


1 共通する苦情の要因
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　介護サービス種別を問わず苦情に至るケースには、以下のような共通した要因が見受けられる。
事業者は日頃から苦情が発生しやすい場面を洗い出し、十分な予防措置を講じることが重要である。

（１）利用者・家族への説明不足
　介護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
が多く見受けられる。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る。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、利用者等が理解しやすい方法を工夫する必要がある。

（２）利用者の状態把握の不足
　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ためにも重要である。

（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ために、適切な介護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る。
　日頃から相談窓口の設置や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、介護サービス開始時には、特にきめ細かな要望把握に努め、要望等への対応の可
否について利用者・家族に十分に説明し同意を得ることが重要である。

（４）情報共有・連携の不足
　職員間で必要な情報の共有ができていないなど、連携不足に起因する苦情や事故等が見受け
られる。
　利用者に安全で適切な介護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、円滑に介護
サービス提供が行えるようにしておくことが重要である。

（５）記録の不備
　記録は、事業者が提供した介護サービスの具体的内容や、利用者の状態を適切に把握するた
めに重要なものである。同時に、利用者等から介護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、状態悪化及び苦情等の対応を明らかにする資料にもなる。
　事業者は、必要な情報が的確に記録できるよう記録の記載と保管のルールを定め、職員に周
知徹底する必要がある。



2 介護サービス種類別の留意点
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（１）居宅介護支援
　居宅介護支援は、利用者及び家族が各種居宅サービスを適切に利用するための制度上の「要」
である。その担い手である介護支援専門員（ケアマネジャー）は、計画に基づく介護サービス
提供が適切に実施され、要介護者等が可能な限り居宅で自立した生活を営めるよう、公正中立
な立場で介護サービス事業者との総合的な調整を図る役割がある。
　しかし、利用者の心身の状況やニーズの把握が不十分なまま居宅サービス計画が作成された
り、利用者等と介護サービス事業者との調整不足や関係機関等との連携不足のために苦情とな
る例が見受けられる。
　適切な居宅サービス計画の作成、介護サービス利用の調整等を行うためには、利用者の自立
した日常生活に向けた支援を行う上で、解決すべき課題の把握（アセスメント）と提供される
介護サービスの実施状況の把握（モニタリング）が重要である。特に、独居の利用者の場合、
離れて暮らす家族と介護サービス事業者との認識に齟齬が生じないように、家族や地域の見守
りネットワーク等との連携も適時適切に行う必要がある。
　また、医療の必要性の高い利用者も多いことから、医療系サービスを含む介護サービス全般
の知識を一層深めるとともに、医療機関等との適切な連携が求められている。

①利用者の状態把握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・家族の要
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ある。

〈東京都条例第52号　第20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
当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報共有、サービス等の調整を図ることが重要である。特
に利用者の状態変化や、介護サービス提供上の問題があった場合は、利用者及び家族、介護サービス
事業者等と連携し、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る。

〈東京都条例第52号　第20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、同意を得て計画書を交付する必要がある。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る。

〈東京都条例第52号　第20条　指定居宅介護支援の具体的取扱方針〉
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（２）訪問介護
　訪問介護は利用件数が多く、在宅介護の柱となる介護サービスである。
　サービス時間が守られない、依頼したことが行われない、利用者の状態悪化に気づかなかっ
た等のサービスの調整ミスや訪問介護員の知識・技術不足等の資質に関わる苦情がある。
　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利用者等から疑念を抱
かれる苦情や、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
見受けられる。
　そのほか、介護保険サー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いる場合、
時間や介護内容の区分けが不明確であったことから利用方法を巡って苦情となることもある。
　これらの苦情は、訪問介護員相互の連携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が多く、サービス提供責任者が介護の実施状況を的確に把握するとと
もに、介護支援専門員や家族との調整を適時適切に行う必要がある。
　事業所は、カンファレンスの実施や研修の充実などによって、個々の訪問介護員の力量を高
めるとともに、管理者やサービス提供責任者が、適切に管理責任を果たすことが重要である。
とりわけ、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
責務を持っている。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
備する必要がある。

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ある。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
を行い、記録に残す必要がある。

〈東京都条例第52号　第20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
に役立つ。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、家族及び介護サービス提供事業者、関係機関との連絡状況、介護サー
ビスの実施状況、居宅支援経過等の記録を整備充実させる必要がある。

〈東京都条例第52号　第31条　記録の整備〉
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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る。
　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る居宅介護支援事
業者等との連携を図る必要がある。

〈東京都条例第111号　第８条　管理者及びサービス提供責任者の責務〉

③介護サービス提供実施状況の把握
　介護サービスを行った際には、できるだけ具体的に内容を記録し、介護サービス提供後
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
がある。
　また、管理者及びサービス提供責任者は、訪問介護員の介護サービスの実施状況を確認
する必要がある。

〈東京都条例第111号　第８条　管理者及びサービス提供責任者の責務〉

〈東京都条例第111号　第23条　サービスの提供の記録〉

④関係機関との連携
　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
関との協力体制を構築しておく必要がある。
　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
必要がある。

〈東京都条例第111号　第18条　居宅介護支援事業者等との連携〉

②介護サービスの内容の説明と訪問介護計画の作成
　事業者は、介護サービス開始時に、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る。
　また、サービス提供責任者は、利用者の状況を把握し、必要な介護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、介護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る。

〈東京都条例第111号　第12条　内容及び手続きの説明及び同意〉

〈東京都条例第111号　第28条　訪問介護計画の作成〉
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（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
孤立感の解消、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
える上で重要な介護サービスである。
　通所系サービスでは、送迎時や介護サービス提供中の事故、状態悪化時の対応が適切でなかっ
たことや説明不足が原因となる苦情が多く見受けられる。
　通所系サービスは、利用者が一定時間家族から離れて介護サービスを受けるため、介護サー
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丁寧な説明が不可
欠である。
　また、限られた人員配置の中で利用者に安全で安心な介護サービスを提供するためには、日
頃から利用者の状態を的確に把握するとともに、家族や介護支援専門員、主治医との連携を密
に行うことが大切である。さらに、緊急時の対応や安全配慮に関しても利用者、家族と十分に
話し合い、理解を得ておく必要がある。

①利用者の状態把握と適切な通所介護計画の作成
　介護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る。

〈東京都条例第111号　第107条　通所介護計画の作成〉

〈東京都条例第111号　第112条（第17条準用）　心身の状況等の把握〉

②適切な介護サービス提供と利用者及び家族との連携
　介護サービスの提供にあたっては、介護サービスの提供方法や内容等について、利用者・
家族に分りやすく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る。

〈東京都条例第111号　第106条　指定通所介護の具体的取扱方針〉

⑤訪問介護職員等の資質の向上
　管理者は、訪問介護員としての倫理や介護の知識、技術について、事業所内で勉強会を開
催する等従業者の定期的な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る。

〈東京都条例　第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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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介護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ある。
　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
に利用者に適切な介護サービスが提供できるようにする必要がある。

〈東京都条例第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、速やかに主治医等に連絡を行い必要な措
置を行うとともに、家族や介護支援専門員に迅速に連絡し、保険者にも報告する必要があ
る。
　なお、事故等が発生した場合の対応方法については、あらかじめマニュアルを定めてお
く必要がある。

〈東京都条例第111号　第112条（第31条準用）　緊急時等の対応〉

〈東京都条例第111号　第112条（第39条準用）　事故発生時の対応〉

（通所介護事業所等で提供する宿泊サービス）

　近年、在宅での介護が困難になった時に受け入れる施設の不足を背景に、通所介護事
業所が、日中、高齢者に通所介護サービスを提供し、そのまま夜間に介護保険外の宿泊
サービスを提供する「宿泊付き通所介護」が増えている。
　「宿泊付き通所介護」には、人員、施設基準及び運営基準等の法的基準がなく、宿泊
施設としての環境が十分でない等の問題が指摘されているものもあった。
　そこで、国の省令改正により、通所介護の設備を利用して介護保険外のサービスを提
供する事業所（宿泊付き通所介護）に対し、利用者保護の観点から自治体への届出と事
故報告のしくみが導入され（平成27年４月１日施行）、さらに、最低限の質を担保する
観点から人員、設備及び運営に関する指針が定められた（平成27年４月30日厚生労働省
通知）。
　「宿泊付き通所介護」の利用者にとっては、日中の介護サービスと夜間の宿泊サービ
スとの法的な位置付けの違いが分かりにくいため、サービス提供事業者には、利用者が
安心して介護サービスを受けられるように十分な説明を行うことが求められる。
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（４）短期入所生活介護、短期入所療養介護
　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、居宅におい
て日常生活を営むことに一時的な支障がある者等を対象とした介護サービスであり、在宅介護
を継続していく上で必要な介護サービスである。
　ショートステイでは、介護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
れる。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あるが、利用者にとっては急
激に生活環境が変化するため、心身の状態が不安定になりやすく事故等が起こりやすい介護
サービスである。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
利用時と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る。
　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ある。
　また、職員間でそれらの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
うえで不可欠である。
　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が重要である。

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
　利用者に安心して介護サービスを受けてもらうためには、利用者本人、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る。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る。

〈東京都条例第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〉

〈東京都条例第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る。
　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に速やかに事故の報告を行う必要がある。

〈東京都条例第111号　第163条（短期入所生活介護）　緊急時等の対応〉

〈東京都条例第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）　事故発生時の対応〉
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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、医療対応
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
明する必要がある。

〈東京都条例第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ある。

〈東京都条例第111号　第227条　指定特定施設入居者生活介護の取扱方針〉

（５）特定施設入居者生活介護
　特定施設入居者生活介護（以下「特定施設」という。）は、近年、有料老人ホーム等の増加
により利用者数が急増している。有料老人ホームをはじめとする特定施設は、施設により入居
費用やサービス提供形態が異なるため、利用者・家族にとっては、提供されるサービスの内容
等がわかりにくくなっている。
　入居にあたって利用者は、有料老人ホーム等の入居契約とは別に介護保険サービスの利用に
係る契約を締結するが、利用者・家族は、それぞれの契約内容等を十分区別できないまま入居
し、苦情に至る場合が目立っている。
　また、特定施設の中でも有料老人ホームは、入居一時金を支払って入居するケースが大半で
あることから、利用者は金額に見合ったサービス水準を求めるが、職員の配置や医療対応など、
利用者が想定しているサービスと事業所の提供できるサービスとに齟齬が生じ、説明や理解不
足によって苦情に発展するケースも見受けられる。
　入居後のトラブルを防止するためには、入居前に、入居契約と介護サービスにかかわる契約
の位置づけの違いや提供されるサービスの範囲等について、利用者・家族が理解できるよう丁
寧かつ十分な説明を行うことが重要である。
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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
　介護保険制度は、在宅介護を基本理念としているが、在宅で介護することが困難となった要
介護者に対し、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（以下「施設」と
いう）が用意されている。
　入所者の要介護度は重度化しており、転倒事故や状態悪化・急変が起こりやすくなっている。
　また、家族が日頃の入所者の状態を十分把握していない場合もあり、転倒等の事故発生時や
入所者の状態悪化時の対応について苦情となることも多い。その他にも、私物の紛失、職員の
言動が不適切、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る。
　苦情に至る原因には、入所者の心身状況やリスク情報（事故歴、行動特性など）及び家族の
要望の把握が不十分、職員の技能が未熟、緊急時の対応の遅れ、入所者等への説明不足などが
あるが、日頃から、施設と入所者・家族との信頼関係が十分築けていなかったことも苦情につ
ながっている。苦情の原因や再発予防策について施設として検討し、研修の充実、緊急時の対
応の見直し、入所者・家族への丁寧な説明、職員間における入所者情報の共有に努めることが
大切である。
　施設サービスにおいては、施設の種別により機能や役割に応じ、人員、設備、運営に関する
基準が各々異なっているが、特に医療対応の相違について家族が十分に理解していないことが
多いため、入所者の状態悪化時の対応等に関する苦情が多く発生している。入所時には、施設

〈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る。
　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う。一
方、特定施設に該当しないサービス付き高齢者向け住宅では、利用者は自由度が高い生
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うこととなる。
　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るが、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る。
　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事業者との連携が重要となる。
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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、主治医等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る。

〈東京都条例第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。）〉

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る。
　また、計画内容について、入所者及び家族に丁寧に説明し、同意を得る必要がある。さ
らに、入所後も、入所者の心身の状態や介護サービスの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る。特に状態悪化時に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、わかりやすく思いやりの
ある言葉を用いるなど、きめ細かい配慮が求められる。

〈東京都条例第41号　第８条　計画担当介護支援専門員の責務等〉

〈東京都条例第41号　第23条　相談及び援助〉

②適切な介護サービス提供、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、介護内容や入所者の状態について適
切に記録することが重要である。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を共有する必要がある。

〈東京都条例第41号　第20条　指定介護福祉施設サービスの取扱方針〉

〈東京都条例第41号　第41条　記録の整備〉

④状態悪化や事故への対応
　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
時の対応等もマニュアル化し、いつでも誰でも対応できるように業務に関する検討の機会
や職場研修を通じて、職員に周知する必要がある。

〈東京都条例第41号　第38条　事故発生の防止及び発生時の対応〉

の概要及び施設サービスに関する重要事項を家族が理解できるよう丁寧に説明し、同意を得て
おくことが重要である。
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看取り介護、ターミナルケアに関する留意点
　介護サービスの延長線上には終末期ケア、看取り介護があり、住み慣れた自宅や介護施設等本
人が望む場所でその人らしい人生を最期まで全うできるよう支援することが求められている。平
成27年度介護報酬改定では、「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、看取り期における対応
の充実・強化が図られた。
　しかし、介護サービスにおいて看取り等を実施するためには、体制の確保、環境の整備、医療
機関との連携等の課題があり、さらには、認知症等で本人の意思確認が困難なケースでは家族と
のトラブルが生じる場合もあることから、実施に不安を抱く事業者も少なくない。
　そこで、本節では、看取り介護、ターミナルケアに関する基本的な考え方及び起こりがちな苦
情と対応の留意点を紹介する。
　以下に紹介する内容は、「平成27年度介護サービス事業者支援研修会」における髙村浩法律事
務所、髙村浩弁護士の講演内容に基づき、同氏の監修により国保連がまとめたものである。

（１）看取り介護、ターミナルケアのルール
　介護サービスにおける看取り介護、ターミナルケアに関するルールは、厚生労働省令及び東
京都条例で定める運営基準には具体的に明記されておらず、厚生労働省が告示する介護報酬の
算定基準にのみ定められている。現時点において介護報酬基準にターミナルケア加算、看取り
介護加算及び看取り連携加算の要件が定められているサービス種類は下表のとおりである。
　事業者が看取り介護加算やターミナルケア加算を算定する場合には、報酬基準の内容に即し
て看取り介護又はターミナルケアがどのようなものであるかについて重要事項説明書や契約書
に分かりやすく記載して説明し、利用者の同意を得る必要がある。これにより、報酬基準上の
ルールは、事業者と利用者とのルールとして明確なものになる。

　ターミナルケア加算 看取り介護加算 看取り連携体制加算

・訪問看護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護
・介護老人保健施設

・特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・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
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護

・ 小規模多機能型居宅
介護
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①　継続的な意思確認と同意
　看取り介護、ターミナルケアを実施するうえで、いずれの介護サービス種類においても共通
する重要な要件は、継続的な意思確認と同意である。
　終末期のケアにおいては、利用者も家族も、どのようなケアをどのように受けるかについて
悩み、戸惑い、苦しむ。そして、気持ちが揺れ、ときには家族間の意見が食い違うこともある
ため、継続的で丁寧な説明と十分な話し合いを通じて、利用者の意思を確認、尊重しながら、
利用者にとって最善のケアの実現を図る必要がある。
　例えば、介護保険が適用される訪問看護サービスにおけるターミナルケアについては、その
加算の要件として、主治医との連携のもとに、ターミナルケアに係る計画及び支援体制につい
て、利用者及び家族に対して説明を行い、同意を得ることが求められている。さらに、ターミ
ナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握することが求められている。対応
の経過等については記録も必要である。
　他の介護サービスにおけるターミナルケア加算、看取り介護及び看取り連携体制加算につい
ても、その要件として、「各プロセスにおける利用者等の意向を把握」又は「随時の説明に係
る同意」等の表現によって、継続的な意思確認と同意が必要であることが定められている。

②　多職種連携 
　質の高い看取り介護、ターミナルケアを実施するためには、多職種の連携が不可欠である。
　例えば、特定施設入居者生活介護及び介護老人福祉施設における看取り介護については、そ
の加算の要件として、利用者等とともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共
同して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ることが
求められている。そして、多職種の連携により、利用者等に十分な説明を行い、理解を得るよ
うに努めることが不可欠とされている。
　介護老人保健施設におけるターミナルケア加算、介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活
介護等における看取り介護加算についても同様の定めがある。訪問看護、定期巡回・随時対応
型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護におけるターミナルケア加算については、特に
主治医との連携のもとに行うことが定められている。小規模多機能型居宅介護における看取り
連携体制加算についても、医師や医療機関との連携体制等が求められている。
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③　看取りに関する指針の策定
　特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設及び認知症対応型共同生活介護等の看取り介護
加算については、その実施にあたって、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職
員、介護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められていることが加算
の要件とされている。
　なお、小規模多機能型居宅介護における看取り連携加算については、「看取り期における対
応方針」の作成が必要とされている。
（指針に盛り込む項目の例）
　・当該施設又は事業所の看取りに関する考え方
　・終末期にたどる経過とそれに応じた介護の考え方
　・施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
　・医師や医療機関との連携体制（夜間、緊急時の対応を含む）
　・利用者等への情報提供及び意思確認の方法
　・利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
　・家族の心理的支援に関する考え方
　・その他看取りを受ける利用者に対して施設の職員が取るべき具体的な対応

④　PDCAサイクルによる実施体制の構築
　平成27年度の介護報酬改定では、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設及び認知症対
応型共同生活介護等の看取り介護加算については、利用者に提供する看取り介護の質を向上さ
せるために、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCA
サイクル）で看取りを実施する体制を構築することが求められている。
　また、小規模多機能型居宅介護における看取り連携体制加算についても、看取り期のサービ
ス提供体制をPDCAサイクルにより構築かつ強化していくこととされている。
　看取り期においては、看取りに不慣れな介護職員が夜間の介護に不安を感じたり、医師、看
護師の負担が大きくなる場合もあるため、PDCAサイクルの中で職員の精神的負担を把握し、
支援を行っていく必要がある。
　実施した看取り介護を多職種が参加するケアカンファレンス等で検証し、必要に応じて看取
りの指針を見直したり、家族会等で看取り事例を報告する機会を設けるなど、利用者、家族が
看取り介護、ターミナルケアというものを十分に理解できるように工夫、改善を図っていくこ
とも重要である。
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（２）看取り介護、ターミナルケアにおける合意形成
①　医療、介護のプロセスにおける２つの要請
　看取り介護、ターミナルケアを実施するプロセスにおいては、医療、介護契約の締結から具
体的な治療、介護行為の実施に至る各段階で、①契約、計画を含めて客観的に正当性のある行
為であること、②患者、利用者の意思が尊重されること、という２つの要請を満たす必要があ
る。患者・利用者が望めばどんな行為も許されるということではない。また、客観的に正当な
行為であっても患者・利用者の同意なく行えば違法となる場合があるということである。

【医療の過程】 【介護の過程】

○客観的に正当な行為の要請

○患者・利用者の意思の尊重

診療契約

治療計画等の計画

診察、検査

治療行為 介護行為

ケアプラン等の計画

アセスメント

介護契約

Plan Do

CheckAction

• 「看取りに関する指針」の策定と、入所者又
はその家族に対する説明

• 看護職員（24時間の連絡できる体制の確
保）、介護職員（看護職員不在時の対応の
周知）等の連携体制の整備

• 夜間や緊急時における救急搬送のための
連絡体制を含めた医師や医療機関との連
携体制の整備

• 看取りに関する職員研修
• 個室又は静養室の整備

• 「看取り介護に係る計画」の作成と、入所
者又はその家族に対する説明

• 多職種連携のための情報共有（入所者の
日々の変化の記録）

• 入所者に関する記録を活用した説明資料
による情報提供（説明支援ツールの活用）

• 弾力的な看護職員体制（オンコール体制
又は夜勤配置）

• 家族への心理的支援

• 「看取りに関する指針」の見直し
• 家族等に対する看取り介護に関する報
告会の開催

• 入所者又はその家族及び地域住民と
の意見交換による地域への啓発活動
の実施

• 実施した看取り介護の検証
• 職員の精神的負担の把握と支援

体制の整備 看取り介護

体制の改善 振返り

※ 多職種が参加するケアカンファレンス等
を通じて実施する。
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②　意思の尊重における４つの局面
　意思の尊重における第１の局面は、これから意思を形成して表示するプロセスである。この
局面で求められるのは、まず、他人の意思決定に不当な干渉をしないということである。周囲
の考えとは少し違う意思決定であっても、本人が利害損得を分かって決定しているのであれば、
それを尊重する必要がある。
　一方で、認知症のある方など本当に利害損得を分かったうえで意思を表示しているのかどう
かわからない場合に求められるのは、意思決定の支援である。本人に利害損得をわかりやすく
説明し、本人が本当は何を望んでいるのか、その真意を導き出し、誘い起こすことが必要であ
る。
　意思決定の支援は、本人に代わって決定することではないので、本人に代わって決定すると
いう意味合いを含みがちな「代弁」とは異なる。不当な干渉をせずに、他方では、意思決定の
支援をすることは実際にはたやすいことではない。意思決定の支援のつもりで不当な干渉に
なってしまったり、逆に、不当な干渉を避けたつもりで意思決定の支援が不十分になってしまっ
たりすることもある。
　しかし、こうした困難さに留意しながらも、不当な干渉をせずに、意思決定の支援に努める
ことが意思の形成・表示の過程における意思の尊重には必要である。
　２番目の局面は、既に意思が表示されているときに、その意思をどのように理解するかとい
う意思の確認過程である。
　この局面で重要なのは、恣意的に意思を解釈しないということである。反面で、本人がどの
ような気持ちで何を望んで意思表示をしたのかについて、その意思表示をした際の経緯、状況
等について家族から話を聞くなどして、利用者の真意を探求する必要がある。恣意的な解釈に
陥らずに、他方では、真意を探求することも実際には容易ではない。しかし、意思の確認の過
程における意思の尊重には必要なことである。
　３番目の局面は意思の実現過程、４番目の局面は意思の変更過程であるが、後者の局面は特
に重要である。
　医療、介護のプロセスにおいては、利用者の心身の状態が変化するにつれ、利用者、家族の
意向が変わっていくことも少なくない。例えば、一旦は救急車を呼ばないで欲しいと言っても、
後日考え直してみたら、やはりできる限りのことはやって欲しいと思い直す場合もあり得る。
利用者及び家族にとっては、初めてのことも多いため、気持ちが揺れるのは当然のことである。
　したがって、医療、介護の分野では、利用者及び家族の意思の変更があり得ることを前提に
介護サービスを提供することが必要である。頻繁な意思の変更によって介護サービスの提供が
円滑に行えず、利用者及び家族が不利益を被る場合もあるが、不利益を説明（変更についての
意思決定の支援）し、それでも変更を望むというのであれば、その意思を尊重する必要がある。
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③　本人が十分に判断できる状態にない場合の合意� （図１・図２）

　意思の形成過程で利害損得を説明し、意思の尊重を尽くしたが、本人の真意がどうしてもわ
からないときは、家族に説明し、家族から同意を得るとともに、その同意を本人の同意に代わ
るもの（代諾）と見て、図１が示すようないわば代諾型のイメージのもとにサービスを提供す
ることが多いと思われる。一般的には家族が本人に一番身近な存在であることから、家族の意
思をもって本人の意思に代わるものとみなす発想と言える。
　しかし、家族の意思が本人の意思に常に沿っているとは言えない。また、家族の意思によっ
て、本人の最善の利益が図れるとは限らない。そして、少なくとも本人が成人である場合には、
家族であっても、本人に代わって同意することができるという法的な根拠はない。成年後見人
であっても同様である。
　代諾型の発想のもとにサービスを提供するよりも、むしろ、合意型のイメージ図（図２）で
示したように、本人を中心にして、家族、医師、看護職員、介護職員等の本人の利益を図りう
る関係者が、本人にとって最善の利益は何かを十分に話し合い、合意を形成しながら介護サー
ビスを提供する考え方のもとに介護サービスを行った方が、本人の最善の利益を図ることがで
きると考えられる。そして、このような合意型の考え方は、「療養及び介護に関する合意」を
重視する前記（１）②の看取り介護加算の要件に整合的と言えよう。さらに、厚生労働省が公
表している「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年
５月　平成27年３月改訂）及びその解説編の考え方にも沿っているであろう。

【意思の形成・表示過程】
①不当な干渉の禁止
②意思決定の支援

【意思の確認過程】
①恣意的解釈の禁止
②真意の探求

【意思の変更過程】
①変更妨害の禁止
②変更の支援

【意思の実現過程】
①実現妨害の禁止
②実現の支援

意思の尊重
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図１　代諾型イメージ図 図２　合意型イメージ図

医師その他医療・介護従事者

説明 同意

家族 ≒ 本人

本人の最善の利益

看護職員

家族等 医師

介護職員その他医療・介護従事者

説明を含む協議と同意を含む合意

本人

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年５月　平

成27年３月改訂）及び解説編（抜粋）

１　人生の最終段階における医療及びケアの在り方（略）

２　人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続（略）

　　人生の最終段階における医療及びケアの方針決定は次によるものとする。

（１）患者の意思の確認ができる場合（略）

（２）患者の意思の確認ができない場合

　　 　患者の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチーム

の中で慎重な判断を行う必要がある。

　　① 　家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっ

ての最善の治療方針をとることを基本とする。

　　② 　家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかに

ついて家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本

とする。

　　③ 　家族がいない場合及び家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者

にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。

　　*注10（略）

　　*注11 　患者の意思決定が確認できない場合には家族の役割がいっそう重要になり

ます。その場合にも、患者が何を望むのかを基本とし、それがどうしてもわ

からない場合には、患者の最善の利益が何であるかについて、家族と医療・

ケアチームが十分に話し合い、合意を形成することが必要です。

　　（以下、略）
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（３）看取り介護、ターミナルケアに関する苦情事例と対応の留意点
　平成12年版から平成28年版までの苦情相談白書に掲載した苦情事例のうち、看取り介護、ター
ミナルケアに関する主な苦情事例は下表のとおりである。
　サービス種類別にみると介護老人福祉施設での苦情が多く報告されており、入所期間が長く、
終のすみかとしての機能も求められている同施設においては、看取りの問題に直面する機会が
多いことを反映している。
　また、苦情内容で分類すると、①看取りの結果が利用者又は家族の意に沿わなかったこと、
②看取りの過程が不十分だったことに対する苦情が多く寄せられている。
　紹介した事例には、介護報酬上の看取り介護加算等の算定基準や看取り介護に関する各種ガ
イドラインが整備される以前の事例も含まれているが、苦情の予防とサービスの質の向上を図
るうえで参考にされたい。

【苦情を受けた事業所のサービス種類別分類】

サービス種類 事例№
訪問看護 1、2
居宅療養管理指導 2、3
訪問入浴介護 8
介護老人福祉施設 4、5、6、7、9、10、11、12 、13、 14

【苦情内容の分類】

苦情内容 事例№

看取りの結果が利用者又は
家族の意に沿わなかった

入院させたかったが、自宅で死亡 1、2
自宅で看取りたかったが、病院で死亡 3
入院させたかったが、施設で死亡 4、5
施設での看取りを希望したが、病院で死亡又は施
設から拒否

6、7

看取りの過程が不十分

職員間の情報共有の不足 8
利用者又は家族への情報提供・説明の不足、協議・
意思確認の不足

4、5、9、
10、11

受診の要否の判断 12
その他 利用者又は家族への情報提供・説明の不足 13、14
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①　看取りの結果が利用者又は家族の意に沿わなかった事例と対応の留意点
ア　入院させたかったが自宅で死亡

№ サービス種類 苦情申立内容等 対応の留意点

１ 訪問看護 申立人：配偶者
対応機関：国保連
対応年度：平成13年度
主訴
①�訪問看護を受けていた夫の状態が悪化し、
家族は動揺していたにもかかわらず、死後
の処理の話をするなど対応に誠意が感じら
れなかった。
②�入院を希望したが、入院すると大変だから、
このまま家で看取りなさい等、在宅での看
取りを必要以上に強要された。

・�家族の気持ちを十分に受け止
め、丁寧な説明と十分な意思
疎通を図る必要がある。

・�ターミナルケア、看取り介護
は家族にとっては初めてのこ
とが多いため、ケアを開始す
る前に、終末期に辿る経過や
看取りに際して行う医療行為
の選択肢について家族が学習
する機会を設け、良好な合意
形成を図る必要がある。

・�家族の意見が割れている場合
には、事後にトラブルが生じ
る可能性があるため、十分な
意見調整を図る必要がある。

２ 訪問看護
居宅療養管理指導

申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成19年度
主訴
①�「無理に食べさせなくてよい」「老衰は苦
しむものだ」など家族の気持ちを理解しな
い居宅療養管理指導の医師の発言に怒りを
覚えた。
②�訪問看護事業所が、家族の気持ちを考慮し
ないで、24時間体制で最期まで面倒を見
るからと自宅での看取りを家族に強く勧め
た。
※�申立人は次女であり、自宅での看取りに消
極的であったが、主たる介護者は長女で
あったため渋々応じていた。数日前にサー
ビス担当者会議を開催したが、食事のとり
方で意見が分かれていたとのことだった。

イ　自宅で看取りたかったが、病院で死亡

№ サービス種類 苦情申立内容等 対応の留意点
３ 居宅療養管理指導 申立人：家族

対応機関：保険者
対応年度：平成19年度
主訴
　在宅での看取りを希望し、24時間対応す
る診療所に主治医を決め、医院長には何度も
家族の意思を伝えていた。
　しかし、診療所へ往診を依頼した際、救急
車で病院を受診するよう夜勤医師が指示し、
病院で対応した医師が看取りと判断したが、
自宅に戻る時間がなく病院で看取り、家族の
意思に反する結果となった。

・�夜勤の医師にとっては、一度
も診察したことのない患者の
急変の連絡を受けても判断で
きず、救急搬送を指示する場
合もあり得る。在宅での看取
りを決めていても、医師の配
置状況から考え、緊急の場合
には救急搬送もあり得ること
について、家族に対し事前に
十分に説明しておく必要があ
る。
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ウ　入院させたかったが、施設で死亡

№ サービス種類 苦情申立内容等 対応の留意点

４ 介護老人福祉施設 申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成25年度
主訴
　施設で食事を摂取しなくなっても家族への
連絡はなく、施設としては看取りとして介護
していたようだが、家族はそのことを全く知
らされていなかった。
　定期的な医師の診察で家族に連絡するよう
言われていたようだが、看取りの方向にサイ
ンをしていたことで、施設はその方向に進ん
でしまった。緊急時対応の確認書のサインは
無視されてしまった。
　医師に診てもらったり病院に搬送するな
ど、できるだけのことをしなかったことが悔
やまれる。

・�入所者の状態に変化が生じた
際には、すみやかに家族に連
絡し、受診等の意向を確認す
る必要がある。
・�一旦、看取りの方向でサイン
をしていても、家族の気持ち
が揺れるのは当然のことなの
で、繰り返しの説明と意思確
認が重要である。

５ 介護老人福祉施設 申立人：配偶者
対応機関：国保連
対応年度：平成25年度
主訴
　夫が発熱したことについて、家族への連絡
が的確になく、適切な医療を受けられないま
ま２週間後に亡くなった。
調査結果
　発熱５日後に配置医師が診察した際、家族
の受診希望の意向について看護職員に質問が
あったが、入所時に将来看取りの意向を聞い
ていたことから、妻に確認しないまま施設内
の対応と判断し、配置医師にその旨報告した。
　発熱７日目に妻が来所した際にも受診の希
望を確認しなかった。
　発熱８日目、40℃を超える発熱となった
時点で、生活相談員が妻に病院受診の意向を
確認し、翌日病院受診することとなったが、
３時間後に入所者の容態が急変し、妻に連絡
したが、妻の来所前に亡くなった。
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エ　施設での看取りを希望したが、病院で死亡又は施設から拒否

№ サービス種類 苦情申立て内容等 対応の留意点

６ 介護老人福祉施設 申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成14年度
主訴
　利用者は20年近く施設に入所しており、
利用者も家族も施設で亡くなるまで看取って
欲しいと思っていたが、利用者の血圧が最高
で60台になったことから、施設では見られ
ないと入院になってしまった。
　利用者は意識がはっきりしており、治療を
拒否したり施設へ帰りたいと言っているが、
施設では受け入れてくれない。

・�介護老人福祉施設では、医師
が常駐ではなく、ターミナル
ケアができる看護・介護体制
や環境が整っていない場合が
ある。入所時及び入所者家族
の看取りの希望を確認した際
に、施設としてできることを
丁寧に説明する必要がある。
また、入所者・家族の意向に
沿った支援ができるよう関係
機関との調整や話し合いを行
い最善の方法を検討すること
も重要である。

・�当該施設で看取りができなく
ても、看取りのできる施設を
探すなど、入所者、家族の意
向に沿った支援ができるよう
配慮する必要がある。
・�今後は、入所時に、入所者及
び家族に対し、当該施設では
看取り介護が実施できないこ
とについて丁寧に説明してお
く必要がある。

７ 介護老人福祉施設 申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成25年度
主訴
　母は身体状況が思わしくなく、施設から「う
ちでは看取りができないので出て行って欲し
い。次の施設は家族で探してほしい」と言わ
れ、退所となった。
　施設を出される場合は、次の施設を紹介し
てくれると聞いたが、誠意がない。

②　看取りの過程が不十分であった事例と対応の留意点
ア　職員間の情報共有の不足

№ サービス種類 苦情申立て内容等 対応の留意点
８ 訪問入浴介護 相談者：介護支援専門員

対応機関：保険者
対応年度：平成23年度
主訴
　入浴前に利用者の状態が悪化し、看護職員
が救急車を呼んだが、居宅サービス計画で「自
宅で看取る」ことを希望している利用者であ
ることが確認され、病院搬送せず、主治医の
往診を受けた後に亡くなった。
　救急車通報について、訪問入浴事業所管理
者が「自宅で看取る」ことや緊急時対応につ
いての申し送りを担当看護職員にしていな
かったと説明したため、家族が憤慨している。
調査結果
　サービス担当者会議で利用者情報を共有
し、居宅サービス計画も交付されていたが、
事業所内で利用者状況の周知や情報共有がで
きていなかった。また、当日の申し送り内容
に不足があった。

・��居宅系のサービスにおいては
一人の利用者が複数の事業者
のサービスを利用しているこ
とも多いため、介護支援専門
員が中心となり、サービス担
当者会議等の場で利用者情報
の共有を図る必要がある。
　�また、各事業所内においても
職員に必要な情報を周知し、
利用者・家族の要望を踏まえ
た適切なサービスが実施でき
るようにする必要がある。
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イ　利用者又は家族への情報提供・説明の不足、協議・意思確認の不足

№ サービス種類 苦情申立て内容等 対応の留意点

９ 介護老人福祉施設 申立者：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成23年度
主訴
　祖母が施設で亡くなった。搬送された病院
からは「その後亡くなる可能性があったとし
ても、今、治療する必要のない方は、入院せ
ずに帰すことになる」と説明を受けた。それ
ならなぜ施設は、その旨家族に知らせなかっ
たのか。知らせてくれれば看取りができた。
病院に駆けつけた時には施設に戻ったと聞い
たので安心していたのに、そのあとすぐに亡
くなった。
※施設サービス計画には看取りについて記載
があった。

・�状態悪化時の救急搬送に同行
した際は、家族に病院受診の
状況を速やかに、かつ、丁寧
に説明する必要がある。
・�看取りの可能性が生じた際に
は、直ちに家族に連絡し、家
族が看取りのできる環境を整
えるなど、緊密なコミュニ
ケーションのもとで看取り介
護をすすめる必要がある。

10 介護老人福祉施設 申立者：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成23年度
主訴
　施設に入所していたが、病気になり入院し
た。家族は、延命措置はしないと病院に伝え
ていた。その後病院から施設に戻った。医師
は家族が看取りを希望していると話していた。
　施設に戻って亡くなったが、看取りという
言葉がよく理解できず、家族が希望していた
との説明も納得がいかなかった。

・�看取りに関する言葉だけの説
明では、家族はなかなか具体
的なイメージがもてないた
め、家族会で体験談を聞く機
会を設けるなど、具体的に理
解してもらうための工夫が必
要である。

11 介護老人福祉施設 申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成26年度
主訴
　施設が点滴を行ってくれない。点滴を行う
よう保険者から指導して欲しい。
調査結果
　担当医師からこれ以上処置をしても状態が
変わらないことを確認しており、看取りの状
態に入っているとのことだった。

・�家族が看取りの状態について
十分理解できていない場合に
は、医師から家族に入所者の
状態について丁寧に説明する
とともに今後の方針について
話し合い、合意形成を図る必
要がある。

４
再
掲

介護老人福祉施設 申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成25年度
主訴
　施設で食事を摂取しなくなっても家族への
連絡はなく、施設としては看取りとして介護
していたようだが、家族はそのことを全く知
らされていなかった。
　定期的な医師の診察で家族に連絡するよう
言われていたようだが、看取りの方向にサイ
ンをしていたことで、施設はその方向に進ん
でしまった。緊急時対応の確認書のサインは
無視されてしまった。
　医師に診てもらい病院に搬送するなどでき
るだけのことをしなかったことが悔やまれる。

・�入所者の状態に変化が生じた
際には、すみやかに家族に連
絡し、意向を確認する必要が
ある。
・�一旦、看取りの方向でサイン
をしていても、家族の気持ち
が揺れるのは当然のことなの
で、繰り返しの説明と意思確
認が重要である。



182    183

№ サービス種類 苦情申立て内容等 対応の留意点

５
再
掲

介護老人福祉施設 申立人：配偶者
対応機関：国保連
対応年度：平成25年度
主訴
　夫が発熱したことについて、家族への連絡
が的確になく、適切な医療を受けられないま
ま２週間後に亡くなった。
調査結果
　発熱５日後に配置医師が診察した際、家族
の受診希望の意向について看護職員に質問が
あったが、入所時に将来看取りの意向を聞い
ていたことから、妻に確認しないまま施設内
の対応と判断し、配置医師にその旨報告した。
　発熱７日目に妻が来所した際にも受診の希
望を確認しなかった。
　発熱８日目、40℃を超える発熱となった
時点で、生活相談員が妻に病院受診の意向を
確認し、翌日病院受診することとなったが、
３時間後に入所者の容態が急変し、妻に連絡
したが、妻の来所前に亡くなった。

ウ　受診の要否の判断

№ サービス種類 苦情申立て内容等 対応の留意点

12 介護老人福祉施設 申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成24年度
主訴
　入所している利用者が死亡した。死亡する
数日前に車いすから転倒したが、医師の診察
もなく、また、家族に連絡もなかった。
調査結果
　事故が発生した際、キーパーソンである娘
（申立人とは別）に連絡した。その際、終末
期であるため、施設で様子を見て欲しいとい
われたので、医師の診察はしていなかった。

・�転倒事故が起きた場合、まず
医師の診察を受けるなど必要
な医療対応を速やかに行う必
要がある。
・�ターミナルケアのプロセスに
おいて事故が介在して状態が
急変した場合には、その段階
で改めて家族とその後のこと
をよく話し合い、合意形成を
図る必要がある。



Ⅶ　介護サービス提供上の留意点と苦情対応のポイント
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③　その他の事例と対応の留意点
ア　利用者又は家族への説明不足

№ サービス種類 苦情申立て内容等 対応の留意点

13 介護老人福祉施設 申立人：家族
対応機関：保険者
対応年度：平成23年度
主訴
　有料老人ホームから介護老人福祉施設へ入
所した。重要事項説明書に看取りのことが書
かれているが、施設に確認すると行われてい
ないという。施設のできること、できないこ
とがわからない。

・�重要事項説明書は、正確に記
載するとともに、交付時に丁
寧に説明し、誤解が生じない
ようにする必要がある。

14 介護老人福祉施設 申立者：家族
対応機関：東京都
対応年度：平成27年度
主訴
　母が入所している介護老人福祉施設で、看
取りの開始にあたって個室に移されたが、そ
うしなければならないのか。看護職員と介護
職員が協議して決めたようだが、そこには管
理者の判断があるはずだ。医師は何の役にも
立っていない。

・�看取り介護加算の施設基準に
は、「看取りを行う際に個室
又は静養室の利用が可能にな
るよう配慮を行うこと」が明
記されているが、個室に移す
際には、入所者、家族に趣旨
を説明し、入所者、家族の意
向を踏まえて行う必要があ
る。
・�看取り介護を実施するに当
たっては、多職種が連携して、
入所者、家族に対し十分な説
明を行い、理解を得るように
努めることが不可欠である。
・�今後は、入所時に、看取りを
行う際には入所者のプライバ
シーや家族に配慮し、個室又
は静養室に移ることができる
ことについて入所者及び家族
に対し、説明しておくことも
必要である。


