
令和元年度　介護サービス事業者等に対する指導事例（文書指摘）

項目 サービス種類 現状及び問題点 是正改善・指摘事項 根拠等

人員基準欠如
単位ごとに、専らサービスの提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数を置かなけ
ればならないが、看護職員の人員基準を満たしていない期間がある。

人員基準について、要件を再確認すること。 ※1　第97条第2項

生活機能向上
グループ活動
加算

グループ活動としてダンス、絵合わせ、パズルやトランプを行っている。また、1週につき1回以上グループ活
動を行わなければならないが、月1回は買い物(社会訓練)を行っていて当該活動を行っていない週がある。

当加算について、算定要件を再確認すること。
※2　別紙1第2の7(1)
※3　介護予防通所介護費ロ注

運動器機能向上加算の取扱いについて※2別紙1第2の7(2)③

・アについて、口頭にて聞き取りしたが、運動器機能向上計画等にて利用者ごとに看護職員等の医療従事者に
よる運動器機能向上サービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等の実施が確認できない。

・イについて、長期目標は設定されているが、短期目標は設定されていない。長期目標及びプログラムが長期
間同様の内容となっていることから、おおむね3月程度で達成可能な長期目標と判断し難い。また、要支援認
定更新時に、介護予防支援事業者において作成された当該利用者に係る介護予防サービス計画と計画期間の開
始日が一致していない。

・ウについて、運動器機能向上計画の作成に関して、口頭にて共同で計画作成していると聞き取りしたが、計
画書にて理学療法士等、看護職員、介護職員、生活相談員及びその他職種の者が共同で作成している旨の記載
がない。

・オについて、毎月モニタリングを実施しているが、短期目標の設定がないため、当該短期目標の達成度と客
観的な運動器の機能の状況についてモニタリングが実施できていない。また、サービス利用日ごとの評価記録
はあるが、サービス提供内容の見直しがされている記録がない。

・カについて モニタリングを行い、ＦＡＸ送信票に個々の状況を記載して介護予防支援事業者におおむね3
月ごとに報告しているが、事後アセスメントを実施していない。

・カについて、実施期間（おおむね3月）終了後、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について事後ア
セスメントを実施しているが、その結果を介護予防支援事業者に報告していない。それにより、介護予防支援
事業者による当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要で
あるとの判断がなされないままに、継続的に運動器機能向上サービスを提供している。

口腔機能向上
加算

口腔機能改善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね3月実施した時点で口腔機能の状態の評
価を実施していない。なお、定期的に介護予防支援事業者に報告しているがおおむね3月ごとになっていな
い。また、当該サービスを継続する必要性を検討することなくサービスを継続している。

当加算について、算定要件を再確認すること。
※2　別紙1第2の7（4）
※3　介護予防通所介護費ホ注

サービス提供
体制強化加算
（Ⅱ）

指定第1号通所事業を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員または機能訓練指導
員として勤務を行う職員を指すものとなっているが、直接提供する職員の総数に、看護師や機能訓練指導員が
含まれていない。

当加算について、算定要件を再確認すること。
※2　第2の7(19)②
※4　百十一ハ

当加算について、算定要件を再確認すること。 ※2　別紙1第2の7(2)

通所介護相当
サービス

【　報酬算定基準　】

※4  厚生労働省が定める基準（平成27厚生労働省告示95）

※2  平成27年改正前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（18.3.17老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）

※3  平成27年改正前の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）

※1  平成27年改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十五号）

運動器機能向
上加算
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項目 サービス種類 現状及び問題点 是正改善・指摘事項 根拠等

生活機能向上
連携加算

（介護予防）
認知症対応型
共同生活介護

対象となる利用者に関して、生活機能向上連携加算について※5第2の6(12)③ロの3月を目途とする達成目標を
達成するために経過的に達成すべき各月の目標が定められていない。

当加算について、算定要件を再確認すること。 ※5　第2の6(12)

退院・退所加
算(Ⅰ)～(Ⅲ)

退院・退所加算について※6第3の13(1)総論
・電話による情報収集は病院等の職員との面談ではないため、当該加算(Ⅰ）イ（(省略)利用者に係る必要な
情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。）の要件を満たしていない。情報収集後
に居宅サービス計画を作成しサービス利用に関する調整を行ったが、居宅サービスの利用実績がなく当加算の
算定はできない。

退院・退所加算について※6第3の13(3)その他の留意事項①イ病院又は診療所
・病院に入院中の利用者のカンファレンスについて、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等及び居宅介
護支援事業所の介護支援専門員は参加しているが、それ以外の2者の参加がなく要件を満たしていない。退
院・退所加算(Ⅰ)イ（カンファレンス以外の方法により1回の情報提供）には該当する。

当加算について、算定要件及び診療報酬の算定方
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
要件を確認すること。

※4　八十五の二
※6　第3の13

＜アセスメント＞
・入院中に利用者を訪問してアセスメントを実施し、退院後の居宅サービス計画を作成後、翌月の要介護認定
更新時に利用者の居宅を訪問しているがアセスメントの実施がない。

・初回居宅サービス計画作成時、要介護更新認定時及び居宅サービス計画変更時に、アセスメントの実施がな
い。

・解決すべき課題の把握を実施したが、23項目を標準としたアセスメントを採用していない。

・要介護更新認定又は要介護区分変更認定を受け
た場合は、アセスメントも含め条例第16条第6号
から第12号までに掲げる一連の業務を行う必要が
あること。
・居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な
方法によりアセスメントを実施すること。
・課題分析標準項目に沿ったアセスメントを実施
すること。

※7　第16条第6号
※8　課題分析標準項目Ⅰ

＜計画の同意＞
居宅サービス計画の原案の内容について、文書により利用者の同意を得ていない。

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅
サービス等について、保険給付の対象となるかど
うかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原
案の内容について利用者又はその家族に対して説
明し、文書により利用者の同意を得ること。

※7　第16条第10号

＜モニタリング＞
・介護サービスの利用がある月において、月の中旬に利用者の自宅を訪問していたが月末に入院予定であるこ
とを理由にモニタリングの実施がない。

・利用者の自宅を訪問せず、自立支援デイケアや地域密着型通所介護事業所にて利用者のモニタリングを実施
している。

・居宅介護支援経過にモニタリングを実施した記録はあるが、その結果が記録されていない。

・少なくとも１か月に１回、利用者の居宅を訪問
し、利用者に面接しモニタリングを実施するこ
と。
・少なくとも１か月に１回、モニタリングの結果
を記録すること。

※7　第16条第15号

運営基準減算

※4  厚生労働省が定める基準（平成27厚生労働省告示95）

※5  指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（18.3.31老計発第0331005号・老振発
第0331005号・老老発第0331018号）

※6  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（12.3.1老企第36号）（30.3.22老高発0322第2号・老振発
0322第1号・老老発0322第3号）

※7  弘前市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等を定める条例

※8　介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について　平成11年11月12日老企第29号　

居宅介護支援
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項目 サービス種類 現状及び問題点 是正改善・指摘事項 根拠等

管理者兼生活相談員はタイムカードの押し忘れ及び業務日誌にも出勤者の記録がなく出勤状況を確認できな
い。

人員の配置基準を満たしていることが確認できる
ような対策をとること。

※1　第59条の3第１項第1号

研修の機会は確保しているが、参加等が少なくすべての従業者の資質向上になっていない。
管理者も含めてすべての職員が参加した研修を実
施すること。

※1　第59条の13第3項

設備及び備品
等

食堂兼機能訓練指導室の非常口は段差があり、そのままでは避難が困難な状況である。
利用者が食堂兼機能訓練指導室の非常口から避難
する際に速やかに移動できるように、段差の解消
を図ること。

※1　第59条の5第1項

地域密着型通
所介護計画の
作成

地域密着型通所介護計画は作成されているが、居宅サービス計画の目標期間と整合性がとれていない。
地域密着型通所介護計画は、目標期間の整合性も
併せて居宅サービス計画の内容に沿って作成する
こと。

※1　第59条の10第2項

非常災害対策 非常災害に関する具体的計画が作成されておらず、避難訓練等が実施されていない。
非常災害に関する具体的な計画を作成し、また、
速やかに避難訓練等を実施すること。

※1　第59条の15第１項

その他
日中は地域密着型通所介護を利用し、連続して夜間に宿泊サービスを利用している状況が30日以上継続してい
る利用者がいる。

個々の状況を踏まえ担当する居宅介護支援事業者
と利用状況を検討し、その検討結果を記録した書
類を提出すること。

※2　３(1)

従業者の員数
（計画作成担
当者）

ユニットごとに計画作成担当者がいない。また、必要な研修を修了した介護支援専門員が不在の期間がある。
共同生活住居ごとに計画作成担当者を定め、計画
を作成すること。

※1　第109条第5項

従業者の員数
（管理者）

口頭にて、各ユニットの管理者をそれぞれ聞き取りするが、事業所組織図に共同生活住居ごとの管理者が記載
されていない。

共同生活住居ごとに管理者を定めること。 ※1　第110条第1項

利用者より、毎月清掃料及び通帳管理費を受領しているが、不適切である。
清掃料及び通帳管理費について、利用者から受領
しないこと。運営規程及び重要事項説明書を変更
すること。

※1　第115条第3項
※3　別紙(6)(7)

洗濯・乾燥機使用料を受領しているが、日常の洗濯に係る費用の負担を求めることは不適切である。
洗濯・乾燥機使用料については受領しないこと。
運営規程及び重要事項説明書を変更すること。

※1　第115条第3項
※3　別紙(6)(7)

運営規程及び重要事項説明においておむつの別料金表及び個別日用品料金別表が添付されておらず、あらかじ
め利用者又はその家族に上記具体的料金の説明がなされていない。

あらかじめ利用者又はその家族に対し、左記費用
も含めた当該サービスの内容及び費用について説
明を行い、利用者の同意を得ること。

※1　第115条第4項

指定認知症対
応型共同生活
介護の取扱方
針

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を今年度２回開催しているが、その結果について、介護従
業者その他の従業者への周知がなされていない。

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
員会を開催後、その結果について、介護従業者そ
の他の従業者に周知徹底を図ること。

※1　第116条第7項

【　人員、設備及び運営基準　】

※1　弘前市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

利用料等の受
領

※2　指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について（平成27年4月30日）

※3　通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて　(平成12年3月30日　老企第54号)　

勤務体制の確
保等

地域密着型通
所介護

(介護予防)認
知症対応型共
同生活介護
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項目 サービス種類 現状及び問題点 是正改善・指摘事項 根拠等

従業者の員数
(生活相談員) 生活相談員が半日不在の日があり、人員基準を満たしていない。

第１号通所事業の提供日ごとに、サービスを提供
している時間帯に生活相談員が勤務している時間
数の合計をサービスを提供している時間帯の時間
数で除して得た数が１以上確保すること。

※4　第97条第1項

従業者の員数
(看護師又は
准看護師)

看護職員が一日不在の日があり、人員基準を満たしていない。
第1号通所事業の単位ごとに、専ら当該サービス
の提供に当たる看護職員（看護師又は准看護師）
を1以上確保すること。

※4　第97条第1項第2号

従業者の員数
（管理者）

管理者は第1号通所事業所の介護職員を兼務し、かつ同一敷地内にある訪問介護事業所の管理者も兼務してい
る。

事業者は、第1号通所事業ごとに専らその職務に
従事する常勤の管理者を置かなければならない、
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該
事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ
る他の事業所、施設等の職務に従事することがで
きるものとする。人員基準について、要件を再確
認し管理者の兼務状況を見直すこと。

※4　第98条

利用料等の受
領

あらかじめ利用者に説明し、リース品の入浴タオルを使用した場合にクリーニング代を利用者から徴収してい
ることを実地で確認したが、クリーニング代として負担を求めることは適切とはいえない。また、重要事項説
明書等において利用者にわかりやすく、かつ、利用者の意思により選択できることが容易に理解できる記載と
なっていない。

運営規程及び重要事項説明書の「クリーニング
代」を「入浴タオル代」等に改め、利用者の選択
により入浴タオルを使用し、その費用を事業者が
利用者に対して求める旨がわかるように記載する
こと。

※4　第100条第3項
※3　別紙(1)、(7)

広告
パンフレットに一部説明が不足している部分がある。
・「ご利用料金のご案内」について
・「ご利用時にお持ちいただくもの」について

パンフレットに利用料金の内訳がわかるように通
所介護相当サービス及び生きがい型デイサービス
のサービス利用料と分けて加算等の額を明記し、
利用者の選択によって利用料金や利用時の準備物
がわかるように記載すること。

※4　第107条(第34条準用)

第１号通所介
護サービスの
具体的取扱方
針

介護予防支援事業者による介護予防ケアプランに沿った第1号通所介護計画書が作成されていない。
第1号通所介護計画書は、既に介護予防ケアプラ
ンが作成されている場合は、当該計画の内容に
沿って作成すること。

※4　第109条第3項

※4　平成27年改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十五号）

※3　通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日　老企第54号)

通所介護相当
サービス
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項目 サービス種類 現状及び問題点 是正改善・指摘事項 根拠等

利用者の状態や利用者に対するサービスの提供状況等について、サービス提供開始時から毎月定期的に介護予
防支援事業者への報告は実施しているが、モニタリングに関して、事業所における計画様式変更後のモニタリ
ング実施記録がない。

第１号通所介護計画に基づくサービス提供開始時
から、少なくとも1月に1回は、当該利用者の状
態、当該利用者に対するサービスの提供状況等に
ついて、当該サービスの提供に係る介護予防サー
ビス計画を作成した介護予防支援事業者に報告す
るとともに、当該計画に記載したサービスの提供
を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回
は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握
(モニタリング)を行うこと。

※4　第109条第9項

モニタリングの結果を記録しているが、介護予防支援事業者にモニタリングの結果を報告していない。
モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該
サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成
した介護予防支援事業者に報告すること。

※4　第109条第10号

利用者の状態やサービス利用状況については、毎月介護予防支援事業者に報告しているが、計画期間終了まで
にモニタリングを行ってないため、介護予防支援事業者にモニタリングの結果が報告されていない。

第1号通所介護計画に基づくサービスの提供の開
始時から、少なくとも1月に1回は、当該第1号通
所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対
するサービスの提供状況等について、当該サービ
スの提供に係る介護予防ケアプランを作成した介
護予防支援事業者に報告するとともに、当該第１
号通所介護計画に記載したサービスの提供を行う
期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該
第1号通所介護計画の実施状況の把握(モニタリン
グ)を行い、モニタリングの結果を記録し、当該
記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプ
ランを作成した介護予防支援事業者に報告するこ
と。

※4　第109条第9号及び第10号

心身の状況等
の把握

サービス担当者会議(やむを得ない場合の照会等を含む)は必要な回数の開催がない。要介護認定を受けている
利用者が要介護更新認定を受けた場合等、サービス担当者会議(やむを得ない場合の照会等を含む)が開催され
ていない。

適切にサービス担当者会議を開催し、利用者の心
身の状況、その置かれている環境、他の保健医療
サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に
努めること。

※1　第87条

居宅サービス
計画の作成

居宅介護支援におけるアセスメント～サービス計画原案作成～サービス担当者会議～モニタリングの一連の流
れにおいて、一部が不十分な状況となっている。アセスメントは適切な実施が確認できない。少なくとも1か
月に1回、利用者の居宅を訪問及び面接によるモニタリングが実施されていない月もあり、通いの際に利用者
を事業所にて評価している。居宅サービス計画に位置付けた当該事業所以外の居宅サービスに関して、計画の
提出を求めていない。

指定居宅介護支援等基準第13条各号について確認
し、その具体的取組方針に沿って行うこと。

※1　第93条第1項及び第2項

通所介護相当
サービス

(介護予防)小
規模多機能型
居宅介護

※4　平成27年改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十五号）

※1　弘前市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

第１号通所介
護サービスの
具体的取扱方
針
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項目 サービス種類 現状及び問題点 是正改善・指摘事項 根拠等

<アセスメント>
入院中に利用者を訪問してアセスメントを実施し、退院後の居宅サービス計画を作成後、翌月の要介護認定更
新時に利用者の居宅を訪問しているがアセスメントの実施がない。

要介護更新認定又は要介護区分変更認定を受けた
場合は、アセスメントも含め条例第16条第6号か
ら第12号までに掲げる一連の業務を行う必要があ
ること。

※5　第16条第6号

<サービス担当者会議>
・居宅サービス計画変更時にサービス担当者会議を開催しているが、変更となるサービス事業所のみを招集し
ており、居宅サービス計画原案に位置付けたすべての居宅サービス事業者等を招集しておらず、担当者に対す
る照会等による意見も求めていない。

・他の居宅サービス事業者は会議に参加しているが、居宅療養管理指導等の事業所に関しては、サービス担当
者会議への参加若しくは担当者に対する照会等による意見が確認できない。

居宅サービス計画原案に位置付けているすべての
サービス担当者を招集し専門的な見地からの意見
を求めることとし、やむを得ない理由がある場合
についてはサービス担当者に対する照会等により
意見を求めること。

※5　第16条第9号

＜計画の交付＞
居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付した記録がない。

居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する
ことについて、居宅介護支援経過等への記録を徹
底すること。

※5　第16条第11号

＜主治の医師等に計画交付＞
居宅サービス計画に医療サービスを位置付けた事例において、居宅サービス計画を主治の医師等に交付してい
ない。また、交付した記録がない。

医療サービスの利用を希望している場合その他必
要な場合において、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
交付すること。

※5　第16条第22号

＜主治の医師等の意見等＞
医療サービスを計画に位置付けたが、主治の医師等の指示が確認できない。

医療サービスを位置付ける場合にあっては、利用
者の同意を得て主治の医師等の意見を求めた上
で、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示
がある場合に限り行うこと。

※5　第16条第23号

居宅介護支援

※5　弘前市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等を定める条例 

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針
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