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令和元年度実地指導の結果について（運営） 

   

 令和元年度に実施した指定居宅介護支援事業者への実地指導の結果について、主な事項を以下のとお

りお知らせします。前年度の集団指導において指導した内容と同様の指摘事項も多く見受けられました。  

すべての市内指定居宅介護支援事業者におかれましては、以下の内容をよくご確認いただくとともに、

法令等に基づいた運営となるよう定期的な業務内容の見直し、確認をお願いいたします。 

 

▶ 運営に関する基準 

 

【根拠法令】那須塩原市居宅介護支援事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める規則（平成 30年 3月 30日 

規則第 23号） …（以下「市規則」という。） 

【通  知】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（平成 11年 7月 29日老企第 22号） 

                                     …（以下「解釈通知」という。） 

 

指定居宅介護支援の具体的取扱方針 

１ 主治の医師等の意見等 

基 準 等 

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

を位置付ける場合にあっては、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こ

れを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該

指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当

該留意点を尊重してこれを行うものとする。 

市規則第 15 条第 23号 

指導事項 主治の医師等の指示が確認できない。 

ポイント 
☞利用者が医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、あらかじめ、利用者の同意

を得て主治の医師等の指示を求め、その旨を記録すること 

 

２ 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 

基 準 等 

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用

の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随

時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証した上で、

継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を居宅サービス計画に記載しなけ

ればならない。 

市規則第 15 条第 25号 

指導事項 居宅サービス計画に福祉用具貸与が必要な理由の記載がない。（継続の場合も同様） 

ポイント 

☞福祉用具貸与については、その特性と利用者の心身の状況等を踏まえて、その必要性を十分に

検討せずに選定した場合、利用者の自立支援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の

過程を記録し、必要な理由を居宅サービス計画へ記載すること 



令和元(2019)年度指定居宅介護支援事業者集団指導資料 

資料２-１ 
 

 

2 

 

３ 記録の整備 

基 準 等 

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から 5年間保存しなければならない。 

(1) 第 15号第 13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳 

ｱ 居宅サービス計画 

ｲ 第 15条第 7号に規定するアセスメントの結果の記録 

 ｳ 第 15条第 9号に規定するサービス担当者会議等の記録 

 ｴ 第 15条第 15号に規定するモニタリングの結果の記録 

(3)～(5) 略  

市規則第 31 条第 2項 

（前略） 

 なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するととも

に、市規則第 31条 2項の規定に基づき、当該記録は 5年間保存しなければならない。 

解釈通知第 2の 3運営に関する基準(7)⑨ 

指導事項 サービス担当者会議の記録が確認できない。 

ポイント 
☞業務時間内に記録に係る時間を設ける等、業務体制の見直しを検討し、適切に記録を整備する

こと 

 

 

○ケアプラン 

ケアプラン 

居宅サービス計画書第２表について 

目標 

・短期目標と長期目標が同じ目標になっている 

・短期目標が抽象的な表現になっている 

・短期目標と長期目標の内容が、見直し後も長期間同一 

上記利用者が複数認められた。目標が長期間未達成の場合には、段階的な目標に変更

するなどの見直しを行うこと。目標は、具体的かつ分かりやすい表現とするなど検討

すること。 

期間 

・短期目標と長期目標が同じ期間になっている 

・短期目標と長期目標の期間が、認定有効期間と同じ期間で設定されている 

上記利用者が複数認められた。通常、ニーズの達成は段階的に行われるものと考えら

れることから、目標の設定は、「長期目標」を達成するための各段階を「短期目標」と

して明確化し、具体的かつ分かりやすい表現とし、目標達成のために必要な期間を適

切に設定するよう検討すること。 
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○運営 

基本方針 

１ 

指定居宅介護支援の提供に当たって、公平性に欠ける対応があったことを確認した。

指定居宅介護支援の提供は、利用者の選択に基づき、公平中立に行われなければなら

ない。常に基本方針を踏まえた事業運営を図ること。 

那須塩原市介護保険条例（平成 17年 1月 1日条例第 140 号）第 52条 

解釈通知第 2の 1基本方針 

内容及び手続きの

説明及び同意 

１ 重要事項説明書に事故発生時の対応について記載がないため、項目を追加すること。 

市規則第 6条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(1) 

身分を証する書類

の携行 

１ 

介護支援専門員証について、コピーを携行していた。 

利用者が安心して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべきであるから、原本を携行する

こと。 

市規則第 11条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(4) 

指定居宅介護支援

の具体的取扱方針 

１ 

個別サービス計画の提出を受けていない利用者が認められた。居宅サービス計画と個

別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサービス提供事業者の意識

の共有を図ることが重要となるので、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス

計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認すること。 

市規則第 15条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(7) 

運営規程 

１ 
管理者の職務内容について、市規則第 19条に定める「管理者の責務」の内容につい

ても盛り込むこと。 

２ 
指定居宅介護支援の提供方法及び内容については、利用者の相談を受ける場所、課題

分析の手順等を記載すること。 

市規則第 20条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(11) 

勤務体制の確保 

１ 
勤務表は、必要な項目（日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係

等）を明確にすること。 

２ 
介護支援専門員の資質の向上を図るための研修の機会が確保されていなかった。より

適切な指定居宅介護支援を行うために重要であるため、研修の機会を確保すること。 

３ 
研修を受講した際は、事業所内で情報共有が図れるよう、例えば、復命を作成する、

資料に決裁欄を設け回覧する等、工夫すること。 

市規則第 21条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(12) 

従業者の健康管理 

１ 

健康診断を実施していなかった。指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔

の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。適正に健康管理

がなされるよう管理体制を整えること。 

市規則第 23条 

※健康診断の実施については、労働安全衛生法第 66条、労働安全衛生規則第 44条ほか 

掲示 

１ 
運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択に

資すると認められる重要事項を掲示していなかった。早急に掲示すること。 

２ 
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認
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められる重要事項を掲示しなければならない。利用者や家族等が確認できるよう、掲

示場所を検討すること。 

市規則第 24条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(14) 

秘密保持 

１ 

個人情報が含まれる個人ファイル（サービス提供が終了した者の記録を含む）につい

て、施錠できない棚で保管していた。個人情報の漏洩等を防ぐため、施錠できるキャ

ビネットに保管する等、適切に管理すること。 

２ 
個人情報が含まれる個人ファイル等は、現在実施している朝夕の施錠管理のほか、当

該事業所の職員が不在になる場合についても対応を検討し、管理体制を整えること。 

市規則第 25条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(15) 

苦情処理 

１ 

苦情処理体制についての掲示がされていなかった。指定居宅介護支援事業者は、当該

事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、相談窓

口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサービスの内容を説明する文

書に記載するとともに、事業所に掲示するべきものである。早急に掲示すること。 

２ 苦情発生時、適切に記録し保存できるよう様式を備えておくこと。 

市規則第 28条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(17) 

事故発生時の対応 

１ 

事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、市規則第 31条に基づき、

5 年間保存しなければならない。事故発生時、適切に記録し保存できるよう様式を備

えておくこと。 

２ 

指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。そのため、

事業者は損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。

賠償すべき事故が発生した場合の対応について検討すること。 

市規則第 29条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(18) 

会計の区分 

１ 

指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支

援の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

通知を参考に、基準に則した取扱いとなるよう検討すること。 

市規則第 30条、解釈通知第 2の 3運営に関する基準(19) 

通知：介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成 13年 3月 28日老振発第 18号） 

記録の整備 

１ 
重要事項説明書及び契約書中、記録の保存年限が 2年間になっていた。市規則第 31条

に基づき、5年間に修正すること。 

２ 

従業者の最新の介護支援専門員証の写しが保管されていなかった為、整備すること。 

事業者として、従業者の介護支援専門員証の有効期間を確認し、更新に必要な研修の

受講や更新手続きについて管理体制を整えること。 

３ 

モニタリングの結果の記録について、記録・保存方法（紙又はデータ）にバラつきが

見られた。市規則第 31条に基づき、モニタリングの結果の記録は、5年間保存しなけ

ればならない。バラつきにより業務が煩雑になり、適正な記録や保存がなされない可

能性もあることから、事業所内で記録・保存方法の統一を検討すること。 

市規則第 31条 
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○人事 

１ 
勤務実績表とタイムカードに一部相違があったため、労働時間を適正に把握し、必要に応

じて修正すること。 

２ 
雇用契約書について、契約日の未記入や、就業後に雇用契約を結んでいるのが一部確認で

きた。雇用契約を結ぶ上で必要な事項であるため、記入すること。 

３ 各記録等の修正を行う場合には、修正テープの使用は避け、訂正印を用いること。 

４ 
年次休暇の届出について、月末にまとめて申請がされていた。就業規則において、前日ま

でに申請することとなっているため、規則に沿った運用となるよう見直すこと。 

 

 

 

他事業所の規範となる事項 

運営 

定期的に自己点検シートを用いての振り返り、管理者との面談を実施しており、自ら提供する

指定居宅介護支援の質の評価を行い、改善を図っていました。 

年に１度、全利用者へアンケートを実施し、利用者の声を積極的に取り入れ、サービスの質の

向上に努めていました。 

従業者の健康診断や必要な資格の更新等について、事業者による管理が徹底されていまし

た。 

研修や日々の業務の報告等、事業所内の情報共有が適切に行われていました。 

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録や利用者に関する記録等が、誰が見てもわかる

よう工夫され、整備されていました。 

ケアプラン 

居宅サービス計画書に、支援者として家族の役割が盛り込まれていました。介護保険サービス

利用中だけでなく、居宅での支援が重要との視点から、その利用者に合った効果的な支援体

制が構築されていました。 

介護保険以外のサービスも含めて、利用者の自立を支援する総合的な居宅サービス計画を作

成し、利用者や家族の希望に沿ったサービス提供を行っていました。 

利用者のニーズを把握し、その利用者が意欲的に目標を達成できるケアプラン作成を行って

おり、利用者の自立支援に資するものとなっていました。 

※書類の整理は、業務の効率化やヒューマンエラーの防止の観点からも重要であると考えます。 

文書保存がルール化され、適切に運用されている事業所は、指摘事項が少ない傾向です。 


