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資料９ - ⑧ 

（沖縄県高齢者福祉介護課介護指導班提供） 

 

■実地指導における指摘事項等について 

 

主な指摘事項（共通事項） 

 

① 事故発生の予防及び発生時の対応について 

・事故及びヒヤリハットを区分するための定義がマニュアルなどで明確化されてい 

ない。  

・事故報告書やヒヤリハット報告書は作成されているが、当該報告書の内容につい 

て分析や検証を行っていない。 

  【指定居宅サービス基準条例第40条】  

【指定介護老人福祉施設基準条例第41条】他  

※ヒヤリハット報告書の様式を整備し、積極的に情報を共有化することが必要です。  

※情報として蓄積し、事例分析や再発防止に向けて検討することで事故の未然防止につながり 

ます。 

 

② 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、苦情処理体制及び苦情処理の 

フロー図が確認できない。  

・口頭で受けた苦情の内容等の記録が確認できない。  
【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条例第39条】他  

※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 

務づけられており、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。 

 

③ 各種マニュアルの整備及びその周知について 

・事故の未然防止等や非常災害に対し対策を講じる必要があるが、関係するマニュ 

アルがない。  

・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。  

・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や内容を把握し 

ていない。  

・マニュアルはあるが、事業所の実態に合った形で見直しがされていない。  
【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 
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※実際の事例が発生した際、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。 

 

※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。 

 

 

④ 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。 

 

⑤ 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。 

 

⑥ 研修の機会の確保 

・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。 
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⑦ サービスの質の評価について（自己評価） 

・サービスの質の評価について、自己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。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。 

 

主な指摘事項（施設系サービス） 

① 身体拘束廃止への取り組みについて 

・身体拘束について同意を得る際の説明や、身体拘束に関する記録が不十分である。  
【施設基準条例第16条】他  

 

※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は、身体拘束廃止未実施減算が適用されます。  

※緊急やむを得ない場合には身体拘束が認められているが、これは身体拘束によってもたら 

される身体的・精神的・社会的弊害について認識し、 「切迫性」、「非代替性」、「一 

時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施 

されているケースに限られています。  

※「身体拘束に関する説明書」等を用い、入所者やその家族へ拘束期間・三原則の遵守など 

を説明し、理解を得る必要があります。また、行動・心理症状に対して適切な認知症ケア 

を併せて行うことが重要です。 

 

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、予防体制も整備されていない。 

・ハイリスク者の褥瘡発生を予防するための計画がなく、褥瘡対策委員会等において 

予防のための話し合いも行われていない。  
【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 

・事故発生防止のための委員会の設置及び開催がない。  

・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。  

・事故発生防止のための従業者に対する研修が実施されていない。  



28 集団指導 20170227 

 

4 

 

【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プ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。 

 

④衛生管理等について 

・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。  

・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は開催され 

ているが、感染症発生者数の報告が中心となっており、予防について検討されてい 

ない。  

・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 

の研修が実施されていない。  
【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。 

 

⑤ 個別ケアについて 

・一部の入所者において、離床が積極的に行われていないことをはじめ、入所者の生

活リズムの確立への取り組みが不十分である。  

【介護老人保健施設基準条例第1８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 

・入所者個々人に合った余暇活動についての取り組みが確認できなかった。  

・入所者が参加する余暇活動等の取り組みが不十分である。  
【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。 

 

 

主な指摘事項（通所介護・通所リハビリテーション共通） 

 

① 通所介護計画書の作成について 

・通所介護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。  

・介護予防通所介護計画書が作成されていない。  

 

※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 中重度ケア体制加算について 

・看護職員と機能訓練指導員の兼務について、それぞれに従事する時間の区分がな 

されておらず、中重度ケア体制加算の要件を満たしているか確認ができない。  

 

※看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、他の職務 

との兼務は認められていません。  

※兼務関係を明確に区分した勤務表を作成すること。 

 

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でな記載と 

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。  

 

※機能訓練指導員（介護予防通所介護）、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。 
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主な指摘事項（通所リハビリテーション） 

 

・医師の診察内容及びリハビリ処方箋が確認できない。  

 

※医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士若しくは看護職員が 

リハビリテーションを行って下さい。 （介護職員の実施では認められません。） 

 

 

主な指摘事項（訪問介護） 

 

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。  

 

・介護認定の区分変更(例：要支援→要介護)を行っているにも関わらず、新規の訪 

問介護計画が作成されないまま、サービスの提供を行っている。  

※指定訪問介護事業所は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿 

って訪問介護計画を作成し、指定訪問介護を提供しなければなりません。 

 

② 訪問介護員等の勤務形態について 

・複数名の訪問介護職員について、同一法人が運営する有料老人ホーム等と兼務す 

る形態で勤務されているが、雇用契約書等において兼務する職務内容が不明確で 

あり、それぞれの勤務表からも従事時間が確認できない。  

 

※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や、訪問介護員が雇用 

条件を把握する上でも明確な労働条件の提示が必要であることから、各々の雇用契約書を 

作成するなどし、適切に雇用契約を締結する必要があります。  

※有料老人ホーム等の業務に当たる職員が訪問介護事業所の従業者を同時並行的に兼務し 

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。 
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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） 

 

基 準 項 目 26年度 27年度 28年度 

Ⅰ 人員基準 従業員の員数 12.8% 14.4% 12.6% 

管理者 5.5% 4.1% 2.2% 

資格要件等 1.2% 2.1% 4.5% 

Ⅱ 設備基準 設備及び備品 9.1% 12.8% 20.2% 

Ⅲ 運営基準 内容及び手続の説明及び同意 14.6% 42.0% 25.6% 

サービス提供困難時の対応    

受給資格等の確認 4.3% 5.8% 4.0% 

心身の状況の把握 2.4% 1.6% 3.1% 

居宅介護支援事業者等との連携  2.5% 0.9% 

居宅ｻｰﾋﾞｽ計画に沿ったｻｰﾋﾞｽの提供 3.0% 4.5% 8.5% 

サービスの提供の記録 13.4% 11.1% 10.8% 

利用料等の受領 6.1% 8.6% 4.0% 

基本取扱方針・具体的取扱方針 39.6% 29.2% 39.5% 

介護計画の作成 42.1% 35.0% 36.8% 

緊急時の対応 4.3% 7.0% 2.2% 

管理者の責務 7.9% 7.0% 2.2% 

運営規定 16.5% 11.9% 17.5% 

勤務体制の確保等 13.4% 21.8% 14.3% 

非常災害対策 13.4% 11.9% 13.9% 

衛生管理等 9.8% 17.7% 10.8% 

掲示・広報 3.0% 8.6% 10.8% 

秘密保持等 19.5% 19.3% 17.5% 

苦情処理 11.0% 26.7% 18.8% 

事故発生時の対応 15.2% 28.4% 32.3% 

会計の区分 12.2% 16.5% 12.1% 

記録の整備 7.9% 12.3% 11.7% 

身分を証する書類の携行 1.8% 2.1% 1.3% 

研修の機会の確保 13.4% 21.4% 25.6% 

Ⅳ その他 変更の届出 18.9% 9.1% 4.5% 

就業規則の遵守 1.2%   

職員の健康管理 17.1% 9.9% 12.6% 

虐待防止及び身体拘束への取組 14.0% 17.7% 19.3% 

介護給付費の算定及び取扱い 36.6% 24.7% 25.1% 

出勤簿 3.7% 4.9% 3.1% 

個別機能訓練の実施・記録 9.1% 2.9% 4.9% 

その他 17.1% 32.9% 39.5% 

※H28は、12月実施分までの集計 

 

 


