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目的：「よりよいケアの実現」のために実施するもの 

 

○  介護サービス事業者の事業所において実地指導を実施。 
  国及び都道府県においては、法第２４条「帳簿書類の提示等」、市町村におい 
  ては、法第２３条「文書の提示等」の規定により報告徴収や照会等を行うことがで      
    きる。 
 

   ○ 政策上の重要課題である、「高齢者虐待防止」、「身体拘束 
         廃止」、「認知症 ケアの理解」等に基づく運営上の指導 
    
    ○  不適切な報酬請求防止のため、報酬請求上において特 
     に加算・減算について重点的に指導 
 

  

 ◆ 実地指導 
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 ・ 高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束のそれぞれの行為について
の理解、防止のための取り組みの促進について指導 

 ・ 利用者毎のニーズに応じたケアプランの作成からケアプランに基づくサービス提供、計画
の見直しまでを含む一連のケアマネジメントプロセスの重要性について理解を求めるため
のヒアリングを行い、生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等の適切な実施、
個別ケアの推進について指導 
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◇目的：不適正な請求の防止とよりよいケアへの質の向上を目的とする指導を「報酬請求指導マニュアル  

 （厚生労働省作成介護保険施設等実地指導マニュアル第３節）」を用いて実施。 

   各種加算等について、・報酬基準に基づいた実施体制の確保、・個別ケアプランに基づいたサービス提 

  供、・多職種との協働によるサービス提供の実施等の基本的な考え方や基準に定められた算定条件に  

  基づいた運営及び請求が適切に実施されているかをヒアリングにおいて確認する。 

 

※下記の自己点検シートを事業者に対し事前に送付し、事業者が自己点検を行うことにより、加算等に必要とされ 

  る報酬基準上の体制や実施内容が十分理解され、適切なサービスの確保となるようつなげていく。 

 

（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※要件の詳細は、「介護報酬の解釈（単位数表編）」の冊子などを用いて、厚生労働省告示等を確認する必要が 

   ある。 

○報酬請求指導 

◆実地指導② 
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301 介護福祉施設サービス 

点検項目 点検事項 点検結果   

個別機能訓練加算 個別機能訓練開始時の利用者への説明の有無 □ あり   

  専ら職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配置 □ 配置   

  
利用者数が100人超の場合、利用者の数を100で除した数以
上配置 

□ 配置   

  多職種協同による個別機能訓練計画の作成 □ 作成 個別機能訓練計画書 

  入所者に対する計画の内容説明、記録 □ ３月毎に実施   

  訓練の効果、実施方法等に対する評価等 □ あり   

  個別機能訓練に関する記録の保管、閲覧への対応 □ あり 
実施時間、訓練内容、担当者
等の記録 
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基　　準 項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度

従業員の員数 12.6% 15.5% 11.3%

Ⅰ.人員に関する基準 管理者 2.2% 4.0% 1.5%

資格要件等 4.5% 2.4% 2.1%

Ⅱ.設備に関する基準 設備及び備品 20.2% 18.3% 8.7%

内容及び手続の説明及び同意 25.6% 25.4% 32.8%

サービス提供困難時の対応

受給資格等の確認 4.0% 2.4% 3.1%

心身の状況の把握 3.1% 6.0% 2.6%

居宅介護支援事業者等との連携 0.9% 0.8%

居宅ｻｰﾋﾞｽ計画に沿ったｻｰﾋﾞｽの提供 8.5% 4.4%  

サービスの提供の記録 10.8% 15.5% 7.7%

利用料等の受領 4.0% 4.4% 1.5%

基本取扱方針・具体的取扱方針 39.5% 60.7% 56.4%

介護計画の作成 36.8% 33.3% 27.2%

緊急時の対応 2.2% 2.8% 1.5%

管理者の責務 12.1% 4.4% 5.6%

運営規程 17.5% 11.1% 17.9%

勤務体制の確保等 14.3% 20.6% 16.4%

実地指導等における指摘事項

（指摘された事業所数／実地指導を行った事業所数）

Ⅲ.運営に関する基準

（次頁につづく）
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基　　準 項　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度

非常災害対策 13.9% 20.2% 12.3%

衛生管理等 10.8% 11.9% 4.1%

掲示・広報 10.8% 9.5% 5.6%

秘密保持等 17.5% 20.6% 19.0%

苦情処理 18.8% 19.0% 10.8%

事故発生時の対応 32.3% 24.2% 16.9%

会計の区分 12.1% 15.1% 17.4%

記録の整備 11.7% 13.9% 1.5%

身分を証する書類の携行 1.3% 0.8% 1.0%

研修の機会の確保 25.6% 19.4% 20.5%

変更の届出 4.5% 12.0% 10.8%

就業規則の遵守  

職員の健康管理 12.6% 12.9% 12.8%

虐待防止及び身体拘束への取組 19.3% 17.7% 15.4%

介護給付費の算定及び取扱い 25.1% 19.1% 23.1%

出勤簿 3.1% 1.9% 5.1%

個別機能訓練の実施・記録 4.9% 2.4% 16.9%

その他 39.5% 25.4% 20.0%

Ⅳ.その他

H30は、12月実施分まで

Ⅲ.運営に関する基準



主な指摘事項等（共通事項） 

①苦情処理について 
 

・苦情処理の体制や意見箱の設置等は確認できたが、口頭で受けた苦情の内容
等の記録が確認できない。 
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  ※苦情の受付日や内容等の記録は、苦情に対し、組織として迅速かつ適切に対応
するため義務づけられおり、苦情がサービスの質の向上を図る上で重要な情報であ
るとの認識に立ち、記録を共有しながら苦情の内容を踏まえて、サービスの質の向
上に向けた取り組みを行う必要があります。 

【指定居宅サービス基準条例第38条】 
【指定介護老人福祉施設基準第39条】他 



➁各種マニュアルの整備及びその周知について 
 

・事故の未然防止等の対策を講じる必要があるが、事故発生の防止及び発生時
の対応に係  るマニュアルが確認できない。 

・事故とヒヤリハットを区分するための定義が明文化されておらず、事故発生時の
報告書類 等の整備が不十分。 

・事故並びに感染症及び食中毒の発生を防止するためのマニュアルとして、自ら
作成したものではない外部機関のマニュアルのみを使用していることが確認され
た。 

・マニュアル中の緊急連絡体制の連絡網が現状に合っていない形となっている。 

・マニュアルは整備されているが、従業者がそのマニュアルの存在を把握していな
い。 
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 ※事故発生の予防及び発生時の対応等について従業者が適切に対応ができるよう    
     マニュアルを整備する必要があります。 
  
 ※本来マニュアルとは、事業所としてどのような体制とするかや対応方法等について 
     明確にするものであることを踏まえ、事業所の状況に合わせた形で整備する必要     
     があります。 
   
 ※事故とヒヤリハットを区分するための定義が明文化されていないことで、従業者が 
   判断できず、報告書の作成が確認できないなど、不適切な状況があるため、整備や
見直しを行った際は、従業者への周知を確実に行って下さい。 

  

【指定居宅サービス基準条例第40条、111条、144条】 
【指定介護老人福祉施設基準第33条、41条】他 



③非常災害対策について 
 ・避難訓練を実施していない。 

 ・消防訓練の内容が職員に対するものであり、利用者の参加がなかった。 

 ・非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制の整備がなされていない。 
                                                    【指定居宅サービス基準条例第32条】 

                                               【指定介護老人福祉施設基準条例第30条】他 
 

  ※災害の種類によって対応等も異なることから、非常災害へ適切に対応できる
よう、 関係機関への通報及び連絡体制の整備、避難、従業者の役割分担等に
ついて検討を行い、マニュアル等を整備する必要があります。 

 

④勤務体制の確保について 
 
 ・看護職員と機能訓練指導員の兼務について、それぞれの職務に従事する時間
の区分がされておらず、勤務表上で確認ができない。また、兼務発令もされていな
い。 
 
                                                  【指定居宅サービス基準条例第100条】 
                                                  【指定介護老人福祉施設基準条例第52条】他 
 

  ※指定基準に定められた員数の従業者の配置を管理するためにも、兼務状況
を明確 に区分するなど、勤務表を適切に作成する必要があります。 
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⑥研修の機会の確保について 
   ・虐待防止、身体拘束廃止及び認知症ケアなど高齢者の尊厳や行動・心理症状
への対応に関する研修、感染症・食中毒対策及び事故対応など衛生・安全管理に
関する研修の実施がされていない。               【指定居宅サービス基準条例第32条】 

                                              【指定介護老人福祉施設基準条例第30条】他 
 

  ※従業者の資質向上を図るために各種研修の機会を計画的に確保しなければならない 

    ことから、必要な研修については体系的な研修計画を定め、実施に取り組んで下さい。   

        また、研修の受講を希望する従業者が研修を受講しやすい勤務環境を整えるよう努め  

       る必要があります。 

⑦サービスの質の評価について（自己評価及び第三者評価） 
 

   ・サービスの質の評価について、自己評価（及び第三者評価）の取り組みが確認
できない。 
                                          【指定居宅サービス基準条例第23条】 

                                          【指定介護老人福祉施設基準条例第16条】他 
 

    ※事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る   
    必要があります。（評価については、第三者による評価を受けるよう努めなければなり

ません。） 
    年に１回以上は、すべての従業者がサービス内容全般について振り返りを行い、現状  
        の課題や質の向上につなげる機会を持つ必要があります。 
 
 
 

9 



①身体拘束廃止への取り組みについて                                       

 

 ・ 身体拘束の実施にあたって、「切迫性」、「非代替性」、「一時性」に関する検討
を行った記録が乏しいため、家族からの要望に基づき実施しているように見受けら
れる。                               【施設基準条例第16条】他 

 

 ・ １～２年にわたり４点柵を継続的に実施しているケースが多く、また、身体的拘
束の介助に向けて検討を行った記録も乏しいため、「切迫性」、「非代替性」、「一時
性」の要件を満たしているとは言い難い。 

 

・委員会が開催されていない（３ヶ月に１回）、職員への周知されていない、
指針の整備されていない、職員研修がされていない等が見受けられた。
（H30年度からの追加された事項） 
 
  ※ 介護保険施設等においては、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って
はならないこととされており、やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、そ
の際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。こ
の記録が行われていない場合又は委員会、指針の整備などが行われていない場合は、身体
拘束廃止未実施減算が適用されます。 10 

主な指摘事項（施設系サービス） 



身体拘束廃止未実施減算 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、
身体拘束廃止未実施減算として、１日につき１０％を所定
単位数から減算する。 

※別に厚生労働大臣が定める基準とは、 

 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われて
いた場合ではなく、「身体拘束等を行う場合の記録」、委員会の開催（3ヶ月に１
回）及び職員への周知、指針の整備、職員への定期的な研修を行っていない場
合、に、入所者全員について所定単位数から減算することになる。 

※この場合の記録とは、 

 「身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況及び緊急やむ
を得ない理由」になります。 

※減算対象となる事業は、 

○介護老人福祉施設 ○介護老人保健施設 ○介護療養型医療施設 ○介護医療院 
○特定施設入所者生活介護 ○地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 ○地域
密着型特定施設入居者生活介護 ○認知症対応型共同生活介護 
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１．三つの要件をすべて満たすことが必要 

［切迫性］ 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされてい
る可能性が著しく高いこと 

 ※「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を
勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要になる程度まで利用者本人等の生命又は身体が
危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。 

［非代替性］ 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない
こと 

 ※「非代替性」の判断を行う場合には、いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべ
ての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に代
替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある。 

   また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければ
ならない。 

［一時性］ 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 
 ※「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想

定する必要がある。 

 

 「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を全て満たす状態
であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認を行
い、その結果が記録されているかを確認します。 
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２．手続き面での慎重な取り扱い 

• 「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、担当のスタッフ個人
（または数名）では行わず、施設全体としての判断が行われるように、あらか
じめルールや手続きを定めておく。特に施設内の「身体拘束廃止委員会」とい
った組織において事前に手続き等を定め、具体的な事例についても関係者が
幅広く参加したカンファレンスで判断する態勢を原則とする。 

• 利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時
間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。その
際には、施設長や医師、その他の現場の責任者から説明を行うなど、説明手
続きや説明者について事前に明文化しておく。仮に、事前に身体拘束につい
て施設としての考え方を利用者や家族に説明し、理解を得ている場合であっ
ても、実際に身体拘束を行う時点で、必ず個別に説明を行う。 

• 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に
該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直
ちに解除すること。この場合には、実際に身体拘束を一時的に解除して状態
を観察するなどの対応をとることが重要である。 

 仮に三つの要件を満たす場合にも、施設全体の判断、利用者本
人や家族に対する説明・同意、拘束の解除に向けた検討を行って
いるか等を確認します。 
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３．身体拘束に関する記録 

• 緊急やむを得なかった理由 

• 緊急やむを得ない場合に該当するかの検討を行った
記録 

• 利用者及び利用者家族に対する説明・同意の記録 

• 身体拘束の態様及び時間・その際の利用者の心身の
状況の記録 

• 身体拘束解除に向けた検討を行った記録 

等を確認します。 

 緊急やむを得ない身体拘束等が行われている（行われていた）場
合、身体拘束のかかる記録内容、記録の保管状況を確認します。 

※具体的な記録にかかる様式は、厚生労働省が参考様式を示していますが、必
要事項が記載されていれば、様式は問いません。 14 



４．委員会開催状況、指針、研修 

• 指針には次のことを盛り込むこととする 

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

➁ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本
方針 

⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

（１）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３月
１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の
従業者に周知徹底されているか。 

（２）身体的拘束等適正化のための指針が整備されているか。 

（３）身体的拘束等の適正化のための研修が定期的（年２回以上,

新採用研修時）に実施されているかを確認します。 

15 
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②褥瘡対策について 
 

・褥瘡対策に係る指針（マニュアル）が存在せず、委員会等が設置されていない。 

・褥瘡発生を予防するための計画が確認できず、褥瘡対策委員会等において予防
のための話し合いが行われていない。 
                                          【指定介護老人福祉施設基準条例第18条】他 

  

   

※褥瘡ハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画を作成、実践並びに評価を行
うことが必要なため、専任の施設内における褥瘡予防対策を担当する者(看護
師が望ましい）を定め、多職種からなる褥瘡予防対策チームを設置し、褥瘡予
防のための体制を整備するとともに、日常的なケアにおいて配慮することで褥
瘡発生の予防効果を向上させることが想定されています。 



③事故発生の防止及び発生時の対応について 
 

・事故発生の防止のための委員会の設置及び開催について確認ができない。 

・事故発生防止のための委員会に関する設置規程等が整備されていない。 

・事故発生の防止のための従業者に対する研修の実施が確認できない。 
 

                                                 【指定介護老人福祉施設基準条例41条】他 
 

  
 ※事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるため、再発防止   
     を適宜検討の上、その内容を記録するとともに委員会等において報告された事例の集  
      計、発生時の状況等を分析、発生原因や結果等の取りまとめを行い、これらの内容を  
      従業者に周知徹底することが必要です。 
   
  ※事故発生防止のための指針等へ介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織

に関する事項、職員研修に関する事項等を定める必要があります。 
   
   ※介護職員その他の従業者に対し、事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及  
      啓発するとともに、指針に基づいた研修ブログラムを作成の上、定期的な研修（年二回

以上）を実施する必要があります。 

17 



④衛生管理等について 
 

・汚物処理室が本来の用途で使用されておらず、別の場所で汚物等の処理を行っていること 

  が常態化している。 
 
 ※感染症予防の観点からも、汚物処理室を本来の用途で使用できるよう整備し、適切に汚

物等の処理を行う必要があります。 
 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会等の開催が確 

  認できない。 

・委員会は開催されているが、感染症発生者数の報告が中心となるなどの事例が見受けら 

  れる。 

・委員会に関する設置規程等が整備されていない。 

・介護職員その他の従業者に対する、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための 

  研修の実施が確認できない。 
                                               【指定介護老人福祉施設基準条例第33条】他 

 

 ※幅広い職種で構成する感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を
おおむね３月に１回以上開催し、その結果について介護職員その他の従業者に対し、十分に周知す
ることが義務づけられています。 

        また、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするためにも、感染症対策委員会の設置規程等
を整備しておく必要があります。 

  
   ※職員教育を組織的に浸透させていくためにも、指針等に基づいた感染症予防等に関する研修を定期

的（年２回以上）に実施する必要があります。 

18 



⑤個別ケアについて 
 

・入所者個々人の生活リズム、過去の生活歴等を踏まえた処遇が十分になされて
いない面 が見られ、画一的で入所者本位でない不適切な処遇となっている。 
                                                【指定介護老人福祉施設基準条例第16条】他 

 

 ※入所者の要介護状態の軽減又は悪化防止に資するよう、また入所者の自立の支援及び
日常生活の充実につながるよう、個々人の生活リズムを確立・把握し、病状・心身の状
況に応じたケアに取り組むことが必要です。 
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⑥社会生活上の便宜の提供等について 

 
・入所者が参加する余暇活動等の取り組みが十分なものとなっているか確認でき
ない状況が見受けられる。 

                                   【指定介護老人福祉施設基準条例第21条】他 

 
 ※入所者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した日常生活を送ることがで 
   きるよう努めることとされており、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のための 
   レクリエーション行事について取り組む必要があります。 



介護給付費の算定及び取扱いについて  

  
①サービス提供体制強化加算の要件の確認 
  当該加算は前年度の職員の状況により判定することとしていることから、毎年、
前年度（４月～２月の11ヶ月間）の実績を踏まえ、新年度において算定できるかどう
か判定することとなりますので、ご留意ください。 
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サービス提供体制強化加算 

算定要件 

算出方法 

要件詳細 

職員割合 人員基準欠如に該当しない ＋ 

常勤換算方法により算出した前年度（４月～２月）の平均 

（Ⅰ）イ 
介護職員のうち介護福
祉士の占める割合 
（60％以上） 

（Ⅰ）ロ 
介護職員のうち介護福
祉士の占める割合 
（50％以上） 

（Ⅱ） 
看護・介護職員のうち常
勤職員の占める割合
（75％以上） 

（Ⅲ） 
直接提供する職員のうち
勤続年数３年以上の者
の占める割合 
（30％以上） 

毎年度判定 
（必要に応じて取り下げ・変更の届出） 

主な指摘事項 



②施設サービス計画書の作成等について 

  

（１）原案作成後の同意日の記載についての（同意日の記載漏れがないように） 

  指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づきサービスの提供を行わな
ければならないが、その施設サービス原案の内容については利用者又はその家族
について説明し、文書により利用者の同意を得なければならないとされており、同意
日以降にサービスが提供されることから留意すること。 
 

県基準条例 第３条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の居宅
における生活への復帰を考慮し、入浴、排せつ、食事等の介護、相談、援助、社会生活上の便
宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことによ
り、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指
すものでなければならない。 
第１７条第７項 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所
者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 
 

（２）施設サービス計画（ケアプラン）への代理人から同意をもらう場合 

  施設サービス計画は、文書により利用者の同意を得なければならないとされてい
ることから、同意（署名等）を得る場合は、以下のとおり、本人名及び代筆者の署名
と代筆者印を受領することが望ましい。 

  ●● ●●（本人名） ＋ ＜代筆＞●● ●●（代筆者） ＜本人との続柄＞  代筆者印 
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（２）当該加算給付金を介護職員の賃金改善に充てていなかった事例（本土事例）  

 介護職員処遇改善加算は、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備と

ともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。 

 加算を取得した事業者は、介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善などとと
もに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。  22 

③介護職員処遇改善加算について 
（１）当該加算給付金を介護職員以外に充てていた事例 
  介護職員処遇改善加算は、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充
てることを目的に創設されたものである。よって、加算の算定額に相当する介護職員
の賃金の改善を実施するものであり、対象外職種のみに従事する者については対
象となっていない。 
 

 

対
象
外
職
種 

専ら相談員業
務のみに従事し
ていたが、当該
加算の対象とし
ていた事例が
多かった（H30） 



①生活相談員の配置について 

  ・生活相談員の配置について、基準を満たした配置がなされていない。 

 ※生活相談員については、指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供して

いる時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供して

いる時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要な数の配置が必要。 

②秘密保持等について 

 ・サービス担当者介護等において利用者及び利用者の家族の個人情報を用い

る場合の同意を得ていない。 

 ※サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、 

  利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得 

  ておかなければならない。 
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主な指摘事項 
通所介護 



①通所介護計画書等の作成について 

  ・通所介護（通所リハビリテーション）計画書の説明日及び同意日以前に、サー

ビス提供がなされている。 

  

 ※計画書は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成さ 

   れなければならず、その内容等の説明と同意を得た後に交付し、サービスを提供する 

   必要があります。 

 

②事業所規模区分の誤りについて 

 ・通所系事業所の事業所規模区分は、前年度の１月あたりの平均利用延人員

数によって、翌年度の事業所規模区分が決まることとなるが、事業所規模区分算

定確認方法に誤りがあり、誤った規模区分で介護報酬を算定していた。 
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主な指摘事項 
通所介護 
（介護予防）通所リハビリテーション 共通 



主な指摘事項 
（介護予防)通所リハビリテーション 
 
①通所リハビリテーションの提供について 
 ・ 医師の診療内容及びリハビリ処方箋が確認できない。 
 ※リハビリテーションの提供は医師の指示に基づき行われるもの。 

 
②リハビリテーション提供体制加算について 
・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が当該事業所の利用者の数 
 が25又はその端数を増す毎に１以上確保されていない。 
 
 ※算定要件： 常時、事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増す毎に１
以上 

 
  （ケアプランに位置づけられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を

とおした配置が必要です） 

25 



 

③運動器機能向上加算について 
 
・運動器機能向上計画が多職種で検討した内容か記録が残されておらず確認でき
ない。 
・利用者ごとのニーズを実現するための概ね３月程度で達成可能な長期目標及び
長期  目標を達成するための概ね１月程度で達成可能な短期目標が具体的な記載
となっていない。 
・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を毎月
実施する必要があるが、記録されていない。 
 
 ※理学療法士等（介護予防通所リハ）の配置がなされていても、算定要件に沿った利

用者ごとのアセスメントの実施、多職種共同による計画書の作成、進捗状況の定期
的な評価と計画書の見直し等の一連のプロセスを実施していない場合は算定できま
せん。 

 
 

  

26 



①訪問介護計画書の作成について 

 ・訪問介護計画における目標やサービス内容が、ケアプランの内容をそのまま

引用しており、サービス提供責任者による具体的な目標設定がなされていない。 

 ※サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、 

  当該目標を達成するための具体的なサービス内容・手順等を記載した訪問介護計画を作成しなけれ 

  ばなりません。 

 

 ・訪問介護計画に基づく、訪問介護の実施状況や評価について、利用者又は家

族に説明を行っていない。 

 ※訪問介護計画の目標や内容等については利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行う 

  とともに、その実施状況や評価についても説明を行う必要があります。 
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主な指摘事項 
訪問介護 



  

（参考 ）訪問介護計画の作成・変更の流れ 

 訪問介護計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況の把握、分析し、訪問介
護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、
援助の方向性や目標を明確にするとともに、当該訪問介護計画の作成後、当該訪
問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行うものとするとされて
おり、ケアプランと同じようなサイクルによる計画の作成・変更が必要です。 

利用者の心身の状
況の把握・分析 

訪問介護の提供に
よって解決すべき問
題状況の特定 

訪問介護計画の作
成 

（援助目標・内容） 

利用者・家族への 

説明・同意 

サービスの提供 
サービス提供の記

録 

実施状況の 

把握・評価 

利用者・家族への 

実施状況・評価 

の説明 
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援助目標は、抽象的な目標ではなく、観察可能な
行動や生活状態の形で書く方が望ましい。 

実施状況の把握→毎月実施、 評価→援助目標の
達成期間又は利用者の心身の状況に応じて実施 



②特定事業所加算Ⅱについて 

 ・算定要件である訪問介護員等の研修について、研修計画に一部不十分な点が

ある。 

  ※訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施すること。 

 

③サービス付き高齢者向け住宅等併設事業所について 

  ・有料老人ホーム等のサービスと併設事業所としてのサービスの区分が不明確 

 ・有料老人ホーム等と併設事業所との兼務状況が不明確 

 ※有料老人ホーム等と指定訪問介護事業所は基づく法律が異なることから、それぞれを明確に 

  区分した上で基準を満たす必要があります。 

  →明確な労働条件の提示という観点からも、雇用契約書等において兼務する職務内容を明示 

   するなど、適切に雇用契約を締結すること。 

  →兼務している場合は、訪問介護に直接関係する時間のみを、訪問介護事業所の従事時間と 

   して整理してください。 

 ・同一建物減算を行っていない 

 ※同一敷地内または隣接する敷地内の建物に居住する者（50人以上は減算幅大） 

 ※上記範囲外でも建物に20人以上利用の場合は減算 
29 



サービス提供体制強化加算について 

  ・研修計画が策定されていない。 

  ・会議が定期的に開催されていない、若しくはすべての従業者が参加していない。 

 

 ※研修計画は、看護師等ごとに個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等 

   を定めた計画を策定しなければならない。 

 ※「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は当該 

   事業所における従業者のすべてが参加するものでなければならない。 

 ※「看護師等」、「従業者」とは、当該事業所に勤務する者＝リハビリ職なども含む。 
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主な指摘事項 
（介護予防)訪問看護 
 



①介護給付費について 

 ・居宅療養管理指導の内容を介護支援専門員へ情報提供なされていない。   

 ※医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、複数回行う場合であっ 

  ても、介護支援専門員へ毎回情報提供を行わなければ算定できません。 

   

②情報提供記録について 

 ・居宅療養管理指導の記録と介護支援専門員への情報提供記録の内容が一

致していない。 

 ・記録の文言が数ヶ月同じ内容になっている。   

 ※利用者の病状及び心身の状況を把握し、居宅サービス計画の作成に必要な情報提供を介護支援 

  専門員へ適切に行わなければなりません。 
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主な指摘事項 
（介護予防)居宅療養管理指導 



Ⅲ 介護事業者等に対する指導監督 

32 ※監査を経て行政処分を行った事業所が平成30年度に1事業所 



 ※：指摘に関連する条例等 
 
  ・沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 
   （平成24年12月26日沖縄県条例第82号） 
  ・沖縄県指定介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 
   （平成24年12月26日沖縄県条例第83号） 
  ・沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 
      （平成24年12月26日沖縄県条例第84号） 
  ・沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 
   （平成30年3月30日沖縄県条例第12号） 
  ・沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 
   （平成25年３月30日沖縄県条例第23号） 
  ・沖縄県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等を定める条例 
   （平成25年３月30日沖縄県条例第24号） 
  ・沖縄県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       
   （平成26年12月26日沖縄県条例第68号） 
 
  ・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（平成12年２月10日厚告第19号） 
   ・指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年２月10日厚告第21号） 
   ・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３月14日厚告第127号） 
  ・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（平成12年２月10日厚告第20号） 
  ・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（平成12年３月１日 老企第36号） 
   ・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施設サービス等に要する費用 
    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（平成12年３月８日 老企第40号） 
   ・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（平成18年３月17日 老計発第0317001号・老振発第0317001・老老発第0317001号） 
       



｛ 参 考 ｝ 

34 介護報酬の解釈（通称：赤本、青本） 

・制度改正の年に発刊される 
・全介護サービスの基準、報酬等が掲載 
・事業所に一部は必須 


