
令和元年度集団指導
（地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護）

令和２年３月26日
健康部 介護保険課

SMILE   CITY   MIYAKONOJO 2020

1



説 明 事 項

SMILE   CITY   MIYAKONOJO  2020

1 実地指導の指摘事項について P3～P8

2 個人情報の取扱いについて P9

4 介護保険課からのお願い P11

2

3 実地指導の準備等について P10



SMILE   CITY   MIYAKONOJO  2020

地域密着型通所介護、総合事業通所介護

3

１ 実地指導の指摘事項について

基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

設備及び備品

等 
1 

静養室が個室又はカーテン等で仕切られておらず、静養できる設備と

なっていなかった。 

静養室は、個室又はカーテン等で仕切られた形状にする等、静養でき

る設備とすること。 

2 
相談室のプライバシーが保たれていなかった。 相談室は遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配

慮されていること。 

3 

相談室の場所が、届出と異なっていた。 当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定め

る事項に変更があったときは、都城市規則※3 第４条により、十日以

内に、その旨を都城市長に届け出ること。 

4 
避難経路において、避難口誘導標識の掲示がされていないものがあっ

た。 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び備品等を備える

こと。 

内容及び手続

の説明及び同

意 

5 
重要事項説明書又は契約書に記載されている内容について、制度改正

が反映されていない等、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。 

6 
重要事項説明書において、利用者のサービスの選択に資すると認めら

れるような分かりやすい記載が無かった。 

利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、分

かりやすい文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、同意を得ること。 

7 
重要事項説明書において、事故発生時の対応について記載が無かっ

た。 

重要事項説明書に、事故発生時の対応等の利用申込者がサービスを選

択するために必要な重要事項について記載すること。 

受給資格等の

確認 
8 

利用者の受給資格証の確認が不十分だった。 利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の

有無及び要介護認定の有効期間を確かめること。 

心身の状況等

の把握 
9 

地域密着型通所介護計画作成の前提である課題分析の、利用者の基本

情報に関する項目の把握が不十分だった。 

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。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

サービスの提

供の記録 
10 

入浴介助の実施記録と実績が一致しないものがあった。また、計画の

サービス提供内容の実施状況を具体的に記載していなかった。 

提供した具体的なサービスの内容等の実際にあった正確な記録を行

うこと。 

11 
病院受診等によるサービス提供時間の短縮等について、記載がなかっ

た。 

病院受診をしているにも関わらず、通常通り請求がされているため、

受診記録等を精査し、正確な単位数で再請求すること。 

地域密着型通

所介護計画の

作成 

12 

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地域

密着型通所介護計画が作成されていないものがあった。また、目標を

達成するための具体的なサービスの内容でないものがあった。 

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、機

能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した個別サービス計画を作成すること。 

13 

計画のとりまとめを行っている者が明確でなく、サービスの提供に関

わる従業者が共同して作成したか分からないものがあった。 

介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供に

ついて豊富な知識及び経験を有する者に計画のとりまとめを行わせ、

サービスの提供に関わる従業者が共同して通所介護計画を作成する

こと。 

14 居宅サービス計画の内容に沿って作成されていないものがあった。 個別サービス計画は、居宅サービス計画等に沿って作成すること。 

15 

計画について、利用者の同意のないものがあった。また、計画を利用

者に交付したことが分からないものがあった。 

護計画の作成に当たっては、速やかにその内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得た上でサービスを提供する

こと。また、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付すること。 

16 
サービスの実施状況及び目標の達成状況の記録が行われていなかっ

た。 

地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達

成状況の記録を行うこと。 

17 
計画の実施状況や評価について、利用者又は家族に説明していなかっ

た。 

地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況や評価につい

て説明を行うこと。 

勤務体制の確

保等 18 

月ごとの勤務表に、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活

相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置が記載されて

いなかった。また、兼務関係が明確でなかった。 

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、

介護職員及び機能訓練指導員の配置、機能訓練指導員等との兼務関係

を明確にすること。 

19 
従業者に係る資質向上のための研修の記録が無く、研修の機会を確保

しているか確認できなかった。 

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

非常災害対策 

20 

非常災害に関する具体的な計画が作成されていなかった。 事業者は非常災害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通

報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期す

こと。 

21 非常口の標示がない箇所があった。 非常口の標示をすること。 

22 
消防計画に沿った定期的な避難、救出その他必要な訓練が行われてい

なかった。 

消防計画に沿った定期的な避難、救出その他必要な訓練を行うこと。 

23 消火器の定期的な点検が行われていなかった。 消防用設備について定期的な点検を行うこと。 

掲示 
24 

事故発生時の対応や苦情を処理するために講ずる措置の概要等につ

いて、事業所に掲示されていなかった。 

事業所の見やすい場所に、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掲示すること。 

秘密保持等 
25 

利用者の記録等の保管方法が適切でなかった。 利用者の個人情報の書類の保管は、事務所内の鍵付書庫等、適正に管

理すること。 

苦情処理につ

いて 
26 

苦情を処理するために講ずる措置の概要が掲示されていなかった。 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等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、事業所に掲示すること。 

地域との連携

等 
27 

運営推進会議の会議録等の公表がされていなかった。 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

を作成し、当該記録を公表すること。 

会計の区分 
28 

事業所ごとに会計の区分がされていなかった。 事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計とその他の事業の

会計を区分すること。 

薬等の管理 29 利用者の薬について、利用者の手の届く範囲に保管されていた。 誤薬を防ぐため、薬は利用者の手の届かない場所に保管すること。 

記録の整備 
30 

利用者に関する諸記録の保存年数について、市の条例に則していなか

った。 

地域密着型通所介護計画、提供した具体的なサービスの内容等の記録

については５年間保存すること。 

入浴介助加算 

31 

入浴中に介助を行ったことが記録上、分からないものがあった。また、

清拭についても算定していた。 

入浴中の利用者の観察等を含む介助を行った場合に算定すること。ま

た、入浴介助をしたことを記録しておくこと。なお、清拭や部分浴で

は算定できない。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

栄養改善加算 
32 

当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士

を１名以上配置していることが分からなかった。 

当該事業所の職員として、又は外部との連携により、管理栄養士を１

名以上配置して行うこと。 

33 
栄養改善加算を算定できる利用者に該当するか確認していなかっ

た。 

低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して栄養

改善サービスを提供した際に、当該加算を算定すること。 

34 

当該計画について、多職種が共同して摂食・嚥下機能及び食形態に

配慮した栄養ケア計画を作成していることが分からなかった。 

利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下

機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の

把握を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項、解決すべき栄養管

理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した計画を作成する

こと。 

35 
当該計画について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ている

ことが分からなかった。 

作成した計画について、利用者又はその家族に説明し、同意を得るこ

と。 

36 
当該計画に従い、管理栄養士等が当該サービスを行っていることが

分からなかった。 

計画に基づき、管理栄養士等が栄養改善サービスを提供すること。 

37 

当該計画の進捗状況を定期的に評価していなかった。 おおむね３月ごとの評価の結果、継続的に管理栄養士等がサービス提

供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるもの

については、継続的に栄養改善サービスを提供すること。 
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基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

口腔機能向上

加算 38 

口腔機能向上加算を算定できる利用者に該当するか確認していなか

った。 

認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの

項目において「１」以外に該当する者、又はその他口腔機能の低下し

ている者やそのおそれのある者に対して、当該加算を算定すること。 

39 

口腔機能改善管理指導計画について、多職種共同で作成していること

が分からなかった。また、当該計画について、利用者又はその家族に

説明し、同意を得ていなかった。 

言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の

職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した計画を作成する

こと。また、作成した計画について、利用者又はその家族に説明し、

同意を得ること。 

40 
当該計画に従い、看護職員等が当該サービスを行っていることが分か

らなかった。 

計画に基づき、看護職員等が口腔機能向上サービスを提供すること。 

41 

利用者の口腔機能を定期的に評価する際、評価した日時や評価した者

について、具体的に記録していなかった。また、評価の結果を介護支

援専門員や主治の医師等に対して、情報提供をすること。 

利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状

況を検討し、おおむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その

結果を介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提

供すること。 

42 

当該計画の進捗状況を定期的に評価していなかった。 おおむね３月ごとの評価の結果、継続的に言語聴覚士等がサービス提

供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると

認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供す

ること。なお、口腔機能向上サービスの実務等については、厚労省通

知別紙 14を参考にすること。 

送迎を行わな

い場合の減算 
43 

送迎の有無について記載がなく、実施したかが分からなかった。 送迎記録が確認できないため、減算した金額で再請求すること。 
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認知症対応型通所介護

基準 No 指摘事項 改善の趣旨 

内容及び手続の

説明及び同意 
1 

重要事項説明書又は契約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、現状や現行制度と一致させ正しく記載すること。 

2 
重要事項説明書において、事故発生時の対応について記載が無か

った。 

重要事項説明書に、事故発生時の対応等の利用申込者がサービスを選

択するために必要な重要事項について記載すること。 

心身の状況等の

把握 
3 

認知症対応型通所介護計画作成の前提である課題分析の、利用者

の基本情報に関する項目の把握が不十分だった。 

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。 

居宅介護支援事

業者等との連携 
4 

居宅介護支援事業者との連携を密にしていることが確認できなか

った。 

居宅介護支援事業者、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めること。 

認知症対応型通

所介護計画の作

成 

5 
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

認知症対応型通所介護計画が作成されていないものがあった。 

介護の提供に当たっては、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、認知症対応型通所介護計画を作成すること。 

6 
認知症対応型通所介護計画を利用者に交付したことが分からなか

った。 

計画を作成した際には、利用者に交付し、交付の旨を記録すること。 

7 

計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録が不

十分だった。また、利用者又は家族に説明を行っていることが分か

らなかった。 

それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従ったサー

ビスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うこと。また、家族等

に対しても説明を行うこと。 

8 居宅サービス計画と整合性がないものがあった。 個別サービス計画は、居宅サービス計画に沿って作成すること。 

非常災害対策 9 避難経路に障害物が置かれていた。  避難経路の維持に万全を期すること。また、非常口の標示及び定期的

な消防用設備の点検をすること。 10 非常口の標示がない箇所があった。 

11 消防用設備が定期的に点検されていなかった。 

衛生管理等 12 利用者間で塗り薬を共用していた。 感染症が発生、まん延しないように必要な措置を講ずるよう努める

こと。「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」（厚労

省 2019年 3月発出）等を参考に衛生管理について見直すこと。 

13 衛生設備が整備されていなかった。 

14 他利用者同士の歯ブラシがまとめて保管されていた。 

掲示 
15 

掲示すべきものが不足していた。 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要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。 

秘密保持等 

16 

退職者を含む従業員が利用者の秘密を保持することを誓約してい

なかった。 

事業者は、当該事業所の介護従業者その他の従業者が、従業者でな

くなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を雇用時等に取

り決めること。 



SMILE CITY MIYAKONOJO 幸せ上々、みやこのじょう

２ 個人情報の取扱いについて

令和 2年４月１日以降の認定進捗状況の取扱い 

 申出者（個人・事業者等） 電話での回答 窓口での回答 

個人 

本人 

申請者（家族） 

訪問調査立会者 

・申請書に記載の本人、代理申請者（家族）、訪問調査立会者（認

定申請書に記載のある方）の電話番号に折り返して回答 

※申請書に記載の電話番号が違う場合、申請書に記載されてい

る電話番号を聞き取り、改めて折り返して回答する。又は別

の回答可能な者（個人、事業所等）から問い合わせてもらう

ように伝える。 

・代理申請者・訪問調査立会者以外の家族の場合は、介護保険

情報提供申出書（本人からの同意有り）で回答できる旨を伝

える。             

 それ以外の場合は、回答不可。 

・身分確認書類により回答の可否確認後、口頭で回

答（記述でも可） 

・回答不可の家族の場合、介護保険情報提供申出書

で対応 

【身分確認書類】 

・身分証明書（顔写真付き証明書 1点、もしくは、

顔写真なし証明書 2点） 

事業

所 

 

 

申請者（事業所） 

地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所等の事業所 

介護保険施設等の施設 

その他有料老人ホーム等の入所施設 

入院先の病院 

・事業所等の代表電話に折り返して回答 

・事業所代表電話の FAXに回答（FAXでの申請のみ） 
・身分証明書、名刺又は、社員証の 2点により事業

所の確認後、口頭で回答 

 

 

変更点 

令和元年度は、本人・認定申請者・訪問調査立会者（認定申請書に記載のある方）に限り認定進捗状況を回答していましたが、令和 2年 4月１日より、回答できる範囲

を上記の通り取扱いを変更します。 

・ 包括・居宅介護支援事業所等から、認定進捗の問い合わせがあった際は、認定申請者でなくても回答しても良い。 

・ 立会者以外の家族など、上記対象者以外からの問い合わせについては、窓口にて介護保険情報提供申出書（本人からの同意有り）で回答可能。 9
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３ 実地指導の準備等について

実地指導を受けるにあたっての準備等について、令和２年５月上旬に、
ホームページにて掲載します。

実地指導を受ける前に、掲載事項を御確認いただきますよう、お願いいた
します。

＜ホームページ掲載事項＞

・実地指導の大まかな流れ
・実地指導当日の流れ
・実地指導時の注意点 等

10
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4 介護保険課からのお願い

介護保険課からの通知や事務連絡などを、Ｅメールでお送りする場合が
ございます。
特に、昨今の新型コロナウイルス感染症等に関するお知らせは
Ｅメールにて行っており、至急の対応をお願いする場合もございます。

お忙しいとは思いますが、随時メールを御確認いただき、
対応いただくよう、よろしくお願いいたします。

連絡先（メールアドレス、電話・ＦＡＸ番号）が変更になった、
または新規に設定した際などは、介護保険課指導担当に
お知らせください。

都城市介護保険課指導担当
ＴＥＬ ： 0986-23-2688
Eメール： kaigo@city.miyakonojo.miyazaki.jp

11
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