
【特別養護老人ホーム】

２１年４月

前年度に一時所得があったことで、負
担限度額の対象外であったが、当年度
は負担限度額の対象者（２段階）であ
る。申請をしなかった施設は責任を取
るべきである。

前年度の一時所得は申出が無い限り施設担当者は把握
が難しい旨説明し理解を求めた。
今後、代行申請担当者は介護保険の認定申請と介護保
険限度額認定申請は、細心の注意を払う。

２１年４月

①利用者居室の暦をめくっておらず、
３月のまま、前月も家族がめくった。
②寂しがり家なのでもっと声をかけて
欲しい。
③意地の悪い職員がいる（利用者弁）

①担当替え時の引継ぎ不徹底及び担当者の配慮のなさ
に、原因があり、今後徹底する旨説明し謝罪する。ま
た、家族への連絡ノートへの記入を月１回以上行い、
信頼関係の回復に努める。
②③声かけを多く行い本人の話をよく聞くなど、意識
してコミュニケーションを深める。

２１年７月

家族より同室利用者のテレビの音量が
気になる。

同室利用者に異食行為がありイヤホンが不可なため
ヘッドホンを使用してもらうが、うまくいかないこと
があり、当分こまめな様子観察で対応する。

２２年３月
①腕に裂傷を負った。
②施設の説明が不十分。
③管理者等からの謝罪がない。

事故に対する過失を認めた上で管理者が謝罪し、治療
費と通院は施設が責任をもち、その後の経過報告を十
分に行うようにする。

２２年９月

熱発の対応で氷枕をしたが、首が濡
れ、涎、鼻汁がでて苦しそうにしてい
た。面会にきた家族がそれを見て怒
る。
以前足や額に打撲痕があった。

謝罪し、ケアの見直し、介護職員の指導・教育を徹底
させることで家族の理解を求める。

２２年１１月

車椅子からの転落事故に関して職員か
らの連絡内容と事実が違う（酷い）こ
とで不信感をもつ
①職員の教育ができていない。
②事故内容を精査すること。
③事故報告が遅い。

謝罪し、対応した介護職員の教育・指導を行う。

２３年７月

入所して間もない入所者が入院後１週
間で亡くなった件で
①入院した時、施設から明確な説明を
受けていない。
②死亡した原因は施設の責任ではない
か。
③入院時に頼んだものを持ってきてな
い。

家族の要望に対応できなかった件は謝罪し、入所中の
状況を担当介護職員、看護職員から日誌などに基づ
き、詳しく説明を行う。
十分な納得は得られなかったものの、施設の不手際に
ついては今後、教訓として生かすよう家族の要望が
あった。

２３年１０月
オムツ交換して欲しいと言ったが取り
合わない。何度か言ってやっと交換し
た。

オムツもれの確認が的確に出来ていない事が原因での
クレームであり、謝罪し、今後の反省とした。

２４年７月
認知症の入所者が、介護職員の言動に
恐怖心を持ち、不安を抱く。

家族が介護職員に理解があることで問題にはならな
かったが、今後の対応として入所者に対する接遇に関
する指導や研修に力をいれ再発防止に努める。

２５年４月

施設に渡した服とは別の物を着てい
る。渡した服は別の入所者が着てい
る。衣類管理ができていない。

謝罪し今後の対応について説明し理解を求める。

２５年４月

毎年この時期になると虫刺されの様な
湿疹ができるが、原因を把握し施設が
対応を講じて欲しい。

周辺の樹木に着く毛虫の飛散が原因と思われ、対応が
難しく、早めに状況を把握した上で、受診、軟膏塗布
等対応する。

苦情・意見・要望について



２５年１１月

①目尻に亀裂があるが経緯の連絡がな
い。介護に不信が持つ。
②靴を１度も洗っていない。
③服がバラバラで他人の服を着てい
る。

①傷は原因不明だが、乾燥させない様対応し、家族へ
の報告は怠り無く速やかに報告する。
②靴は２週間に１度実施する。
③衣類に着ける名前の確認、洗濯後の衣類整理を確実
にする。

２６年３月

入院中腕が腫れ、肘の内側が切れてい
るが、入所中に拘縮予防目的の器具等
の使用が原因ではないか。過去にも痣
や怪我があったがきちんと説明を受け
たことがない。虐待ではないか。

誠意をもって説明を尽くしたが、３ｹ月の入院期間が過
ぎ退所となり、施設への不信は解消しなかった。入院
の継続を希望されており、今後は病院と連携して必要
な支援（情報）を提供し、また、施設内のケアの見直
しを行い質の向上に努める。

２７年８月

①体位交換時の職員の対応が荒く、頭
をぶつけて内出血と腫脹あり。
②床の清掃後、面会の家族が転倒。
①について同様なことが前もあったと
厳重な抗議あり。

病院に受診し、異常がないことを確認し、家族に謝罪
する。また、床の清掃後、注意の案内板等を設置を約
束する。

２９年９月

居室のドアを開けたまま臀部の傷の処
置を行い、おむつ交換を行ったことに
対する家族の抗議（過去このようなこ
とはなかった。）

家族へ謝罪し、入所者のプライバシー保護の観点から
今後職員への指導を徹底することの約束で家族の了承
を得る。

【ショートステイ】

２１年７月

２泊３日利用の際、利用料のクレーム
介護保険制度の説明が不明朗、不誠実
で問題があるので支払を保留する。

担当者より改めて介護保険制度について誠意をもって
説明し、一応の了解を得たが、回収できたのは３ヶ月
以上を要した。

２２年３月

ショート利用中、不穏行為が続き対応
が困難と判断し入院目的で病院受診し
たが、入院できずに帰ってきた。その
時の施設職員の態度に苦情を申し出
る。

職員の非礼な態度が原因であり、ショートステイ担当
者が謝罪し解決を図った。

２２年５月

入浴後の着衣時、職員が紙パンツの準
備をしなかった（本人着脱）ため、紙
パンツ未着用のまま帰宅し、家族がそ
のことに苦情を申し出る。

家族は介護した本人に直接聞きたいとのことで、当該
介護職員（新人）が電話して家族が問われることに、
詳しく説明する。
解決が図れたかは不明であるが、介護職員は「頑張っ
てください」と言われている。

２２年５月
紙パンツを履かせないまま帰宅させ、
家族からのお叱り。

家族が直接介護職員へ苦情、助言、励まし。
施設は教育・指導の徹底を行う。

２３年１月

義歯の破損（３回目）
過去、殴られたような痣が確認でき
た。
介護に適さない職員の退職を求める
夜勤職員の増員を求める

謝罪し、義歯の修復を申し出る。

２３年１０月

①食事が足りない。
②いつも出している風呂上りのコー
ヒー牛乳をださない。
③キチンとしたサービスをして貰いた
い。

①歯痛のためミキサー食を提供　副食が2～3割摂取。
②入浴後のコーヒー牛乳を他の時間に変更したことを
本人に理解できるよう伝えなかったことを謝罪。

２４年４月

利用者に持たせた飲み薬の有無の確認
不足と家族への電話対応のまずさ、そ
の上貼り薬の貼り忘れがあり、家族は
立腹し、信用できる施設と思わない。
今後利用しない。

①飲み薬の件：薬の入っている場所が探しにくいとこ
ろにあり、探すことができなかった。
②貼り薬の件：貼ったが、入浴前に剥がして入浴後に
再度貼ったため剥がれた。
謝罪の上説明し、今後の対応についても説明したが家
族の了解は得られなかった。

【デイサービス】

２１年５月
連絡帳の家族コメントに目を通してい
るが、サインがない。

必ず目を通して、返答が必要な場合は、返答コメン
ト、及び担当者名を記入することにしていることを説
明する。　今後すべてサインをすることを約束する。



２１年７月

①利用者宅を破損させた。
②車椅子移送の際にシートを敷いてい
ない

誠意をもって謝罪した。損害賠償は不要とのこと。
また、家族不在の送迎には、十分注意を払って行うこ
とを職員に再確認し、指導を行う。

２６年３月

利用者本人より朝の迎えの電話連絡が
ないとの苦情

今後２度とこのようなことが無い様に気をつけます。
と謝罪した。笑顔で納得された。
職員間で連絡ミスの無い様確認する。

２６年３月

利用者宅から他の利用者達を優先して
帰宅（乗車）させられる。と怒る。

順番を変更し納得してもらう。

【ケアプランセンター】

２２年７月

通所介護事業所で利用者の暴言等で他
利用者が怖がるので、利用日の変更を
申し出たところ家族が怒る。

利用者及び家族とも通所介護の利用を強く望んでお
り、利用日の変更はしないで、薬で気持ちを安定させ
ることとし、様子を観察する。

２３年８月

介護タクシーの請求が高いとの苦情。
タクシー代が１割負担と理解し利用し
た。また、法人の第三者委員へ苦情を
申し出た。

役所の担当者と担当ケアマネが自宅訪問し、制度の説
明をしたが、家族には介護保険制度に不信があり理解
を得られず、介護認定の更新申請はせず、今後介護
サービスは利用しないと言う。

２６年８月
ケアマネの態度が怖い。利用者の要望
を聞かない。担当ケアマネの変更を強
く要望する。

お詫びをした上で翌月より担当ケアマネを変更した。

２６年１０月
ケアマネの対応が不適切で冷たい感じ
を受ける。

管理者が自宅に伺い謝罪する。その後問題なくこの件
は解決した。

２７年９月

①ケアマネは利用者、家族共に支援す
べき。
②サービスのキャンセル時、事業所に
連絡が入ってない時がある。
③ケアマネの言動等に不信があり、交
代して欲しい。

謝罪し、担当者を代えることを約束し同意を得る。

【訪問介護】

２６年４月

利用者がヘルパーに洗濯物を干してく
ださいと依頼したが断られた。その
後、サ責任が伺い事情説明したが、そ
の説明の仕方に激怒興奮した。
担当のサ責を代えて欲しい。
（利用者はケアハウス入居者）

ヘルパーは拒否的な対応をした訳ではなく、洗濯物干
しは了解したものの、洗濯中（洗濯は利用者が行う）
のため時間の制約もあり、理解を求めたが聞き入れて
もらえなかった。
ケアマネが間に入り、後日利用者の気持ちが落ち着い
たところで和解する。
担当のサ責は変更した。

【青葉デイサービスセンター】

２２年３月

サービス評価明細書、請求書等の書類
を連絡帳と一緒に利用者に渡していた
が、家族へ直接渡してくださいとの要
望あり。

利用者が書類を見ることで混乱を招く可能性があるの
で、今後は家族に直接手渡すことにする。

２７年５月

①介護員が少ないので増やしてほし
い。
②きちっととした介護を望む。

①介護員の声掛けや応対に不信感を持たれない様指導
する。

２７年５月

家族送迎の方で、施設玄関到着時に職
員が無言等、職員の対応に不満があっ
て「スタッフが少ない、人を増やすべ
き」とのクレーム

職員の対応について謝罪し、今後家族が不快に思われ
ないような対応を行うことで了承を得る。また、職員
に対する指導を行った。

【ケアハウス】
年月 苦情・意見・要望の概要 対応・対策の内容

２１年４月
３年前の入居の件で居室の荷物の持込
日と利用者の入居日は違うとのクレー
ム

当時の状況がわからないので管理費の差額を返却し、
解決を図った。



２１年６月
入居者の同好会の内部案件で退去者に
対する無記名の中傷

関係者と目される入居者に謝罪文書を無記名で送付し
てもらうことで解決を図った。

２１年１２月
～２２年５月

施設の過失で漏水事故を引き起こし、
当人の大切な物が濡れて”取り返しが
つかない”との弁から苦情が始まり、
施設への数々の不満を訴える。

施設の落ち度には謝罪、補償をした上で当人のすべて
の要求に応じる態度で、第三者を交えて何度も話し合
いに臨んだが納得が得られず。また、福岡市保健福祉
局監査指導課へ当人が行き、苦情を訴えるが未解決。

２３年６月

入居者が血圧測定し、高い数値が出た
ため、驚き通りかかった職員に訴える
と、職員は「私たちは関係ない。家族
に連絡するように」と言って帰った。

申出人が本人でなく又聞きで、事の発生から申出まで
３ヶ月が過ぎており、職員に該当者がいなく、対応が
困難。
血圧測定場所に呼出ボタンを設置する。
同じ様な事案には、すぐに申し出るようお願いする。

２６年４月

認知症状のある隣室の入居者から盗ら
れた等の疑いを掛けられた。なんとか
して欲しい。

隣室のため以前から関わりが多いが、なるだけ接触を
避けることを提案し、今後のトラブルには職員が対応
する。他の入居者との問題もあり、施設での生活が困
難だと思われることを家族も理解しており、転居を検
討する。


