
苦情公表：入所部門（高齢）【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

1 百々山 配偶者 4月8日

面会させてもらえなかった。 申立者より、「昨日、体調が良かったため面会に
行ったが、会わせてもらえなかった。タクシーで
行ったのでお金も掛かっている。今後本人に会わせ
てもらえないなら、頼まれ物があるなら取りに来て
もらわないといけない。事務所の職員さんにフロア
に案内されたが、そこにいた職員3～4人が一斉に私
の顔を見て、『ご本人が不安定になるため、会わせ
られない。』と言われた。こんなことが続くような
ら信頼できなくなる。」と話があった。

その場で謝罪し、一度ご自宅に伺いたい旨を伝えると、「来
なくてよい。」とのお返事がありました。また、「面会に
行った時は私も気分が悪くて、あんな態度をとってしまった
が、家に帰って落ち着きました。百々山でお世話になってい
ることは十分に理解している。これからもお願いしたいと思
います。」とのお言葉をいただきました。今後の面会につい
ては、面会対応の用紙を別途作成し、フロア職員に配布する
こととし、対応を周知いたします。

2 とよおか かかりつけ医 6月12日

FAXの用紙をAクリニックにも送信
してしまった。（研修申込用紙を
協力機関に誤送信してしまっ
た。）

嘱託医のAクリニックのNSより、「こちらにB施設宛
の研修のFAXが送られてきたので連絡した。」と連絡
があった。

その場で謝罪いたしました。その後、夕方にAクリニックを訪
問した際にも、直接謝罪いたしました。FAX送信の際は、2名
で対応・確認することとしておりましたが、1名で行ってし
まったことが原因です。マニュアルを再度確認し、必ず2名で
行うよう徹底いたします。

3 天竜厚生会城北の家（短期入所） 介護支援専門員等 6月18日

送迎に関する不備や日程伝達間違
いが続いたことにより、本人を預
けることに不安がある。

担当ケアマネより、「ご利用者ご家族から、送り時
間や日にちの間違いが何回かあったため、信頼でき
るか不安という声があがっている。」と話があっ
た。

今回の送迎遅れの件について、申立者に報告し、謝罪いたし
ました。その際、「7月の利用については、ご家族から見合わ
せたいと言われた。」とのお話があったため、再度謝罪し、
直接ご家族にお会いして謝罪させていただきたい旨をお伝え
しました。その後、ご家族にお会いして謝罪すると、「起き
てしまったことはしょうがないから、これから利用者の方々
が気持ちよく利用できるようお願いします。」とのお言葉を
いただきました。今後は、送迎計画をダブルチェックするこ
ととし、日程について連絡する際は、日程が分かる書面を手
元に置きながら、ご家族にお伝えすることとします。

4 さいわい 職員 6月24日

本部構内での職員車両の一旦停止
無視について

今帰宅しているところだが、診療所から降りてきた
車が一旦停止を無視したため、非常に危険であっ
た。

当該交差点は、一旦停止を無視する車両が多いため、当該職
員のみならず、全職員に道路交通法を順守するよう注意喚起
を行いました。また、当該交差点以外にも危険な箇所がある
ため、道路交通法の及ばない厚生会敷地内の通行看板や標識
も順守することを、あわせて注意喚起しました。
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5 登呂の家 子 7月4日

ショートステイ終了後、荷物の中
に違う利用者の手紙が入ってい
た。

ご家族より、「荷物の中に違う利用者の手紙が入っ
ていました。」と連絡があった。

その場で謝罪し、ご自宅へ取りに伺う旨をお伝えしました。
ご自宅訪問の際にも改めて謝罪し、手紙を回収し、正しい手
紙をお渡ししました。ご家族からは、「わざわざ届けていた
だいて、ありがとうございます。」とのお言葉をいただきま
した。今後、手紙を配布する際には、封筒にご利用者の名前
を明記することとしました。

6 さやの家 子 7月13日

職員の対応について 申立者より、「昨日、本人が熱発しているとの留守
電が残されていた。留守電を確認し、心配になって
施設に電話したが、事務職員は熱発していたことを
知らないような対応であった。本人の体調を説明し
てくれた看護師も、もう少し家族の気持ちになって
対応してほしかった。施設の連携に不安を感じ
る。」と話があった。

申立者にその場で謝罪し、休日であったため、週明けに施設
長から連絡することをお伝えしました。週明け、長男様から
同様の連絡をいただき、再度謝罪いたしました。併せて、今
後は体調変化等の医務が関わる話については、看護師より報
告してほしいとの要望があったため、極力希望に添えるよう
報告させていただくことをお伝えし、了解をいただきまし
た。施設長からも改めて謝罪し、改善を図る旨をお伝えしま
した。是正として、ちょうじゅ（記録管理システム）の記録
を回覧する等で事務所内で情報を共有し、必要な対応がとれ
るように連携を取っていくことといたします。

7 登呂の家 子 7月28日

ショートステイ利用中の職員の対
応について

ご家族より、「就寝後、トイレに行きたくなりコー
ルをすると、係の人が来てくれるが、面倒くさそう
にされる方がいるようです。そのため、来てもらう
のをためらってしまうそうです。本人が、『ショー
トステイに行くのは慣れてきたが、それが嫌な
の。』と言っています。よろしくお願いします。」
との手紙をいただいた。

ショートステイ帰宅時、ご家族へご心配をお掛けしたことを
謝罪し、職員の対応については注意喚起していくことをお伝
えしました。ご家族より、「用事がある時にはショートステ
イを利用してほしいが、本人が行くことを渋っていたので、
今回手紙を書かせていただきました。よろしくお願いしま
す。」とのお言葉をいただきました。また、当該ご利用者に
は、不快な思いをさせてしまったことを重ねて謝罪し、夜中
でも遠慮せずに職員を呼んでいただくようにお伝えしまし
た。「よろしく頼むね。」とのお言葉をいただきました。

8 百々山 子 8月1日

皮むけヒヤリが多すぎではないか 申立者より、「7/30のヒヤリについて、どうして無
理に狭いところを通ろうとしたのか。そんなに急ぐ
必要があるのか。たくさん利用者がいる中で忙しい
のはわかるが気を付けてほしい。今年度に入り、同
じような皮むけが3回目であり、全て介護職員の介助
中に起きたものだと聞いた。どのような介助を行っ
ているのか不安になる。どうしてこのようなことが
何度も起きるのか。自分から直接介護職員へどう
なっているのか聞きたいくらいだ。今度面会に行
き、様子を見る。」との話があった。

申立者へ謝罪し、是正処置について報告いたしました。今後
は、①移乗については、両上肢が皮むけしやすいことを介助
者が認識し、無理な力がかからない介助方法にて移乗を行い
ます。また、新人や技術的に未熟と思われる職員の場合に
は、職員2名にて移乗介助を行うこととします。②移動時につ
いては、肘がアームサポートから出ている状態が多いので、
アームサポートと肘の間にクッションを当てることとしま
す。また、移動時は、狭いスペースは避け、ご本人に無理の
ない範囲で、肘をアームサポートの内側に入れさせていただ
き、注意してまいります。これらについては、連絡ノートの
活用や口頭での申し送りを行い、現場レベルで上記対応を周
知徹底いたします。申立者からは、「どのような対応をして
くれるのか、理解できました。よろしくお願いします。」と
のお言葉をいただきました。
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9 しんぱらの家 配偶者 8月5日

入所者のみだしなみや居室の汚れ
が気になるので、改めてほしい。

申立者より、「夫が施設に入所して1か月くらいにな
る。1日おきに面会に行っている。面会に行くたび
に、本人の顔の汚れや、手、洋服の汚れが気にな
る。部屋が清潔感がないことも気になる。もう少し
丁寧に面倒を見てほしい。」と話があった。

申立者に謝罪し、原因や是正処置について説明しました。当
該ご利用者は、体に触れることを嫌がる様子があり、髭剃り
も、職員が行おうとすると、お互いがまだ慣れていないため
か、対応に難しい時があります。今後の対応としましては、
拒否が見られた際には、時間をずらして別の職員が行うこと
を説明いたしました。申立者と長女様に説明し、「今後はこ
のようなことがないように。」とのお言葉をいただきまし
た。

10 しらいと 子 8月6日

①先週から衣類をそのまま着用し
ていた、②職員間の報連相ができ
ていない、③靴下を16組程持参し
ているが、現在部屋のタンスには2
組しか入っていない、④体調不良
である本人のことをもっと気にか
けてほしい

申立者より、「①先週の木曜日から、体調不良であ
る本人を心配し、連日面会に来ていたが、5日間も同
じ服を着ているのはどういうことなのか。しかもは
だけた肌着を着ていた。先日、受診に付き添った
が、あまりに服が汚れていたので、タオルに水を浸
して汚れを落とした。がっかりしてしまった。②面
会に来た際、職員さんにお願いしたことがあるが、
『わかりました。』と返事はしてくれるが、伝わっ
ていないことが散見される。報連相ができていない
ように感じる。③入所してから16組の靴下を持参し
たが、部屋のタンスには2組しかなかった。④母だけ
に限らず、体調不良の際に特に気にかけてほし
い。」と話があった。

面会に来られた申立者（長女様）に、不快な思いをさせてし
まったことを謝罪し、是正処置をご報告しました。是正とし
ましては、①について、「入浴を中止した際の体調不良者へ
の対応」の共通ルールを再度確立するため、医務室、CW、SW
間において話し合いの場を作り、支援にあたれるようにしま
す。②について、ご家族からの依頼事項や職員間の伝達事項
は、対応した職員が責任をもって連絡ノートやちょうじゅに
記載するよう、施設内のリスク委員会や、フロア会議などで
再度周知を図ります。③について、当該ご利用者の靴下は個
別対応とし、施設で洗濯を行い、対応することとします。④
について、体調不良等の情報共有にかかわらず、②と同様
に、ご家族からの依頼事項や職員間の伝達事項は、受けた職
員が責任をもって連絡ノートやちょうじゅに記載するよう、
施設内のリスク委員会やフロア会議などで再度周知を図りま
す。申立者からは、「昨日は言いすぎてしまってすいませ
ん。母もだいぶ元気になってきてよかったです。」とのお言
葉をいただきました。

11 天竜厚生会城北の家（短期入所） 親 8月23日

返却忘れ 申立者より、「昨日帰ってきたが、いつも塗薬をい
れてある袋が戻っていない。」と話があった。

連絡をいただいた後すぐに、塗薬の所在を確認し、施設で預
かっていたことをお伝えしました。その後、退所時に返却を
忘れてしまったことを謝罪し、ご自宅へお届けしました。申
立者からは、「わかりました。ありがとうございます。」と
のお言葉をいただきました。今後は、持ち物のチェック表に
記載されている項目ごとに数と物を確認し、レ点を入れるよ
うにいたします。また、退所時に、荷物担当者のサインを記
載するようにして、誰が退所対応をしたのかがわかるように
いたします。

12 天竜厚生会城北の家（短期入所） 子の配偶者 8月26日

他利用者の衣類を着て帰宅した 申立者より、「来ている洋服が本人の服じゃな
い。」と連絡があった。

申立者へ謝罪し、衣類の確認をすることをお伝えしました。
後日、衣類の回収ができたことを連絡し、その後ご自宅へお
届けしました。その際に再度謝罪し、申立者からは、「あり
がとうございます。今後もよろしくお願いします。」とのお
言葉をいただきました。

3



苦情公表：入所部門（高齢）【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

13 登呂の家（短期入所） 子 9月1日

他利用者の上靴が荷物の中に入っ
ていた

ショートステイ迎え時に、申立者より、「家のもの
ではないものが荷物に入っていました。」と話が
あった。

荷物を入れ間違えてしまったことを謝罪し、他ご利用者の上
靴をお預かりしました。ご家族からは、「大丈夫ですよ。」
とのお言葉をいただきました。間違えてしまった上靴は、デ
イサービス利用の帰宅時にお返ししました。

14 さやの家（短期入所） 職員 9月23日

利用料の二重請求について 申立者より、「7月の利用料を8月21日に現金で支
払ったが、先日送られてきた請求書に、7月分の利用
料が未収額となっており、8月分と一緒に請求されて
いる。間違っているのではないか。」と話があっ
た。

7月分利用料は領収済みであったことを報告し、謝罪いたしま
した。また、口座振替の依頼用紙の提出日を確認すると、9月
の引き落とし日に間に合わない可能性があるため、引き落と
し結果が出てから対応することをお伝えしました。「わかり
ました。大丈夫ですよ。もし引き落としがかかったら、7月分
は9月の利用料に充当してください。」とのお言葉をいただき
ました。

15 とよおか 職員 10月16日

施設看護ファイルに感染症を思わ
せるラベルが貼られていた

申立者より、「緊急で受け入れを行った患者様の施
設看護ファイルに、「Ｂ型キャリア」というラベル
シールが貼られていた。施設職員からは、感染症が
あるとの申し送りがなかった。」と話があった。

電話で申立者に謝罪いたしました。以前退所したご利用者の
ファイルを、新たに対象ご利用者のファイルとして使用しま
したが、その際全てのラベルを剝がし切れていなかったこと
が原因です。今後は、情報洩れや間違いがないよう、ご利用
者のファイルは定期的にチェックを行い、新たに使用する場
合は、ラベル等はがし忘れがないようにいたします。

16 さやの家 子 10月2日

職員の対応について 申立者より、「本日、外出から帰ってきた際に、職
員5～6人がワーカー室で雑談をしていて、誰もワー
カー室から出てくることもなく、言葉もかけてくれ
なかった。」と話があった。

その場で、職員の対応が不適切であった旨を謝罪するととも
に、今後このようなことがないよう、対応を改め職員間で周
知することをお伝えしました。申立者からは、「よろしくお
願いします。」とのお言葉をいただきました。

17 百々山 配偶者 10月22日

ご本人以外の衣類がタンスに入っ
ていた

申立者より、来所時、「ご利用者のタンス内に、過
去ショートステイを利用していた方の衣類や、亡く
なった方の衣類を名前を訂正して使用していること
に不快感を感じた。また、気になる時は、居室にて
別の衣類に着替えさせていた。責めるつもりはない
が、衣類が足りなければ持参するため、その都度
言ってほしかった。」と話があった。

失礼があったことを謝罪いたしました。ご本人の衣類が、ク
リーニングにより少なくなった際は、寄贈いただいた亡く
なった方の衣類等の名前を修正して着用いただくことがあり
ました。しかし、ご本人以外の衣類を使用する際に、ご家族
に説明することを失念しておりました。ご家族からの要望を
フロア職員に周知するとともに、今後衣類が少なくなった際
はご連絡させていただく旨をお伝えしました。ご家族から
は、「いろいろ言って申し訳ないが、前から気になっていた
ものだから。」とのお言葉をいただきました。
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18 天竜厚生会城北の家（短期入所） 介護支援専門員等 10月28日

退所時の手紙の内容の相違 担当ケアマネより、「ご利用者のキーパーソンか
ら、『退所時の手紙には、”利用時の排便はありま
せんでした。”と記載されているが、同手紙内の最
終排便記録欄には、排便があった旨が記載されてい
た。どういうことか。』と問い合わせがあった。」
と報告があった。

今回、退所の手紙を作成後に排便があったこと、本来は退所
時に手紙の内容を確認することとなっていましたが、それを
怠ってしまったことを説明し、謝罪するとともに、今後は再
発防止に努めることをお伝えしました。申立者からは、「細
かいことかもしれないけど、私たちは記録でしかショート中
の様子がわからないからね。」との話がありました。今後
は、退所の手紙作成時ではなく、退所対応職員が手紙を荷物
にしまう前に、内容全体を確認し、あわせて最終の排便記録
を確認、その旨を記載することといたします。

19 さいわい 子 9月11日

家族からの折り返しの電話を受け
た職員が、状況がわからず電話の
転送ができなかった。

前日、OTより、リハビリ会議の場所、時間について
相談しようと、さいわい施設内のリハビリ室の子機
電話から、当該ご家族に連絡を3回行った。いずれも
不在であったため、つながらなかった。その後、着
信履歴を見た申立者が折り返すも、リハビリ室では
なく、さいわい事務所へつながり、当該OTから話を
受けていなかった受付職員が話を通すことができ
ず、苦情につながった。

電話を受けたさいわい事務所の職員から内容を聞いた報告者
（当該OT）が、留守電に氏名・所属・要件を残さず、ご心配
をおかけしたことを謝罪いたしました。また、リハビリ室の
子機から外線をかけた場合、着信履歴がさいわい事務所の番
号で表示されることを、当該職員が知らなかったことが原因
です。今後は、留守電に氏名・所属・要件を残すことを徹底
し、リハビリ室の子機から外線をかけた場合は、さいわい事
務所の職員に内容を伝え、スムーズに話が通るようにいたし
ます。その後、連絡が取れた申立者からは、「デイケアで母
に何かあったのか心配して折り返したが、電話がつながらな
かったので強く言ってしまった。」とのお言葉をいただきま
した。

20 天竜厚生会城北の家（短期入所） 子 12月13日

他利用者の薬手帳が荷物に入って
いた

申立者より、「荷物の中に他利用者の薬手帳が入っ
ている。」と連絡があった。

その場で謝罪し、ご自宅へ取りに伺うことを伝えました。ご
自宅訪問時にも再度謝罪し、「わざわざありがとうございま
した。」とのお言葉をいただきました。通常、薬手帳はユ
ニット内の指定棚にて管理しておりますが、内服薬を薬手帳
と現物で確認する作業の際に、対象ご利用者の荷物に、他ご
利用者の薬手帳が紛れてしまったと考えられます。また、退
所時の荷物チェックの際、荷物の1つであるクリアケース（薬
手帳が入っていた）の中身の確認を怠ってしまったことが原
因です。今後は、荷物チェック表の活用を徹底し改善に努め
てまいります。

21 天竜厚生会城北の家（短期入所） 親 12月14日

今日入浴させてもらいたい ご家族より、「面会した際に、本人から、昨日も今
日も入浴がないと聞いた。明日は入浴日だと聞いた
が、ショート利用の3日間のうち1回しか入浴がない
のはどうかと思う。明日は帰宅する日で自宅で入浴
できるので、今日入浴させてもらいたい。」と話が
あった。

その場で謝罪し、本日入浴できるよう調整する旨を伝え、了
解をいただきました。施設基準の入浴回数が、ご家族の思い
に沿ったものではなかったことが原因です。施設内で検討
し、今後、対象ご利用者については、シャワー浴であれば毎
日ご利用いただくこととし、浴槽に浸かる場合も、職員の対
応可能時間であれば毎日入浴いただけることとしました。後
日、申立者には、電話にて上記の旨を報告し、「シャワー浴
で大丈夫です。汚れた身体をきれいにしたいので。」とのお
言葉をいただきました。
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22 まどか 本人 11月12日

障子の張替をお願いしたが、戻っ
てきたら木枠が傷だらけだった。
怪我をしていた可能性があるがど
のように考えているか

ご利用者より、「事務所を通して、業者に障子の張
替をお願いしたが、戻ってきたら木枠が傷だらけで
あった。私はたまたま怪我をしなかったが、もっと
高齢の方だったら何気なく触って怪我をしていたか
もしれない。退去清掃等、様々な場面でまどかや天
竜厚生会の他施設と関わっていると聞いたが、この
ままで大丈夫なのか、心配になる。今回のことも、
私はこのままでも我慢できるが、今後のことが心配
になってしまう。大きな問題になる前に取引業者は
もう少し考えたほうがいいと思う。」と話があっ
た。

今回の傷については、職員が搬入に立ち会っているにも関わ
らず、しっかり状況の確認ができていなかったため、業者に
全ての責任があるとは考えておりません。しかし、確認を依
頼してからの対応については、とても納得できるものではな
かったため、障子の張替は業者変更をして対応しました。今
回の件は苦情として挙げることとし、取引業者については再
度検討していくことを申立者にお伝えしました。申立者から
は、「今回の件で、事務所が熱心に対応してくれたことは感
謝している。今後の対応については、事務所にお任せしま
す。」とのお言葉をいただきました。

23 翠松苑 配偶者 1月20日

ベッド柵で腕を挟んだ 面会後帰宅される際、ご家族より、「15時のおやつ
提供のため、職員(ケアワーカー)がベッドをギャッ
ジアップしたが、ご利用者の手首・前腕部分がベッ
ド柵に入ったまま行った。また、その職員はご利用
者の様子を見ることなく、後ろを見ながら操作して
いた。ご利用者の『痛い。』という声で気がつき操
作を止めたが、自分は横で見ていて、『このままで
はやるぞ。やるぞ。』と思ったが案の定挟んだ。以
前も手首付近に傷があったので、今回だけではな
い。職員も神様じゃないからミスはあると思うが、
このままじゃ気が気じゃない。もしかしたら骨が折
れていたかもしれない。」と興奮した様子で繰り返
し話があった。

申立内容を傾聴し、介護方法に誤りがあったことを謝罪いた
しました。また、早急にベッド柵カバーを付け、手が柵の間
に入らないよう対策をとる旨を伝えました。他のご利用者に
気を取られていたこと、支援するご利用者の安全確認意識が
薄く、ながら支援をしてしまったこと、ベッド上での食事介
助の手順として、ギャッジアップする前に姿勢を整えること
を怠ったことが原因です。今後は、ベッド柵カバーの設置の
他、支援にあたる際は、対象ご利用者の四肢の状態等を確認
し、安全が確保できているかの目視確認を徹底することとい
たします。申立者からは、「自分も状況を見ていて危ないと
思ったが、そのままギャッジアップしていくとは思わなかっ
た。これから十分気を付けてもらえればいいです。」とのお
言葉をいただきました。

24 天竜厚生会城北の家 子 1月26日

靴を購入するよう依頼された為購
入したが、施設から伝えらた靴の
サイズが間違っていた。

申立者より、「ご利用者に靴のこだわりがあり、洗
い替え用を購入するよう施設から依頼があった。本
人が気に入っているものと同じものを購入するた
め、サイズを施設に確認し、伝えられたサイズで購
入したが、実際はワンサイズ上であり使用できな
かった。購入した靴については施設へ寄付するた
め、別のフロアで必要な方がいれば使用してほし
い。」と話があった。

誤ったサイズを伝達してしまったことを謝罪し、改めて担当
者より連絡する旨を伝えました。後日、電話にて再度謝罪
し、靴の代金について弁償する旨を伝えましたが、申立者よ
り、「普段お世話になっているから、弁償等は遠慮しま
す。」とのお言葉をいただいたため、謝罪のみの対応となり
ました。対象ご利用者は、靴を複数保持されており、ご本人
が一番気に入られていた靴にはサイズ記載がなかったため、
別の靴のサイズをお伝えしたところ、該当靴とはサイズ設定
がズレておりました。また、該当靴は、実際、中敷きを外し
た靴底にサイズ記載があり、職員の確認不足が原因です。今
後は、靴の購入の際は、可能な限り業者を通して試着のうえ
購入することとし、試着できない場合はご家族にもサイズ確
認の依頼をすることとします。
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25 さやの家 子 2月20日

利用料金について 申立者より、「1月の利用料の請求書が届いたがいつ
もより高い。社会福祉法人の減免が入っていないの
ではないか？」と話があった。

社福減免等の確認作業時に誤入力があったことが原因です。
申立者に謝罪し、正しい請求金額をお伝えしました。「面会
の時にもらえればよいので現金で出しておいてください。」
とのことでしたので、差額分を用意しお渡ししました。今後
は、引き続き2名でのチェック体制で確認するとともに、社福
減免の項目については、マーカー等でチェックする等工夫
し、見落としがないようにいたします。

26 天竜厚生会城北の家（短期入所） 兄弟 2月22日

返却された薬が、薬用袋に入って
いなかった。

申立者より、「薬の空袋がない。1日分入っていた
が、後の2袋がない。」と連絡があった。その後、
「電話の途中に本人が薬を持ってきた。しかし、薬
の空袋がバラバラに入っていた。こんなことは初め
てなので、今後は薬が入っていた袋に入れてくださ
い。」と再度連絡があった。

その場で謝罪し、担当者が不在のため、週明けに改めてご連
絡する旨を伝えました。後日、担当者から再度謝罪し、申立
者から、「いつも袋に入っていたのに、今回は違ったので驚
いた。次回も長期利用するので気を付けてください。」との
お言葉をいただきました。今後は、薬が入ってた袋に、薬の
空袋を入れるよう職員に周知し、徹底してまいります。ま
た、退所時の荷物チェックの際にも、薬の入れてあった袋に
空袋が入っているかを確認することとします。

27 天竜厚生会城北の家（短期入所） 本人 2月25日

SSノートや薬手帳等、預けた物が
返却されていなかった

申立者より、「預かってもらっていた薬手帳やノー
トが荷物に入っていない。」と連絡があった。

その場で謝罪し、確認することを伝えました。結果、施設内
の保管引き出しにて発見したため、その旨を連絡し、ご自宅
へお届けしました。他業務にて、退所準備の途中で担当者が
席を外した際に、他職員へ退所準備の進捗状況等の申し送り
ができていなかったことが原因です。今後は、担当者が退所
準備の途中で席を外す場合、他職員にどこまで退所準備が済
んでいるか等、申し送りを徹底して業務から離れることとし
ます。
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