、有料老人ホームをはじめとする特定施設は、

特定施設入居者生活介護（以下「特定施設」という。
）

入居一時金を支払って入居するケースが大半であるこ

は､ 近年､ 有料老人ホーム等の増加により利用者数が

とから、利用者は金額に見合ったサービス水準を求め

急増しています。有料老人ホームをはじめとする特定

ますが、職員の配置や医療対応など、利用者が想定

施設は、施設により入居費用やサービス提供形態が異

しているサービスと事業所の提供できるサービスとに

なるため、利用者・家族にとっては、提供されるサー

齟齬が生じ、説明や理解不足によって苦情に発展する

ビスの内容等がわかりにくくなっています。

ケースも見受けられます。

入居に当たって、利用者は、有料老人ホーム等の入

入居後のトラブルを防止するためには、入居前に、

居契約とは別に介護保険サービスの利用に係る契約を

入居契約と介護サービスに係る契約の位置付けの違い

締結しますが、利用者・家族は、それぞれの契約内容

や提供されるサービスの範囲等について、利用者・家

等を十分区別できないまま入居し、苦情に至る場合が

族が理解できるよう丁寧かつ十分な説明を行うことが

目立っています。

肝要です。

サービス提供上の留意点

① 契約書､ 重要事項の説明
契約書や重要事項説明書には、介護内容や人員体制、入居一時金の取り扱い等についてわかりやすく記載
するとともに、利用者・家族が理解できるよう懇切丁寧に説明する必要があります。
＜東京都条例111号第223条 内容及び手続きの説明並びに契約の締結等＞

② 介護サービスについての説明
提供される介護サービスの内容や人員体制・サービスの提供方法等について、利用者にわかりやすく説明し、
理解を得ることが重要です。
＜東京都条例111号 第227条 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針＞

▶サービス付き高齢者向け住宅
平成23年10月に「改正高齢者住まい法」が施行され、それまでの「高齢者専用賃貸住宅」等が「サービス付き
高齢者向け住宅」として一本化されました。近年、サービス付き高齢者向け住宅は急速に増加しています。
有料老人ホーム等の特定施設では、
「特定施設入居者生活介護」の提供に係る契約を締結することで包括的な介
護サービスが受けられ、苦情相談対応も特定施設が行います。一方、特定施設の指定を受けていないサービス付
き高齢者向け住宅では、自由度の高い生活ができる反面、必要な介護サービス毎に指定介護事業者と契約を締結
する必要があり、サービスに関する苦情相談もそれぞれの事業所に行います。
サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者は、利用者の状況把握と生活相談を行うことが義務付けられていま
すが、介護サービス事業所との情報共有がなければ、利用者の適切な状況把握は難しくなります。また、利用者
からの苦情は、必ずしも苦情対象となる事業者の窓口に適切に寄せられるとは限らないため、利用者が安心して生
活するためには、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者と関係する指定介護事業者との連携が求められます。
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特定施設入居者生活介護

状態に応じたサービス計画の変更が行われなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護２（退院後は要介護３）
＊ 慢性心疾患、糖尿病

相談者の状況
＊ 別居の子

苦 情 概 要
利用者は、入居当初は杖歩行で、食事、排泄、入浴

苦情の要因と対応のポイント
① 入居者の状態把握について

も自立していたが、入居 1 か月後に心不全、大腿骨骨

入居前に担当介護支援専門員や主治医等と連携して

折により入院し、退院後は、車いす利用となり排泄等

医療や心身の状況に関する情報を得て、適切なサービ

の介助が必要となった。

スと健康管理を行う必要があった。

しかし、退院した月のケアプランは未作成で、翌月以
降のケアプランも入居時と変わらず、説明もなかった。

調 査で把握した状況

② 特定施設サービス計画について
退院にあたっては、家族や病院等から心身の状態や
必要な援助についての情報を収集した上、退院後の受
け入れについて十分検討するとともに、具体的な援助
方針等を記載したサービス計画を作成して入居者・家

① 事業所は、入居当初において、在宅時の担当介護
支援専門員や主治医から情報収集を行っておらず、
身体の状況の把握が十分行われていなかった。

族に説明し、同意を得る必要があった。
また、特定施設サービス計画は、入居者の状態に
即したものでなければならず、心身の状態に変化が生

② 入居当事者が退院した月の特定施設サービス計画

じた際には、状態の把握を行い、特定施設サービス計

は作成されていなかった。また、その後も、状態が

画を変更する等必要な対応を速やかに行う必要があっ

変化していたにもかかわらず計画内容を変更せず説

た。

明もなく計画書を交付していた。
③ 看護記録や生活相談員の記録には、退院時の状態
把握の記載がなかった。

③ 記録について
看護記録や生活相談員の記録には、必要な情報を的
確に記録しておく必要があった。入居者の生活状況、
状態の変化、家族からの要望等への対応が適切に行わ
れるよう記録のあり方を組織的として検討する必要が
ある。

サービス提供における苦情の予防と対応
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（6）介護老人福祉施設､ 介護老人保健施設､
介護療養型医療施設（施設サービス）

がっています。施設は、苦情の原因や再発予防につい

介護保険制度は、在宅で介護することが困難となっ

家族への丁寧な説明、職員間における入所者の情報の

た要介護者に対し、介護老人福祉施設､ 介護老人保健

て検討し、研修の充実、緊急時の対応の見直し、入所者・
共有化等に努めることが大切です。

施設及び介護療養型医療施設（以下「施設」という）

施設サービスにおいては、施設の種別により機能や

が用意されています。入所者は要介護度の高い方が多

役割、
設置基準、
職員体制などが各々異なっていますが、

く、転倒事故や状態悪化・急変が起こりやすくなって

特に医療対応の相違について家族が十分に理解してい

います。

ないことが多いことから、入所者の状態悪化時の対応

また、家族と施設との連携不足のため、日頃の入所

等に関する苦情が発生しています。入所時には、施設

者の状態を家族が十分理解していない場合もあり、事

の特性及び施設サービスに関する重要事項を家族が理

故発生時や状態悪化時の対応について家族から苦情が

解できるよう丁寧に説明し、同意を得ておくことが重

寄せられることが多くなっています。その他にも、私

要です。
また、適切な施設サービス計画を作成し確実に実施

物の紛失、職員の不適切な言動や十分な介護サービス
が受けられないなどの苦情が見受けられます。

していくためには、各職種の役割を明確にするととも

苦情の原因には、
入所者の心身の状況、
リスク情報
（事

に研修やカンファレンスを通じて職員間の情報共有や

故歴、行動特性など）及び家族の要望の把握が不十分、

意思疎通を図るなど連携体制を整備することが不可欠

職員の技能が未熟、緊急時の対応の遅れ、入所者等へ

です。また、日頃から、施設と家族との信頼関係を構

の説明不足などがありますが、施設と入所者・家族と

築しておくことも大切です。

の信頼関係が構築できていなかったことも苦情につな

サービス提供上の留意点
① 入所者の状態の把握
入所にあたっては、入所者の状態を家族、主治医など関係者から情報収集し、介護内容や留意点について、家族を含め
た関係者間で十分話し合い、施設職員で共有する必要があります。
＜東京都条例41号第11条 入退所 （＊介護老人福祉施設の省令を例示。以降同様。
）＞

② 適切なサービス提供と記録の活用、職種間の連携
入所者の状態に応じた必要な介護を行うとともに､ 介護内容や利用者の状態について適切に記録することが重要です。さら
に、入所者の状態の変化や状態悪化時に適切に対応できるよう、記録を活用し職員間で情報の共有化を図る必要があります。
＜東京都条例41号第20条 指定介護福祉施設サービスの取扱方針＞
＜東京都条例41号第41条 記録の整備＞

③ 施設サービス計画の作成と入所者・家族への説明
施設サービス計画は、入所者の生活の質に直接影響する重要なものであることを十分に認識して作成する必要があります。
また、計画内容について、入所者・家族に丁寧に説明し､ 同意を得る必要があります。さらに入所後も、入所者の心身の
状態やサービス提供の状況について､ 家族に対し適時適切に説明する必要があります。特に状態変化時は家族も動揺して
いることから、身体状況やその後の方針を説明する際には、家族の心情を汲み取り、できる限りわかりやすく思いやりのあ
る言葉を用いるなど、きめ細かい配慮が必要です。

＜東京都条例41号第8条 計画担当介護支援専門員の責務等＞
＜東京都条例41号第23条 相談及び援助＞

④ 状態悪化や事故への備え
状態悪化や事故に適切に対応するためには、留意すべき症状や状態悪化時及び事故発生時の対応等についてマニュアル
化し、業務に関する検討の機会や職場研修を通じて、介護サービスの質の向上を図る必要があります。

＜東京都条例41号第38条 事故発生の防止及び発生時の対応＞
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介護老人福祉施設

体調が急変したが家族への連絡もなく
すぐに対応してくれなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 5
＊ 認知症、脳梗塞の既往

苦 情 概 要
施設から、食事も水分も取れないため点滴をしたと
電話があり、翌日、施設に行くと意識がない状態であっ

相談者の状況
＊ 入所前に同居していた子

② 家族には、配置医の指示により点滴を実施した旨
の連絡はしていたが、数日前からの食事量等の変化
や具体的な配置医の診察結果については伝えていな
かった。

た。すぐに救急車を呼んでほしいと依頼したが対応し
てくれなかった。
その後、施設の車で病院へ行き、脳梗塞の診断を受
けたが、施設の記録から、数日前から体調が悪化して
いたことがわかった。

苦情の要因と対応のポイント
① 状態変化時の対応について
家族から救急搬送の要望があった際には、配置医に
連絡して指示を仰ぐなど、医師をはじめとする各職種

調 査で把握した状況

の連携のもと、きめ細かな対応を行う必要があった。
また、配置医の指示内容についても正確に記録する

① 数日前から、食事量が普段より少なく脱水症状が
あったため、看護職員がバイタル測定を実施し様子
を観察していた。家族に連絡した日は、目線が左を
向き、食事量も 1 割だったため、配置医に電話で状
況を報告したところ、脱水予防のための点滴の指示
があり実施したとのことであった。
しかし、入所者の個別記録には投薬や処置の記載
はあったが、配置医の診察結果等の記載がなく、ど

必要があった。

② 家族への説明について
状態が変化した際には、診察結果や施設としての対
応等について、適時適切に家族に伝える必要があった。
日頃から施設と家族との情報共有に努め、入所者・家
族が安心してサービスを利用できるよう信頼関係を構
築することも重要である。

のような指示があったのか確認できなかった。
翌日、家族が来所し、普段と違うのですぐに救急
車を呼んで欲しいと依頼したが、施設は、前日に配
置医の診察を受けており救急車を呼ぶ緊急性が低い
こと、施設で救急車を呼んでも希望の病院にはなか
なか行けないこと等を説明した。家族からかかりつ
けの病院受診の強い希望があったため、施設の車で
受診したところ、脳梗塞との診断だった。

サービス提供における苦情の予防と対応
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介護老人保健施設

感染症による面会制限中に
状態悪化したにもかかわらず連絡がなかった。

利 用 者 ・相談者等の状況
利用者の状況
＊ 要介護 4
＊ 乳がんの既往

苦 情 概 要
施設でインフルエンザが流行し面会制限となった間

相談者の状況
＊ 同居の子

苦情の要因と対応のポイント
状態悪化時の対応について

に、利用当事者が左腕の痛みを訴えたと聞き、施設に

入所者家族は医師の診察や経過観察を希望していた

医師の診察や経過観察をお願いした。しかし、症状が

ことに加え、面会制限により、直接入所者の状態を把

悪化するまで状況の説明がなかった。

握できない状況であったことから、入所者の状態や施
設の対応、医師の診察状況について懇切丁寧に報告す

調 査で把握した状況
施設でインフルエンザが発生したため蔓延防止のた
めに面会制限の措置を実施していた。利用当事者が入
浴時に左腕の痛みを訴えたため、医師が診察し、冷湿布、
痛み止め等の対応を行い、家族に電話にて連絡した。
1 週間後、左腕が腫れたため再度医師が診察したが、
その結果は家族に伝えず、連絡したのは 3 回目の診察
後だった。その際も、詳しい症状、診断及び治療内容は
伝えていなかった。
後日、家族の希望で病院を受診し、乳がん再発の疑
いで入院となった。
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る必要があった。
また感染症等で面会制限を行う際には、入所者の状
態や施設の対応を家族に伝える方法を適切に定め、入
所者・家族に周知する等、きめ細かい対応を行う必要
がある。

3

指導助言後の改善状況

東京都国保連合会は、利用者・家族から苦情申立て
のあった事業者に対し、調査及び指導助言を行うとと

確認しています。指導助言を契機に様々なサービス改
善に取り組んだ事業者の事例を紹介します。

もに、その１年後にフォロー調査を行い、改善状況を

苦情及び調査の結果

指導助言後の改善状況

▶居宅介護支援
◦訪問介護サービスに関する苦情を
担当の介護支援専門員に伝えてい
たが、途中で介護支援専門員が交
代になり後任者が苦情に十分対応
してくれなかった。
➡
◦引継ぎが十分行われていなかった。

◦介護支援専門員が交代する場合には、必ず利用者宅に
新旧担当者が同行訪問し、利用者の状況や苦情を含め
たこれまでの対応経緯など必要な情報を確実に引き継
ぐようにした。
◦日頃から、事業所内で苦情の対応状況等の情報共有に
努め、職員が交代した場合にもスムーズに対応が継続
できるようにした。

◦介護支援専門員が家族の意向を受
け入れず居宅サービス計画を作成
した。
➡
◦介護支援専門員は、家族への対応
に苦慮していた。

◦月２回の事例検討会、毎週の介護支援専門員会議を設
けたことで意見交換が活発化し、ケースの情報共有が
進んだ。その結果、担当介護支援専門員がひとりで問
題を抱え込まずに済むようになった。
◦相談援助技術のスキルアップを図る研修を実施した。
◦モニタリング用紙を改正し、居宅サービス計画の目標
との対比ができる形にしたことで、モニタリング用紙
を記入しながら新たな気づきを得ることができるよう
になった。

▶訪問介護
◦遠方の家族から、利用者の病気の
悪化を見過ごしたとの苦情。
➡
◦居宅介護支援事業所を通じ主治医
と連携を図っていたが、家族に経
過を報告していなかった。

◦実施したサービス内容について具体的に家族に説明で
きるよう記録の記載方法を改善し、サービス提供責任
者による定期的な記録の点検を行うようにした。
◦介護支援専門員と連携を図った際には、サービス提供
責任者が記録に残すとともに日常的な家族への状況報
告を行うようにした。

◦訪問介護員によってサービス内容
や時間が異なっている。
➡
◦訪問介護計画書と手順書のサービ
ス内容、所要時間の記載が不十分
だった。

◦訪問介護計画書は、利用者・家族にわかりやすいよう
サービス内容とともに所要時間も明記する書式に改善
した。
◦手順書は、訪問介護員にアンケートをとり、具体的な
サービス内容が訪問介護員にわかりやすいように変更
した。手順書の書式の見直しについては継続的に訪問
介護員と意見交換することとした。

サービス提供における苦情の予防と対応

24

▶通所介護
◦サービス利用中に誤嚥で死亡した
際の対応に納得できない。
➡
◦利用者の状態が変化し誤嚥のリス
クが高まったため、とろみ食の提
供等サービスの変更を提案してい
たが家族が納得せず従前のサービ
スを継続していた。
◦職員の入れ替わりが多く、誤嚥リ
スクの情報が伝わっていなかった。

◦状態変化等により対応が困難になった際は、介護支援
専門員にサービス担当者会議の開催を依頼し、利用者、
家族、関係機関で検討するようにした。また、会議録
も詳細に残すようにした。
◦申し送りやカンファレンスで、利用者個々のサービス
内容を確認するとともに全ての記録に確認印欄を設け、
職員が入れ替わっても情報が共有できる仕組みにし

◦サービス利用時に状態が悪化した
にもかかわらず家族や主治医に連
絡しなかった。
➡
◦家族は持病の悪化を心配し、状態
悪化時の主治医への連絡を希望し
ていたが、連絡していなかった。
◦家族には電話していたが、不在で
つながらなかった。

◦看護職員が、疾病等により経過観察が必要な利用者を
ピックアップし、他の利用者の介護・看護記録とは別
ファイルで日々管理するようにした。
◦サービス担当者会議開催時に、何か変化があればすぐ
に家族や介護支援専門員、主治医に連絡が取れるよう
緊急連絡先の再確認を徹底するようにした。

▶短期入所生活介護
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◦断続的に熱が出ていたにもかかわ
らず入浴させ、家族には伝えられ
ていなかった。
➡
◦発熱の状況把握が不十分なまま入
浴させ、家族に連絡していなかっ
た。

◦バイタル測定結果を折れ線グラフで記録し、数日間の値
の変化が一目で確認できるようにした。異常値の場合は、
発見・確認した職員が看護職員に報告するようにした。
◦入浴は朝の申送り後に日勤者がバイタル値を確認し、
看護職員に状態を報告し確認・指示を受けることとした。
◦状態悪化を把握した際には、生活相談員が家族へ速や
かに連絡するようにした。

◦利用前に家族が要望したことと異
なる対応をされた。
➡
◦家族からの要望内容が職員に周知
されていなかった。

◦家族からの要望が書かれた連絡表、短期入所生活介護
計画書、介護記録等をひとつのファイルに閉じ、介護
記録を記入する際に常時確認できるようにした。
◦居室内に、家族の要望や注意点等を記載するホワイト
ボードを設置した。

サービス提供における苦情の予防と対応

▶特定施設入居者生活介護
◦入居後、徘徊し転倒事故でけがを
した。
➡
◦入居前のアセスメントが不十分
だった。
◦転倒事故の予防対策が不十分だった。

◦入居前の面接時に状態を詳細に把握し、その情報をも
とに会議を開催して担当者間で情報共有するようにし
たことで、統一したリスク把握とケアが可能となった。
◦事故報告書には必ず職員一人ひとりが目を通すことと
し、再発予防の意識を高めている。
◦リスク管理として月に１回事故防止の研修を行い、職
員のスキルアップに努めている。

◦事業所でノロウイルスが発生し、
亡くなった。事業所の衛生管理や
蔓延防止策が不十分だったのでは
ないか。
➡
◦ノロウイルスの蔓延防止対策など
対応経過の記録がなかった。

◦感染症対策委員会でノロウイルスに関する対策計画を
立案し、事例検討や机上訓練を行った。
◦「ノロウイルス対策マニュアル」を作成した。
◦感染症発生時の連絡体制を強化した。
◦発生から状況把握、周知までの「確認表」を準備した
ことにより、業務がひっ迫した状況でも迅速な対応が
可能となった。
◦「感染症対応チェックシート」を作成し、
対応経過は「感
染症経過対応記録」に残すこととした。

▶介護老人福祉施設の事例
◦利用者の状態が悪化していたにも
かかわらず家族に連絡がなかった。
➡
◦健康診断の結果、状態が悪化して
いることがわかり再検査していた
が、家族に伝えていなかった。

◦年１回実施している健康診断の結果及びフォロー結果は
家族に送付し、詳細な説明を希望する場合は申し出ても
らうよう案内することとした。
◦状態が悪化した場合には、医師から家族に診察結果及
び今後の診療方針等について説明するように改善した。

▶介護老人保健施設の事例
◦ベッドから転落し、けがをした。
➡
◦組織として原因の検証や再発防止
策の検討を行っていなかった。

◦事故が発生した時には、施設長を中心に速やかに事実
確認を行い、原因の究明や再発防止策を検討し、職員
間で情報の共有をして事故防止に取り組むこととした。
◦「転倒・転落アセスメントシート」を作成し、リスク
の高い入所者を確認することとした。

サービス提供における苦情の予防と対応
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危機管理
1

危機管理の必要性

最近の介護サービスにかかわる苦情等の事例を見

利用者の権利意識が強まった表れと思われます。

ると、事業所内で転倒・骨折等の事故が発生し、利

危機管理とは、危険の存在や事故の発生を事前に

用者の家族等が苦情申立あるいは弁護士を立てて折

予測して適切な予防策を講じるとともに、万一事故

衝、更には、裁判に発展するケースもあります。

が起きた場合は、素早く対応して被害を最小限に食

また、示談のうえ和解した場合でも、結果として
事業者が利用者・家族に一定額を支払うケースがあ

い止めることであり、事業者は危機管理意識を高め、
適切に対応する必要があります。

ります。これらは、良質・安全なサービス提供への

2

安全配慮義務について

（1）安全配慮義務とは
介護サービスにおいて、事業者は契約で定めたサー

（2）安全配慮義務を果たすために
安全配慮義務を果たすということは、人の生命、身

ビスを行うほか、利用者の心身の安全を守る義務が

体、健康を保護するために現場（食事介助、入浴介助、

あり、それを果たさなければなりません。利用者は

排泄介助等）で手を尽くすことです。この現場対応で、

常に潜在的リスクを有しており、事業者はそのリス

介護の専門職には裁量的な判断が求められます。事故

ク情報を把握しているため、サービス提供に伴い事

予見の判断を誤り、また、事故回避措置を怠ると安全

故で被害が生じれば、事業者側に安全配慮義務違反

配慮義務違反または行為ミスとして事業者は事故被

という責任が課せられる場合が多くあります。

害に対する損害賠償の責任を問われます。

判例では、重要な争点として下記の２点が注目
されています。

①リスクの発見（結果の予見可能性）

危険・事故が予見できれば即時に対応し、利用
者自らが危険に接近した場合でも、事故を回避す
るための積極的措置を講じなければなりません。
つまり、事故発生の予見可能性の発見が問題とな
ります。
◦兆候、異常の発見
◦現場、個人差による予見可能性の判断
◦介入のタイミングの判断
事故についての「予見可能性」の有無の問題は、
訴訟においては最大の争点になるといっても過言で
はありません。
「安全配慮義務」違反の存否の判断
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に大きく影響することになります。
いずれも研修と訓練を要する難しい問題です
が、専門職として修得しなければなりません。

②結果回避の措置・対応
具体的な事故回避のための行為義務であり、放
置すれば安全配慮義務違反となります。つまり、危
険・事故の予見可能性があった場合、その結果発生
を回避する努力を如何にしたかが問題となります。
◦人命、身体保護のための最適な措置をとる。
◦緊急時にはマニュアルでは間に合わない場合
がありえる。
各現場において、場面によって異なる措置を適切
に実行するためには、日常の訓練の積み重ねを必要
とします。

3

事故発生時の対応

介護サービス提供中に発生した転倒等による事故

事業所は事故発生時の対応についてあらかじめマ

について、事業者は生命、身体の保護を最優先とし、

ニュアル等に定め、職員に周知徹底しておくことが

迅速に対応するとともに被害を最小限に食い止めな

大切です。

ければなりません。

以下は事故発生時の留意点です。

（1）初期の状態観察
   利用者が転倒又は転落等しているのを発見

ア

意識ははっきりしているか。

した場合、最初に利用者の身体状況を把握

イ

顔色は悪くなっていないか。

ウ

吐き気、嘔吐はないか。

エ

疼痛の有無及び程度。

オ

負傷部位の確認。
（打撲、外傷、内出血等）

カ

負傷部位の腫れ、変形や皮膚の変色は

することが重要となります。
   発見者は主に次のような点に注意して観察
します。

ないか。

（2）医師・看護職員への連絡と応急処置
  上記の確認を行ったうえ、施設医師又は看

及ぼしますので、対応方法や連絡体制につ

護職員に連絡し、即時救急対応を行う必要

いて職員に周知徹底しておくことが大切で

性の有無を判断します。

す。

  また、看護職員等が来るまでに、次のよう

多くの施設において、夜勤時間帯は医師

な応急処置をしておくことが大切です。

及び看護職員が不在となるため、転倒又は

ア

出血がある場合：清潔な布やタオルで

転落等の事故に備え、連絡網の整備などマ

傷口を軽く圧迫しておく。

ニュアル等を作成し、職員に周知する必要

頭部を打った可能性がある場合：周囲

があります。

の安全を確認して動かさない。

ア

イ
ウ

骨折の症状が少しでもある場合：動か
さずに骨折部位の固定をする。
事故発生後の適切な心身の状態把握及び

緊急対応は、組織内の連絡網に沿って
行う。（例：看護師長→施設長）

イ

協力医療機関、嘱託医（介護老人福祉
施設の場合）の連絡先の確認。

応急処置は、その後の対応に大きな影響を

危機管理
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（3）家族への連絡
事故対応における苦情で、最も多いのが

ア

家族への連絡に関するものです。

どのような場合に
●

   家族への連絡が適切に行われなかったり、
職員の引継ぎが十分なされていないことが

利用者の心身の状態がどのような場合
に連絡するのか。

イ

苦情につながるため、慎重な対応が求めら

いつ
●

れます。

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。

家族への連絡を適切に実施するためには、
次のような点を事前に決めておき、職員に

ウ

誰が、誰に
●

介護担当者が連絡するのか、それとも

周知しておくとともに家族とも協議してお

医師又は看護職員が連絡するのか。管

く必要があります。

理者が連絡するのか。
（連絡体制の整備）

また、救急車対応や協力医療機関へ搬送
等する場合、職員１名は同行し、一連の経
過や利用者の状態を把握するとともにその

●

キーパーソンに連絡するのか。不在の
場合は誰に連絡するのか。

（事前に複数の緊急連絡先の確認）

経過を家族等に報告します。

（4）事故に関する記録と原因の特定（事故報告書の作成）
事業者は、サービス提供中に発生した事故
について、発生状況や対応経過等を家族等に

なお、サービス提供の記録の保存期間は、

説明する必要があります。事実に基づいた説

運営基準上では 2 年間となっています。しか

明を行うためには事故に関する記録が重要な

し、民法上、不法行為による損害賠償の請求

役割を果たすので、必ず記録をとることが大

権は、被害者等が損害及び加害者を知った日

切です。

から 3 年間、不法行為の時から 20 年【民法

また、当該事故の関係者を含め組織的な検

709、724 条】、安全配慮義務違反（債務

討を行い、事故原因を究明する必要がありま

不履行）による損害賠償の請求権は 10 年間

す。事業者だけでは事故原因が特定できない

【民法 167 条、415 条】と規定されている

場合があるので、予め外部の専門家（弁護士、

ことから、このことを踏まえた対応が必要と

医師、学識経験者等）を選任しておき、アド

なります。

バイザーとしての役割を担ってもらうことも
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考えられます。
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（5）利用者等に対する誠実な対応
事故原因が判明したら、迅速に家族と面談

怒りを緩和させ、冷静な話し合いができるよ

し、事故に関する経過や原因など、客観的事

うな状況にしていくことが大切です。

実に基づいて正確に説明を行います。事実を

  以上の対応については、組織上の管理者が迅

曖昧に説明したり、隠したりすると利用者等に

速に行うべきものですが、誤解等を回避する

不信感を与え、苦情が大きくなる要因になり

ために、事故に関する経過や原因を把握して

ます。

いる職員も同行することが望まれます。

  事業者は、事故が発生してしまったことを真

なお、利用者等への説明は誰が行うかにつ

摯に受け止め､ 利用者家族に対応するよう心

いても十分検討し、誤解や不信が生まれない

がけます。事業者として、利用者及び家族の

よう注意することが大切です。

（6）関係機関への連絡
保険者

る介護サービスの提供等について協議します。

事業者の過失の有無にかかわらず、次の事項
を事故報告書としてまとめ、区市町村等に報告
します。なお、区市町村への報告事項について

保険会社

損害賠償が予想される事故の場合は、事業者

は各区市町村へ確認が必要です。

が加入している保険会社等にも事故について報

                                       

告をします。その際には、保険者に報告したと

居宅介護支援事業所

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

おり事実を正確に報告します。
なお、事業者の過失の有無によって、保険の
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。

（7）示談（紛争の回避に向けた当事者間の話し合い）

（5）のように利用者等に説明したが、納得

   示談交渉するときは、できる限り弁護士な

を得られないなど、解決に至らなかった場合、

どの専門家に相談等をしながら臨むようにす

利用者との最終的な解決に向けて示談交渉す

ることも大切なことです。

る場合があります。

危機管理
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参考

事故対応のフロー図

事  故  発  生

（1）初期の状態観察
・利用者の身体状況を注意して観察する。

（2）医師・看護職員への連絡と応急処置
・連絡網に基づき、医師又は看護職員に連絡し、今後の対応について指示等を受ける。
・看護職員等が来るまで応急処置を行う。
・救急車対応や協力医療機関へ搬送等した場合、職員１名は同行し、一連の経過や利用者の
状態を把握する。
・医師、看護職員への連絡網などを整備しておく。

（3）家族への連絡
・どのような場合に誰に連絡をするのか、事前に家族と協議しておく。
・事前に家族と協議をした結果に基づき、連絡する。

（4）事故に関する記録と原因の特定
・事故の発生状況や対応経過について、関係職員が記録する。（→事故報告書の作成）
・記録に基づき、事業所内で検討し、事故原因を特定する。

（5）利用者等に対する誠実な対応
・事故に関する経過や原因等を事実に基づき、利用者等に説明する。

（6）関係機関への連絡
過失の有無に関
係なく、事故報
告書にて事故の
報告を行う。

保険者

居宅サービス
の場合…

居宅介護支援事業所
担当介護支援専門員

利用者等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し合い）
・弁護士など専門家に相談しながら対応する。
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事故報告書どお
り事実に基づき、
報告する。

損害保険会社

4

施設における事故防止のポイント

（1）入所者の心身の状況把握と情報の共有
施設には、介護職員、看護職員、生活相談員、

握し、ケアカンファレンス等において、個人

機能訓練担当者等多職種の職員が勤務してい

情報保護に配慮しつつ関係職員が情報を共有

ます。したがってＡＤＬ情報、認知症の程度、

し、事故の未然の防止策を徹底することが大

事故歴、診療情報提供書、服薬状況など入所

切です。

者の心身状況及び事故発生のリスク要因を把

入所時の重要事項を説明する際に…
事業所における緊急時の対応方法について、入所時に行う重要事項の説明の際に文書を
交付しながら入所者等と確認し、同意を得ておくこともトラブル回避の有効な方法であり、
必要不可欠なことです。  
   また、この時点で管理者や生活相談員等は入所者の心身状況及び生活歴や介護歴、家族
等の視点からのリスク要因や不安を十分に把握しておく必要があります。

（2）適切な施設サービス計画の作成及び家族への説明
入所者の心身の状況把握を行ったのち、計
画担当介護支援専門員は施設サービス計画を
作成することになります。入所者が現に抱え
る問題点を明らかにし、解決すべき課題を把
握するとともに、入所者の家族の希望を勘案
して次の事項を記載した施設サービス計画を
作成する必要があります。

総合的な援助の方針
ア

生活全般の解決すべき課題

イ

サービスの目標及びその達成時期

ウ

サービスの内容

エ

サービスを提供する上での留意事項等
施設サービス計画について、事業者は入所

者又はその家族に対して説明し、同意を得る
とともに計画書を交付する必要があります。

危機管理
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（3）モニタリングの実施
定期的に入所者に面接するなど施設サー

また、モニタリングの結果、施設サービス

ビス計画の実施状況を把握し、併せて利用者

計画の変更が必要な場合には、変更した計画

の日常の状態を把握し、記録することが大切

書を入所者又は家族に説明し、同意を得て交

です。

付する必要があります。

（4）事故やヒヤリ・ハットの検証と事故防止マニュアルの作成
事故発生のリスク要因は事業所ごとに異な

※事業所において本部などの上部組織がある

るため、事故防止委員会等で事故やヒヤリ・

場合、本部の統一した事故防止マニュアル

ハットの記録を分析して、潜在しているリス

をそのまま適用している事業所が見受けら

ク要因を把握し、それを有効活用するととも

れます。しかし、設備や介護 ･ 居住環境は

に具体性のある再発防止策を検討する必要が

事業所毎に異なりますので、各事業所ごと

あります。

のマニュアル作成が必要です。

また、事故防止マニュアル等を作成し、マ
ニュアルに沿った日常業務の実施を徹底する
ことも重要です。

（5）介護技術等の研修の充実
職員間において、事故発生のリスク要因等
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転落の事故が発生する可能性が高くなります。

が共有されていても、サービスを提供する職

事業所内外を問わず、介護技術や知識に関す

員の介護技術や知識が不十分であれば、転倒・

る研修等の機会を確保する必要があります。
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状態悪化時の対応

東京都国保連合会に寄せられた苦情には､ 利用者

利用者の状態悪化に適切に対応するためのポイン

の状態悪化への対応が適切でなかったために苦情と

トは､ 前述の事故発生時の対応（施設における事故

なった事例も多く見られます。

防止のポイント）とほぼ同じですが､ 特筆すべき点
として以下の点が考えられます。

（1）サービス提供開始時の適切な状態把握
サービス開始時に利用者の心身の状況を適
切に把握することは､ その後の円滑なサービ
ス提供のために非常に重要であり、状態悪化

を行ったために事故等が発生し苦情に至った
ケースが見受けられます。
心身の状態の把握を適切に行うためには、

時の適切な判断と対応につなげることができ

主治医との連携や診療情報提供書を求めるな

ます。特に通所系サービス､ ショートステイ

ど情報収集を十分行う必要があります。日頃

など同一の利用者が繰り返し利用する介護

からサービスに関わる事業者､ 介護支援専門

サービスでは､ 事業者が、利用者の心身の状

員､ 家族、主治医等関係者間での密接な連携

態変化がないものと判断し、十分に利用者の

を行い、利用者に適切なサービスを提供して

直近の状態を把握しないままサービス提供

いく必要があります。

（2）日頃の的確な状態把握
利用者の状態悪化に適切に対応するために

事、水分摂取状況等を含めた利用者の状況を

は､ サービス提供に際して、利用者の状態変

把握､ 記録し､ 職員間での情報の共有に努め

化を早期に把握することが重要です。

る必要があります。

日頃から体温などのバイタルチェックや食

危機管理
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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

変化することもあります。経過を追って利用

も多く､ 常に状態が変化する可能性がありま

者の状態観察を行い､ 状態に変化が表れたと

す。

きには､ 迅速に医師につなげることが重要で

利用者の状態に変化が生じた時には､ 状態

す。

を的確に把握し、適切な処置を行うとともに

状態観察にあたっては、発熱の状態や意識

医師に連絡するなどの対応を行わなければな

の有無､ 嘔吐の様子など、できるだけ詳しく

りません。

確認し､ 記録に留め､ その後の処置につなげ

また、利用者の状態は時間の経過によって

る必要があります。

（4）医療との連携
利用者の状態が悪化し、医療対応が必要に
なった場合は､ 速やかに医師､ 看護職員等の
医療関係者に連絡し指示を仰ぐ等の対応が必
要です。

いう判断ができないまま、さらなる状態の悪
化を招いたケースも散見されます。
日頃から､ 状態悪化時の対応の判断基準に
ついて整理しマニュアル等にまとめ､ 医療関

しかし、現場では、利用者の状態の変化に
気づいても､ 医師や看護職員に連絡しなけれ

係者との連携を密に行う等､ 緊急時に備えた
体制を整えることも大切です。

ばならない緊急を要する状態であるか否かと

（5）家族との連携
高 齢 者 の 心 身 の 状 態 は 日 々 変 化 し ま す。
特に施設サービスなど､ 家族と離れた場所
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の対応を巡って苦情になるケースもありま
す。

でサービスを行う場合､ 利用者の状態を十

日頃から家族とコミュニケーションを図

分家族に伝えていないため､ 家族が認識し

り､ 利用者の心身の状態やサービス提供の

ている利用者の心身の状態と実際の状態と

状況、抱えている課題などについて、共通

に差異が生じ､ 急激な状態変化が起きた際

認識を持つことが大切です。

危機管理
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1 東京都国保連合会における苦情申立件数と対応状況
● 要介護（要支援）認定者
区

（単位：件）

分

22年度件数

23年度件数

24年度件数

指導助言を行ったもの

20

18

11

通報

15

7

12

その他（取り下げ等）

12

15

19

合計

47

40

42

2 東京都国保連合会での苦情申立から結果通知までの流れ

事務処理期間はおおむね六十日間

① 苦情申立受付

利用者本人又は家族等の代理人も申立できます。

②面

苦情申立書に基づき、苦情の経緯、利用者の状況等、事実関

接

係等を聞き、苦情の主な内容（主訴）
を明確にします。

③ 苦情処理委員会・委員

④調

査

苦情処理委員会等に報告し、苦情処理委員の教示を得ます。

【文書調査】事業者に調査書を送り、回答を求めます。
【現地調査】国保連合会の相談調査員が事業所に赴き、回答
の内容について調査し、その結果をまとめます。
なお、保険者（区市町村）
に同行を依頼します。

⑤ 苦情処理委員会・委員

苦情処理委員会等に報告し、苦情処理委員の教示を得ます。

⑥ 指導 ・ 助言

事業所を訪問し、介護サービスの改善すべき点について文書
及び口頭により、指導・助言を行います。
なお、保険者（区市町村）の同行を依頼します。

⑦結

申立人

果

通

知

区市町村
（保険者）

指導・助言の内容は申立人、保険者、東京都に報告します。

東京都

約1年後

⑧ 改善状況確認調査

事前に改善状況報告書の提出を求め、事業所を訪問し、介護
サービスの改善状況の確認を行います。
保険者（区市町村）の同行を依頼します。
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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

単位：件、％

苦情の状況
区

分

22年度
件数

居宅サービス計

1,129

利用件数

23年度

割合

件数

73.1 1,107

24年度

割合

件数

69.7 1,054

割合

23年3月

68.0 702,216

24年3月

25年3月

757,000

810,505

居宅介護支援

351

22.7

353

22.2

329

21.2 181,760

192,967

202,983

訪問介護

305

19.7

298

18.8

262

16.9 109,132

113,886

116,852

21

1.4

20

1.3

23

訪問入浴介護

1.5

12,421

12,586

12,049

訪問看護

29

1.9

37

2.3

39

2.5

33,309

36,333

38,943

訪問リハビリテーション

17

1.1

9

0.6

12

0.8

5,500

6,048

6,427

内訳

居宅療養管理指導

5

0.3

3

0.2

8

0.5

83,088

96,230

112,020

150

9.7

169

10.6

172

11.1

94,627

104,880

114,817

通所リハビリテーション

36

2.3

21

1.3

15

1.0

19,933

20,371

21,418

短期入所生活介護

95

6.1

77

4.8

67

4.3

19,721

20,401

21,040

短期入所療養介護

9

0.6

16

1.0

9

0.6

3,365

3,124

3,032

通所介護

特定施設入所者生活介護

78

5.0

80

5.0

96

6.2

26,004

28,232

30,373

福祉用具貸与

20

1.3

13

0.8

14

0.9 113,356

121,942

130,551

4

0.3

2

－

－

特定福祉用具販売
住宅改修
施設サービス計

0.1

－

13

0.8

7

0.4

6

0.4

－

－

－

266

17.2

301

18.9

289

18.7

64,970

65,538

67,776

内訳

介護老人福祉施設

155

10.0

186

11.7

199

12.8

37,532

38,217

39,868

介護老人保健施設

99

6.4

99

6.2

84

5.4

19,949

20,542

21,511

介護療養型医療施設

12

0.8

16

1.0

6

0.4

7,489

6,779

6,397

47

3.0

76

4.8

85

5.5

19,489

21,333

23,026

―

―

―

―

2

0.1

―

―

365

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

内訳

夜間対応型訪問介護

2

0.1

2

0.1

1

0.1

2,145

2,558

2,793

認知症対応型通所介護

7

0.5

2

0.1

4

0.3

9,771

9,782

9,433

小規模多機能型居宅介護

5

0.3

9

0.6

11

0.7

1,239

1,595

2,080

28

1.8

56

3.5

65

4.2

6,075

7,053

7,841

4

0.3

5

0.3

1

0.1

131

129

143

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1

0.1

2

0.1

1

0.1

128

216

341

複合型サービス

―

―

―

―

―

―

30

7.8 163,512

176,810

192,862

認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

103

6.7

105

6.6

121

介護予防支援

介護予防サービス計

41

2.7

55

3.5

56

3.6

66,809

71,609

76,873

介護予防訪問介護

34

2.2

32

2.0

39

2.5

42,020

42,918

44,113

75

76

55

1

0.1

2

0.1

2

0.1

2,903

3,155

3,479

介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
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
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

15

1.0

5

0.3

介護予防短期入所生活介護

7

3

0.2

介護予防福祉用具貸与

2

0.1

563

621

5,784

6,912

0.4

16

1.0

24,778

28,833

33,362

3

0.2

3

0.2

3,568

3,580

3,796

1

0.1

328

289

357

介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護

562
5,177

1

0.1

2

0.1

3

0.2

2

0.1

1

0.1

38

23

19

3,093

3,344

3,727

14,047

16,499

19,394

特定介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修費
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
合    計

2

0.1

1

0.1

36

46

39

64

73

90

14

18

25

1,545 100.0 1,589 100.0 1,549 100.0 950,187 1,020,681 1,094,169

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等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件数である。
注 2）利用件数は、国保連が各年度 3 月に提供されたサービスとして請求を受け、審査決定した件数である。
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