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実地指導について 

Ⅰ．平成３０年度実地指導の実施結果について 

 

実施時期 平成３０年７月４日から平成３１年２月２０日までのおおむね水 

曜日の午後に実施 

実施対象  

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型通所介護事業

所、介護予防支援事業所及び居宅介護支援事業所 

 

事業所別の実施状況等 

事業所区分 事業所

数 

指摘事項有

の事業所数 

指摘事項数 過誤返還数 

介護予防認知症

共同生活介護 

３ ０ ０ ０ 

地域密着型通所

介護事業所 

４ ３ ５ ０ 

介護予防支援事

業所 

２ ２ ４ ０ 

居宅介護支援事

業所 

２３ １８ ４２ ４ 

  

※指導日、介護給付係に提出する事故報告書について適切に報告している旨の

供述があり「指摘事項なし」で結果を出した後、指導日以前の報告書が数件提

出された事例があったため、当該事業所に指導済。 

 

指摘事項の内訳 

 

【地域密着型通所介護事業所】 

① 掲示（１件） 

・運営規程の概要などが掲示されていない。 

→事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

（市基準条例第３４条） 

② 非常災害対策（1件） 

・防災の手引きはあるものの、非常災害に関する具体的計画に掲載すべき事項

が不足している。また、避難訓練等が実施されていない。 
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→防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定地域密着型通所介護事

業所においても、防火管理について責任者を定め、消防計画に準ずる計画を作

成すること。また、関係機関と連携し、定期的に避難訓練等を行うこと。 

（市基準条例第５９条の１５） 

③ 地域との連携（1件） 

・協議会（運営推進会議）が設置されていない。 

→利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員、地域包括支援センタ

ーの職員、地域密着型通所介護について知見を有する等により構成される協議

会（運営推進会議）を設置し、６ケ月に１回以上、運営推進会議に対し活動状

況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける

こと。 

（市基準条例第５９条の１７） 

④ 衛生管理等（1 件） 

・酸性系消毒液やお風呂用洗剤について、利用者の手の届くところに保管され

ている。 

→酸性系消毒液やお風呂用洗剤の保管については、誤飲防止のため施錠できる

場所又は利用者の手の届かない場所に保管すること。 

⑤ 安全管理等（1 件） 

・台所の入り口は通常ドアを閉めて施錠されているということであったが、指

導日のドアは開放されており、通常引き出し内に保管しているはずの包丁が流

し台の上に置かれていた。 

→利用者が台所に立ち入らないように職員間で気を付けているということであ

ったが、包丁等危険なものは適切に収納し利用者が立ち入ることがないように

対策をとること。 

 

【介護予防支援事業所】 

① 指定介護予防支援の具体的取扱方針(主治の医師等の意見等)（２件） 

・すべての医療系サービスを位置づけた計画に関して主治の医師に計画の交付

が確認できなかった。 

→医療系サービスを位置づけた場合、計画を作成した際に、当該計画を主治の

医師等に交付すること。 

（市条例第３３条第２１号の２） 

② 運営に関する基準(内容及び説明及び同意)（２件） 

・運営規程や重要事項説明書等に、「利用者は複数の指定介護予防サービス事

業者等の紹介を求めること」の記載はあるが、「計画原案に位置付けた指定介

護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等」
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についての記載がない。双方について文書で説明を行い、理解を得て、利用申

込者から署名を得ることとなっている。 

→「計画原案に位置付けた指定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を

求めることが可能であること等」についても文書で説明を行い、理解を得て、

利用申込者から署名を得ること。 

（市条例第７条第２項） 

 

【居宅介護支援事業所】 

① 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（主治の医師等の意見等）（６件） 

・利用者が医療系サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、

利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない、となってい

るが、医療系サービスを位置づけた計画に関して主治の医師に意見を求めたこ

とが確認できなかった。 

→利用者が医療系サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、

利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めること。 

（市条例第１６条第２１号） 

② 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（主治の医師等の意見等）（９件） 

・利用者が医療系サービスの利用を希望している場合その他必要な場合に、主

治の医師等に意見を求め居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービ

ス計画を主治の医師等に交付しなければならない、となっているが、医療系サ

ービスを位置づけた計画に関して主治の医師に居宅サービス計画を交付したこ

とが確認できなかった。 

→医療系サービスを位置づけて計画を作成した際に、当該居宅サービス計画

を、意見を求めた主治の医師等に交付すること。 

（市条例第１６条第２２号） 

③ 介護報酬関連（退院・退所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)ロ）（６件） 

・当該加算については、病院等の職員からの情報収集を１～３回行っている場

合に算定可能で、うち 1回以上はカンファレンスによるものとされており、そ

のカンファレンスの要件は病院又は診療所の場合は診療報酬の算定方法（平成

２０年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指

導料２の注３の要件を満たすものとなっているが、要件を満たすカンファレン

スが実施されていなかった。 

→当事業所の介護支援専門員は、当該加算に規定するカンファレンスの要件を

確認すること。 

（老企第３６号 第３の１３） 

④ 掲示（２件） 

・運営規程の概要などが掲示されていなかった。 
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→事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

（市条例第２５条） 

⑤ 苦情処理（２件） 

・相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等について、事業所に掲示して

いなかった。 

→相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等について、事業所に掲示する

こと。 

（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について第２の３

（１７）④） 

⑥ 指定居宅介護支援の基本取扱方針（３件） 

・指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない、となっているが、評価等が実

施されていなかった。 

→自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図る

こと。 

（市条例第１５条第２項） 

⑦ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（福祉用具貸与及び特定福祉用具販売

の居宅サービス計画への反映）（３件） 

・特定福祉用具販売を利用していたケースにおいて、居宅サービス計画への位

置づけがされていなかった。 

→特定福祉用具販売を利用する場合は、居宅サービス計画へ位置づけること。

また、その場合は利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要

な理由を記載すること。 

（市条例第１６条第２６号） 

⑧ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（居宅サービス計画原案の作成）（２

件） 

・居宅サービス計画原案において、居宅療養管理指導に関して、医師が行う場

合は居宅サービス計画に位置づけられていたが、薬剤師が行う場合について

は、居宅サービス計画に位置づけられていないケースがあった。それに伴い、

サービス担当者会議において薬剤師の参加や照会等がなかった。 

 また、サービス担当者会議を開催した後にサービスの追加があったケースに

おいて、計画原案に位置づけたサービス担当者全てではなく、本人及び介護支

援専門員、計画原案に変化のあったサービス担当者等にて担当者会議を開催

し、計画原案に位置づけている居宅療養管理指導の医療機関や調剤薬局に照会

等を実施していない事例があった。 
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→居宅療養管理指導を利用する場合は、医師・歯科医師等のいずれの場合も居

宅サービス計画へ位置づけること。他の居宅サービスや地域密着型サービスに

おいても居宅サービス計画への位置づけを徹底すること。 

また、サービス担当者会議等により適切に専門的意見を聴取すること。 

やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を

求めること。 

（市条例第１６条第８号） 

⑨ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（サービス担当者会議等による専門的

意見の聴取）（1 件） 

・サービス担当者会議を開催した後１ケ月以内に本人の心身の状況に変化があ

ったケースにおいて、サービス計画に位置づけたサービス担当者全てではな

く、計画原案に変化のあった福祉用具貸与担当者と介護支援専門員、本人及び

その家族にて担当者会議を開催しその他の担当者に照会等を実施していない事

例があった。 

→サービス担当者会議において、やむを得ない理由がある場合については、担

当者に対する照会等により意見を求めること。 

（市条例第１６条第９号） 

⑩ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（居宅サービス計画の変更）（1 件） 

・新たに福祉用具貸与を計画に位置付ける際、利用者の状態に変化がないこと

から軽微な変更と捉え、アセスメントを省略していた。 

→新たにサービスを追加する場合は、軽微な変更に含まれないため、アセスメ

ントも含む、一連の業務を行うこと。 

（市条例第１６条第１７号） 

⑪ 個人情報の保護（1件） 

・相談室に利用者の過去の資料が入った段ボールが山積みとなっており、全て

に利用者の氏名が記載されていた。 

→相談室は不特定の方が利用するものであるため、利用者の資料は置かないこ

とが望ましいが、事務所の広さから利用者の過去の書類等を相談室へ保管せざ

るを得ない場合は、最低限利用者の情報が他に漏れないような措置をとるこ

と。 

⑫ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（広告）（1 件） 

・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場

合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない、となって

いるが、事業所のパンフレットにおいて事実と異なる記載があった。 

→事業所のパンフレットの内容の中で、事実と異なる記載を改めること。 

（市条例第２７条） 
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⑬ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（適切なアセスメントの未実施）（1

件） 

・利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接を実施しているが、解決

すべき課題の把握（アセスメント）を適切に記録されていない事例があった。 

→介護支援専門員は、計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者に

ついて、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置

かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利

用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課

題を把握すること。 

（市条例第１６条第６号） 

⑭ 運営に関する基準（記録の整備）（1件） 

・サービス担当者会議を開催したがその会議録をきちんと作成していない事例

があった。 

→利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、適切な期間

保存しておくこと 

（市条例第３２条第２号） 

⑮ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（サービス担当者会議の未実施）（1

件） 

・居宅サービス計画の作成に当たり、サービス担当者会議の開催が確認できな

い事例があった。 

→介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画の原案

の内容について、指定居宅サービス等の担当者から意見を求めること。 

（市条例第１６条第９号） 

⑯ 指定居宅介護支援の具体的取扱方針（モニタリングの未実施）（1件） 

・居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）を実施したことが確認できない事例があった。 

→介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも 1月に 1回は利用

者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも 1月に 1回はモニタリングの結果

を記録すること。 

（市条例第１６条第１５号） 

⑰ 人員に関する基準（1件） 

・当事業所の介護支援専門員は管理者兼務で 1名の配置であるが、指導の前年

の介護サービス利用者の数は、35人を超えている月が 5か月となっている。 

上記の状況により、管理者の責務遂行が困難な状況である。 
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→常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数が 35人又はその端数を増すごと

に増員することが望ましいとされており、増員若しくは管理業務を勘案した適

切な介護サービス利用者の数とする対応をとること。 

（市条例第２０条第１項） 

 

 

Ⅱ．令和元年度実地指導の実施について 

 

１ 実施計画 

 

実施時期 令和元年８月から同年１２月までの午前に実施予定 

 

 実施対象 居宅介護支援事業所、（介護予防）認知症対応型共同生活介護事

業所、（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型

通所介護事業所(総合事業含む)及び通所介護相当サービスを予定 

  

２ 実施にあたっての流れと留意事項等 

①  実施通知 

  対象となった事業所に対して 1か月前までに通知(メールでの通知)しま

す。 

 

  ※事業所のメールアドレスとして登録されているアドレスに通知します。

また、集団指導の案内を郵送している事業所には、メールアドレスの提供

について「ふせん用紙」を同封しておりますので、ご協力をお願いしま

す。また、メールの見落としなどないようにご注意ください。なお、アド

レスが変更となった場合はお知らせください。 

 

 ② 書類事前提出 

下記の書類については、事前に準備し実地指導日の１週間前までに提出し

てください。※様式については、市ホームページに掲載しております。 

(1)各種加算等自己点検シート（加算を算定しているものにチェックして提

出。加算の届出をしているが実績がない場合は空欄部分に「実績なし」と

記載してください。） 

(2)前年度１年間に受講した外部研修・内部研修一覧（様式任意） 

(３)「行動障がい（BPSD）のある利用者」リスト 
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行動障がいのある利用者の氏名、年齢、性別、居室等が記載されたも

の。リストをもとに管理者へのヒアリング及び本人へのヒアリングを行い

ます。リストは実地指導終了後持ち帰ります。 

  ※行動障がい・・・認知症の中核症状（記憶障害、見当識障害等）が原

因で引き起こされる徘徊や妄想などの周辺症状（ＢＰＳＤ）。 

  ※居宅介護支援及び介護予防支援を除く。 

(４)平面図（非常口、消火器の場所を記載してください） 

(５)運営規程・重要事項説明書等（看取りの指針など） 

(６)前月分の勤務体制及び勤務形態一覧表（１日～末日までの実績）（常勤・

非常勤及び専従・兼務の別を記載。任意様式可。） 

(７)事業所パンフレット 

(８)介護サービス利用者一覧 ※居宅介護支援のみ 

 

②  当日準備するもの 

下記の書類を指導当日までに作成及び点検してください。当日それらを確

認しながら指導を進めていくので、準備しておいてください。 

 

 (1)人員・雇用に関する書類 

 ・資格証、研修修了証の写し 

  ・出勤簿又はタイムカード等 

(2)運営に関する書類 

 ・内部研修・外部研修の概要、復命書等 

 ・緊急時等のマニュアルや苦情処理、事故対応等記録 

 ・事業所ごとの収支内訳を確認できる書類 

 ・非常災害対策関連書類（避難訓練実施記録含む） 

※居宅介護支援及び介護予防支援を除く 

(3)報酬請求に関する書類 

 ・加算の算定要件を満たすことが確認できる書類 

  ※処遇改善加算に関して根拠となる書類を含む。 

 ・給付管理票(控)やサービス提供証明書(控）等 

 ・特定事業所集中減算に関する書類 ※居宅介護支援のみ 

(4)利用者に関する書類（ケアプラン含む） 

 ・利用者のケース記録やケアプラン等 

  ※利用に際しての契約書、介護被保険者証の写し等。認知症対応型共同生

活介護及び認知症対応型通所介護の場合は診断書等の写しも確認。 

 ・当日の利用者のリスト（地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介

護事業所及び通所介護相当サービス）・・・当日の利用者の氏名、年齢、
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介護度、利用曜日等が記載されたもの（様式任意）。リストをもとに管理

者へのヒアリング及び本人へのヒアリングを行います。リストは実地指導

終了後持ち帰ります。    

 (5)その他必要書類 

 

 

 

 

３ 実地指導当日 

 運営指導として、利用者の生活実態の確認やサービスの質に関する確認等、 

また報酬請求指導として事業者の加算等に係る考え方や実施状況、請求内容に

ついて確認します。 

 

４ 実地指導後 

 実地指導結果通知 

   実地指導の結果、改善を要すると認められる事項が確認された場合や介

護報酬について過誤調整を要すると認められた場合は、後日文書により改

善等を指導し、結果報告を求めます。なお、指摘事項がなかった場合及び

口頭指摘のみの場合は、報告書の提出は不要です。 

 

５ 備考 

① 居宅介護支援について 

平成 30年 12月 3日付事務連絡にて周知済の「居宅介護支援における

介護報酬改定等に関するチェック表」※にて、利用者及び担当者への計画

の交付について、支援経過等への記録を必須事項といたします。（令和元年

5月 28日以降） 

② 減算について 

 居宅介護支援及び介護予防支援における運営基準減算、（介護予防）地域

密着型サービス及び第 1号事業における利用定員超過や職員員数不足によ

る減算等にご注意ください。 

③ 加算要件について 

 各種加算の要件をきちんと満たしているか随時ご確認ください。特に、

サービス提供体制強化加算や特定事業所加算等は、毎月集計を実施してく

ださい。要件を満たさなくなることが見込まれる場合は、速やかに届出し

てください。 


