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1 掲示してある運営規程が最新のものではなかった。再確認して、変更すること。

2
オムツの保管について、記名された容器に保管されていた。他の利用者への配慮もある
ため、目隠しを設置すること。

3
浴室に洗剤などが、利用者の手に届く所に置いてあった。危険防止のため、利用者の手
に届かない場所に収納すること。

4
冷凍庫で保管してある食材について、いつから保管しているのか記載がなかった。共有
で使用するため、いつ保管したのか又はいつまでに処分するのか等の期限を決めて管理
すること。

1
夜勤職員について、勤務実績表とタイムカードに一部相違があった。勤務実績を客観的
に把握するために必要な書類のため、修正すること。

2
他の事業所の職員が兼務している際の勤務実績管理について、タイムカードにて管理し
ているとのことだが、どこの事業所に勤務していたのか記載が漏れている日があった。
人員基準を満たしているのかの根拠となるため、管理すること。

3
介護職員の人員について、日中基準に達していない日があった。月毎では満たしている
が、日毎も基準を満たすように配置すること。

4
月４５時間以上を超える時間外労働をしている職員がいた。「過重労働による健康障害
を防止するための事業者が講ずべき措置」（平成１８年３月１７日付け基発第０３１７
００８号）に基づき過重労働による健康障害防止措置を講じること。

5

管理者及び計画作成者が週１回の業務となっていた。管理者は原則として常勤専従であ
るものを置かなければならず、管理上に支障がない場合に、他の職務への従事も認めら
れている。また計画作成者についても、利用者の処遇に支障がない場合に、他の職務へ
の従事も認められていることから、各々の業務量や内容について相談し、管理者及び計
画作成者に要する時間の確保に努めること。

6

雇用契約について、他の事業所の職員として雇用契約している職員が、介護従業者とし
て勤務していた。労働契約法第４条のとおり従業者は雇用契約によって管理者の指揮命
令下にあることが必要であるため、速やかに書面にて雇用契約を結び、その内容を明ら
かにし事業所で保管すること。

7
更新後の介護支援専門員証の写しを、事業所で保管していなかったため、事業所でも管
理すること。

8

労働時間の適正な把握について、出勤簿にて勤務実績を確認しているとのことだが、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成
２９年１月２０日付け基発０１２０第３号）のとおり、始業・終業時刻を確認し、これ
を記録すること。

令和３（2021）年度実地指導の結果について

【認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設】

〇設備事項について

〇人員に関する事項について
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9

職員の勤務形態について、引き継ぎ時間が勤務時間内に設けられておらず、３０分～１
時間の時間外勤務が常態化していた。そのため、シフトの時間をずらすなど検討し、引
き継ぎ時間を確保すること。ただし、介護保険法に定める人員基準のほかに、労働基準
法等他法令についても遵守すること。

10
介護職員がユニット毎に固定配置していなかった。利用者と馴染みの関係を保つ観点か
ら介護職員はユニットごとの固定配置とすること。

11
連続して夜勤をしている職員がいた。職員の心身の負担を考慮し、連続して夜勤となら
ないようにシフトを組むこと。

12
雇用契約書兼労働条件通知書及び秘密保持誓約書の日付が漏れていたため、適切に修正
すること。

13

事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、指定認知症対応型共同生活
介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならないが、提出された勤
務実績表と打刻システムによる実勤務時間に相違が散見された。また、当該事業所と併
設事業所の両方に勤務している従業者の勤務実態が不明瞭であった。
ついては、月ごとに従業者の勤務体制を適切に管理し、勤務実績を作成すること。

1
運営規程（重要事項説明書）において、加算の単位に一部誤りがあった。利用者の利用
料金に係るため、正しい単位に修正すること。

2
運営規程について、運営推進会議の設置運営等に関する事項を運営推進会議規則で定め
ると記載があったが、規則を作成していなかった。本事項が必要な項目なのか検討し、
必要であれば規則を定めること。

3
運営規程（契約書、重要事項説明書）について、記録の保存年限が２年間になってい
た。那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定
める規則第１２１条に基づき、５年間に修正すること。

4
ヒヤリハット報告書について、発生した事案への対策が抽象的な表現になっていた。事
故報告書と同様に、事業所全体で具体的な対策を講じるよう検討し、職員一人一人への
周知を徹底すること。

5
生活記録について、記録の中で、記録者の主観的な表現が用いられていた。生活記録は
万が一の事態には証拠として備えるなどの役割を担っているため、あくまでも客観的に
適切な表現で記録すること。

6

身体的拘束等適正化委員会の記録について、書面開催による運営推進会議の議事録と一
体的に残していた。運営推進会議の議題の一部とすることは差し支えないが、書面開催
による運営推進会議と身体拘束等適正化委員会が別に開催されたことが分かるよう、身
体拘束等適正化委員会の議事録は個別に作成すること。

7
感染症対策マニュアルについて、厚生労働省で作成されたものを使用しており、事業所
独自のマニュアルが作成されていなかった。貴事業所の業務内容を踏まえて、事業所独
自のマニュアルを作成すること。また、作成した際には、職員へ周知すること。

8
写真等の掲載のための同意を口頭で得ているとのことだが、今後のトラブル回避のた
め、同意を得た旨を書面等で記録を残すよう検討すること。

9
運営規程（契約書・パンフレット）において、利用者の負担割合が１割、介護保険の給
付割合が９割のみの記載となっていた。利用者の負担割合を１〜３割、介護保険の給付
割合を９～７割に修正すること。

〇運営に関する事項について
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10
健康管理表について、担当者名の記載がなかった。介護記録は利用者の最新の状態等を
記録し、職員間で情報を共有するためのものであり、万が一の事態には証拠として備え
るなどの役割を担っているため、適切に記録すること。

11

生活記録について、昼食・夕食の摂取や清拭の実施といった生活行動の記載及び利用者
の発語による訴え等の記載が一部漏れていた。また、業務日誌で記載されている事項の
詳細について、生活記録で補足する旨の記載があったが、一部確認できなかった。生活
記録及び業務日誌は利用者の日々の生活を記録し、職員間で情報を共有するためのもの
であり、万が一の事態には証拠として備えるなどの役割を担っているため、適切に記録
すること。

12
事故報告書について、事故の経緯記入欄が狭く記載しにくくなっていた。具体的に記載
ができるよう、書きやすい様式への改善を検討すること。

13
令和３年度の制度改正による報酬単価の変更について、説明は行ったとのことだが、同
意を書面で得ていなかったため、早急に対応すること。

14
重要事項説明書について、運営推進会議の委員構成が現状と相違していた。また、苦情
受付に関する市の担当窓口の電話番号及び受付時間に誤りがあったため、適切に修正す
ること。

15
請求書の項目に共益費との記載があったが、重要事項説明書中にその項目はなかった。
利用者及び利用者家族に分かりやすいよう、表記を統一すること。

16
利用者の２４時間の生活を記載した「生活リズムシート」について、作成日の記載がな
かった。利用者の心身の状況把握のため、作成日を記載すること。

17
身体拘束廃止の指針について、「身体拘束に関する説明書」に確認の署名をもらうこと
になっていたが、様式が別のサービス事業所の様式であった。貴事業所の運用に合わせ
た様式に変更すること。

18
服薬について、ダブルチェックを実施した記録などがなかったため、記録を残すこと。
ついては、服薬の手順を検討し、事故が起こりにくい方法を検討すること。

19
重度化した場合における看取り指針について、入院・外泊期間中における居室確保と居
住費などの取扱いを重要事項説明書に記載するとあるが、記載がなかった。そのため、
整合性を保つように修正すること。

20
身体的拘束等の適正化のための指針について、身体拘束適正化検討委員会の名称が統一
されていなかった。混同する可能性があるため、表記を統一すること。

21

バイタルチェック等などの医療行為の記録ついて、実施担当者の氏名の記載がなかっ
た。介護記録は利用者の最新の状態等を記録し、職員間で情報を共有するためのもので
あり、万が一の事態には証拠として備えるなどの役割を担っている。また、医療行為に
ついても実施担当者を明確にし、心身の状況の記録を備えておかなければならない。そ
のため、実施した者の氏名を明記すること。

22

運営推進会議について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために書面で開催してい
る当会議の委員である市へ、意見を聴取が漏れている回があった。介護事業所が、構成
員に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域との連携が確
保され、かつ地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを
目的として設置するものであり、多くの意見を聴取するため構成員全てに依頼するこ
と。
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23
運営推進会議について、委員に意見聴取をして議事録に残すこととしているが、行って
いなかった。速やかに委員へ意見聴取し、その内容を議事録に残すこと。

24
行事報告書に、服薬事故に繋がりかねない反省が記載されていたが、ヒヤリハットとし
て扱われていなかった。事故防止の取り組みのために、ヒヤリハットとしても報告する
こと。

25
重要事項説明書について、指定権者の記載が他市になっていた。速やかに修正するこ
と。

26
各種マニュアルについて、連絡先などの記載が、参考例のままとなっていた。そのた
め、貴事業所の業務内容と整合性を図り定期的に見直しを行うこと。また、修正後は職
員へ周知すること。

27
預り金について、出納帳を記載していたが、領収書の添付が一部なかった。領収書は、
支出の根拠となる書類のため、漏れが無いように確認すること。

28
事故報告について、改善策を講じてから２か月後に改善策の評価を行う様式となってい
るが、行っていなかった。文書を完結すること。

29
重要事項説明書中、基本料金について、負担割合の記載が無かった。利用者が理解しや
すいよう、負担割合を記載すること。

30
案内パンフレットについて、利用定員の記載が以前のままであった。速やかに修正する
こと。

31
契約書及び誓約保証書について、日付が空欄のままであった。サービスを提供する上
で、必要な事項であるため、必ず記載すること。

32
職員研修について、議事録を作成していないため参加者や質疑内容が不明であった。欠
席者には、資料を配布しているとのことだが、報告書等を提出させて研修の効果を確認
するなど、検討すること。

33
非常災害時対応マニュアルについて、避難所が当該地区の指定避難所でなかった。他の
事業所のマニュアルを利用しているとのことだが、事業所の運用に沿った内容になるよ
う見直しをするとともに、職員へ周知すること。

34
介護事故防止対応マニュアルについて、事故発生後に市へ連絡する記載がなかった。改
めて発生後の体制を見直し、貴事業所の運用に沿った内容になるよう見直しをするとと
もに、職員へ周知すること。

35
運営規程中、「事業所は、消防法令に基づき、消防計画をたて、職員及び利用者が参加
する消火、通報及び避難訓練を原則として少なくとも月１回は実施する。」とあるが、
実施していなかった。運営規程に則ったサービス提供を行うこと。

36
預り金について、領収書の原本を事業所で全て保管していた。管理規程もないとのこと
なので、定期的に家族への報告するなど、統一的な対応ができるようにすること。

37
預り金管理規程について、他の事業所の管理規程を使用しているとのことだったが、規
程に沿った運用は行っていなかった。速やかに見直し、貴施設にあった内容に修正し、
利用者からの預り金を適正に管理すること。
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38
消防署から指摘されていた消防設備の不備が改善されていなかった。速やかに改善する
こと。

39
身体拘束廃止の指針中、半年に１回身体拘束廃止への取り組みについて運営推進会議等
で報告することとしていたが、実施していなかった。
指針に基づき速やかに実施すること。

40
事業所の案内パンフレットについて、利用料金の単価が以前のものであった。利用料金
の修正を行うほか、施設での一日の流れなどを追加するなど、内容を改めて見直すこ
と。

41
苦情の受付体制について、当市の連絡先や受付時間、第三者委員等の情報が以前のまま
であった。最新の内容に修正すること。

42

内容及び手続の説明及び同意について、サービスの提供に際し、あらかじめ、利用申込
者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従業者の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記した文書を交付して説明
を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならないところ、家族
から同意を得ていた。那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等
に関する基準を定める規則第７条、準用１６９条に基づき、利用申込者から同意を得る
こと。

43 会議録等、未決裁の文書が多数みられたため、文書を完結すること。

44
事故報告について、市へ報告すべき案件を報告したのかどうか管理をしていないとのこ
とだった。提出日や提出者を記録するなど、管理を見直すこと。

45
入居者預り金管理規程で定めた管理方法と、実際の運用に相違があった。速やかに見直
し、貴施設にあった内容に修正すること。

46
運営規程中、一部事業所の名称に誤りがあった。また、料金表の負担割合の説明につい
ても、一部誤りがあったため、速やかに修正すること。

47 重要事項説明書の日付が空欄であった。文書を完結すること。

48
身体拘束等の適正化のための指針について、運営規程及び重要事項説明書にその方針を
記載するとなっていたが、記載されていなかった。指針及び運営規則等の内容を精査
し、必要な事項については指針のとおり取り扱うこと。

49 運営規程について、法人名に一部誤りがあった。速やかに修正すること。

50
重要事項説明書中にあるサービス及び利用料等について、詳細は別紙に記載とあった
が、作成していなかった。また、利用料金や加算の単位が以前のままになっていた。速
やかに最新に修正すること。

51
契約書中にある身元引受人について、連帯債務者となる旨が定められていたが、極致額
の設定がされていなかった。民法に基づいて、契約書内容を見直すこと。
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52

身体的拘束の同意について、契約時に利用者から同意を得ていた。身体的拘束適正化の
ための指針において、契約時には当該指針を渡して説明を行うのみであり、やむを得ず
身体的拘束を行う場合において、本人又は家族への説明と同意を得ることと定めてい
る。指針に基づいて、実施すること。

53
法令順守マニュアルについて、施行日の記載がなかった。定期的な見直しを行うことを
踏まえ、施行日を記載すること。なお見直した際は、改定日を附則に加えること。

54
重要事項説明書中にある利用料の項目に共益費との記載があったが、費用の内訳につい
て記載がなかった。あいまいな名目の費用徴収は認められないため、利用者及び利用者
家族に分かりやすいよう、費用の内訳を明らかにすること。

55
ヒヤリハットについて、職員への周知が図られたのか不明確であった。回覧等を行なう
などの記録を残すこと。

56

外部評価について、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認
知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部による評価若しくは
運営推進会議における評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなけ
ればならないが、令和２年度において未実施であった。
ついては、速やかに評価を受け、それらの結果を公表し、記録を報告すること。

57

運営推進会議について、事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家
族、地域住民の代表者、市職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する法１１５条の
４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、指定認知症対応型共同生活介護に
ついて知見を有する者等により構成される協議会（以下「運営推進会議」という。）を
設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会
議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設
けなければならない。また指定認知症対応型共同生活介護事業者は、運営推進会議の報
告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけれ
ばならない。
しかしながら、令和３年度は１０月に実施した記録以外、運営推進会議開催の実績及び
当該記録が確認できなかった。
ついては、速やかに運営推進会議を開催するとともに、運営推進会議の報告、評価、要
望、助言等の記録について報告すること。

1

施設サービス計画書（第１表）の利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分
析の結果の記録について、施設サービス計画が変更となっても、同じ内容が一字一句記
録されていた。サービス計画が変更となる場合は、利用者や家族が発した言葉や意見を
取り入れて、内容の見直しを図ること。

2

サービス担当者会議の要点（第４表）の検討内容や結論の記録について、サービス計画
が変更となっても、同じ内容が一字一句記録されていた。会議で挙がった課題をもと
に、内容の見直しを図ること。また、検討内容については、サービス内容だけでなく、
サービスの提供方法、留意点、頻度、時間数、担当者等を具体的に記載すること。

3
サービス担当者会議における情報提供の同意について、利用者代理人の署名が漏れてい
たため、対応すること。

4
サービス担当者会議について、利用者本人が出席していたとのことだが、出席者や発言
内容の記載が無かった。利用者本人の意思を確認したことなど、記録に残すこと。

〇計画に関する事項について
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5

内容及び手続の説明及び同意について、指定認知症対応型共同生活介護の提供に際し、
あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、従業者の
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記し
た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければ
ならないところ、家族から同意を得ていた。那須塩原市指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備、運営等に関する基準を定める規則第１１２条第４項に基づき、利用申込
者から同意を得ること。

6
居宅サービス計画書第２表の「短期目標」と「長期目標」が同一であった。ニーズを達
成するための長期目標と、長期目標を達成するための短期目標を明確化し、計画的支援
に結び付けられるよう今後目標内容を検討すること。

7
介護度もＡＤＬも違う利用者の「短期目標」「長期目標」が同一であった。「目標」は
利用者及び家族とともにアセスメントから導き出した「自立支援」に資するニーズに対
応するものであるため、個別性のある目標を設定すること。

8

認知症対応型共同生活介護計画について、援助内容や頻度について、生活行為の回数や
基本的な動作などの数値を使うなど、より具体的で客観的評価ができる指標を用いるこ
とが望ましい。例えば清潔を保つための入浴について実施回数や実施方法を評価できる
ように、具体的に目標に盛り込むよう検討すること。

9
モニタリング記録表について、再アセスメントの必要があるのかの記録がなかった。適
切に記録を残すこと。

10

アセスメントについて、生活歴の記載が居住地のみしかなく、家族構成は空欄になって
いた。認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域に
おける活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければ
ならない。そのため、利用者の生活状況や趣味又は嗜好を把握すること。

11
第２表について、長期目標及び短期目標の期間が「〇ヵ月」の記載になっていた。見直
しの時期を明確化するため、始期及び終期を具体的にするため日付を記載すること。

12

居宅サービス計画書第２表の「サービス内容」の期間について、「短期目標」の期間よ
り長く設定されていた。計画に記載する「サービス内容」は、「短期目標」の達成に必
要であって最適なサービスの内容とその方針を明らかにするものであることから、「短
期目標」の期間との整合性を図ること。

13

サービス担当者会議の要点（第５表）について、利用者及び家族の出席状況について記
載が無かった。後日電話で内容の説明と聞き取りを行っているとのことだったので、そ
の旨の記録を残すこと。なお、開催時間についても家族が出席しやすい時間にするなど
検討すること。

14

認知症対応型共同生活介護計画は、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ないものであり、サービス内容等への利用者の意向
の反映の機会を保障するため、管理者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当
たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならないところ、家族
から同意を得ていた。那須塩原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等
に関する基準を定める規則第１１２条に基づき、利用申込者から同意を得ること。

〇所感及び他事業所の規範となる事項

1
行事担当者を固定化せずに分担することによって、職員一人一人が責任をもって業務を
担当することができており、綿密な行事計画が策定されていた。
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2
ヒヤリハット報告書では、原因を「環境」、「設備・機器等」、「方法・手順」及び
「職員自身」に分けて記載欄を設けることにより、より具体的な対策ができるよう工夫
されていた。

3
事故発生後の対応について、職員全員で再発防止策の検討等を速やかに行うなど、改善
に向けた取組ができている。

4
事故報告書について、環境要因や人的要因等の発生要因を多方面から検討し、事故防止
策を講じ、その防止策の評価を行うなど、事故防止対策に努めていた。

5
事故につながりそうな事例につき、細かく検討しており、ヒヤリハット報告として、事
業所内でしっかりと周知されていた。

6 ＢＣＰ等の制度改正に対応する計画の策定など、制度改正を速やかに対応されていた。

7
利用者のアセスメントについて、細かく生活状況や趣味又は嗜好を把握し、利用者が抱
えている課題分析ができていた。

8
利用者の心身の状況、趣味及び嗜好を把握し、希望及びその置かれている環境を踏まえ
て認知症対応型共同生活介護計画に反映していた。

9
苦情対応マニュアルについて、フローチャートなどで表して、分かりやすい内容に整備
されていた。

10
書面指導に際し、各種書類の準備を求めたが、分かりやすく分類され、また丁寧な説明
もあり、円滑にすすめることができた。

11

職員の質の向上のため、内部研修では各担当を交代し、実施後はアンケート徴収するな
ど、理解を深めるための工夫がみられた。また、新規採用職員に対しての研修計画があ
る等、人材育成・人材確保に向けて事業所が積極的に取り組んでいる状況が確認でき
た。

12 加算の算定要件を意識した資料づくりをしており、客観的に理解しやすかった。

13
事業計画でのレクリエーションや食事は、入所者からのリクエストを反映しているな
ど、入所者が意見を言いやすい環境作りがなされていた。

14
身体拘束適正化委員会の議事内容について、身近な事例を挙げて検討するなど研修内容
が充実していた。

15 業務日誌等の記録が細かく、第三者が見ても分かるよう記載されていた。

GH・特養-8


