
・5月5日夜勤者が夕食後の配薬時、薬を拒否され「毒
を盛られている。のどが渇いて死にそうだから薬はい
らない」と話す。
　19時40分トイレよりコールがあり「持ってきたコッ
プでうがいをしたらコップに毒が塗られていた。頭が
クラクラする」と訴えがあった。

夜勤者が、薬を飲んで様子を診ると伝えると服
薬できた。

食堂の湯のみは安全と伝え口をすすいで頂き、
様子を診ると伝え落ち着いた。

9月30日現在、夕食後の薬の拒否はなく服薬
されている。また、コップについての苦情も
ない。

Ｔ・Ｓさんより
・４月２日午前の給茶の際「お茶は欲しいが、お茶を
貰うと布団に粉をまかれる」との苦情

確認したところ、布団にはご本人の肌から落ち
たとみられる角質の様なものがあった。入浴を
好まず皮膚ケアができない状況。対応を検討中

訴えが日々増えているため、Ｉ看護師とＷ主
任支援員をＴ・Ｓさんの苦情担当とした。9
月30日現在、お茶は居室に届けている。入浴
は毎週入浴して頂いているが、皮膚ケアは拒
否されている。

・5月5日歯ブラシに毒が付いているので歯が磨けない
と訴えがある。

支援員が即日旅行用歯ブラシを購入し、ご本人
へ古い歯ブラシと交換で渡した。早々歯磨きを
された。

9月30日現在、歯磨きはしているが好きでは
ないから、たまに行っていると話す。

嘱託医の診察時、ご本人が直接伝えられな
かったため、10月11日看護職員のサポートで
ご本人より嘱託医に別の病院を受診希望し伝
えたが、嘱託医より処方が出た。翌日より服
薬したがご本人より「この薬を飲むと目が見
えなくなる」と話す。10月20日看護職員より
薬の説明をした。納得され服薬されている。

9月30日現在、健康体操に毎回参加されてい
る。

ロビーの椅子を増やしたのは他の入居者からの
苦情に対応したもの。液体を掛けた形跡がない
ことを確認した。ご本人は精神科受診を希望し
ている。対応を検討中。

健康体操時廊下に椅子を出し、職員から見える
範囲に座って頂く。トイレは他の所を使用して
頂くように説明した。

・4月11日集会場で健康体操の際に、隣の(入居者)
Ｈ・Ｍさんが来ると怖くてしょうがない、トイレにも
自由に行けないとの苦情。

・５月２日11時「お茶が飲みたいがコップがないと」
訴えがある。

苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

・４月11日入居者Ｈ・ＭさんＴ・Ｙさんに２階ロビー
で液体を掛けられ苦しい。椅子が増えているので元に
戻して欲しいとの苦情。

直ぐにコップを貸し出した。当日16時訪室し
コップの行方を聞いたところ「袋にしまって棚
の奥に入れた。毒を塗られているから使えな
い。他のコップも消毒液の臭いがする。使いた
くない」と話しがあった。支援員がコップを預
かり消毒して渡すことで了承を得た。

9月30日現在、ご自分のコップでお茶を飲ま
れている。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

・10月10日夜中
複数の利用者から、液体をかけられ夜も寝られない。
食堂でもかけられて食事が摂れないと訴えがある。

液体をかける複数の個人名を言われたのでその
方たちに話をすると伝えるも聞き入れられない
ため30分程聞き、夜中なので体を横にして休む
よう伝え様子を見る。

苦情対応時に話を聞く中で嘱託医への不信感
へと話が変わった為、嘱託医来診時に本人よ
り直接訴えていただいた。しかし、診察時は
「液体をかけられる」事は言わず「眠れな
い」との訴えのみで、その後の苦情は出てい
ない。

・5月29日13時30分歯ブラシが欲しい。歯磨き粉を出
せないと申し出があった。

支援員が直ぐに予備の歯ブラシを提供するが山
切りカットは嫌だと話す。これでもきちんと磨
けることを伝えた。昼食後歯磨き粉を支援員が
付けることで納得された。
精神科受診について、ご本人が嘱託医に申し出
したが、嘱託医からこのまま診ると話があっ
た。

9月30日現在、歯磨き粉に対しての希望は無
くなり、歯磨き粉を付けずに歯磨きをされて
いる。
10月11日ご本人より嘱託医に精神科受診希望
を伝えたが、嘱託医の処方で様子を診るよう
指示がある。

・6月16日昨日出した洗濯物が帰ってこないと支援員
に申し出がある。

支援員が対応。洗濯中のネットからご本人から
申し出の２枚が出てきて納得された。

9月30日現在、洗濯物に対する苦情はない。

・10月２日夕食時
自分のご飯について「ねちゃねちゃしている」と訴え
がある。

職員がその都度確認し、現在は訴えなし。

9月30日現在、職員から液体をかけられてい
ると話す。その都度洋服が濡れていないこと
を説明している。布団を確認、粉が撒かれて
いる形跡もない。ポケット内に異物等が無い
ことを確認している。

13日昼食より食パンを提供し13・14日は完食
されたが15日は2分の1，16日は4分の１に摂
取量が減っているため、19日の昼食よりご飯
とパンの両方を提供し様子を見たところ食パ
ンは召し上がらない為30日よりご飯へ戻って
いる。

・9月7日夜勤者へ「ここ最近いろんな職員に液体をか
けれれて困っている。昨日も寝ている間に左胸に掛け
られた。私のいない時に布団に粉を撒いていく職員も
いる。不安で夜寝られない。ポケットの中に毒を入れ
られるから水も飲めなくて苦しい」と訴えがある。

・10月３日
食事のせいで肌がブツブツになった、と訴えがある。

栄養を摂らないと肌荒れすると説明するが「そ
んなことはないわ」と聞き入れず、食事への不
信感が強い。

夜勤者より、そのような職員がいるとは思えな
いが、職員にやめるよう伝えますと話した。し
かし、あなたもこの間私に液体をかけたじゃな
いと言われてしまう。引き続き見守りを継続と
した。

主食・副食とも夜勤者が検食し異常がなかった
ことを伝えるが「あなたのは豪華なのでしょ、
私のとは違うわよ」と納得されず、1～2割しか
摂取されなかった。12日に主を交えて話合い昼
夜はご飯の代わりに食パンにジャムを塗り提供
となる。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

職員がその場でＷさんに注意をしている。Ⅿさ
んには今後、不快な思いをされた場合は職員へ
申出て頂く様お願いし、今回の件につき謝罪を
した。Ｗさんは今回の件を否定した。

Ｋ・Ｉさん　Ｍ・Ｙさん　Ｓ・Ｙさんより
・４月９日季節が暖かくなり、半袖の肌着があるか、
足りるか見て欲しいとの希望があった。

支援員が３人の所有物を確認した。
３人とも精神疾患を患っており、入居者への不
安に対する職員の配慮が足りなかった。職員へ
丁寧な対応するよう周知した。

5月24日の職員会議にて、接遇に関して丁寧
な対応を心がけるよう本部長より話しがあっ
た。
その後丁寧な対応を行っている。

・10月15日夜
21時の薬を飲むと目が見えなくなると訴えがある。

10月11日に本人が嘱託医へ相談したことから
（10月10日苦情の「結果」参照）12日より気持
ちを楽にする薬と抗鬱剤が処方されたものであ
ることを17日に看護職員より主へ説明を行っ
た。

本人の理解につながらない様子で21時薬は夜
勤者が説明に時間をかけ何とか服用してい
る。

Ｍ・Ｔさんより
・４月４日５日　同室のＨ・Ｙさんが夜寝ている間に
お菓子を盗むのでどうにかして欲しいとの訴えがあっ
た。

担当支援員とＭ・Ｔさんが話し合い、お菓子は
職員が預かり10時30分のたばこを渡す際、ご自
分でお菓子を選んで頂くことにした。

9月30日現在、引き続きお菓子を預かってい
る。盗難の訴えはない。

・10月4日夕食時
夕食の下膳時Ｗさんが私の胸を触ったと苦情がある。

・3月15日夕薬時、職員④に手芸店への買物について3
月中に連れて行ってほしいと訴えがある。

職員が協議し3月26日午前、職員④同行にてル
ピア函南店内ＴＯＫＡＩで手芸用品を購入され
た。

M・Tさんは手芸用品を購入でき納得された。
本人より年金収支もアドバイスを希望されて
いるが職員のアドバイスには理解を得られな
い。統合失調症があるが関係しているか不
明。

その後の苦情報告は無い。

Ｓ・Ｈさんより
・4月17日12時頃支援員へ「9時30分までに洗濯物を
持ってきてもらわないと困る。これから干しても乾か
ない。乾燥までやって欲しい。なぜ自分は乾燥して貰
えないか」と苦情があった。

洗濯物の乾きが悪い日は、乾燥まで介助を
行っている。

当日は他の方と一緒に乾燥して渡した。できる
ことは、ご自分でやりたいと意向があるので、
できないことを支援するとご本人に説明し了解
を得た。(角ハンガーの上げ下ろしを支援す
る）



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｆ・Ｉさんより
・5月8日20時ここは病室のカーテンレールに洗濯物を
干すのはなぜと訴えがあった。

職員が確認した。洗濯物は隣の入居者の物で、
ご自分で干され乾いていないため掛けた。Ｆ・
Ｉさんが寝ている視界に入り不快な思いをした
と考えられるため、南側のカーテンレールへ掛
け替えた。

その後、職員が訪室時、注意を払って見てい
るためか、苦情は無い。

・6月23日夕方飴を取りに来られた際、ご本人との話
し合いで決めた６粒以上の要求があった。

ご本人の要求に副って対応しているが度々変
わってしまう。看護職員・主任支援員でご本人
に以前の話合いについて伝えるが納得できない
様子だった。ご自身で物忘れに対し気にされて
いるため充分配慮して対応した。

ご本人持ちのノートを確認して頂き、ご自分
のサインを見ると安心されるので、その都度
ノートを確認して頂いている。

その都度話しを伺い、落ち着いて頂く。困っ
た時は話を伺うと伝える。

支援員が誰に言われたのか聞くとわからない。
昼は外部の人と話す。

訴えた時は興奮しており話ができなかった。翌
日主の話を伺い湯の家への持ち込みは確認でき
なかったことから、前の施設へ確認してみるか
話すと「大事にしないでほしい」意思があった
為、他の入居者の押し入れに混ざっていない事
と本人が寝る必要分があることを確認した。

その後の訴えは無い。

・7月13日午前「私は自分の居室から出てはいけな
い。座っていないで寝ていなさいと言われた。何でこ
んな酷いことを言われるのかわからない」と訴えがあ
る。
夕方「夢を見ないようにする薬はないかしら」と話が
ある。

Ｙ・Ｔさんより
・4月22日支援員へ「また仁丹が飲みたい。仁丹を自
分で持っていたい。ずっと治まっていた胃酸の逆流が
最近また始まり痛い。仁丹は薬でないから自分で持っ
てよいはず」と話があった。

・11月19日日中
前の施設から持ってきた掛け布団が入所したころから
ないと訴えがある。

仁丹が小さいため手からこぼし、購入回数が
多いため、ご本人に布団や床にこぼれている
と説明するが理解を得られなかった。5月7日
ご本人と支援員で話し合い、毎日夕方飴を６
粒お渡しし、ご本人手持ちのノートに記入し
サインを頂くことで納得された。

支援員が仁丹は薬ではないので看護師に相談し
医師に診て貰いましょうと伝えるが、納得しな
い。ご本人の要望で黒飴を仁丹に変更した。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

・10月6日日中
「寂しい」と訴えがある。

訴えをもとに協議し、主を一人にせず見守り・
寄り添うこととした。

主任支援員に報告、少量の飴を渡すよう指示が
ある。季節に合っていない服装をされており今
の季節に合った服装をお願いするが伝わらない
様子。ご本人の要望があり、看護職員・主任支
援員・相談員で衣類とベッド回りの整理を行
い、洗濯介助を行った。

その後も混乱する時があり、その都度支援員
が話しを伺い一緒に荷物を整理、確認をし納
得されている。

その後、訴えなし。

その後、②についての訴えは無い。

職員の見守り・寄り添いにより訴えは減少し
ている。
投薬により独語軽減、不穏や興奮状態は多少
改善されている。

夜勤者・宿直者の対応により、訴えは減少し
ているが日によって差が出ている。

日中と違い、職員数の少ない夜間であるが夜勤
者により極力見守り・寄り添いを行った。

・10月6日夜間
「不安で寂しい」と訴えがある。

・10月8日日中
グループ旅行へ行きたいと訴えがある。

・7月17日午前「昨日薬(飴)を貰っていない」「汗を
かき体調が悪い」「寮母さんは何もしてくれない」と
支援員に訴えがある。

・10月16日16時
①スキムミルクが減る
②私の部屋に変な2人の姉妹が来て怪しい
とそれぞれ訴えがある。

・12月17日日中
職員が、スキムミルクを買ってきてくれないと訴えが
ある。

スキムミルクを渡すと安心された。
その後も現在まで、不穏になる度に専用ノー
トを確認していただきその場は落ち着かれて
いる。心変わりに対応できるようストックを
用意することとした。

先週4日に参加している旨を説明し参加時の記
念写真を掲示するとご本人も納得した。

スキムミルクについて、預かっている買物ノー
トをその場で確認していただくと納得された。
②2人の怪しい姉妹については、また来たら職
員に知らせていただくよう説明すると落ち着き
納得された。

ずっと飲まれていたスキムミルクだったが、本
人より不要との意思表示があった為、購入を止
めていたが、意向の変化により即日職員が購入
し渡している。本人の意向がその都度変わり不
穏になる為、職員が協議し専用ノートを作成し
2月7日から不定期に確認していただいていた。
5月10日より毎日4時に品物を渡しその都度サイ
ンをいただいている。

・2月23日16時、「のどの薬なのでスキムミルクがほ
しい」と訴える。

支援員が約束の日にちでないことを口頭で説明
すると納得されなかったので、Ｙ・Ｓさん専用
買い物ノートを確認していただく。

ノートを確認すると納得された。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｋ・Ｕさんより
・7月16日Ｍ・Ｎさんが居室が移動しロビー掃除の班
が変わったのに、新しい班で掃除していないと苦情が
ある。

Ｔ・Ｆさんより
・７月23日同室のＴ・Ｏさんがうるさい。夜間セン
サーを20回以上鳴らし一睡もできない。夜は静かに寝
かして欲しいと苦情がある。

Ｍ・Ｏさんより
・5月7日夜勤者へ「同室の二人が夜中ガタガタしてう
るさい。我慢できない。他の部屋にやって。なぜＭ・
ＴさんＨ・Ｕさんがこの部屋に来ないのか同室にして
欲しい」と話があった。

Ｍ・Ｎさんが掃除が嫌いなことから、翌日主任
相談員が対応。掃除当番に組み入れ協力を求め
た。

9月30日現在、同室者と協力しながら生活さ
れている。

現在新しい班で掃除を行っている。

集団生活なのでお互いに気を付けながら生活し
て頂いている。Ｍ・Ｏさんも居室で失禁パッド
を交換し、処理せずに悪臭や荷物の整理ができ
ずに同室の方に迷惑を掛けている。今回、お互
いに気を付けて生活を送りましょうと伝えた。

Ｔ・Ｏさんは日ごろから行動のたびに大きな声
で確認をしているた、めうるさく感じる。

7月27日に嘱託医へ相談し処方され服薬中。
夜間センサーマットの位置を変更したため、
鳴らさなくなった。大きな声は出さなくなっ
た。

・3月13日昼食後、「手編みのレース袋が無い、返し
てほしい」と訴えがある。
5分後に再度訴えがある。

支援員が相手の名前を伺うが「思い出せない」
「所長の次に偉い人」と話すので苗字をお知ら
せする。5分後に教えた苗字を言い、呼吸が荒
くなったため部屋で休んでいただいた。
翌14日Ｙ・Ｔさんにレース袋を職員が持ってい
る時に直接話すので教えていただくようお願い
した。

レース袋の存在が確認取れず、実際あったも
のかは不明のままである。
３～4月中は訴えがありその都度、同じ対応
を行っていた。
5月になり現在まで訴えることがなくなっ
た。

・3月17日午後、ポットの湯が少ししかない、入れて
ほしいと訴えがある。

その場でＹ・Ｔさんに伺いポットに湯を汲み渡
した。また、支援員に報告し介助の内容確認し
「量は8割入れた」とのこと。
支援員が午前中、湯を飲まれたか伺うと記憶が
曖昧だった。

Ｙ・Ｔさんは認知機能低下・被害妄想により
不穏になる為、自立支援計画に基づき支援員
を中心に丁寧に納得されるよう支援を行い納
得された。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｓ・Ｙさんより
・5月16日洗濯機が２台壊れているので直して欲しい
と訴えがある。

・6月27日　Ｈ・Ｙさんに石鹸を盗まれたと訴えがあ
る。

・８月４日夜勤者が訪室時、同室のＭ・Ｂさんがずっ
とお風呂に入っていない。清潔にしていてほしい。と
話がある。

Ｙ・Ｎさんより
・5月28日閲覧用の週刊誌を所定の場所に戻して欲し
い。

Ｆ・Ｉさんが週刊誌をため込んでおられる。
Ｆ・Ｉさんは認知症があり、ご自分の床頭台に
収集してしまう。Ｆ・Ｉさんにお話しするが不
穏になってしまい改善に至らないため、支援員
が定期的に回収し所定の場所に戻すことにし
た。

8月6日より、昼間に職員見守りで入浴されて
いる。
10月18日ご本人の希望で夜間入浴へ移る。

9月30日現在、８台の洗濯機を30名の入居者
で使用して頂いている。
譲り合って使用している。

他の方にも同じ品を使用している事があるの
で気になることは職員へ申し出るよう伝え
た。

夜勤者がＭ・Ｂさんに確認したところ、「入り
たいが足がこんなで怖い」(変形性膝関節症の
ため極度のＯ脚・自立歩行は可能)と話すた
め、シャワーだけでもさっぱりする。浴槽に入
りたければ見守ると伝えると、早々に支度をし
「今日はシャワーだけにする」と入浴された。

１月の和楽会で、入居者が20名減少しているの
で、ご自分で洗濯をしている方も減っている。
また湯の家の財政的にも購入は困難とお話しし
ている。譲り合って使用するよう伝えた。
６月６日和楽会で、Ｓ・Ｙさんが他の入居者に
洗濯機の購入を呼びかけたが協力者が現れな
かった。

支援員が確認をすると、Ｈ・ＹさんはＳ・Ｙさ
んと同じ石鹸を購入していることが分かり、こ
の旨Ｓ・Ｙさんに伝えると納得された。

毎月の大掃除の際、支援員が回収している。

・2月8日朝、入居者のＫ・Ｏさんから「2階中央洗面
所の掃除をやっていない」と言われ口論となる。同室
のＫ・Ｆさんは杖を使ってないのに掃除をやっていな
い。自分はシルバーカーを利用しているからやらされ
ている、以前やっていたからやらなくていいと訴えが
ある。

Ｋ・Ｏさんには他の人に話すときは優しく話し
ていただくよう説明した。
Ｍ・Ｏさんに「安全に歩行できるシルバーカー
の必要性と掃除はできる範囲でやることが大切
で、同室のＫ・Ｆさんは体調が悪いこと」を説
明した。

Ｋ・ＯさんとＭ・Ｏさんにそれぞれ説明する
が、両人とも理解が得られなかった。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

・7月11日夜勤者が夕食後配薬時、同室のＭ・Ｋさん
に扇風機を止めろと言われた。前から我慢していた
が、同じ部屋は嫌だ変えて欲しいと話があった。

Ｍ・Ｈさんより
・6月6日和楽会の際、２層式の洗濯機の排水が調子悪
いため、ご自分の生活ペースで洗濯ができない。直し
て欲しいと話があった。

・1月11日夜
同室者Ｓさんから怒鳴られたと訴えがある。

・10月3日夕方
同じ病院に通院するＴさんへ、次回通院日について説
明したが上手く伝わらず口論になったと訴えがある。

・6月14日同室のＮ・Ｎさんのベッド回りが汚くだら
しない。我慢の限界を超えていると苦情があった。

Ｒ・Ｋさん　Ｋ・Ｏさんより
・6月27日同室のＭ・Ｎさんの口臭がする。歯磨きを
するよう話をして欲しいと話がある。

襖を外してから苦情はなくなった。

6月22日Ｎ・Ｎさんが入院したため苦情はな
い。

その後の訴えは無い。

9月30日現在、歯磨きを継続している様子で
苦情はない。

Ｎ・Ｎさんは時々体調を崩し発熱を繰り返して
いる。当日も発熱しているが、Ｙ・Ｎさんに、
気を使い頑なにベッド上での安静を拒否してい
る状況だった。Ｎ・Ｎさんの左側にパーテー
ションを設置し、Ｙ・Ｎさんから見えないよう
配慮した。

Ｓさんが時間を勘違いし、夜中にＮさんへ起床
を伝えたことが原因であったが他の人に話すと
きは怒鳴らずに話していただくよう説明した。

支援員がＭ・Ｎさんに歯ブラシ、歯磨き粉を
持っているか確認。所持を確認できたので、朝
夕歯磨きをするよう伝えた。

その後洗濯機故障の苦情はない。排水ホースの届く範囲で排水口の掃除をした事
をＭ・Ｈさんに伝えた。

夜勤者が口論を聞き、駆け付けるとお互いを叩
き合い口論していた。別の職員が両者を離し原
因を伺うと、通院日を教えたが理解を得られな
かった為何度も説明する中で口論となった。Ｔ
さんへは職員が説明すると伝え、Ｔさんは認知
症があるため通院日を記した紙にて説明を行っ
た。

夜勤者がＭ・Ｋさんに事情を聞いたところ、襖
が邪魔して風が来ない。二人ばかり風が当たり
私の所は涼しくない。だから冷房がついている
なら扇風機は付けないでと言ったと話があり、
直ちに襖を外し対応した。

その後、口論することなく、一緒に通院され
ている。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

エアコンは和室しか設置がなく、窓を開けてし
まうと、効果が薄れてしまう。温度、湿度をみ
てエアコンを入れていると説明した

Ｙ・Ｗさんは普段からマナーに欠けるためその
都度話をしている。今回も夜勤者より女性が入
浴中は入室しないようマナーを守るよう話した
が「女達が言ったのか」と軽返事だった

・9月27日Ｔ・ＹさんがＭ・Ｎさんへ購入したジュー
スを渡している。良いのかと話がある。

Ｅ・Ｈさんより
・7月2日２階ロビーの窓の開閉について。エアコンが
入っている時は窓を閉めることになっているが、当日
は風があり窓からの風が気持ち良いが職員に閉められ
てしまったと苦情があった

Ｔ・Ｙさんに事情を聞くと渡したと話す。Ｔ・
Ｙさんは理解力が低く、難聴のため要求される
と渡してしまう。ご自分で飲むよう伝え、自室
床頭台に「ジュースは玄関でご自分が飲むよ
う」張り紙をさせて貰った。

・8月14日夜、女性が入浴中の浴室内のトイレにＹ・
Ｗさん(男性)が入っていた。マナーを守って欲しいと
苦情があった

Ｒ・Ｓさんより
・9月27日しびれが治らないので医師からの薬を止め
て、通販会社の薬に変えたいと話があった

ご本人は不安神経症にて精神科を受診してお
り、看護職員と相談員で話し合った結果、ご本
人の要求の都度協議し対応することにした。今
回は、電話番号が通販会社と一致していないの
で調べ直すよう、ご本人へ伝えた。

9月30日現在、ご本人から電話番号の申し出
はない。

その後別の入居者へジュースを渡しているた
め職員の見守りにて飲んで頂いている。

温度の設定は決まっていたが、状況により対
応を変え苦情はなくなった。

その後もＹ・Ｗさんが同じ行為があり夜勤者
が説明するが理解を得られない。

・3月15日夕薬時、職員が私だけ酷いことを言うので
止めてほしいと訴えがある。

Ｅ・Ｈさんにその場で入居者に手助けを頼むの
は共倒れになり危険な事を説明した。
布団を一緒に敷くことを提案した。
翌朝も同様の声掛けをした。

Ｅ・Ｈさんに理解は得られなかった。
布団を敷くことについて「今はまだ敷かずに
寝ていたい」と話す。
朝は「まだ寝ています」と言われた。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｓ・Ｆさんより
・７月５日お菓子の訪問販売時、購入個数が少ない事
に対し、お菓子を買わせてほしい・持たせてほしいと
苦情があった

認知症があり、渡された物の管理が出来ず、お
菓子は一度に食べてしまうため、職員が預かり
毎日少量づつお渡ししているので、預かりのお
菓子の残りが沢山あることを伝えたが理解され
ず苦情となった。看護職員から身体の状況を説
明、支援員からも残っているお菓子を確認して
頂いた。７月５日より龍角散のど飴を１週間に
１袋、日付を記入してお渡しすることにした。

Ａ・Ｗさんに事情を聴くと、「トイレに行きた
いから部屋には入らなかったのに、入れ入れと
言われた。昔からそうだ」と話があり、二人が
以前入所していたＳ老人ホームへ二人の関係に
ついて問い合わせたところ不調の仲と分かっ
た。
9月4日事故ヒヤリ員会にて居室変えを検討する
ことになった。13日検討し、Ｓ・Ｆさんに移動
をお願いし快く承諾、移室した。

・8月28日11時過ぎＳ・ＦさんとＡ・Ｗさんが口論し
ていた。Ａ・Ｗさんが居室の前に立っていたため「早
く入って」と言ったら、Ａ・ＷさんがＳ・Ｆさんの車
椅子を勝手に押したと苦情があった。

・2月8日18時、「昨日買ってもらった4個入りのトイ
レットペーパーが無くなっている」と訴えがある。

夜勤者が買い物リストを確認し、名前がないこ
とを説明するが「買ってもらって無くなった」
と言いリストを見せるも納得しない。預り金台
帳も確認し購入しておらず、再度訪室し説明す
るが興奮し投げやりな態度をとる。

2月8日と関連あり
・2月14日朝、「この間トイレットペーパー4個を盗ん
だものと言われ、職員4人が来て責められた。辛いか
ら明日寮長へ話し妹を呼んで出ていきたい」と涙なが
らに訴える。

夜勤者が施設のトイレットペーパーであり、盗
んでないことを説明した。

Ｓ・Ｆさんは夜勤者の説明が全く耳に入ら
ず、一方的に被害妄想的な感情をぶつけてく
るが落ち着かない為、暫く様子を見る。
2月24日、困っていることを伺うと「ない」
と返答。

4月3日より専用の買い物ノートを作成し
本人にサインを頂いているが、興奮されるこ
とが継続中。
Ｓ・Ｆさんが落ち着かない為、暫く様子を見
る。
2月24日、困っていることを伺うと「ない」
と返答。
4月3日より専用の買い物ノートを作成し
本人にサインを頂いているが、興奮されるこ
とが継続中。

Ｓ・Ｆさんの居室移動後は苦情はない。

9月30日現在、継続してい菓子をお預かりし
ているが苦情はない。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｋ・Ｈさんより
・8月14日同室のＡ・Ｗさんが意地悪。トイレに行こ
うとしたら戸を閉められた。と苦情があった。

・10月6日夜
同室者Ｏさんの寝言がうるさくて眠れない。また、
パッド交換時もうるさい。

Ｙ・Ｗさんより
・9月27日スティックシュガーの量についての苦情。
他の方は６ｇのシュガーなのになぜ自分は５ｇなの
か、６ｇをよこせと強硬な態度での苦情だった

夜勤者の巡回時にはＯさんの寝言は確認できな
かった。寝言が続くときは知らせて頂くよう説
明した。パッド交換はトイレにて実施している
為、居室内での音は出ていない。

その後の訴えは無い。

話しを聞いてもらい気持ちが落ち着いたとご本
人より話があった

Ｔ・Ｍさんより
・8月26日１階中央洗面所の掃除当番をＹ・Ｙさんと
一緒に行うことになっているが、Ｙ・Ｙさんから「来
週から一人でやるから、一緒にやらないと言われた。
Ｙ・Ｙさんは「Ｙ・Ｎさんが手伝うはず。一緒に掃除
をしたいが」と話があった

Ａ・Ｗさんは気づかなかったかも知れないと説
明するがＫ・Ｈさんの理解が得られなかった
(Ｋ・Ｈさん知的障がいあり)

Ｓ・Ｆさんの8月28日と同様に、9月13日居室
検討した結果、Ｋ・Ｈさんに移室をお願いし
了解を得られ、移室後は苦情はない。

現在はＯさんの身体状況により移室。移室前
の11月23日現在、訴えは無い。

Ｔ・Ｍさんが掃除をされている時、職員から
労いの声掛けを行い納得されていた。

Ｏさんに他の人に教える時は優しく話していた
だくよう説明した。

Ｙ・Ｗさんは持病に糖尿病を持つが病識が無
く、体重も過多のため医師より制限を受けてい
る中の苦情でした。ご本人が、嘱託医に直接話
した結果、看護職員と協議し、６ｇのスティッ
クシュガーをお渡しすることになった。

・2月20日昼食時、「今日誕生会でもらったおまん
じゅう（10個入り）を全部、渡してほしい」と訴え
る。

糖尿病の為、服薬中で当施設の食事とおやつで
健康維持している。また、腹部や足の浮腫があ
り塩分制限についても説明している。

Ｙ・Ｗさんへ継続して説明しているが理解を
得られない。多職種でおまんじゅうについて
協議し、平成31年4月17日の和楽会で入居者
へ説明し誕生会当日のおやつとして提供の了
解を皆さんから得て納得された。

20日と関連あり
・2月22日午前中、「おまんじゅうを自由に配りた
い」と訴える。

糖尿病の為、服薬中で当施設の食事とおやつで
健康維持している。また、腹部や足の浮腫があ
り塩分制限についても説明している。

Ｙ・Ｗさんへ継続して説明しているが理解を
得られない。多職種でおまんじゅうについて
協議し、平成31年4月17日の和楽会で入居者
へ説明し誕生会当日のおやつとして提供の了
解を皆さんから得て納得された。

9月30日現在、６ｇのスティックシュガーを
お渡ししている。苦情はない。

・12月10日朝
Ｏさんから、集会場の掃除の為、雑巾を持つよう言わ
れたがその時の言い方が嫌と訴えがある。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｎ・Ｎさんより
・11月21日日中
同室者Ｔさんはパジャマだけ洗濯していないから洗濯
をするよう話してほしいと苦情がある。

Ｒ・Ｓさんより
・9月27日しびれが治らないので医師からの薬を止め
て、通販会社の薬に変えたいと話があった

Ｋ・ＯさんがＴ・Ⅿさんに対し注意をしたこと
で大声を出したと話す為、他の入居者に注意し
てほしい時は職員へ伝えてもらうよう説明し
た。

その後の訴えは無い。翌22日から支援員の声掛けと見守りにて洗濯を
することになった。

Ｋ・Ｏさんより
11月2日日中
Ｔさんが他人にお菓子をあげていたので注意したら言
い返された。決まり事を守ってほしいと訴えがある。

・11月25日21時
同室のＴさんから嫌がらせを受けていると苦情があ
る。

・1月5日10時40分頃
Ｔ・Ⅿさんから大声を出された。大きな声を出さない
でほしいと訴えがある。

Ｓ・Ｎさんより
・9月27日昼食後１階廊下のテレビを観ていたらＴ・
Ｋさんに自分の指定席だと怒鳴られた。何所に座って
もいいのではないか、怒鳴らないでほしいと苦情が
あった。

その後も、他の方へのＯさんによる注意は止
まらず他の苦情へとつながっている。

多床室である為、同室の人がいる中で1人だ
け食べるということへの罪悪感もあってか、
お菓子のやり取りは、ゆずりあいとして続い
ている。

ご本人は不安神経症にて精神科を受診してお
り、看護職員と相談員で話し合った結果、ご本
人の要求の都度協議し対応することにした。今
回は、電話番号が通販会社と一致していないの
で調べ直すよう、ご本人へ伝えた。

お菓子のやり取りは、個人ごとに疾患があるた
め危険であることを11月21日の和楽会にて入居
者全員へ説明し協力をお願いした。

職員で協議し、Ｔさんの日常生活を1週間観察
することとしたころ、12月4日に「Ｔさんの
ベッドが私の方に来ていて床頭台が開けられな
い」と新たな苦情が出た。ＯさんとＴさんに2
人のベッド位置をマジックで書き、ベッドの位
置が動かないよう提案した。

10月３日和楽会にて、ロビーやテレビ観賞用の
椅子を指定席としないよう、皆が気持ちよく自
由に使用できるよう譲り合うことをお願いをし
た。

１階廊下のテレビが満席の場合、職員が食堂
のテレビへ誘導している。

9月30日現在、ご本人から電話番号の申し出
はない。

その後は現在まで苦情はない。

・3月3日昼食後、部屋に戻ったら同室のＭ・Ｔさんが
私の床頭台を触っていた。数日前にも同様のことがあ
る。また、隣室に入りこんでいるので何とかしてく
れ」と訴えがある。

支援員が、午後Ｍ・Ｔさんに伺うと「床頭台は
触っていないし引き出しを開けるなんて絶対し
ない」と話すが隣室に入ったことは否定しな
かった。生活上、疑われるようなことはしない
よう説明した。

理解されたかは不明だが、現在Ｋ・Ｏさんか
ら苦情は無い。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

・11月17日午前中
咳をしたらＫさんに「マスクを着けるよう大声で言わ
れた」と訴えがある。

主より「我慢の限界、Ｉさんを移室して」と興
奮し話が出来ない状況であったがＩさんも移室
を希望したことで職員で協議したところＩさん
を「すずらん」へ移室し納得された。

Ｈ・Ｔさんより
・11月14日午後
Ｎさんに「椅子が濡れているのはあなたのせいだ」と
責められたと訴えがある。

職員がＮさんに伺う状況後も興奮しており聞き
入れていただけなかった。11月21日の和楽会
で、入居者同士の話し合いは揉め事につながる
ので困り事や分からない事は職員に話していた
だくよう説明した。

その後も、他の方へのＴさんによる注意は止
まらず他の苦情へとつながっている。

その後の訴えは無い。

Ｈさんには風の対策としてマスクを着けること
を説明しその場でつけていただいた。（薬を昼
食に服用）
Ｋさんには大声でなく話をしていただくよう説
明し、入居者には21日の和楽会で困り事や分か
らない事は職員に話していただくよう説明し
た。

状況を確認しＴさんには粗相をしていないこと
を説明した。入居者同士では揉め事につながる
ので粗相を見つけた場合は、職員へ報告してい
ただくようお願いした。

・1月28日18時過ぎ
トイレに入ろうとしたら「入るな」と言われたと訴え
がある。

・12月11日日中
Ｔさんに「粗相をしたと大声で言われた」と訴えがあ
る。

職員が確認するとⅯ・Ｈさんの独語を自分のこ
とと受け取っただけであったため、職員が説明
し理解を得た。

Ａ・Ｏさんより
・11月22日8時過ぎ
同室者Ｉさんが私の掃除の方法について文句を言うの
で止めてほしいと苦情がある。

その後、Ｉさんは落ち着いて生活している。
Ａさんは居室で喫煙したことと身体状況によ
り移室されているがその後の苦情はない。

その後も、他の方へのＫさんによる注意は止
まらず他の苦情へとつながっている。

その後も、他の方へのＮさんによる注意は止
まらず他の苦情へとつながっている。

職員がK・Oさんに理由を伺うと「Ｈ・Tさんが
テレビの前で何回も移動するので落ち着いて見
られない」と話す。テレビの椅子は自由なこ
と・優しく話していただくよう説明した。

K・Oさんは理解を得られなかった。

Ｈ・Tさんは認知症があり認知症に関係する
行動と思われる。

・３月5日昼食後、K・Oさんに怒鳴られた、怒鳴らず
優しく教えて欲しい。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｙ・Ｔさん Ｉ・Ｋさん Ｋ・Ｉさんより
・1月26日朝
同室者Ａさんの歩行器の音がうるさい、移室してほし
いと苦情がある。

夜勤者がＡさんに対し３人からの苦情について
話している時に、3人からＡさんの歩行器につ
いて再度の訴えがある。3人にも歩行器の使用
上音が出ることを説明した。また、苦情が出て
いることを上司へ伝えることを説明した。移室
については他の人の身体状況により直ぐに対応
できない旨の説明をした。

Ａさんの移室については、状況が変わらず現
在もできていないが、その後の苦情は無い。

夜勤者がＡさんと同室の３人に歩行器の使用上
音が出ることを説明するとともにそういった苦
情が出ていることを上司へ伝えることを説明し
た。Ａさんの歩行器は、30年8月に交換済で、
歩行器の使用方法から音が出ていることもあり
使用方法の説明をしている。

前日に退院、静養室で様子観察中であった為、
夜間はオムツ対応としていたが夜勤者が説明す
るも理解が得られなかったことから、ポータブ
ルトイレを設置し見守りにて排尿していただい
た。

苦情申出の3人へ事実確認を行い、ケース会議
にて検討をしたが対象の部屋が車椅子対応であ
るため、車椅子でないＥ・Ｈさんに移室してい
ただいた。その他の方には職員により見守り等
により再発防止の配慮を行うとした。

その後の訴えは無い。

その後当事者のどなたからも苦情は無い。

Ａ・Ｎさんより
・1月26日朝
同室者Ｔ・Ｋ・Ｉさんの３人から私の歩行器の音がう
るさいと言われたと苦情がある。

Ｍ・Ｓさんより
・12月21日夕方
就寝時の薬を配る順番を、一番最初にしてほしいと訴
えがある。

Ｓ・Ｏさんより
・12月2日夜
夜、トイレで排尿したいと訴えがある。

Ｓ・Ｈさん Ｔ・Ｈさん Ｅ・Ｈさんより
・12月11日日中
同室者Ｏさんより、バカと言われた。バカと言わない
でほしいと苦情がある。

同室の入居者への介助等他業務もある事を説明
するが、理解を得られない為、苦情申出日より
一番に投薬とした。

Ａさんの歩行器の操作に改善はみられない。

その後の訴えは無い。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

看護職員①がその場を見ており報告を受け、支
援員が様子観察を行った。
M・Tさんへ他の人に話すときは優しく話してい
ただくよう説明した。

Ｔ・Ⅿさんは統合失調症があり病気が関係す
ると思われた、その後も不穏な状況は見られ
たがトラブルにはならず。T・Ⅿさんに伺う
と「困っていない」と回答。今後、困ったこ
となど教えて下さいと伝えた。
Ｍ・Ｔさんへ説明するが理解が得られなかっ
た。

Ｋ・Ｈさんは知的障害がありＭ・Ｓさんの重
度な病気について理解が得られないと思われ
る為、職員がその都度説明を行う。また、
Ｋ・Ｈさんの様子を観察し布団畳が困難な時
は支援を行うこととした。

Ｒ・Ｋさんより
・3月10日午前の散歩中、「同室のＥ・Ｈさんの世話
が重荷、断れない自分自身が嫌になる」と訴えがあ
る。

訴えの報告を受け翌11日に他者のお手伝いは相
手や自分の為にならない事を説明した。また、
双方の助け合いの現場を目撃した職員はその都
度説明を行っている。

Ｎ・Ｎさんは理解を得られず別室になった現
在も気にかけて手を貸している状況。
Ｅ・Ｈさんは口では自立を理解されているが
現在も他者へ依存している。

Ａ・Ｗさんより
・3月4日午後、入浴の脱衣時頭にボードが落ちてきて
痛かった。

入浴介助対象者の身体状況確認ボードを立て掛
けて置いた為、看護職員②が脱衣かごを置いた
振動で落下。Ａ・Ｗさんへその場で看護職員②
が謝罪をし、外傷チェックを行った。

謝罪については了解を得た。また、看護職員
②が施設長・副施設長・本部長ほかへ報告し
経過説明した。
頭部は少し赤みが見られたが、その他の異状
は無い。

Ｃ・Ｍさんより
・2月17日朝、M・Tさんが看護職員①の真似をして
「居室へ行くよう」に促しながら私の椅子を蹴ったか
ら大声出した。

Ｍ・Ｙさんより
・3月11日朝、転んだ時近くにいた入居者Ｍ・Ｂさん
は助けてくれず、助けを呼んでほしかったと訴えがあ
る。

音に気付いた隣室のＨ・Ｕさんがナーススコー
ルを押し看護職員と支援員が駆け付け、車椅子
に乗せた。即日、順天堂病院受診し右大腿骨頚
部骨折。入院は静岡医療センターへ、リハビリ
は中伊豆温泉病院で行い4月25日退院。

Ｍ・Ｂさんは統合失調症があり緊急時の対応
ができなかったと思われる。
Ｍ・Ｙさんへ謝罪および保証人へ３月11日事
故報告を行った。入居者には5月17日に何か
ありましたら職員にお知らせいただくようお
願いした。

・3月5日朝、職員③に布団を畳めと言われた、同室の
Ｍ・Ｓさんはいつも寝ている。私ばかり言わないでほ
しい。

職員③が布団を畳んでいなかったので促すと同
室のＭ・Ｓさんが寝ていることに不満がある。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

精肉納入業者(Ｕ精肉店)より
7月10日納品が量が１㎏以下の場合、保存分50ｇを購
入して欲しい。業者の負担は経済的に困難と何度か栄
養士に伝えたが改善されなかったと苦情があった。

食中毒発生時の追跡調査用に保存分として50ｇ
が必要なため変更はできないことから、１㎏以
下の食材は別の業者に発注をすることとした。

７月14日に本部長よりＵ精肉店へ説明の電話
を入れ、栄養士に業者と話がまとまらない時
は相談するよう伝えた。

Ｊ・Ｕさんより
・3月10日午後、買物へ出かけようとしたら職員に
「別の日に外出や今日なら職員が付き添う」と言われ
情けない、此処はもう嫌だ。他のホームへ行きたいと
訴えがある。

当日は雨で道路が濡れておりＪ・Ｕさんに理由
を説明した。「どうしても用事がある」に対し
同行することを提案すると受け入れられず苦情
になった。

Ｊ・Ｕさんは90歳と高齢で認知機能低下によ
り短期記憶がない。
ご本人のプライドに配慮しながら可能な限り
ご本人に気づかれないようなサポートを行う
方法を職員間で協議し、買物介助となり
納得された。

Ｉ・Ｋさんより
・3月12日午前、洗濯に出した自分の赤い服が戻って
こないと訴えがある。

支援員がその場で本人立会いの下、衣類の確認
をさせていただく。赤やえんじ色のセーターを
見つけるが「これではない」とのこと。
12日に洗濯物が戻っていないなど心配なことが
あったら、職員へ話していただくよう説明し
た。

Ｉ・Ｋさんは支援員が具体的な説明を求めた
が言葉がうまく出てこなかった。
90歳と高齢で認知機能が低下していると思わ
れる。以前理由は不明だが、Ｉ・Ｋさん自身
が同室のＫ・Ｉさんへ衣類を渡していること
があった。

・3月19日午前、初詣に行きたかったのに行けなかっ
たのは申込を消されたからと訴えがある。

1月予定の初詣がインフルエンザ流行により3月
19日延期となった。
相談員よりＪ・Ｕさんに説明した。

主は軽度の認知症があり、例年参加されてい
たので思い込みと思われる。
申込掲示物は、参加者名簿作成後破棄した
為、Ｊ・Ｕさんに現物確認していただくこと
は不可能だった。

Ｓ・Ｍさんより
・3月19日夕薬時、入居者Ａ・Ｏさんから怒鳴られ
た、怒鳴らないでほしいと訴えがある。

食堂掃除当番のＡ・Ｏさんへ支援員が理由を説
明した。

Ｍ・Ｓさんは怯えて何が起こったかわからない
状況だったので支援員から説明した。
また、看護職員も居室でフォローをした。

Ａ・Ｏさんは理解力低下により怒鳴る為、興
奮を抑える薬を服薬中。落ち着いてから説明
するが理解は得られない。
Ｍ・Ｓさんは重度の心不全の為、水分制限に
より夕食後食堂で服薬している。食事に時間
が掛かることが原因と思われる。
掃除時間の時、職員が配慮し安心して食事摂
取及び服薬を行っていただく。



苦情(要望)・相談内容 対応・対策 結果(その後）

Ｓ・Ａ様より(入居者Ｓ・Ｏ様の孫より）
8月13日面会時、祖母の希望があるので白内障の手術
を進めて欲しいと話がある。

Ｓ・Ｏさんは認知症がありメリット・デメリッ
トと脳神経外科の結果を合わせて、Ｓ・Ａ様へ
看護職員から電話で、現在95歳と高齢に加え日
常生活に支障がないため手術の必要性がないと
説明し、状況を理解され安心したと報告があ
る。

10月12日Ｓ・Ａ様の面会があり、理解された
と話があった。

職員②より
・11月15日16時過ぎ
入居者のＯさんがＷさんへお菓子の受け渡しをしてい
たので声を掛けるとＷさんより「うるせんだよ、ぶっ
殺すぞ」と怒鳴られたと訴えがある。

それぞれ話を伺うとＯさんは「皆、やってい
る」と聞き入れてもらえない為、状況を説明し
本人了解のもとお菓子を預かることとした。
Ｗさんは「もらってない」と言いはり確認が取
れない為。今後あった場合にはお菓子を預かり
になる旨の説明をした。

その後、Ｏさんはお菓子のやり取りを行って
いないが、Ｗさんは改善されず何度も人を変
えてお菓子のやり取りを繰り返す為、本人了
解のもとお菓子は禁止とした。

職員①より
・10月4日夜勤巡回時
消灯後に枕元の電気を付け雑誌を読んでいた方へ、説
明をし電気を消そうとすると腕をつかまれ暴言を吐か
れたと訴えがある。

　
当時の状況を確認するため話を伺うものの、途
中で退席してしまい話にならなかった。
職員①には管理職より謝罪した。

　
その後は、他の職員含め同様のケースは発生
していない。施設長から注意を行うものの反
省はみられないが訴えは減少している。行政
担当者からも直接話をしてもらうが反省され
た様子はない。

職員④より
3月10日夕食後、入居者のＥ・ＨさんとＪ・Ｕさんが
職員に対する不満を、聞こえる様に話していた。支援
員は個別プランに基づいて行っている支援について、
文句を言わないでほしいと訴えがある。

プランと当施設の目標に基づき、自分でできる
ことは自身で判断し生活することを平成30年5
月16日説明している。

Ｅ・Ｈさんは他者へ依存心が強く、Ｊ・Ｕさ
んは同調されていると思われる。職員④や他
の職員の中にはいじめている様に思われるこ
とが辛いと強く受け止めている状況なので、
プランや目標・記録の重要性を共通認識し職
務に就いている。


