
2017年4月

なし

感謝

T.T様　ご家族より

4/18より本人様腰～足にかけて痛みが

みられ「変形性股関節症」の診断を受け

る。痛みの様子から御家族、ケアマネー

ジャーと相談の上利用延長とした。御家

族より…急な依頼でしたが受け入れて頂

きありがとうございます。家に帰ってき

てもあの様子では、みる事が出来なかっ

たと思います。宜しくお願いします。と

感謝の言葉を頂いた。

感謝

4月13日　Ｎ・Ｈ様ご家族より

目が急に悪くなり、在宅での生活も心配だったが、母の様

子を見ている海光園の皆様のおかげでケアハウスに移るこ

とが出来てとても安心しています。 これ

からもお願いしますとあった。

なし なし なし なし

2017年5月 苦情

5/8(月)　S・ｋ様より　デイ利用時に

ショートステイを利用した際不快な思い

をしたと相談があった。

【内容】自分の泊まる部屋に使用してい

ないマットレスが置いてあり、物置にい

るみたいで不快だった。

【対応】相談員と話を良く聞き、次には

そのような事が無いよう対応する事を約

束した。

各職員へ事前準備時に、余計な物は置か

ないよう徹底している。

なし なし なし なし なし

2017年6月 苦情

6/16（金）

ご家族より

居室に設置してあるポータブルトイレの汚れ

と、床が汚れているとの指摘あり、すぐにグ

ループ長が居室へ訪問、汚れている箇所を確

認し謝罪。直ちに

職員にて掃除を行った。

グループ長から

ご家族へ謝罪し、今後の対応をお伝えした。

現在の対応：9：00、15：00（ポータブル

トイレ）

今後の対応：毎排泄時間ポータブルトイレの

清掃を行う対応を説明。

居室については、グループの班員にて定期的

に行うようにする事を説明。

ご家族より

忙しいかと思いますが、清潔にきれいにして

下さい。

感謝

6/23（金）

N.U様【新規利用者：ケアマネジャー

より】

・主介護者の体調不良にて6/23

（金）急遽短期入所の依頼有。居室な

ど検討し利用数調整し6/24（土）か

ら受け入れ可能とし、契約と面接行い

対応した。

「急な依頼でしたが受けて頂き有難う

ございます。おかげさまでご家族も安

心して病院受診できます。」と感謝の

言葉を頂いた。

感謝2件

6/3（土）Ｋ・Ｔ様ご家族より　利用日を忘れていた。

（回数増加登録）

迎えに来てもらって良かった。今日は人を頼んでおばあさ

んの部屋のベッド

等移動しトイレまでの導線を確保する事になっていて、迎

えに来ていただい

たおかげで、スムーズに部屋の模様替えが出来ました。

ありがとうございました。と有った。

（利用日前日に自、宅で夜中トイレに行く際、転倒し顔尾

をすりむいていた）

6/23（金）Ｏ・Ｋ様ご家族より　　早めの対応にお礼の言

葉を頂いた。

病院へ行き膝の水を抜きました。これが熱の原因で薬をも

らいました。良く見て下さり早めの対応ありがとうござい

ました。と家族より連絡を頂いた。

【対応】朝のバイタルが37.3℃（普段も高めの方）で、ご

本人特にお変わりなく過ごされていたが、13：30再測で

38.1℃となった。それでも本人は変りなく話もされている

が、足を見たところ腫れていて、水がたまっている様子

有ったため、ご家族に連絡し帰宅。受診を促した。

苦情

6/22（木）夕方

I・M様より「独りの私をほったらかしにし

て帰ったので海光園さんの訪問はもうして

もらわなくてもよい」との電話でのお話で

あった。

I・M様は転倒骨折で３ヵ月入院され退院後

車椅子自走での独居生活であったが２週間

で歩行してしまい6/17さらに転倒しオムツ

の生活を余儀なくされた。朝夕配食弁当を

と提案して食事をされていたが、断ってし

まい８０代の友人が食事の世話をするとの

事で、ケアマネジャ―よりファクスが届く

夕食の世話はしない事を確認したがご本人

が理解されておらず「焼きおにぎり」を作

らないとご立腹された。その他、買い物代

行、オムツ交換、寝具の取り換え、衣類交

換、水分補給、取り敢えずの食糧確保はし

てきており、時間いっぱいである。6/23朝

ケアマネジャーと訪問し話し合いサービス

を１日３回オムツ交換のみとし、決着し

た。

感謝

6/17（土）

Ｙ・T様に関わる関係機関（熱海市役所

障害福祉課、当該施設デイサービス）

より

短期入所を利用するようになり、明る

くなった

歩行もしっかりしてきて、階段もス

ムーズに降りられるだけ筋力がついて

きている。短期入所にて機能訓練をし

てくれているおかげだと思います。

なし なし

2017年7月 感謝

7/30（日）N・M様　（H28.12退所）

姪御様より　以前特養に入所されていたご家

族様がご挨拶に立ち寄られていきました。

ご家族様より、「以前は叔母がお世話にな

り、面会しながら熱海に遊びにくるのが定着

し、周辺も大分詳しくなりました。またこれ

からも遊びに来ようと思っています。来た際

には立ち寄らせて下さい。」と、ご挨拶にき

て頂きました。こうした繋がりを大事にして

いきたいと感じました。

感謝

Ｋ.Ｍ様　ご家族より

最近本人の体調が思わしくなく入退院

を繰り返していたが、7月退院し海光

園の短期入所を利用してから体調も良

くなり、歩行状態も良くなり本当に感

謝しています。特養への入所も考え始

めているので、この先も宜しくお願い

します。と感謝の言葉を頂いた。
感謝

7/12（水）Ｋ・Ｍ様　ご家族様より

デイサービス利用に対し嫌がっていました。初回利用時は

やはり2度と行かないといっていましたが、2回目のデイ

サービス利用後はあんな楽しいところはないと嫌がってい

たことがうそのようです。わがままな人なので対応に手を

かけさせていると思いますが、デイを利用して助かってい

ます。これからもよろしくお願いしますと感謝の言葉をい

ただいた。 感謝

7/25（月）訪問時A・M様より事務局の電話

対応についてお褒めの言葉を頂く。

「いつ電話をしても、爽やかに、丁寧な対

応をして下さる、男の子がいて気持ち良い

です」との事。訪問は留守が多いので電話

対応をしていただきありがとうございま

す。お褒めの言葉を頂きとてもうれしい気

持ちです。

なし なし

要望

7/8（土）ケアハウスの新規入居者のM

様より

「入居者同士、お部屋に入れないので

お話ができない。折角、同年齢の方た

ちが集まっている場所なのに残念で

す。」とご意見があった。

（対応）

①ケアハウスの相談員に伝え、デイ

ルームに談話スペース設けるなど、検

討してもらう。（デイルームのRの場

所・ゲストルームの活用など）

②皆様でコミュニケーションがとれる

場の提供考える

ケアハウス 事務局

2017年　ご家族・ご利用者からのご意見・苦情等内容一覧表
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ケアハウス 事務局特養 短期入所 通所介護 訪問介護 居宅介護

2017年8月 感謝

8/29（火）退所されたＫ.Ｒ様ご家族より

１０年間の介護生活でしたが、自宅での３年

間が介護する家族にとって、とても苦しくこ

の状態が続いていたら本人を殺しかねなかっ

たと思います。平成２２年に海光園入所後、

本人がこの施設を気に入り穏やかになって本

当に良かった。

最後も苦しむことなく穏やかに送れたと思い

ます。施設の皆様に感謝しています。

なし

感謝

Ｋ・Ｍ様　８/16（水）ご家族より

利用開始時は行くのを嫌がり困りましたが、皆様の丁寧な

対応に本人も喜び

今では楽しみにしています。通うようになってからは歩行

も安定してきまし

た。わがままな人ですが今後ともよろしくお願い致しま

す。

なし なし

苦情

8/8（火）ケアハウスＹ様より

早朝に火災報知器が発報した際、早朝で

ある為、ケアハウスご利用者に対しては

各部屋に特養職員が誤報であることを説

明に回ったが、その後8時30分頃、Ｙ様

が事務所に見えられ、「報告が遅すぎる

ので直ぐに放送で伝えて欲しい。また、

機械の誤作動なのか、人為的なものなの

かも詳しく説明して欲しい。」とのお話

あり。謝罪し今後は時間帯に関係なく放

送を行い、誤報の理由も説明する旨お伝

えする。

2017年9月 要望

Ｋ・Ｓ様ご家族より

足に痛みがあり、9月に病院受診。レントゲ

ン撮影するが原因はっきりせず。ご家族希望

で国際福祉大病院受診。ＣＴひびの疑いであ

り、入院しＭＲＩ行い、左大腿骨ひびとの診

断となる。9/12手術行い、9/29に退院とな

る。退院時、御家族から施設で起こってし

まった出来事なので、施設で入院費を負担し

てもらいたいとの趣旨であった。対応は現在

検討中。

感謝

Y.E様 ご家族より・退院してからお

世話になり始めて3～4ヶ月経ちます

が、以前に比べて表情も良く、食事も

しっかり食べれるようになり海光園に

お世話になって良かったと思っていま

す。今後も宜しくお願い致します。と

感謝の言葉を頂いた。

なし なし なし なし

苦情

訪問介護サービス中の業務車両の駐車

方法をめぐり、地域住民の方から、当

法人スタッフの言動について厳しいご

意見を頂く。追って事務局所長より気

分を害されたことについて電話で謝罪

する。また、今後においても訪問介護

を必要とされる方々にサービスを提供

する上で地域住民の方のご協力が必要

である旨説明し理解を得た。

2017年10月 感謝

10/9　N.S様　ご家族及びご本人より

・在宅にて生活しているが、ご家族が

遠方で連休明けに不在となってしまう

事から急遽利用の依頼があり対応し

た。そのまま現在も長期滞在にて利用

中。

ご本人及びご家族より「一人になって

しまうかと不安になっていましたが、

突然にもかかわらず対応して下さり有

難うございます。」「安心しました。

お世話位なります。」と感謝の言葉を

頂いた。

感謝

S・S様　10/18　ご家族様より

退院時は車椅子で、何もやる気がなった人が、海光園に行

くようになってか

ら少しずつ変わってきて、つかまって歩けるようになって

本当に助かりまし

た。と感謝の言葉を頂いた。

なし なし なし なし

2017年11月 感謝 感謝

11/20 ご逝去されたS・T様ご家族様

より「息を引き取る瞬間まで傍に居させ

ていただき、施設の皆様に感謝していま

す。有難うございます。」というお言葉

を頂きました。

感謝

11/13(月) Ｏ・Ｋ様ご家族よりデイサービスやショー

トステイを定期的に利用させていただくことで、生活の

リズムもでき、服薬や体調面でのご心配をしてくださり

本当にありがたく思います。最近母の白髪の生え際が黒

くなってきたのに驚き、皆様のおかげで、元気に過ごす

事が出来本当に感謝しております。とのお言葉頂きまし

た。

なし なし なし なし

2017年12月 感謝

12月26日（火）感染症インフルエンザ対策

（在宅系職員・ご利用者等）に、インフルエ

ンザ罹患者が出ており、又熱海市内全域でも

インフルエンザの発症が多く出ている為、特

養・短期・ケアハウス面会制限を行う事と決

まり、特養80名の代理人様へ、面会制限を

させて頂く連絡を入れた所、ご理解を頂きこ

ころよく承諾をして頂いた。励ましの言葉な

どの頂いた。

なし なし なし なし なし なし

2018年1月 感謝

1/15（月）T・M様ご家族

面会に来れなかった期間は心配であったが、

今日来て見て変わりがないようで安心しまし

た。ありがとうございます。」と、お言葉を

頂いた。

感謝

1/16（火）Ｔ.Ｔ様ご家族

「しばらく面会に来れていなかったけ

ど、久しぶりに顔をみて元気そうで安心

しました。今後も宜しくお願いしま

す。」とお言葉を頂いた。

感謝

1/22(月)　Ｈ・Ｈ様ご家族より

家内の体調の様子を細かくお知らせ頂きありがとうござ

います。そちらでよく見て頂いているので頑張れます。

お手数をおかけしますがよろしくお願いします。とご主

人よりあった。

なし なし なし なし



ケアハウス 事務局特養 短期入所 通所介護 訪問介護 居宅介護

2018年2月 要望

2/16（金）K・K様ご家族

（面会制限時）ご家族に連絡。制限も理解で

きるが、どうにか会えないだろうか。⇒テク

ノロジーで解決できるのではないか（スカイ

プなど）来年度検討視野に入れる。

苦情

2/？日　I・S様ご家族（本人が家族に

相談）

移乗リフトの時に、職員の操作に恐怖を

感じる。その職員に捜査してほしくな

い。⇒再度、トレーニングするしかな

い。自信をもって動かせるようにするこ

と。

感謝

2/15（木）N・T様ご家族

デイサービスを利用するようになってから、表情が明る

くなりうれしく思います。言葉が話せない分本人の伝え

られない気持ちに皆様が気づいてくださり対応して頂け

ていることに本当に感謝いたします。頑固なところがあ

りますが今後も宜しくお願いいたしますとあった。

感謝

2/27　K・K様本人

電話連絡で写真つき誕生日カードに対する

お礼。1～2月のみの利用者だったが、カー

ドにとても喜んでくださった。次の日もご

家族からお礼の電話を頂いた。

感謝

2/28W・K様　家族

デイサービスに対する感謝。家で怒っ

てばかりだったがデイに行き始めて明

るくなった。洗濯たたみもしているよ

うで安心した。

感謝

2/19　M・K様　家族

（清田）面会制限解除になるので会いに

行きたいという電話があり。予防でタミ

フルを飲んでいただいている等の状況説

明に対して「そこまで対応してもらえる

のですか」という感謝。

なし

2018年3月 感謝１件

3/16（月）　I・K様　ご家族様より
　「（臀部に炎症が出てしまってから、）すぐ
にクッションの準備をして頂けた事、食事が
自分で食べ難くなってきた時に食器や車椅
子に工夫をして頂き、どれも早く動いて頂け
て、とてもうれしいです。」とのお言葉を頂き
ました。今後も、迅速に対応出来るよう、努
めていきます。

苦情1件

3/28本人 利用時の浣腸時 ボジショニ
ングの要望があるが徹底されていない
という苦情があった。
→ 関係者には正しいポジショニングを
取るように小山より指示済み(3/28)

感謝１件
苦情１件

3月2日（金）感謝　Ｙ・Ｈ様(元利用者ＤＳ・ＳＳ)

ご家族様

その節は大変お世話になりました。別な施設に行って現

在は病院に入っております。姉の自宅で以前デイサービ

スで頂いた写真を見て探したが見つからず、写真があっ

たら頂きたイ。姉の笑顔がとても印象に残り、此処での

対応が本当に良かったと実感しています。本当にありが

とうございましたとありました。

3月31日(金)　Ｋ・Ｈ様　苦情

入浴後バスタオルで体を拭いていたら、タオルに便がつ

いていると訴えがあった。結果便ではなかったがご本人

がショックを受けていた。

対応：シミがついていた事に対して不快な思いをさせた

事をお詫びした。4月よりタオルを入れ替えることを伝

え了解を得た。

要望

４月より自立になりサービスに入れなくなっ
た利用者様ですが、せっかく知り合ったヘ
ルパーと縁が無くなるのも淋しいし、片付
けがにがてですぐに散らかってしまうので
自費で月に１～２回きてほしいとの依頼が
ありました

要望１件

F様　本人　　　3/22
　I訪問介護のヘルパーの都合により
デイサービスの日程を変更に了解をし
たが、変更したデイサービスの日に嫌
な人がいて精神的に疲れるので、デイ
サービスの日をもとに戻してもらいた
い
（対応）
　訪問介護の事業所を変更して、デイ
サービスの利用はもとに戻すように手
配をする

感謝1件

３月３１日　(土)H・U様　H・N様
(温冷配膳車に変わって)ご飯やみそ汁
が今までよりも暖かい状態で食べられ
て嬉しい。果物も冷たくて美味しい。お
盆も可愛い絵柄になっていて持ち帰り
たいくらい。配膳車の車輪の音も静か
になって少し日常が変わった。三食暖
かくておいしい食事が食べれて幸せだ
なと思います。

苦情１件

3/10ケアハウスK様より　相談員を通
して、「ラジオ体操が、時間になっても
かからない」
体操を日々の日課にしていただいて
いるため、時間に厳しい。
（対応）
タイマーを掛けていたが壊れてしまっ
たため、しばらくタイマーを掛けずにい
た。現在は、携帯電話等のタ
イマーを設定して対応している状況で
ある。


