
資料１－１ 
 

 
 

実地指導等での主な指摘事項 

 
 

 ※多くの事例を紹介するため、市単独での実地指導等（市指定分）の指摘事項・助言事項等のほ

か、県と合同で実施した実地指導等（県指定分）の項目も含まれています。 

 

１．各サービス共通の指摘事項等 

 指導の内容（口頭指導・助言等含む） 

 

(1)運営に対す

る基準について 

 

ア 運営規程、契約書、重要事項説明書について 

（ア）契約書、重要事項説明書等については、同意日（契約日）が空欄

のものが散見されたため、記入漏れがないよう留意してください。 
（イ）重要事項説明書については、説明した時刻と場所の記入欄を設け

てください。（兵庫県の指針では、重要事項説明書に説明を行った

日時、場所を記載することとしており、市も同様としています。） 
（ウ）契約書、重要事項説明書等については、各種記録の保存年限が２

年となっている事業所が見受けられます。豊岡市の条例では、保存

期限を５年と定めているため、５年に改めてください。（兵庫県も

５年としています） 
（エ）運営規程、重要事項説明書を事業所の玄関や窓口等、訪問者にわ

かりやすい場所に掲示してください。また、古い基準の掲示のまま

の事業所が見受けられましたので、最新のものが掲示されているか

確認してください。 
（オ）重要事項説明書の利用者負担割合については、２割負担、３割負

担がある旨についても表記してください。 

 

（カ）重要事項説明書の利用料金について、報酬改定後の額を適切に記

載してください。（特に、処遇改善加算の率が更新されていないケ

ースが多く見受けられました。） 

 また、料金改正があった場合は、利用者又はその家族に新しい料

金表を用いて説明を行い、書面にて同意を得てください。 

 

（キ）通常の事業の実施地域を越えた地域の利用者に対してサービス提

供を行う際、交通費等を請求する場合には、事業の実施地域を越え

た地点から自宅間に要する実費相当額としてください。また、利用

者の求めに応じて、算出根拠等の説明ができるようにしておいてく

ださい。（事業所が起点ではないこと、『交通費実費』とは人件費

は含まないものであることにご留意ください。） 

 
（ク）苦情の申立先について、市の窓口は、豊岡市高年介護課としてく

ださい。また、市の電話番号は 0796-24-2401、受付時間について

は「8：30～17：15」としてください。 



 
 

 イ 管理者の責務 

 
（ア）従業者の時間外労働の申請について未提出であるものが散見され

ました。従業者の労務管理については管理者の責務であることから

適切に管理を行ってください。 

 

（イ）原則として月ごとに作成する勤務表について、従業者の常勤・非

常勤の別、従事する職種（兼務を含む）が明確に記載されていない

ものが見受けられました。加算の種類によっては、特定の職種の職

員が不在の日は算定不可になる場合があるため、特にご留意くださ

い。 

 ウ サービス提供拒否の禁止 

 
（ア）サービス利用の受付簿等を整備してください。また、サービスの

提供を断った場合には、理由が正当なものであるかを検証したうえ

で、受付簿にその理由等を記録してください。 

 エ その他 

 
（ア）衛生管理等について…空調設備等により施設内の適温・適湿を確

保するため、湿度計等による監視に努めてください。（特に冬期の

インフルエンザ対策として） 

 （イ）苦情処理について…これまで苦情がない場合であっても、苦情処

理簿を作成しておいてください。 

 

（ウ）事故報告、ヒヤリハット等  

ａ 介護中の事故等により、医療機関に受診した場合については、

市に事故報告を行ってください。また、それ以外のケースについ

ても、利用者等とトラブルになる可能性がある場合については念

のため、市にご報告ください。 

ｂ ヒヤリハットと事故の区別を行うよう、事業所内部で調整を行

ってください。 

ｃ ヒヤリハットや事故報告等については、事業所内で情報共有を

行うとともに、予防・改善策を検証し、再発防止に努めてくださ

い。 

 

（エ）運営推進会議の記録の作成及び公表 

運営推進会議での報告、評価、要望、助言等について、その内容

の記録を作成することはもちろんのこと、記録を公表する必要があ

りますのでご留意ください。（公表に際しては、個人が特定できる

情報の掲載は行わないなど、個人情報の保護について十分ご留意く

ださい。） 

なお、認知症対応型共同生活介護に係る、自己評価及び外部評価

の結果等については、公表（公開）するだけでなく、入居（申込）

者及びその家族へ提供する必要があります。提供できていないケー

スが多く見受けられたため、ご留意ください。 

 

（オ）管理者研修、ユニットケアリーダー研修、実践者研修、介護支 

専門員等、資格や研修が必要な役職の者が、退職等で不在とな

り、人員基準を満たさなくなるおそれがある場合は、事前に市に相

談してください。 



 
 

 

 指導の内容（口頭指導・助言等含む） 

(2)加算の算定

における共通留

意事項 

 

ア 加算についての基準等 

加算については、複数の要件を満たすことを必要としているものが

多くあります。要件を満たしていない場合、給付費の返還を指導する場

合もあることから、単位数表、解釈通知、関連する告示、厚生労働省発

出のＱ＆Ａ等、算定要件については普段から確認するよう心掛けてく

ださい。 

 

イ 記録 

多くの加算については、必要とされている記録項目があります。これ

らの記録は、算定要件を満たしているかどうかの根拠資料となりますの

で、必要な記録は必ず作成し、適切に保存しておいてください。 

必要な記録が作成されていない、または、作成されていることが確認

できなかった場合には、報酬返還となる可能性がありますのでご留意く

ださい。 

特に指摘として多かった例として、個別機能訓練計画等、多種職の職

員により共同して計画を作成すべきものについて、どの職員が作成に加

わったか等の記録がないものが見受けられました。 

 

ウ 説明と同意 

個別機能訓練等、個別サービスに係る加算については、利用者又はそ

の家族に対する説明と同意が必要です。 

説明と同意が必須である加算については、実際にサービス提供が行わ

れていても、同意がなければ算定できません。（サービス提供開始前に

口頭で同意を得ている場合はその旨を記録に残しておいてください。ま

た、後日、書面でも同意を得ておいてください。） 

実地指導時でも、同意のサインが無いもの、同意の日付が空欄のもの

が多く見受けられました。同意を得ることはもちろんのこと、記入漏れ

等が無いよう適切に処理を行ってください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

２．サービス種類別の指摘事項等 

サービス種別 指導の内容（口頭指導・助言等含む） 

 

(1)通所系サービス 

・通所介護 

・地域密着型通所介護 

・認知症対応型通所介

護 

ア サービス提供時間について 

利用者のサービス提供開始時間、終了時間の記録がとられて

いないケースがありました。報酬算定上のサービス提供時間を

満たしているかどうかを把握する必要があるため、事業所への

到着時間、出発時間についての記録をお願いします。 

また、実地指導の際には、送迎車両管理簿、送迎記録につい

てもあわせて確認を行いますので、適切に記録を行ってくださ

い。 

なお、利用者の都合等により、計画していていた時間を切り

上げてサービスを終了した場合、その理由についても適切に記

録を行ってください。 

イ ２時間以上３時間未満のサービス提供について 

２時間以上３時間未満のサービス提供を行うことができる利

用者は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である

もの、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけ

ていく必要がある者などに限定されています。利用途中で体調

が悪くなり、サービスを中断した場合等には、この事由にはあ

てはまりませんのでご留意ください。 

ウ 送迎減算 

 利用者の都合等により、家族により送迎が行われた場合は、

その理由を記録しておいてください。また、常時送迎が行われ

ていない場合については、居宅サービス計画にも位置付けてお

くよう、ケアマネジャーと調整を行っておいてください。 

エ 入浴介助加算 

入浴介助加算を算定するためには、通所介護計画に入浴を位

置付けておく必要があります。また、通所介護計画は居宅サー

ビス計画と整合性を図る必要があることから、居宅サービス計

画についても入浴の必要性を位置付けておく必要があります。

居宅サービス計画に入浴の必要性が位置付けられていないケー

スが散見されたため、ケアマネジャーと調整を行っておいてく

ださい。 

また、利用者の体調不良等により、入浴を中止した場合につ

いては、その理由を記録しておいてください。 

オ 個別機能訓練加算 

機能訓練指導員が不在の日については、その日は加算を算定

することはできません。勤務表を作成する段階やその日の出勤

状況により、適切に加算を算定するようご留意ください。 



 
 

また、個別機能訓練加算については、多種職の職員により共

同して個別機能訓練計画を作成する必要があることから、どの

職員が作成に加わったか等の記録を残しておいてください。 

カ 認知症加算 

 認知症の判定は、最新の医師の診断結果又は主治医意見書に

よって決められ、医師の判定がない場合は認定調査員が記入し

た「認定調査票」を用いて判断します。主治医意見書があるに

も関わらず、「認定調査票」の判定が用いられていたケースが

見受けられましたので、誤りが無いようご留意ください。 

 

(2)訪問系サービス 

・訪問介護 

・訪問看護 

ア ２人の訪問介護員等によるサービス提供（訪問介護） 

  複数名訪問加算（訪問看護） について 

同時に２人の訪問介護員等が１人の利用者に対して訪間介護

（看護）を行う場合、利用者又はその家族等の同意を得ておく

必要がありますが、同意があったことが分かる資料がないもの

がありました。 

一般的には、訪問介護計画に２人体制で行うサービスの内容

と提供時間、必要性を記載したうえで、計画書に同意を得てお

く必要がありますので、ご留意ください。 

なお、市では、利用者からの暴力等により、２人訪問を行う

必要があるが、利用者等から同意が得られず２人分の給付請求

ができないような場合には、その費用の一部を補助する制度を

設けています。必要な場合には相談してください。 

 イ 早朝・夜間の訪問介護（看護）の取り扱いについて 

 加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体の

サービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合でも加算を

算定しているケースが見受けられました。早朝・夜間にかかっ

ている時間がどの程度であるかを再度ご確認ください。また、

その時間帯にしか行えない内容であるかについても、あわせて

点検をお願いします。 

 ウ 身体介護、生活援助中心型の取り扱い（訪問介護） 

 平成 30 年 10 月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域

資源の有効活用等の観点から、訪問介護の生活援助のサービス

提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係

る居宅サービス計画書（ケアプラン）を市に届け出ることが義

務付けられました。 

 ケアプランを点検する中で、実際には身体介護を行っている

にも関わらず、生活援助中心型として算定しているケース、ま

た、その逆のケースについても見受けられました。 



 
 

 サービスの内容とケアプランが一致しているか、報酬請求が

適切なものであるか等を再度ご確認ください。 

 エ 初回加算について（訪問介護） 

 訪問介護の初回加算については、新規に訪問介護計画を作成

した利用者に対して、 

(ア)サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護

を行った場合 

(イ)当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回

若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定

訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合 

 

いずれかの要件が必要ですが、(イ)のケースで、サービス

提供責任者が同行した記録がないものが見受けられました。 

実地指導の際には、車両管理簿、勤務表等とあわせて照

合・確認を行いますので、訪問を行った記録とともに、適切

に記録の管理を行ってください。 

 

(3)介護老人福祉施設

等の施設系サービス及

びグループホーム等の

居住系サービス 

 

ア 身体拘束廃止への取り組みについて 

次の（ア）～（ウ）のうち、いずれか一つでも行っていない場

合は減算となりますのでご留意ください。 

 

（ア）身体的拘束等の適正化委員会を３月に１回以上開催する

こと。（身体的拘束を行っていない場合でも開催する必要が

ある。） 

（イ）身体的拘束等の適正化の指針を整備すること。 

最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３カ

月の間に指針等を整備する必要がある。 

（ウ）事業所内で、身体的拘束適正化の研修（教育）を年２回

以上行うこと。（新規採用時には必須） 

（訪問看護系サービス

も含む） 

イ 看取り介護加算 

 看取り介護加算の算定のためには、医師からの看取りの指

示、ターミナル計画の作成・同意、看取りの指針の整備、研修

の実施等が要件となっていますが、これらの資料等が確認でき

なかったケースが見受けられました。確認ができない場合、加

算の算定ができませんのでご留意ください。 

 

(4)居宅介護支援 

ア 退院・退所加算 

 退院・退所加算のカンファレンスの定義について解釈誤りが

あるケースが多数見受けられたため、全事業所に対して、自己

点検をお願いしているところです。 

なお、カンファレンスに参加した場合は、カンファレンスの日



 
 

時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画

等に記録し、利用者または家族に提供した文書の写しを保存し

ておいてください。 

※病院又は診療所とのカンファレンスは、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であること 

 

イ 複数の指定居宅サービス事業者等の紹介、選定理由の説明に

ついて 

  平成30年度の改正で、居宅介護支援事業者は、指定居宅介護

支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

(ア)利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう

求めることができること 

(イ)利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス

事業者等の選定理由の説明を求めることができること 

について説明を行っていない場合には、契約月から当該状態

が解消されるに至った月の前月まで減算されることとなって

います。 

  この“説明”については、利用者及び事業者双方の保護の立

場から、文書を交付して説明を行ったうえで、理解を得たこと

について利用申込者から署名を得ておくようにしてください。 

 

(5)福祉用具貸与 

ア 居宅サービス計画の入手について 

福祉用具サービス計画は、『既に居宅サービス計画が作成され

ている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しな

ければならない』と定められており、ケアプランに沿った福祉

用具サービス計画を作成することが義務づけられていますが、

最新の居宅サービス計画が入手できていないケースが多く見受

けられました。 

居宅サービス計画の内容と整合性を図るためにも、担当ケア

マネジャーから入手し、福祉用具サービス計画と合わせて保存

しておくようお願いします。 

 

イ 要介護１のもの等に係る指定福祉用具貸与 

 市では、軽度者に対する車いす、特殊寝台等の使用について

は、事前に担当ケアマネジャーから届出を行ってもらうことと

しています。福祉用具貸与事業者については、当該確認に用い

た文書等について、サービス記録と併せて保存しなければなら

ないこととなっていますが、担当ケアマネジャーから入手でき

ていないケースが多く見受けられました。確実に入手したうえ

で、福祉用具サービス計画と合わせて保存しておくようお願い

します。 

 


