介護サービス
向上のために
苦情対応から学ぶ
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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

者が、提供された介護サービスに不満のある場合は、

支え合う制度であり、高齢者の尊厳の保持及び自立

苦情を申立てることができるとされており、介護サー

生活の支援を基本理念としています。介護保険制度

ビス事業者（居宅サービス事業者、地域密着型サー

では、住み慣れた地域において自立した生活ができ

ビス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、

るよう在宅サービスを重視した多様なサービスが用

介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者）、保

意されており、高齢者が心身の状況に応じて自ら介

険者（区市町村）東京都及び、国民健康保険団体連

護サービスを選択することができます。

合会の各主体が苦情に対応することが位置づけられ

介護保険制度では、利用者保護の観点から、利用
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ています。

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

立って結ぶ「契約」によりサービスの提供が開始され

り提供されるものですが、公的な保険である以上、サー

ますが、利用者は事業者に比べ専門知識や情報量が少

ビスの質については一定の水準を確保していく必要が

ないという点で弱い立場にあります。そのため、
利用者・

あります。事業者は、利用者・家族からの苦情をサー

家族からの苦情を受け付けるための窓口の設置が制度

ビス改善の契機としてとらえ、サービスの質の維持・向

化されました。

上に活かす必要があります。

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。

また、苦情対応を通じて、不適切な介護サービスや不正請
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。

3

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。
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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、介護保険制
度の基本理念を職場に浸透させ、職員一人ひとりが新
しい地域福祉を実現する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

（3）意識改革
～苦情をサービス改善の契機に～

事業者は相談窓口を設置し、相談技術を習得した相談

介護保険制度の定着とともに利用者・家族の権利意識

員が適切な情報の提供を行うとともに、職員間、職種間の

が高まり、苦情の申立てをしやすい環境も整備されてき

十分な連携のもとで利用者・家族が相談しやすい体制を整

ました。事業者は日頃から危機管理を徹底し、職員の意

備することが必要です。サービスの基準を定めた厚生労

識改革を進め、苦情に対して適切に対応できるよう体制

働省令及び東京都条例（以下「運営基準」という。
）には、

を整えておくことが必要です。

事業者が利用者・家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す
るよう明示されています。
（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 3 月発行）
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相談・苦情対応のポイント
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チェッ
クし、苦情を未然に防ぐ取組みも重要になります。
本章では「苦情の未然防止」と、
「苦情への対応」のポイントについて解説します。

1

苦情を未然に防止するための取組み

◦苦情に関する情報収集・把握に努め、苦情が発
生する可能性を予測する
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、
苦情事例に対する事業者の対応などについて理解す
ることが重要です。
また、情報収集・把握した内容に基づき、それぞ
れの職場や職種ごとにどの部分に苦情が発生する可
能性があるかを検証し、その結果を業務に携わる者

◦組織内に複数の事業所がある場合などは、事
業所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Ｐ 5 に掲載）
◦苦情の情報収集・把握後の分析にあたっては、
経年比較や要因、件数について分析を行うと
ともに、苦情対応がサービスの質の向上に繋
がっているかという評価も必要です。

すべてが情報共有することが重要です。

◦苦情の未然防止に努める
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、業務改善を進めることは、苦情を未然に
防ぐだけでなく、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

◦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、組織内で取組み、情報を
共有しておきましょう。

2

苦情への対応
苦情相談窓口の設置

事業者は、利用者・家族からの介護サービス等に係
る相談、苦情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・家族が相談しやす
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
者を決めましょう。
◦どんな苦情であっても担当者に確実に伝達する
ことができるよう、事業者内の連絡体制を整え
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予め記載
し、利用者・家族に説明しましょう。

【解 説】

適切に対応するために、窓口の設置その他の必

東京都の運営基準では、「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

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
て相談者に適切に説明するなど、初期対応が特に重
要となります。この初期対応が遅れると利用者・家
族に不信感を生じさせ解決が困難になる場合が多く
見受けられます。

記録及び保存
苦情内容や対応経過を記録し保存することにより、
事業者内で情報を共有し、相談者に対して一貫した対
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
切に対応できるよう、日頃からサービスの提供状況
や利用者の状況を記録し組織全体で情報共有するこ

要な措置を講じなければならない。」と規定さ
れています。

◦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。
◦相談者に対して、把握した事実や原因について、
適時適切にわかりやすく説明しましょう。
◦個人の判断で対応せず､ 組織として統一した対
応をしましょう。

◦苦情だけではなく、相談・要望等もできる限り
記録しましょう。
◦記入に際しては､ 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。
◦記録様式は、必要な事項が簡潔に記載でき､ 職
員の過度な負担にならないよう工夫しましょう。
◦管理者等が記録を活用して事業者内のサービス
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。

とも重要です。
なお、記録の保存期間については、東京都の運営
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年間となっていますが、損害賠償請求訴訟等が
提起された場合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
質的に活用できるものとすることが必要です。

解説
個人情報の取扱いについて
個人情報の紛失や漏洩問題は、介護の現場に

◦苦情対応マニュアルを作成し職員に周知しま
しょう。
◦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しましょう。

情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律
第 57 号）が平成 27 年 9 月に改正され、平
成 29 年 5 月 30 日から改正法が施行される。

おいても起こり得るため、細心の注意が求めら

これに伴って、平成 28 年 1 月に新設された

れます。

個人情報保護委員会が、平成 28 年 11 月、
「個

特に電子データ化されている利用者情報は、

人情報の保護に関する法律についてのガイド

取扱いを誤ると一瞬のうちに大量のデータを流

ライン（通則編）」及び「ガイドライン（第

出・消失させる危険にさらされます。

三者提供時の確認・記録義務編）」等のガイ

事業者は、利用者等のプライバシーや個人情

ドラインを公表している。介護サービスの事

報を詳細に知り得る立場にあることから、個人

業者も、これらを遵守して、事業者ごとに個

情報の管理を徹底し、利用者が安心してサービ

人情報の取扱いに関する管理規程を整備する

スを利用できるようにする必要があります。

等、個人情報を適切に取扱う必要がある。ま
た、厚生労働省による「医療・介護関係事業

◦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。

ガイドライン」（平成 16 年 12 月 24 日老

◦個人情報の置き忘れなどの事故が発生した場

発第 1224002 号）及び「ガイドラインに

合は、事実の確認と連絡・謝罪を迅速に行う

関する Q ＆ A（事例集）」（平成 17 年 3 月

とともに、原因究明と再発防止策を徹底する。

厚生労働省公表）についても、今後の改訂の

◦その他個人情報の取扱いに関しては、「個人

5

者における個人情報の適切な取扱いのための

相談・苦情対応のポイント

動向とその内容に留意する必要がある。

事業者における相談・苦情対応のフロー図
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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

サービス提供が適切に行われていたとしても、利用者・家族への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。

≪介護老人福祉施設≫

1

状態悪化時の家族への説明が不十分だった

苦 情 概 要
◦入所当事者は要介護３
立人は同居の子

苦情の要因

内臓疾患があり、申

母の状態が悪化したにもかかわらず、相談員から
家族へ連絡があったのは、状態悪化時から 1 時間後

緊急時の対応マニュアルに沿って相談員が家族に
連絡していたが、連絡が遅くなった理由について明
確に説明しておらず、家族の心情に配慮した対応で
はなかった。

だった。いつ状態悪化したのか等について説明を求

対応のポイント

めたが、納得のいく説明ではなかった。

調 査で把握した状況

① 内臓疾患がある母の病状を日頃から心配している
家族の心情を十分配慮し、一刻も早く第１報を連絡

◦重要事項説明書には、緊急時の対応について「状態
の変化などがあった場合は、医師に連絡するなど必

する必要がありました。
②

状態悪化時から家族に連絡するまでの間におい

要な処置を講ずるほか、家族に速やかに連絡する」

て、いつ、どのように状態が悪化し、施設としてど

と記載されていた。

のような処置を行い、誰がどの時点で家族への連絡

◦緊急時の対応マニュアルには、緊急時は利用者の状

と救急搬送を判断したのか、なぜ１時間も連絡をし

態把握等の対応を優先し、状況判断後に相談員が家

なかったのかといった点について丁寧に説明する必

族に対し連絡することになっていた。

要がありました。また、マニュアルに沿った対応を

◦連絡が遅かった理由を尋ねた家族に対し、マニュア

7

とっていたとしても、事務的に説明するのではなく、

ルにある緊急時の相談員の職務について説明をした

家族の質問に対して納得してもらえるように十分説

だけだった。

明する必要がありました。

実際の苦情対応事例から学ぶ

改善状況
◦状態悪化などの緊急時は、医療機関に受診の可否
連絡、救急車を依頼後、直ちに家族に連絡し、誰が、
いつ、どのような対応をしたのかについて記録等
を提示しながら、丁寧な説明を行うようにした。
◦緊急時の対応マニュアルの見直しを行い、マニュア
ルに沿って適切に対応できるよう職員への周知徹
底を図った。

故当時の状況を詳しく聞くことができなかった。
（介護老人保健施設）
◦苦情を言ったが、どのように対応し、改善したの
か説明がなかった。
（特定施設入居者生活介護）

苦情を未然に防止するために
① 懇切丁寧な説明を行い、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行ったつもりでも、利

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。
（居宅介護支援）
◦転倒し骨折をしたが、事故の状況や対応について
詳しい説明がなかった。
（介護老人福祉施設）
◦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。
（通所介護）

用者・家族が十分理解でき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
だけでなく､ 書面による説明を併せて行うなど利用
者・家族の理解と同意について確認していく工夫が
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
説明を行うタイミングや説明する相手の状況や心

◦サービス計画の説明がなく、サービスの提供状況

情にも十分に配慮することが必要です。特に緊急時

や具体的な内容がわからなかった。
（訪問介護）

の対応などにおいては、状況に応じて、利用者・家

◦事故の発生した翌日に家族に連絡があり、施設に

族が落ち着いて説明を受け入れられるように伝え方

行くと、担当職員は夜勤を終え帰ってしまい、事

には配慮が必要です。

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行われていなかったことが原因で､ 事故が発生したり、状態が悪化してしまうなどのケー
スが見受けられます。

2

≪訪問介護≫

日頃からむせやすい利用当事者の状態把握が不十分だった

苦 情 概 要
◦利用当事者は要介護２ 独居で肺気腫・日頃
からむせやすい、申立人は別居の子
医師から咳き込みに注意するように言われていた

①

医師から咳き込みに注意するよう指示されてい

たことや、居宅サービス計画書には、
「嚥下状態
に注意する」と記載されていたため、訪問介護計

が、食事中の見守りや誤嚥防止の配慮が十分になさ

画の作成にあたっては適切なアセスメントを行い、

れず、食事のサービス提供中に誤嚥により窒息しそ

その結果をサービス提供時の重要な注意事項とし

うになった。

て訪問介護計画書や訪問介護サービスの手順書な

調 査で把握した状況
◦当初は軟飯を提供していたが、利用当事者の要望
により通常食に変更していた。
◦居宅サービス計画書には、
「嚥下状態に注意」と記
載されていたが、訪問介護事業所のアセスメント
シートには「嚥下は自立」と記載されていた。ま
た、訪問介護計画書には、嚥下状態に関する記載
がないにもかかわらず、訪問介護サービスの手順
書には「咳き込みがあるため食事中の見守りが必
要」と記載されていた。
◦利用当事者が食事中に傍らでみられることを嫌が
るため、事業者は利用当事者の食事中に隣室のベッ
ドメイクを行うことを認めていた。

苦情の要因
利用当事者の状態把握が不十分で、事業者のアセ
スメント、訪問介護計画書、手順書は整合性がとれ
ていなかった。
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対応のポイント

実際の苦情対応事例から学ぶ

どに反映させる必要がありました。
②

咳き込みによる誤嚥の危険性を認識していたが

「利用当事者が嫌がる」との理由で「利用当事者の
食事中に隣室でベッドメイクをしてもよい」とし
たことは、安全配慮意識が希薄であったと言わざ
るを得ません。誤嚥防止の見守りについて課題が
ある時は、家族・主治医・介護支援専門員と共に、
サービス担当者会議で改善策を検討する必要があ
りました。

改善状況
◦介護支援専門員と連携を図りアセスメントを行うと
ともに、居宅サービス計画、アセスメントに沿っ
た訪問介護計画、手順書を作成し、サービスが実
施されている。加えて、サービス提供責任者が半
年ごとにモニタリングを行い、状態の変化に応じ
て訪問介護計画書を変更するようにしている。
◦サービス担当者会議に 2 名体制で出席し、利用当
事者の状態を把握できる体制に改善している。

主な苦情例
◦自立歩行から杖歩行となり、要介護区分も変更に
なったが、サービスの見直しがなかったため転倒
事故が起きた。
（特定施設入居者生活介護）

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
供するためには、利用者の心身の状態や介護上の注

◦短期入所サービスの利用開始時に利用者の状態の

意点等について正確に把握し、必要に応じて居宅サー

把握が不十分のまま受け入れたため、その後の状

ビス計画書や各種サービス計画書を見直す必要があ

態悪化に適切に対応してもらえなかった。
（短期入

ります。

所生活介護）
◦体が痛いと訴えたが、運動不足だと言われリハビ
リテーションをさせられたことから、その後に発
熱した。
（訪問リハビリテーション）
◦リハビリテーション後に痛みを訴えたが対応をし
てくれなかった。
（訪問看護）
◦徐々に体調が悪くなってきているのに、サービス内
容の調整をしてくれず入院になってしまった。
（居
宅介護支援）
◦入浴の際、バイタルサインの測定をせず、入浴を
させたため状態が悪化した。
（介護老人福祉施設）

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あたっては、主治医
や介護支援専門員など、関係機関との連携も不可欠
となります。また、利用者の状態等に変化が生じた
場合に、関係機関を含め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によ
り、利用者の状態の変化について家族と共有するこ
とも必要です。

実際の苦情対応事例から学ぶ
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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

≪通所介護≫

家族が要望したことを実施してくれなかった

苦 情 概 要
◦利用当事者は要介護３
人は同居の子

車いすを使用、申立

対応のポイント
車いすは、居宅サービス計画に基づき介護サー
ビスの一環として福祉用具貸与事業所が選定した

母は車いすに座ると首がのけぞってしまうように

ものであることから、利用上の不具合が生じてい

なったので、座布団を入れてほしいと要望したが、

ることについて家族からの要望があった場合には、

実施してもらえなかった。その結果、首を痛め整形

介護支援専門員及び福祉用具貸与事業所と連携を

外科に通院することになった。

図り、福祉用具の見直しを含めた対応策を検討す
るなど利用当事者の心身の状況に応じたサービス

調 査で把握した状況
◦家族から座布団を入れてほしいという要望があっ

を提供する必要がありました。

改善状況

たにもかかわらず記録していなかった。車いすの
座面のずれにより姿勢が崩れている状態は、職員

◦家族からの要望があった際には、日時・内容を記

もしばしば目にしていたので、その都度姿勢を直

録し、その場で対応できるものに関しては実施し、

していたが、首がのけぞる状態ではなかったとの

その結果を家族に報告し記録している。

ことだった。

◦対応が難しいものに関しては、管理者及び相談員に

◦事業者の記録には、座面のずれに関する記載がな

連絡後、改めて連絡する旨を家族に伝え、介護支

く、サービス提供方法の変更等について事業者内

援専門員や医師と密に連絡を取り合い、利用当事

で検討した記録もなかった。

者の状況に合わせたサービスの提供をしている。
◦毎月ケア・カンファレンスを開催し、状態変化のあっ

苦情の要因
利用当事者の車いすの座面のずれによる姿勢の崩
れを、サービス提供上の課題として認識していなかっ
たことから、家族からの要望があったにもかかわら
ず改善のための組織的な対応を行っていなかった。
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実際の苦情対応事例から学ぶ

た利用当事者について確認して職員全員に周知す
るようにしている。

主な苦情例
◦微熱があったので入浴をさせてほしくないと伝え
たにもかかわらず、入浴をさせられて状態が悪化
した。
（通所介護）

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、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

◦契約時に訪問介護員を代えないでほしいと要望し

開始時には、きめ細かな把握に努める必要がありま

ていたにもかかわらず、
違う訪問介護員が来た。
（訪

す。また、把握した要望等については、必ず記録に

問介護）

残し、関係者間で情報共有することが重要です。

◦転倒を繰り返していたので動かさないで欲しいと
頼んだが、トイレ誘導をして転倒させてしまった。
（介護老人福祉施設）
◦食事を刻み食にして欲しいと要望したのに普通食
で提供された。
（訪問介護）
◦リハビリテーションで筋肉トレーニングはしたくな
いと言っても受け入れてもらえない。
（通所リハビ
リテーション）

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・家族からの要望を聞くことは重要ですが、
一方で、専門的な知識や技術に基づいて適切に判断
することも重要です。その場合、利用者・家族の要
望に応えられない理由について、丁寧に説明し理解
を得ることも必要です。

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。

≪通所介護≫

4

事故の記録に不明な点が多く納得できなかった

苦 情 概 要
◦利用当事者は要介護３
人は同居の子

認知症があり、申立

◦「サービス中の事故で、救急車で病院へ運ばれ、
翌日死亡した。搬送先の病院で、事業者の相談員
から簡単な説明があっただけで、その後何も連絡
がなかった。後日、経過記録表が送られてきたが、
事故当日の対応について、不明な点が多く納得で
きない。事業者に苦情を申立て、記録の情報開示
を求めたが、苦情に関する記録が一切なく、事業
者側に苦情を真摯に受け止めている姿勢が感じら
れない。

対応のポイント
①

記録は、事業者が事故や苦情に対応した状況及

び提供したサービスの具体的な内容を実証するた
めに必要なものであり、利用当事者・家族への説
明に際しても重要な役割を果たすものです。記録
は事実に即した内容を正確に記載する必要があり
ました。
②

苦情があった際は、申立人への説明が組織とし

て迅速かつ適切に行えるように、苦情の受付日や
その内容、対応経過について正確な記録を作成す
る必要がありました。

改善状況

調 査で把握した状況
◦事故の経過記録表は、事故翌日に作成された事故
状況報告をもとに相談員が作成していた。
◦経過記録表と事故状況報告の内容に一部齟齬がみ
られた。
◦申立人からの苦情内容や対応経過等の苦情に関す
る記録がなかった。

苦情の要因
事故に関する経過記録や状況報告の記録に齟齬が
あったため、申立人に適切な説明ができず不信感に
つながった。事故当日の対応について苦情があった
にもかかわらず、苦情に関する記録を残していなかっ
たことから、さらに苦情を増幅させる結果になった。
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実際の苦情対応事例から学ぶ

◦事故等があったときは対応した職員が記録を作成
するとともに、特に看護職員が行った医療に関す
る行為については、看護職員が記録を作成するこ
ととした。
◦記録は５Ｗ１Ｈを意識して記入するよう管理者が
指導するなど、苦情対応記録の書き方の研修を行
い、わかりやすい記録の作成について研修を行っ
た。

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。
（介護老人
福祉施設）
◦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。
（訪問介護）

苦情を未然に防止するために
記録を整備すること
記録は、事業者が提供したサービスの具体的な内
容や利用者の状態を適切に把握するために重要なも
のです。
また、利用者・家族からサービス提供状況等の説
明を求められた時の説明資料となり、事故や状態悪

◦居宅介護支援経過の記録に、相談者からの相談内

化、苦情等の対応を明らかにする資料にもなります。

容の記載はあったが、訪問介護事業者と調整した

事業者は、研修などを通じて必要な情報が的確に

記録がなく、サービス提供の変更の経緯が確認で

記録できるよう職員を指導する必要があります。

きなかった。
（居宅介護支援）
◦利用当事者の足が腫れていたので問合せしたが、
介護記録に記録されていなかったので状態の変化
がわからないとの回答で納得いかない。
（通所介護）

実際の苦情対応事例から学ぶ
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5

情報共有及び連携の不足

関係者間で十分な連携が図られず、必要な情報が共有されなかったために、事故が発生したり、適切なサービス
が提供されなかったとして苦情につながるケースが多く見受けられます。

5

≪短期入所生活介護≫

利用当事者の状況が共有されず関係者間での連携が図られなかった

苦 情 概 要
◦利用当事者は要介護５ 脳梗塞による右片麻
痺、失語症、申立人は同居の子
利用を開始した翌日から、利用終了までの 5 日間、
食事がほとんど取れず、水分も十分に取れていない

苦情の要因
アセスメントの際に、在宅での介護の状況やサー
ビス提供の困難な状況が発生した場合の対応につい
て家族と十分話し合えていなかった。
また、事業者は、利用当事者の食事拒否のため、

状態であったにもかかわらず、事業者において適切

食事や水分の十分な提供ができないことを課題と認

な対応がなされなかった。

識していたが、介護職員は、家族や他職種、医療機

調 査で把握した状況

関等との情報共有や連携を図っていなかった。

対応のポイント

◦緊急利用であったため、利用当事者を自宅に迎え
に行った際に簡単なアセスメントを行っただけ
だった。

短期入所生活介護サービスにおいては、急激な

生活環境の変化により利用当事者の心身の状況が

◦利用当事者は、短期入所サービスの利用が初めて

不安定になりやすいため、初めて短期入所サービ

だったため、介護サービスをなかなか受け入れら

スの提供を受ける利用当事者の心情に十分に配慮

れない状況であった。

し、サービスの導入に際しては、家族と連携して

◦利用２日目の朝食時、利用当事者の食事拒否が強
かったため、事業者では食事や水分の提供が課題
と考えていた。
◦介護支援専門員からは、家族からの伝達事項とし
て、これまでも同様のことがあったので放ってお

自立に向けた支援を検討する必要がありました。
②

利用当事者の食事拒否が強く、食事や水分を摂

取できていない課題については、事業者内の介護
職員、看護職員、管理栄養士などが連携して、対
応策の検討を行う必要がありました。

いて大丈夫と言われたことから、しばらく様子を

また、持参薬を適切に服用できておらず、排尿

見ることとし、利用当事者の食事摂取や水分補給

もない状態にあったことについては、看護職員か

について指導しただけだった。

ら配置医への状況報告や利用当事者の主治医への

◦持参薬も適切に服薬されておらず２日目には排尿
も少ない状態であった。
◦利用中、心身の状態の変化について特に感じるこ
とがなかったため、医師や家族には報告していな
かった。
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①

実際の苦情対応事例から学ぶ

連絡を行うとともに、家族や介護支援専門員と情
報を共有する必要がありました。

改善状況
◦サービス受け入れ時のアセスメント方法を見直し、
適切なアセスメントを実施するとともに情報を関

分でなかった。
（訪問介護）
◦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。
（介護老人保健施設）

係職員で共有している。

苦情を未然に防止するために

◦サービス提供上の課題が生じた際には、事業者内
の関係職員で対応策を検討し、健康上の課題を把
握した場合には直ちに、家族及び主治医に報告を
行い、介護支援専門員へも情報提供を行っている。
◦状態悪化時の主治医や家族等への迅速な連絡など
業務マニュアルの見直しを図った。

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。
（介護老人福祉施設）
◦毎回のように訪問介護員が代わるが、引継ぎが十

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、事業者内において、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・家族の意向や要望の記録やサービス提供
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。

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、事業者から不適切な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。

6

≪訪問看護≫

突然契約解除の通知が送られてきた

苦 情 概 要
◦利用当事者は要介護２
人は夫

脳梗塞があり、申立

苦情の要因
事業者が２年間申立人から介護保険外のサービス
の要求に応じ続けている中で、結果的に担当職員が

３年半利用していた訪問看護事業所が、一方的に

退職し、その後、事業者側から契約を解除する事態

契約解除の通知を送付してきたことに納得がいかな

となっていた。また、契約解除にあたり、事前に利

い。

用当事者への説明がなかった。

対応のポイント

調 査で把握した状況
◦利用当事者は２年前から訪問の際、介護保険サー

①

利用当事者の言動や要求等によりサービス提供

ビス外の様々な要求をするようになり、サービス

が困難になった場合は、申立人に対し介護保険で

予定時間を超過し業務に支障を来していた。

提供できるサービスの範囲を明確に示し理解を求

◦管理者が利用当事者に時間を守るよう再三依頼し

めるとともに、このままでは継続困難となる可能

たが聞き入れられず、事業者としてサービス提供

性があることについて具体的に十分説明する必要

の継続に困難を感じていた。

がありました。

◦利用当事者へのサービスの継続に困難を感じた理

②

サービス提供が困難になった場合は、介護支援

学療法士が退職を申し出たため、事業者は利用当

専門員と連携してサービス担当者会議等を開催し、

事者との契約を解除することとし、説明しても了

契約解除にかかる課題について協議して、契約解

解は得られないと考え、理由を付さない解除通知

除の回避のための改善策または、代替策について

を郵送しただけだった。

話し合い、利用当事者・家族との信頼関係の回復
をはじめ契約解除を回避する努力が必要でした。
③

やむを得ず契約を解除する場合には、契約解除

の理由を丁寧に説明するなど段階を踏んだ対応に
努めるとともに、手続きは適切に行う必要があり
ました。
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実際の苦情対応事例から学ぶ

改善状況

苦情を未然に防止するために

介護支援専門員と連携を図り、できないことや

① サービスの継続に向けて最大限の努力をす
ること

サービス提供における決まりについて説明して理

東京都の運営基準では、基本的に事業者はサービ

解が得られない場合にはサービスを継続できない

ス提供を拒否してはならないとされています。サー

旨説明している。

ビスの継続が難しい場合は､ サービス担当者会議等

◦対応できない過度な要求などがあった場合には、

◦サービス提供が困難な利用者については職員間の
連携、情報共有を図るようにしている。

での調整や地域の社会資源を活用するなど、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。

主な苦情例
◦突然、契約解除の通知が送られてきたが、次の事
業者の紹介をしてもらえなかった。（訪問介護）
◦要望や苦情が多いとの理由で契約を解除されたが
納得いかない。（訪問看護）
◦軽度の認知症のため、介護サービスを拒否する傾
向があることが理由で契約解除された。（訪問入
浴）

② 契約解除の理由を明確かつ丁寧に説明する
こと
サービスの継続に向けた努力を行った上で、正当
な理由によりやむを得ず事業者が契約を解除せざる
を得ないと判断した場合であっても、契約書で定め
られた合理的な予告期間をおい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措置をと
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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7

苦情対応が不適切

苦情への対応の際に事業者側の態度が不適切あるいは、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。

7

≪特定施設入居者生活介護≫

苦情対応中の職員の態度が不愉快だった

苦 情 概 要
◦ 利用当事者は要介護５
申立人は別居の子

慢性心疾患があり、

事故によるけがの経緯等について再三、説明を求
めたが納得出来る回答がなかった。また、苦情対応
中に管理者が笑ったので憤りを感じた。

調 査で把握した状況
◦部長と生活相談員が申立人と面談を行い、生活相
談員から口頭で事故の経緯を説明したが言い訳ば
かりだと言われたので、その後は説明せず何度も
謝罪した。
◦管理者が改めて申立人と面談した際、苦情内容の
聴取から始め、申立人の主訴と事前に聞いていた
事業者職員からの説明に違いがあったことから苦
笑いした。
◦後日、生活相談員から報告書を提示して利用当事
者の利用中の詳細な報告をしたが納得を得られな
かった。

①

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が行えるように努める必要が
ありました。
②

説明を行う際には、利用当事者・家族の心情に

配慮しながら、言動及び態度に十分注意を払って
説明する必要がありました。

改善状況
◦積極的に家族に近づき言葉を掛けることで、家族
に信頼されるよう努めている。
◦家族と相談会を開催し、リスク説明をきちんと行
い、本人の価値観・家族の思いを真摯に受け止め、
すべてのリスクを承知してもらった上で、サービ
スの提供をしている。
◦職員同士のコミュニケーションやスキルアップ研
修を実施している。
◦今回の苦情を生かし、利用当事者・家族との良好

苦情の要因
申立人の求めている事柄を的確に把握し説明でき
なかったことや、苦笑いについては悪意はなかった
とのことだが、事業者として重く受け止めているこ
とを伝える態度としては不適切だった。事業者の対
応に進展がなく対応姿勢に誠実さが感じられなかっ
たために事業者への不信感が強まった。
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対応のポイント

実際の苦情対応事例から学ぶ

な信頼関係、協力関係を構築し、より質の高いサー
ビスを提供できるように努めている。

主な苦情例
◦事前に連絡もなく急に管理者が謝罪に来たが、謝
罪が事務的でかえって嫌な気持ちになった。
（介護
老人福祉施設）
◦要望を伝えたら、
「できません」と冷たく言われた。
（訪問介護）
◦事故の説明を求めたら、謝罪もなく、
「何が聞きた
いのか」
と説明責任を果たす態度ではなかった。
（介
護老人保健施設）
◦状態悪化時の説明に納得いかないので、何度も説

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
事故等が発生した場合には、事業者は、発生した
事実を真摯に受け止め､ 利用者・家族に対応するよ
う心がけてください。事業者として、利用者・家族
の怒りを緩和させ、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、利用者・家族への説明は誰が行うかについ
ても十分検討し、誤解や不信が生まれないよう注意
することが大切です。

明を求めたら、管理者が時計をチラチラと見始め
た。家族の心情に配慮していない。
（特定施設入居
者生活介護）

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

優先とし、迅速に対応するとともに被害を最小限に

事業者の対応が適切でなかったために苦情となった

食い止めなければなりません。事故発生時の対応に

事例も多く見受けられます。

ついてあらかじめマニュアル等に定め、職員に周知

介護サービス提供中に発生した転倒等による事故

徹底しておくことが大切です。

について、事業者は利用者の生命、身体の保護を最

（１）初期の状態把握
利用者が転倒又は転落等しているのを発見

◦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す

◦顔色は悪くなっていないか。

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

◦疼痛の有無及び程度。

を把握します。

◦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）医師・看護職員への連絡と必要な措置
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上記の状態把握を行ったうえで、速やかに医

事故発生後の適切な心身の状態把握、医師

師又は看護職員に連絡し指示を仰ぎ、場合に

への連絡及び適切な措置は、その後の経過に

よっては救急車の要請を行う等必要な措置を講

大きな影響を及ぼしますので、予め連絡網や

じなければなりません。また、状態に応じた適

緊急時の対応マニュアルを整備するなどして、

切な応急手当をしておくことも大切です。

関係職員に周知徹底して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
事故対応における苦情で、最も多いのは家
族への連絡に関するものです。
   家族への連絡が適切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、慎重な対応が求められ
ます。

◦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。

   家族への連絡を適切に実施するには、次の

◦誰が、誰に

ような点を事前に決めておき、職員に周知し

介護職員が連絡するのか、それとも医師

ておくとともに家族とも協議しておく必要が

又は看護職員が連絡するのか。管理者が連

あります。

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

家族の誰に連絡するのか。また、不在の

する場合には、職員が同行するなどして一連

場合にはどう対処するのか。（事前に複数

の経過や利用者の状態を把握するとともに、

の緊急連絡先の確認）

その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究明（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

考えられます。

について、発生状況や対応経過等を利用者・

   なお、東京都の運営基準において、サービ

家族に説明する必要があります。事実に基づ

ス提供の記録の保存期間は介護サービスの利

いた説明を行うためには事故に関する記録が

用に係る契約終了の日から２年間となってい

重要な役割を果たすので、必ず記録をとるこ

ます。しかし、民法上は、不法行為による損

とが大切です。

害賠償の請求権は、被害者又は成年後見人

   また、当該事故の関係者を含め組織的な検

等の法定代理人が損害及び加害者を知った日

討を行い、事故原因を究明する必要がありま

から３年間、不法行為の時から２０年間【民

す。事業者だけでは事故原因が特定できない

法７２４条】
、安全配慮義務違反（債務不履

場合があるので、予め外部の専門家（弁護士、

行）による損害賠償の請求権は１０年間【民

医師、学識経験者等）を選任しておき、アド

法１６７条１項】と規定されていることから、

バイザーとしての役割を担ってもらうことも

これらの点を踏まえた対応が必要となります。

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
事故原因が判明したら、迅速に家族と面談

の心情に配慮しながら、冷静な話し合いがで

し、事故に関する経過や原因など、客観的事

きるような状況を整え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

曖昧に説明したり、隠したりすると利用者・

迅速に行うべきものですが、誤解等を回避す

家族に不信感を与え、苦情が大きくなる要因

るために、事故に関する経過や原因を把握し

になります。

て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

   なお、利用者・家族への説明は誰が行うか

真摯に受け止め､ 利用者・家族に対応するよ

についても十分検討し、誤解や不信感が生ま

う心がけます。事業者として、利用者・家族

れないよう注意することが大切です。

（６）関係機関への報告
保険者

事業者の過失の有無にかかわらず、事故報

損害保険会社

損害賠償問題が予想される事故の場合は、

告書を作成し、区市町村等に報告します。な

事業者が加入している損害保険会社にも事故

お、区市町村への報告事項については予め各

について報告をします。

区市町村へ確認が必要です。

   なお、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

居宅介護支援事業者

いる保険会社に確認することが必要です。

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
対する介護サービスの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し合い）
（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

どの専門家に相談をしながら臨むようにする

場合、利用者・家族との最終的な解決に向け

ことも大切なことです。

て示談交渉する場合があります。
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   示談交渉するときは、できる限り弁護士な

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注意して把握する。

(2) 医師・看護職員への連絡と必要な措置
・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、必要
な措置を講じる。
・連絡網や緊急時の対応マニュアルなどを整備しておく。

(3) 家族への連絡
・どのような場合に連絡をするのか、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をする。

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

(5) 利用者・家族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

事故報告書どお
り事実に基づ
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し合い）
・弁護士など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

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てみました。

も多く見られます。これらの苦情対応事例を踏まえ

（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

近の状態を把握しないままサービス提供を

を適切に把握しておくことは､ その後の円滑

行ったために事故等が発生し苦情に至った

なサービス提供や状態悪化時の適切な判断

ケースが見受けられます。

と対応につなげていく上でとても重要となり

利用者の心身の状態を適切に把握するため

ます。特に通所系サービス､ 短期入所サービ

には、医師との連携等により情報収集を十分

スなど同一の利用者が繰り返し利用する介護

に行う必要があります。

サービスでは､ 事業者が利用者の心身の状態
変化がないものと判断し、十分に利用者の直

（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
状態変化を早期に把握することが重要となり
ます。日頃から体温等のバイタルチェック、
食事、水分摂取量、排泄、言動等を含めた利
用者の状況を細かく把握、記録し、職員間で
情報の共有に努める必要があります。
また、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、利用者の状態の

25
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変化に関して必要な情報を共有しながら適切
なサービス提供に努める必要があります。

（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

化することもあります。経過を追って利用者の

も多く､常に状態が変化する可能性があります。

状態把握を行い､ 状態に変化が表れたときに

利用者の状態に変化が生じた時には､ 状態を

は､ 迅速に医師につなげることが重要です。

的確に把握し、適切な措置を行うとともに医

状態把握にあたっては、発熱の状態や意識

師に連絡するなどの対応を行わなければなり

の有無､ 嘔吐の様子など、できるだけ詳しく

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変

● ●

る必要があります。

● 医療との連携 ● ●

利用者の状態が悪化し、医療対応が必要に
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。

●

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。
このため、日頃から、医療関係者との連携
を密にしながら、連絡体制の構築や対応マニュ

しかし、利用者の状態の変化に気がついて

アルの整備など、状態悪化時に備えた体制を

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

ならない緊急を要する状態であるか否かとい

く必要があります。

● ●

● 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、共通認識を持ち、情報を共有しておくこ

れた場所でサービスを受けている場合には、

とが必要です。

家族が状況を把握できないことから、利用者

また、利用者の状態が悪化した場合には、利

の状態悪化時の対応を巡って苦情になるケー

用者の状態をできるだけ把握した上で、速や

スもあります。

かに家族と連絡をとる必要があります。この場

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

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が重要です。

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での苦情申立てから結果通知までの流れ
①苦情申立ての受付

②

面

利用者本人又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

接

聴き取り、申立ての主な内容（主訴）を明確にする。

事 務 処 理 期 間 は 概 ね 六 十 日

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

苦情処理委員会又は委員に報告し、事業者調査について教示
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
の内容について調査する。

⑤

調

査

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

苦情処理委員会又は委員に報告し、指導助言について教示を
受ける。

事務所等を訪問し、介護サービスの質の向上の観点から改善

⑦

指

導 ・ 助

言

すべき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。

約一年後
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

⑨改善状況確認調査

況を確認する。
保険者（区市町村）に立会いを依頼する。

参 考 資 料

28

2 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

25年度
件数

居宅サービス計

利用件数

26年度

構成比

件数

27年度

構成比

件数

構成比

1,037 67.6% 1,010 68.8% 1,033 65.9%

平成26年
3月

平成27年
3月

平成28年
3月

858,881

914,686

961,599

居宅介護支援

322 21.0%

323 22.0%

314 20.0%

212,037

221,917

229,841

訪問介護

241 15.7%

206 14.0%

191 12.2%

118,796

121,423

122,803

訪問入浴介護

17

1.1%

17

1.2%

8

0.5%

11,238

10,864

10,351

訪問看護

28

1.8%

39

2.7%

46

2.9%

42,056

45,959

50,578

5

0.3%

8

0.5%

7

0.4%

6,579

6,812

7,165

7

0.5%

4

0.3%

5

0.3%

126,091

143,512

159,797

181 11.6%

126,705

136,860

145,165

訪問リハビリテーション
内訳

居宅療養管理指導
通所介護

165 10.7%

210 14.3%

通所リハビリテーション

32

2.1%

34

2.3%

23

1.5%

21,929

23,018

23,703

短期入所生活介護

62

4.0%

47

3.2%

83

5.3%

21,482

21,854

21,642

短期入所療養介護

11

0.7%

6

0.4%

9

0.6%

2,929

2,891

2,866

116

7.6%

88

6.0%

137

8.7%

32,298

34,504

35,988

10

0.7%

15

1.0%

15

1.0%

136,741

145,072

151,700

5

0.3%

4

0.3%

2

0.1%

－

－

－

16

1.0%

9

0.6%

12

0.8%

－

－

－

特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費
施設サービス計
内訳

307 20.0%

268 18.3%

353 22.5%

69,783

70,990

72,206

介護老人福祉施設

178 11.6%

168 11.4%

229 14.6%

41,419

42,720

44,040

介護老人保健施設

127

8.3%

22,239

22,555

22,709

介護療養型医療施設

96

6.5%

114

7.3%

2

0.1%

4

0.3%

10

0.6%

6,125

5,715

5,457

71

4.6%

97

6.6%

95

6.1%

24,342

25,648

26,232

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1

0.1%

7

0.5%

8

0.5%

910

1,126

1,246

夜間対応型訪問介護

2

0.1%

8

0.5%

2

0.1%

2,559

2,554

2,276

認知症対応型通所介護

3

0.2%

5

0.3%

6

0.4%

9,185

9,104

8,875

小規模多機能型居宅介護

15

1.0%

17

1.2%

15

1.0%

2,439

2,629

3,102

認知症対応型共同生活介護

48

3.1%

47

3.2%

61

3.9%

8,594

9,331

9,669

2

0.1%

2

0.1%

127

114

139

1

0.1%

434

604

661

地域密着型サービス計

内訳

地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

2

0.1%

10

0.7%

1

0.1%

94

186

264

120

7.8%

93

6.3%

77

4.9%

209,013

226,770

215,771

介護予防支援

57

3.7%

43

2.9%

33

2.1%

82,706

88,494

83,307

介護予防訪問介護

24

1.6%

22

1.5%

11

0.7%

44,307

44,647

37,516

54

40

44

4,132

4,845

5,800

複合型サービス
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

1

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

762

834

9,130

10,406

1.0%

38,379

43,658

39,003

2

0.1%

3,850

4,386

4,717

4

0.3%

356

374

332

1

0.1%

26

44

23

0.1%

26

1.7%

16

1.1%

15

介護予防通所リハビリテーション

5

0.3%

3

0.2%

介護予防短期入所生活介護

1

0.1%

2

0.1%

1

0.1%

1

0.1%

介護予防通所介護
内訳

748
7,947

1

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
介護予防福祉用具貸与

2

0.1%

特定介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修費

2
1

5

0.3%

3,916

4,146

4,214

3

0.2%

22,417

26,051

29,345

－

－

－

0.1%

0.1%

2

0.1%

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%

－

－

－

50

30

26

105

144

184

3

0.2%

1

0.1%

1

0.1%

20

19

20

－

－

－

－

9

0.6%

－

－

14,511

1,535 100.0% 1,468 100.0% 1,567 100.0% 1,162,019 1,238,094 1,290,319

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、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。
注 3）空白：データがないもの ー：概当がないもの
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