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１　実地指導の指摘事項について

3

居宅介護支援

基準 No. 指摘事項 改善の趣旨

従業者の員
数 1

介護支援専門員について、届出内容と相違があった。 介護支援専門員を変更した場合は、10日以内に、その旨を都城市長
に届け出ること。

2

平成30年４月以降、「利用者が複数の指定居宅サービス事業
者等を紹介するように求めることができること」及び「居宅サー
ビス計画に位置づ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」について説明し、理解を得
たことが確認できなかった。

利用者は複数の指定居宅サービス事業者等に紹介するように求める
ことや、居宅サービス計画原案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可能であること等につき十分な
説明を行うこと。なお、この内容を利用申込者又はその家族に対し説
明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口
頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必
ず利用申込者から署名を得ること。
本件は運営基準減算に該当するため、平成30年４月以降に契約を締
結した利用者について、契約月から当該状態が解消されるに至った月
の前月まで減算を行うこと。

3
契約書及び重要事項説明書に記載されている内容について、
現状と相違があった。

利用申込者又はその家族が、サービスを選択するために必要な重要
事項について、現状と一致させ正しく記載すること。

内容及び手
続の説明及
び同意

※報酬改定に伴い変更となるものもあります。Ｒ３年度の改定事項をご確認ください。
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4

基準 No. 指摘事項 改善の趣旨

4
課題分析標準項目について基本情報に関する項目が不足し
ていた。

個別の課題分析手法について、課題分析標準項目の基本情報に関す
る項目及び課題分析に関する項目の全23項目を具備すること。

5

医療サービスが位置付けられた居宅サービス計画について、
主治の医師等の指示を受けていないものがあった。また、当該
計画を主治の医師等に交付していなかった。

介護支援専門員は、訪問看護等の医療サービスを居宅サービス計画
に位置付ける場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を
求めるとともに、当該居宅サービス計画を、意見を求めた主治の医師
等に交付すること。

6
居宅サービス事業者及び利用者に対して、居宅サービス計画
を交付したことが、記録上確認できないものがあった。

居宅サービス計画を作成した際には、当該計画を利用者及び担当者
に交付すること。また、交付したことを記録しておくこと。

7
モニタリングを居宅で実施したことが確認できないものがあっ
た。

モニタリングを利用者の居宅を訪問し、利用者に面接して行ったことを
記録しておくこと。

8
長期目標及び短期目標が抽象的で具体的でないものがあっ
た。

長期目標及び短期目標は、抽象的な言葉ではなく誰にも分かりやすい
具体的な内容で記載すること。

9
短期目標において、利用者目線での目標設定となっていない
ものがあった。

提供されるサービスの目標の設定に当たっては、利用者がサービスを
受けつつ到達しようとする目標とすること。

10

居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づけるにあたり、そ
の利用の妥当性を検討したか、確認できないものがあった。ま
た、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける理由等に
ついて居宅サービス計画に記載していなかった。

居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるに当たってはその利
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
すること。そして、必要に応じてサービス担当者会議においてその必要
性を検証した上で、継続して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すること。

11

サービス提供事業者に居宅サービス計画を交付したときに、
サービス提供事業者に対し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を確
認したことが分からないものがあった。

サービス提供事業者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者に
対し、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。

12

サービス担当者会議において、居宅サービス担当者が欠席す
るにあたり、当該担当者に照会を行った記録が不十分なもの
があった。

サービス担当者に対する照会等により意見を求める場合にも、緊密に
相互の情報交換を行い、利用者の状況等についての情報や居宅サー
ビス計画原案の内容を共有できるよう、当該担当者への照会内容に
ついて、詳細を記録すること。

指定居宅介
護支援の具
体的取扱方
針
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5

基準 No. 指摘事項 改善の趣旨

運営規程
13
運営規程に記載されている内容について、現状と相違があっ
た。

運営規程を変更した場合は10日以内に市町村長に届け出ること。

14

月ごとの勤務表に、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理
者との兼務関係が明確でなかった。

指定居宅介護支援事業者ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成
し、介護支援専門員については、日々の勤務時間、常勤・非常勤の
別、管理者との兼務関係を明確にすること。

15
研修の機会を確保していることが分からなかった。 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上を図る研

修の機会を確保すること。

16
相談のためのスペースにおいて、利用者が直接出入りできる
等、利用しやすい構造となっていなかった。

相談のためのスペース等は、利用者が直接出入りできるなど、利用し
やすい構造とすること。

17
相談室の場所が、届出と異なっていた。 厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その

旨を都城市長に届け出ること。

従業者の健
康管理 18

従業員の健康管理を行っていることが、記録上確認できなかっ
た。

居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の健康状態について、必要
な管理を行うこと。また、記録を整備すること。

19

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に資すると認められる重要事項につい
て、利用者の見やすい場所に掲示されていなかった。

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制、相談窓口
の連絡先、苦情処理の体制及び手順等、利用者のサービスの選択に
資すると認められる重要事項の掲示を行うこと。

20

事故発生時の対応及び指定通知書が事業所の見やすい場所
に掲示していなかった。

事業所の見やすい場所に、利用者のサービスの選択に資すると認め
られる重要事項（運営規程の概要、事故発生時の対応、苦情処理の
体制等）の掲示を行うこと。また、指定を受けた事業所は、その旨を事
業所の見やすい場所に標示すること。

会計の区分
21
事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計
とその他の事業の会計とを区分していなかった。

事業所ごとに経理を区分し、指定居宅介護支援の事業の会計とその
他の事業の会計とを区分すること。

記録の整備

22

契約書、運営規程、重要事項説明書において、利用者に関す
る記録の保存年限が市の条例に則していなかった。

指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録及び個々の利
用者ごとに記載した居宅介護支援台帳（居宅サービス計画、アセスメ
ントの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結
果の記録）については完結の日から５年間保存すること。

勤務体制の
確保

設備及び備
品等

掲示
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医療系サービスをケアプランに位置付ける場合について①

どのタイミングで医師の指示を確認すればよいのか。

6

　通常、長期目標期間終了時のケアプランの見直しのときだけでなく、短期目標期
間終了時のケアプランの見直しの際にも、利用者の生活ニーズと社会資源のミス
マッチはないか、サービス内容やケアの方法の修正の必要があるか等について、確
認をしていることと思います。

　このとき、医療系サービスに関して、利用者にとって適切であったか、修正の必要
があるか等の判断は医師のみができると考えます。

　よって、長期目標の期間終了時だけでなく、短期目標の期間終了時におけるケア
プランの見直しであっても、医療系サービスをケアプランに位置付ける場合には、医
師への確認が必要であると考えます。

　医師への確認方法は、医師本人からの聞き取りや医師の出す指示書である必要
はありません。

「①確認した日時②確認した相手③指示を出している医師名及び医療機関名④指
示の出ている期間⑤指示の内容」について、何らかの方法で確認し、確認した旨が
分かる記録があれば問題ないと考えます。

Ｑ＆Ａ

Ｑ

Ａ
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医療系サービスをケアプランに位置付ける場合について②

CMが医師の指示の確認が必要と判断した場合は、確認いただいて構いま
せんが、必要ないと判断した場合は、医師の指示を確認していなくても問題
ないと考えます。

7

Ｑ

Ａ

ケアプランに位置付けていた医療系サービス以外のサービスを変更する場
合には、再度、医師の指示を確認する必要がありますか。

【参考】

解釈通知※に「医療サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管
理指導、短期入所療養介護等）を居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治の医師等の指
示があることを確認しなければならない。」とされています。
※解釈通知とは、「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30年３月
22日老高発0322第２号・老振発0322第１号・老老発0322第３号)」を指します。
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居宅サービス計画への同意・署名について

居宅サービス計画の同意欄には、原則、利用者の家族の署名のみではなく、利用者の
署名が必要です。

8

　運営基準等では、「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なければならない。」とされています。　た
だし、利用者本人が署名できない場合もありますので、利用者が意思表示できるかどう
かにより、次のとおり対応ください。

（2）利用者が意思表示できず、家族が代わりに署名する場合
　代理※人の氏名・捺印・続柄を記入いただくよう説明ください。
※代理とは重度の認知症などにより、判断能力が低下した利用者の同意を家族などが代わって行
うことです。利用者が家族に一任しているとみなされます。

（1）利用者は意思表示できるが、手の障害などにより署名できない場合
　代筆※者に、利用者本人の氏名・捺印とともに代筆者の氏名・捺印・続柄を記入いた
だくよう説明ください。
※代筆とは、本人からの依頼をもとに家族等が代わりに署名することです。利用者本人の意思表
示とみなされます。

※署名方法の根拠（利用者の判断能力・記載能力の有無）について支援経過記録等に残しましょ
う。また、アセスメントシート等にて、利用者の意思決定能力や、代筆者や代理人の関係性につい
てわかるようにしておきましょう。
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　管理者要件について①

9

　令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所で
あっても主任介護支援専門員であることとします。

（ア）管理者要件の緩和

　ただし、以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない
理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とする取扱いを可能とします。

（ⅰ）令和３年４月１日以降、不測の事態（※）により、主任介護支援専門員を管理者と
　　できなくなってしまった場合で、都城市に「管理者確保のための計画書」を届出のう
　　え許可を得た場合、１年間に限り猶予します。（利用者保護の観点から特に必要と
　　認められる場合には、この猶予期間を延長することがあります。）

※不測の事態として想定される主な例
　　・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
　　・急な退職や転居　など

（ⅱ）特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を
　　取得できる場合



SMILE CITY MIYAKONOJO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   幸せ上々、みやこのじょう

　管理者要件について②

10

　令和３年３月３１日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事
業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員と
する要件の適用を令和９年３月３１日まで猶予します。（届出は必要ありません）

（イ）管理者要件の適用の猶予

◆管理者確保のための計画書

　届出書式については、市ホームページ「指定居宅介護支援事業所の管理者要件を
お知らせします」にて、案内します。市トップページのＩＤ番号検索にて「３３８４０」と入力
し、検索してください。（令和３年４月１日に掲載します）
　【届出の内容】
　・主任介護支援専門員を管理者とできなくなった不測の事態
　・主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由
　・困難である理由が解消される見込み（解消の見込みに係る計画内容と時期を可能
　　な限り具体的に記載する。）

※詳細については「介護保険最新情報 Vol.843」を確認ください。
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　居宅介護支援の運営基準減算について

11

　ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所が利用者に説明をすべき
項目が追加されました。令和３年４月より、以下の事項について、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重要事項説明書等の文書を交付して説明を
行い、利用者から署名を得てない場合は運営基準減算に該当することになります。

（ア）ケアプランに位置付けた事業所の割合の説明

参考
国改定事項②

P10

１．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
　　（現行どおり）
２．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（現行どおり）
３．前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の
　総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞ
　れ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護
　支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介
　護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護ごとの回数のうちに同一の事業者によって
　提供されたものが占める割合（上位３位まで）（新設）

※説明の際に用いる割合については、直近の前期（３月１日から８月末日）
もしくは後期（９月１日から２月末日）の期間のものです。

2 　報酬改定関係
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　①制度改正に係る利用者等への説明について 

12

今回の介護報酬改定により、事業所ごと、サービスごとの給付額が増え、給付管
理票に影響がある場合には、影響する帳票（第６表や第７表等）を変更して、改
めて利用者の同意を得なければなりません。本来、この一連の手続きは新たな
料金が適用される令和３年４月以降の各利用者（入所者）のサービス提供前まで
に終えておくことが必要です。
しかしながら、 当該所定の時期までに書面交付等が間に合わない場合は口頭に
より説明の上、 同意を得ておくこととし、後日、書面交付等で説明、 同意を得ると
いう順序になっても差し支えありません。この場合、口頭の説明による同意日に
ついては、支援経過等に記録し、事前に同意を得ていたことが確認できるように
してください。
また、居宅介護支援事業は通常、利用者負担はありませんが、 介護保険料の滞
納等により償還払いとなる可能性を鑑み、同様に説明し、同意を得るようにして
下さい。

※介護報酬の改定にかかる説明ついて、重要事項説明書の全てのページの交 
付等は必要ありません。変更箇所となる利用料金の記載部分のみ書面の交付等
で説明し、同意を得ることで足りるものとします。

※運営規程に利用料金の記載がある場合は、利用料金の変更が生じた場合、運
営規程の変更の日から10日以内に市に変更届を提出してください。

3  その他
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　本市は、令和３年４月１日以降、実印を求めているもの、法令や県条例で
定められているものを除き、押印廃止の予定です。

　よって、署名をもって押印に代えることができる書類もありますので、市
ホームページ等を御確認ください。

　押印廃止となる書類については、「署名」または「記名・押印」のどちらかを
選択し、手続きを行うこととなります。

3  その他


