
8 サービス提供、保険給付に関する事例

Ⅳ　東京都全体における苦情を分類項目別にした主な事例について
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（１）居宅介護支援
①介護サービスの調整をしてくれないことへの不満

番号 相談者 苦情内容 対応状況

1 本人

現在、１か所の訪問介護事業所を利用してい
るが、それだけでは不自由なので２か所の事業
所を利用したい。介護支援専門員に相談したら

「出来ない」と言われた。

要介護であれば複数の事業所の利用は可能と
伝えた。その後、再度、相談者から電話があり、

「訪問介護事業所を自分で探したい」とのこと
で、事業者の一覧表を入手できる地域包括支援
センターを案内した。

2 家族

利用当事者が近々退院することを伝えてある
のに、いまだに居宅サービス計画を作成してく
れない。

また、住宅改修の申請手続きをしたが、価格
の相談にものってもらえず、業者とのやり取り
も相談者が行わざるをえなかった。早くから手
続きを進めていたのに、こちらからアプローチ
しないと動かない介護支援専門員はおかしい。
介護支援専門員を変更する予定でいるが、ひど
い対応をそのままにしておくのは許せない。同
じような思いをする人がないように保険者から
言って欲しい。

介護支援専門員に確認を行った。退院後の居
宅サービス計画の作成については病院に行って
相談対応していたつもりだが、住宅改修の件が
解決せずになかなか作成が進まなかったとのこ
と。

また、住宅改修の価格の相談にはのっていた。
その後さらに家族が安くする交渉をしたらしい
が、それには関わっていないという。信頼関係
を築けなかった事実については申し訳なかった
と反省している、と話していた。

聞き取った内容を相談者に伝え、今回の相談
内容については、関係部署で情報共有する旨を
伝えて納得された。

3 家族

利用当事者が難病に起因する骨折で起き上が
り困難となったため、地域包括支援センターに
相談して病気の知識を有している介護支援専門
員を選んだ。病気を理由に介護ベッドの必要性
を伝えたにもかかわらず骨折が治ってきたら、
直ちに撤収してしまった。やむを得ず自費で
ベッドを購入したが、利用当事者はそれから３
か月で亡くなった。

介護支援専門員は、契約期間中、ベッド代の
集金の際に同行する以外何の仕事もせず、家族
が困っているのに何１つアドバイスもしてくれ
なかった。

また、死期の近い利用当事者に死を連想させ
るような言葉を投げかけたり、病気で歩けない
のに毎日１万歩、歩けなどの非常識な発言を繰
り返していた。

事業所へ保険者から苦情を伝えることが出来
る旨を説明したがそれは望まず、今後の介護事
業所全体の改善に役立てて欲しいとの要望で
あった。

4 家族

現在の介護支援専門員は、何かを頼んだ際い
つも対応が遅く、しかも勝手に判断してリハビ
リテーションの事業所を断り、家族が疲弊して
いる。

短期入所生活介護の予約を取ってほしかった
が、介護支援専門員の対応があまりに遅いので
相談者が事業所へ空き状況を確認したことも
あった。事業所からは介護支援専門員を通して
くれと言われたが対応してもらえなかった。

これでは自分たちの予定も組めないことか
ら、予約や照会は家族が行ってもいいことにし
てほしい。

家族が照会などをすることを制限する法律は
ないが、介護保険の利用にあっては、緊急時を
除いて居宅サービス計画作成を先に行うことが
義務付けられているので、家族だけで勝手に決
めてしまうことはできないことを説明した。

介護支援専門員の対応について保険者から指
導や注意もできることを説明したが現時点では
望まないとのことだった。介護サービスの予約
の他、相談をきちんと受け止めて必要な情報を
適切に与えてくれる介護支援専門員を希望した
いとのことだったので、契約前によく話し合っ
て決めるように伝えた。
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番号 相談者 苦情内容 対応状況

5 家族

利用当事者が要介護状態になってから３年目
だが、対応の良い介護支援専門員がいなかった
ため、今までに４人交代している。

今の介護支援専門員も月１回訪問に来ても利
用当事者に話しかけず、状態を把握していない
と思う。利用当事者は精神的に不安定になるこ
とが多く、１人でいられない状況にもかかわら
ず声掛けがなく、対応が悪い。足浴等に訪問介
護員を入れてほしいと要望しても、同居家族が
いるとか、何分かかるのかとか言って入れるの
を渋ったり、要望していないのに訪問看護を入
れるよう勧める。通所介護には週３回行ってい
るが、疲れると訴えていても回数を変更しない。

介護支援専門員を代えたいが、どこがいいか
わからない。

訪問介護については、身体介護であれば同居
家族の有無で介護サービスが提供できないとい
うことはないと伝えた。

また、介護支援専門員を代えたいとの要望で
あったため、地域包括支援センターに相談する
よう勧めたところ、以前相談したが、対応の良
い介護支援専門員を紹介してくれるのではな
く、手当たり次第に情報を伝えるだけで、相談
してもだめだと思うとのことだった。介護者で
作っている家族会があるので、そこで聞いてみ
るということで終了した。

6 その他

利用当事者が入院中の病院からの相談。
退院日が決まり退院に向けてのカンファレン

スを行ったのに、介護支援専門員から家族が望
んでいるから退院を延ばして欲しいと言って来
た。早期退院は家族も望んだことだったので確
認すると ｢実は居宅サービス計画を決めておら
ずまだ戻せない。」と言い出した。家族からも
何もしてくれない介護支援専門員であるとの話
を聞いている。利用当事者は終末期に入ってお
り、このような介護支援専門員できちんとした
介護が入れられるのか非常に憂慮している。

保険者から事業所に事実確認や業務改善を諭
すことは可能であるが、担当者を変更するよう
指導することなどの対応は難しい旨伝えたとこ
ろ、今回は記録するだけで良いとのことであっ
た。保険者としては、家族から直接相談が欲し
い旨を伝え、相談者からそれとなく伝えてみる
こととなった。

②介護支援専門員の態度や言動に不満

番号 相談者 苦情内容 対応状況

1 本人

自宅で顔をぶつけてけがをした際に、介護支
援専門員に連絡したところ、対応策などのアド
バイスがなく、その後も連絡したが繋がらな
かった。こうした時の対応について、きちんと
考えてほしい。

また、通常の対応についても、月に１回印を
押して帰るだけで、相談ができる状況にない。
事業所を変更したい。

保険者では、新たな事業所を探すことを相談
者に提案し、地域包括支援センターへ依頼した。
その後、相談者より、気が済んだので現状のま
までよいとの連絡を受けた。

2 本人

新たに利用を予定していた通所リハビリテー
ション事業所宛ての主治医の診療情報提供書
を、介護支援専門員が勝手に開封し、複写して
いた。

事業所の管理者に確認したところ、内容につ
いては把握しており、相談者には説明及び謝罪
をしていた。保険者からは、主治医への説明と、
保険者へ事故報告書の提出と説明を依頼し、再
発防止策を考えるよう指導した。そのことを相
談者に報告したところ、今後も事業所の利用を
継続するが、介護支援専門員の質の向上につな
げてほしいとのことだった。
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番号 相談者 苦情内容 対応状況

3 家族

介護支援専門員がきちんと仕事をしていな
い。用事があって介護支援専門員に電話しても
留守電になってしまう。あまりに繋がらないの
で直接訪問したが、研修や外出でなかなかつか
まらない。こちらは介護疲れで大変なのに満足
に話を聞いてくれない。通所介護でけがをさせ
られた時も相談したが、介護支援専門員の仕事
ではないと突き放された。

このような介護支援専門員は代えようと思う
が、以前に担当してくれた事業所はエリアが違
うし今は空きがないと言われ、新たに探さなけ
ればならない。探すにあたって、事業所の評価
が分からないので保険者が利用者からアンケー
トを取って公表すべきである。

最初の不満は、途中からアンケートを取って
欲しいとの要望にすり替わってしまい、要望と
して意見は記録すると説明したところ納得して
電話を切られた。

4 家族

利用当事者はわがままな所があり訪問介護員
にもう来なくていいと言ったり、通所介護の日
を急に変更したりする事がよくあった。

今回骨折で入院後、自宅療養で車いすを借り
ていたが、状態が良くなり歩行器を借りようと
思い介護支援専門員に電話をかけたが不在だっ
たためメールを送った。

４日経っても返事がないので電話をしたが電
話ではなく、メールが届き「私は御用聞きの介
護支援専門員ではありません」などと書いて
あった。

対応に不満があるため、介護支援専門員を変
更したいがどうしたらいいか。

地域包括支援センターに相談をして変更をお
願いしてはどうかと提案し了承した。

5 家族

介護支援専門員が訪問した際に介護保険被保
険者証を持って帰った。ところが、１週間たっ
て、鉄道会社から落とし物拾得のハガキが届き
驚いた。事業所へ連絡すると、介護支援専門員
が来てハガキを持ち帰った。個人情報が載った
ものを紛失するとは言語道断である。

事業所へ連絡し介護支援専門員に確認する
と、古い介護保険被保険者証を２通預かり、「机
の上の自分のバインダーに挟んでいたら無く
なった。自分は紛失していない。」と言うため、
解決にはならなかった。

その介護支援専門員は退職することとなり、
事業所から家族へ謝罪した。

6 事業者・
施設

介護支援専門員の言動で当事業所の管理者を
はじめ従業員が精神的な苦痛を受けている。介
護支援専門員には直接話はしていない。利用者
には申し訳ないが、従業員を守るという観点か
ら当該介護支援専門員が担当している利用者の
サービスから撤退を考えている。

介護支援専門員に対して何かしてほしいとい
うわけではないとのこと。状況の報告と今後に
ついての話だったため記録に残し、情報共有す
る旨と、また何かあれば連絡いただくよう話を
した。
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③介護支援専門員の訪問がないことへの不満

番号 相談者 苦情内容 対応状況

1 家族

骨折で入院していた利用当事者が退院し、以
前担当だった介護支援専門員が居宅サービス計
画を作成し、ベッドのレンタル等行ってくれた。
しかし、介護支援専門員が体調を崩し入院する
ことになり、同事業所の別の介護支援専門員が
担当となった。自宅でサービス担当者会議が開
催されたが、新しい介護支援専門員はそれまで
一度も利用当事者の様子を見に来なかった。

介護支援専門員が変更となった場合は担当と
なった介護支援専門員が居宅サービス計画を作
成しなければならず、事業所内でアセスメント
等情報共有されていたことも考えられるが、
サービス担当者会議の前にはアセスメントが必
要であることを介護支援専門員に指導した。

2 家族
最近新しい介護支援専門員に変わったが、訪

問の日時を何度も変更し結局今月の訪問はな
かった。問題のある事業所に対して保険者はど
のように対応するのか。

保険者は定期的に事業所に対して実地指導を
しており、利用者を訪問していないなど問題が
ある場合には、介護報酬を減算することを説明
した。

3 家族

介護支援専門員は２か月に１回しか訪問せ
ず、１回の訪問で２か月分の書類に印鑑をも
らって帰ってしまう。介護支援専門員本人から、
自分は事業所の責任者や経理等を行っており、
出世したから忙しいのでそのように訪問してい
るとのことであった。これで減算されずに介護
報酬が支払われるのはおかしいのではないか。

介護支援専門員の業務を適切に行っていると
は言えず、減算の対象となる旨伝えた。

④管理者等の対応に不満

番号 相談者 苦情内容 対応状況

1 家族

新しい介護支援専門員に変更になった際、男
性の介護支援専門員だったので対面での相談の
申し出を何度か断った。女性に変更してくれる
よう事業所に依頼したが、変更されないうちに
管理者によって居宅サービス計画が自宅に持ち
込まれた（居宅サービス計画作成者氏名は男性
の介護支援専門員の名前になっていた）。

継続で介護サービス内容が変わらないとはい
え、一度も対面しないまま居宅サービス計画を
作成することは許せないので、事業所に言って
欲しい。

管理者に確認したところ、相談者に謝罪する
とともに、相談者の担当の介護支援専門員も代
わったとの報告があった。

2 家族

担当している介護支援専門員が辞めるため次
の介護支援専門員を探すと言われていたのに、
最近になって代わりの介護支援専門員が見つか
らないので家族で探してほしいと連絡があっ
た。急遽地域包括支援センターに相談して探し
ている。なぜこのようなことになってしまった
のか、事業所から説明が欲しい。

事業所に連絡し、管理者に相談者の要望を伝
えたところ、事業所の管理者から、相談者が
SNSで介護支援専門員の苦情を公開しており、
そのような状況では契約を継続することは難し
いと考えたためとのことだった。

また、後任の介護支援専門員については事業
所も地域包括支援センターに相談しており、保
険者からも地域包括支援センターに今回の件に
ついて伝えた。
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番号 相談者 苦情内容 対応状況

3 その他

事業所から度々見知らぬ人のサービス利用票
が届く。事業所には直接連絡したが全く改善さ
れていないため、保険者で対応して欲しい。

事業所へ電話し対応状況等を確認したとこ
ろ、「３か月前に１度誤って送り苦情を受けた。
ファックスはパソコンから直接送れるタイプの
ものだが、送信履歴がなく経過の確認が取れて
いない。対応策として当該事業所へのファック
ス送信は中止し手渡しにした。再び送られてい
ると知ってこちらも驚いている。メーカーに連
絡し、これから調査をしてもらう予定だが、誤
配信してしまった相手方に謝罪したいが電話番
号が分からず出来ないでいる。」とのことだっ
た。

両者を調整し、事業所には早急に個人情報の
回収に伺うよう伝えるとともに、送信履歴等を
確認して対象となる利用者を特定すること、
メーカーと原因究明及び対応について検討する
こと、事故報告書の提出などを依頼した。

後日、事故報告書提出時に文書回収及び今後
の対応策等の報告を受けたことにより今回の対
応を終了した。

⑤居宅サービス計画、介護サービス等の説明の不足への不満

番号 相談者 苦情内容 対応状況

1 家族

認定更新の結果、要介護から要支援になった。
それまでは異なる事業所２か所から、合わせて
週３回通所介護を利用していた。

介護支援専門員から、認定結果によってはこ
れまでと同じ介護サービスは利用できないかも
知れないと聞いていたが、通所介護の利用で元
気になったため、保険適用外の介護サービスは
自費になってもかまわないので継続利用したい
と伝えていた。

最近になって自費で利用している事業所から
利用料が月４万円になると聞いて驚いた。これ
まで１割負担であることも理解していなかった
ので、全額自己負担になるとどのくらいの金額
になるか知らなかった。介護支援専門員が事前
に紙で具体的数字を示してくれれば自費で利用
する気にはならなかった。

介護支援専門員に苦情内容を伝えると、更新
前の要介護に該当していた月の請求を元に、金
額を含め具体的に説明したとのこと。

折り返し連絡したが不在だったので留守電に
伝言を残した。４週間余り経って返事がないと
の再度の苦情及び自己負担分の請求金額はいく
らになるのか問い合わせがあった。留守電に伝
言を残したことと介護支援専門員の説明を報告
すると、金額のことは聞いていないと反論され
た。

現在は要支援となり地域包括支援センターの
介護支援専門員に変わったので問題ないが、再
度要介護になり居宅介護支援事業所と契約する
ときは前と同じ事業所と契約したくないとのこ
となので、事業所は選べることを伝えると了承
した。

2 家族

利用当事者はリハビリテーション病院に入院
している。本来ならば90日間入院できるところ
を、介護支援専門員が病院の医療ソーシャル
ワーカーと勝手に相談して４週間ほどで退院さ
せられることとなってしまった。家族の了承も
なしにこのような行為は許されない。

退院の日時は、利用当事者の病状を踏まえた
上で家族と病院が決めることであって、介護支
援専門員が勝手に決めることはできないのでは
ないかと説明したが、「病院からいきなり退院
の話をされた」、「事前に家族への相談はなかっ
た」と立腹された。

介護支援専門員を代えたいのかと尋ねるも、
仕事はよくやってくれるし代えたくはない、今
回は話を聞くだけで良いとのことであった。
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番号 相談者 苦情内容 対応状況

3 家族

一人暮らしの利用当事者の家に行った際、利
用当事者が介護支援専門員から電気製品の買い
替えや台所の改造を勧められ、洗濯機はすでに
発注していることが分かった。すぐに電気店に
電話を入れてキャンセルした。介護支援専門員
に会いに行くと謝罪された。

利用当事者は寸前で購入までいたらなかった
が、他に電気製品を購入させられたり、台所の
改造をさせられた利用者がいるかもしれない。

傾聴し、保険者から事業所管理者へ伝えると
話をし了承された。事業所に連絡し確認すると、
利用当事者が介護支援専門員に電気店の紹介を
依頼していたことが分かったので、管理者から
相談者に今回の経緯についてきちんと説明する
よう依頼した。

4 家族

在宅介護から施設入所になったが、その際、
介護支援専門員から施設に対し医療情報が提供
された。利用当事者及び家族は同意していない
のに、これは介護保険法の守秘義務違反に当た
るのではないか。

介護は医療や他の事業所との連携が不可欠で
あることから、個人情報の共有が運営基準等で
定められている。介護支援専門員との契約時に
個人情報の利用に同意をいただき、その同意書
のなかで提供できる内容等が決められている。
このことから、今回のケースも契約当初に個人
情報の利用に同意を得ていれば違法性は無いも
のと考えると説明したところ納得された。

（２）訪問介護
①介護サービス内容に不満

番号 相談者 苦情内容 対応状況

1 本人

訪問介護員は、20 ～ 30分掃除をすると帰っ
てしまう。自分はもっとやって欲しいことがあ
る。普通は１時間くらい仕事をするものではな
いのか。

個々の介護サービス内容はサービス担当者会
議で決めることであり、電話だけで適切かどう
かの判断はできない。今の介護サービスで不満
があるのなら介護支援専門員に連絡して要望を
伝えるよう助言したが、訪問介護員の仕事が不
満なので事業所に電話をしてほしいとの訴えを
変えなかった。事業所の管理者と介護支援専門
員に経過を確認したところ、以前から同じ要望
で対応中であることが判明したため、今後も介
護支援専門員を中心に対応していくこととなっ
た。

なお、相談者には、事業所に要望を伝えた旨
を報告し、今後要望等はサービス担当者会議の
中で伝えていくよう伝えた。

2 本人

訪問介護員が、調理器具を壊してしまったの
で弁償してほしい。事業所に何度も電話してい
るが出てくれない。

弁償に関する仲介は出来ないので、当事者同
士で話し合うしかないことを説明し納得され
た。

また、買替代金全額の賠償を求めていたため、
一般的に賠償額は相手方の過失度合いや調理器
具の使用年数等によって決まることであり、一
概に全額支払われるとは限らない旨を伝えた。


