
項目 副題 口頭指示事項

夜間の職員配置

夜間に登録者から連絡を受けて対応するための宿直職員の配置について事業所内で体制の理解がな
されていない様子がうかがえる。緊急時の対応となるため、予め宿直の連絡や対応等が事業所内で共
有しておくこと。
（小規模多機能型居宅介護）

休憩時間
従業員の休憩時間に利用者との食事の時間を当てている。労働基準法による休憩の定義を確認の上、
適切な勤務体制を確保すること。
（共通事項）

管理者及び計画作成担当者の
兼務

管理者が計画作成担当者と介護従業者を兼ねているが、管理者及び計画作成担当者は当該業務に支
障がない場合のみ兼務可能である。介護従業者としての比率が大きくなっている傾向がみられるため、
当該業務に支障がないか改めて確認し、適正な人員配備に努めること。
（共通事項）
設備基準において、事務室内の一部に相談場所が兼用されていることから、独立した相談室を確保する
こと。なお、独立した部屋を確保することが原則だが、やむを得ず事業所の一部を区切る場合は、プライ
バシーや防音に十分配慮すること。
（認知症対応型通所介護）

介護支援専門員の事務スペースが利用者の居室の前に設置されている。個人情報の保護の観点から
も適切な配置ではないため、事務スペースを別の場所に変更すること。
（共通事項）

個人情報を綴じたファイルが鍵のない棚に保管されている。鍵をつけること。
（共通事項）

各ユニットの洗面台については、使用後に水滴を拭き取り、スポンジは乾燥させるなど感染症予防に努
められたい。
（共通事項）

洗面所にハンドタオルが常備されている。濡れタオルが共用できる状況にあることで感染症のリスクが
増大する。ペーパータオルを設置する、もしくは個人のタオルが共用されないよう管理を徹底する等適切
に対応すること。
（共通事項）

まな板や包丁等の調理器具や食器洗いのスポンジについて、滅菌機に入れないようであれば、調理の
たびに熱湯消毒かアルコール消毒をすること。
（共通事項）

長いのれんが複数個所にかかっているが、洗浄頻度が尐なく衛生的とはいえない状態である。不必要な
ところは外すなどの対応をすること。
（共通事項）

洗濯物の物干し竿が汚れており、衛生的でない。汚れている物干し竿を速やかに衛生的なものに交換
すること。
（共通事項）

火災報知設備の前に家具が置いてあったことから、非常時に備えて撤去または移動されたい。
（共通事項）

廊下に、廊下幅の半分位を占めるような机が置きっぱなしになっている。廊下幅は設備基準で定められ
ており、避難通路を狭くしている状態となっている。非常時の避難に障る可能性があるため至急撤去す
ること。
（共通事項）

個室に設置されている窓の敷居が低く、そこからの無断外出等の事故が発生していることが確認され
た。鍵の配置や見守り体制の強化等、再発を防ぐ体制・方法について事業所内で協議されたい。
（共通事項）

事業所内全体に、利用者の処遇上不要な物が多数置かれている。使わない椅子は片付け、犬の餌等、
無造作に置かないこと。また、非常口が物でふさがっていた。全て撤去すること。
（共通事項）

地震等のときに上から物や大きな花瓶が落ちやすい状態になっているので片付けること。どうしても棚に
置いておきたい物があるときは、下に滑り止めのシートを敷くこと。
（共通事項）

介護支援専門員の事務スペースが利用者の居室の前に設置されている。利用者の動線を考えた際に
安全とは言い難い状態である。事務スペースを別の場所に変更すること。
（共通事項）

ナースコールについて、ランプは点灯するものの警告音が鳴らない箇所があったため、直ちに修繕する
こと。
（共通事項）

廊下の手すりに消臭液等が置かれている。夜間もそのまま置かれており、誤飲・誤用のリスクがある。誤
飲・誤用がないように片付ける等適切に管理すること。
（共通事項）

事業所内の鍵について、マスターキーがなく、管理者の机の中にいろいろな鍵が入っている状態であ
る。非常口の鍵等もこの中に混ざっており、緊急時に鍵を探すのが難しい状況にある。探しやすい状況
で管理されることが望ましい。
（共通事項）

H27年度口頭指示事項まとめ

【人員基準について】

【設備について】

個人情報への配慮

衛生面の配慮

非常時対応・安全面への配慮



項目 副題 口頭指示事項

H27年度口頭指示事項まとめ

重要事項説明書ならびに掲示に記載されている金額や加算について、平成２７年度の改定内容が正しく
反映されていない。修正すること。
（共通事項）

運営規程の内容に変更等が生じた際は、その施行期日を末尾の附則に記し経過を明確に残すこと。
（共通事項）

根拠法令に引用誤りがある箇所があるため、適切に修正すること。
（共通事項）

運営規程にユニットごとの入居定員が記載されていないため記載されたい。
（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入所者生活介護）

重要事項説明書について、勤務体制についても記載する等利用者にわかりやすいように記載されたい。
（共通事項）

契約書と運営規程の内容に相違がある箇所が確認された。運営規程の内容と相違がないよう、契約書
もしくは運営規程を修正されたい。
（共通事項）

重要事項説明書は、利用者側の選択に資する書類であり、重要事項の説明の時点で利用が決まってい
るわけではないことから「契約書第○条参照」という不適切な記載は改めること。
（共通事項）

運営規程において「重要事項説明書参照」という記載や、重要事項説明書の記載内容が運営規程に定
義されていない事例が確認された。重要事項説明書は、事業所の重要事項に関する規定の概要、勤務
体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等を記載するものであるため、記載内容を適切に改めるこ
と。（共通事項）

運営規程の事業の実施地域が重要事項説明書と相違がある。適切に修正すること。
（共通事項）

重要事項説明書の苦情受付の欄の責任者欄に管理者とのみ記載されている。氏名を記載すること。
（共通事項）

短期利用共同生活介護を行う要件を満たしていないにも関わらず、短期利用共同生活介護に関する内
容が運営規程・重要事項説明書・契約書に記載されている。実際に短期利用共同生活介護のサービス
提供があり得ない状況にも関わらず記載されているのは適切ではないため、訂正すること。
（認知症対応型共同生活介護）

重要事項説明書において単位数と請求料金の混同がみられる。介護報酬は単位数×地域区分で算定
されることとなるため、適切な記載に改めること。
（共通事項）

運営規程・契約書・重要事項説明書において負担割合についての記載が１割のみとなっている。適切に
修正すること。
（共通事項）

文書管理
改正日が同じで内容が違う運営規程が存在した。他の文書も含め、適正な文書管理をするように努める
こと。
（共通事項）

職員研修について、事業所として年間計画を作成し計画的に実施できるよう職員の勤務体制を定め、研
修で得られた結果については、全職員に報告書等により周知することで、サービスの向上に努められた
い。（共通事項）

認知症対応型の事業所であるため、全職員が定期的に（年1回以上）、認知症の方のケアの仕方を研修
する機会を持つように計画を作成すること（事業所内部研修で良い）。
また、事業所外で専門的な研修を受けた後は、全職員で研修内容を共有し、職員の資質向上に努める
こと。（共通事項）

身分を証する書類

訪問担当職員の身分を証明する名札等が作成されていない。事業所名、氏名、当該サービスの提供に
あたる者の写真、職能等を記載した身分証明書を発行し、訪問時にこれを利用者、又は利用者の家族
に提示すること。
（小規模多機能型居宅介護）

入職時の個人情報の取扱に関する誓約書について、就業規則や服務規程に含まれた形での誓約書と
なっているが、個人情報を取り扱うにあたっての意識を高めるため、個人情報の取扱誓約書を別途定め
ることが望ましい。また、退職されたときも誓約書をもらうようにする方が望ましい。（共通事項）

服薬忘れ等同様の事故やひやりハットが繰り返されている。ひやりハットや事故報告が、確認のみの形
式的なものとなっている傾向が伺えるため、事故の原因を個人の責務に帰するものと考えるのではなく、
事業所全体として取り組みができるよう努めること。（共通事項）

事故・ひやりハットについて、職員間での共有や事後対応の検討がなされておらず、原因追及ができて
いないように見受けられる。記録を残すことで職員内での情報共有にもつながるため、アンテナを高く張
り前向きに原因追及ならびに改善に努めること。（共通事項）

【運営基準について】

運営規程・重要事項証明書
　　　　　　　　　・利用契約書

職員研修

苦情・事故報告・ひやりハット



項目 副題 口頭指示事項

H27年度口頭指示事項まとめ

変更届
運営規程が変更されているにも関わらず提出がされていない事例がある。変更届は変更の事実があっ
てから１０日以内に提出する必要がある。速やかに提出すること。（共通事項）

運営推進会議
運営推進会議については、報告、評価、要望、助言等の記録を作成し公表することが定められている。
事業運営の透明性を高めるためにもこれらを事業所において公表することが望ましい。（共通事項）

地域密着型の事業所として、地域の拠点となっていくことが望まれる。地域交流スペースを有効活用し、
地域の方々が気軽に訪問できるよう、地域との交流事業に積極的に取り組むこと。（共通事項）

事業所が地域行事へ参加している形跡は見られるものの、その記録整備がなされていない。記録は適
切に整備いただきたい。（共通事項）

感染症マニュアルを確認したところ、現行の感染症法を基準とする記載ではなく、内容等が古い箇所や
修正・加筆が必要な箇所が確認された。最新版に変更すること。（共通事項）

トイレを使用後の手洗い場所について、トイレから遠くの手洗い場を使用されている。感染症等の恐れも
あるので、トイレ内にある手洗い場等近くで手洗いを行うよう徹底すること。（共通事項）

災害発生時における利用者等の避難支援及び受入体制について、法人内の施設の相互利用に留まら
ず、広域的な視点から他の福祉施設等との応援協定の締結に向けて取り組まれたい。（共通事項）

災害計画が作成されておらず、また災害時の具体的な役割分担がマニュアルの中でも想定されていな
い。災害時速やかに職員各自が行動できるよう具体的な計画作成に努めること。
「非常災害に関する具体的計画」において、消防計画のみについて策定されている。風水害や地震の災
害についても、マニュアルだけでなく計画も策定すること。
防災計画、風水害や地震の災害計画が策定されていない。策定すること。（共通事項）

消防避難訓練は年2回、定期的に行っているが、ほぼ施設職員だけの訓練となっている。いざというとき
は地域住民や地元消防団の協力は不可欠であり、その方たちに施設の様子や消火栓の位置等を把握
してもらうことは重要である。地域住民等も参加してもらえるような訓練に努めること。（共通事項）

協力医療機関との契約、または連携について、協力医療機関の名称等が変更されているにも関わら
ず、変更できておらず、また協力医療機関と主治医に、急変時に対応いただける範囲の確認ができてい
ない。契約の変更や対応いただける範囲の確認を適時行うこと。（共通事項）

協力医療機関との契約が口頭同意のみとなっている。協力医療機関との連携の範囲を定め契約書を交
わすことが望ましい。（共通事項）

事業所が配布するパンフレットに実際行っていないサービス内容が記載されていたため、記載を改める
こと。
（共通事項）

パンフレットの協力医療機関を修正し、「痴呆」という文言は「認知症」に修正すること。
（共通事項）

【運営基準について】

協力医療機関

地域との連携

感染症防止対策

災害発生時の対応

広告



項目 副題 口頭指示事項

H27年度口頭指示事項まとめ

請求書
利用料請求書に〇月利用分と記載されているが、この記載月が請求月と混同されている。正しい利用月
を記載すること。（共通事項）

就労状況の管理

職員の出勤簿を、職員が各自、出勤時間と退勤時間を手書きで記入しているが、勤務実績があるにも関
わらず記入されていない事例や、退勤時間の記入がない事例が散見した。また、小規模多機能居宅介
護支援事業所用の就労規則が作成されていない。職員の就労等の管理のためにも就労規則を作成し、
また出勤簿を正確に管理すること。（共通事項）

サービス担当者会議の記録や、ケアマネジャーの居宅介護計画が受理できていない事例が散見する。
ケアマネジャーとの連携を適切に行うこと。（認知症対応型通所介護）

サービス提供記録に、開始時間と終了時間が記載されていないケースがある。サービス提供記録は提
供時間やサービス提供内容を確実に記載すること。（共通事項）

入浴の記録について、日付や時間等漏れのないよう適切に記載すること。（共通事項）

サービスの提供記録についてはリースにより契約されているパソコンで管理がなされているが、サービス
提供終了後も所定の期間は記録を確認できるよう適切に管理していただきたい。（共通事項）

利用者本人の身体上・療養上等の都合により、料金設定が異なる特別な食事を提供しているがそのこと
に対する同意が得られていない。重要事項説明書に記載されていない特別な料金設定の食事提供を受
ける場合は、利用者本人及び利用者の家族の同意を文面で得ること。（共通事項）

介護報酬改定等に代表される料金変更時の同意が一方的な通知のみでなされている。説明を行った上
で文書による同意を受理することが望ましい。（共通事項）

家族へのプランの説明が、送迎時に印鑑をもらっている状況であり、十分に説明ができていない。どのよ
うなサービスを提供するのか、利用者および利用者の家族に直接説明を行い、同意を受け取ること。
（共通事項）

宿泊者のみに対して冷暖房費として別途請求が行われていた。冷暖房費としての名目で個別に設定す
るのではなく、宿泊費に要する費用を算定した上で費目を見直すことが望ましい。（共通事項）

日常生活諸経費・お楽しみ行事費等の名目による費用で徴収している。これらの費用は実費または実
費相当額で徴収すべきものであるが、費用を確認したところ実際に使用した金額が確認できなかった。
名目を改め、実費または実費相当額として徴収し、実際に使用した金額との差が確認できるよう整理す
ること。（共通事項）

敷金として扱っている費用を入居一時金という名称で受け取っていた。グループホームとして受理できる
費用に含まれておらず、また運営規程の中でも、敷金としての説明がなされていない為、文言を改めるこ
と。（認知症対応型共同生活介護）

取りうる可能性がある加算について確認を行ったが、加算について内容を把握していない様子が見受け
られた。介護保険の各種加算については、職員の処遇改善や専門性の対外的なアピール等の側面もあ
るため、事業所として加算内容の把握に努めること。（共通事項）

医療連携体制加算の要件となっている「重度化した場合における対応に関する指針」が書面は作成され
ているものの、その同意が口頭同意のみとなっている。重要事項説明書に当該内容を盛り込む、あるい
はその書面自体に同意をもらう等により対応することが望ましい。（認知症対応型共同生活介護）

【請求事務について】

【利用料について】

利用料についての同意

その他の費用について

加算

サービス提供記録



項目 口頭指示事項

計画書（２）の課題、長期目標、短期目標が抽象的になっている。よりよいケアプランの評価につなげるた
め、より具体的な課題、目標を設定し、本人の思いを反映したケアプランの作成に努めること。

ケアプランについて個別性に乏しく一般的な介護の内容のみとなっている。アセスメントが不十分であり
課題分析ができていない。開示された要介護認定調査票からだけではなく、介護支援専門員が直接確
認し情報収集を行うべきである。また、ケアプランに基づいたサービスの提供ができていない様子が伺え
る。ケアプランに基づいてサービス提供を行うこと。

３事例を確認したが、アセスメントが具体的に記載されていないため、課題が見えず、プランにも活かさ
れていないため、モニタリング期間の記載も明記できていない。情報を整理し、アセスメントを具体的に記
載し、ケアプランもより具体的に記載しサービス提供の向上に努めること。

利用者の入所までの生活歴、どういう経過で入所されたか把握が曖昧に感じた。十分に把握しておくこと
が入所されてから介護するうえにおいて、その人らしさを引き出すヒントになりうる情報であるため、把握
に努めること。

アセスメントには、医療情報が必要となる。日常生活の状況などを直接医療機関に伝えることが必要とさ
れる場合は、家族に日常の記録を渡すだけでなく、医師への情報提供が十分にできる方法を考えた対
応に努めること。

要介護４や５と言った重度要介護者の方のプランにおいて、利用者それぞれの個別性ある支援をされて
いるが、家族の担うケアの部分がケアプランに十分に反映されていないと感じる。細やかな対応と家族と
の関わりを持たれているので、プランに反映するよう努めていただきたい。

一部の事業所で、小規模多機能型用のライフサポートプランの様式の一部を使われている。わかりやす
く記入されているが、私の暮らしまとめシートの中の「以前の暮らし方」の欄をもう尐し詳しく聞き取ってい
ただくと、支援する上で参考になるのではないか。

グループホームサービス計画書の作成日、同意日について、入所日から３ヶ月もしくは６ヶ月サイクルで
継続している。要介護度と認定の有効期間との整合性を考慮して、サービス計画期間やモニタリングの
時期を徐々にそろえていくのがよい。

アセスメントシートに記入日、記入者が記載されていないものがある。適切に記録すること。

アセスメント、プランが当初のものに修正を繰返しているが、見方を変えるという意味で、白紙から検討を
行う、または今後、ケアマネジャーを複数にして、複数の目で見られる体制をとることが望ましい。

一部の事業所において、センター方式の様式を一部のみ使用されているが、全部のシートを何事例か使
えば中身を理解した上で、他のシートのつながりも理解することにつながる。シートを有効活用できるよう
に取り組んでいただきたい。

グループホームサービス計画書の援助内容には、援助する内容のみの記載となっており、背景となって
いる状況や課題、援助する時に考慮することなどが表されていない。モニタリングにおいても状況や感想
のみとなっており、成果や残された課題の分析がない。また、アセスメントシートにおいて、家族状況や生
活暦などの聞き取りは行われていたが、「入所前の１日の過ごし方」「現在の１日の過ごし方」「１週間の
過ごし方」が記載されておらず、本人の入所前の状況や、入所してからの日々の状況がイメージしにくく、
日常生活動作についてのチェックはされているが、課題分析へのつながりが見えてこない。よいケアにつ
なげるため一連のつながりを意識したケアプランの作成に努めること。

H27年度ケアプランに関する助言まとめ

課題・目標の設定

ケアプランの記載方法
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H27年度ケアプランに関する助言まとめ

最初から泊り中心のサービスにならないよう小規模多機能型居宅介護の本来の利用方法を事業所とし
ても十分認識し、利用者ならびに家族にも十分に説明していただきたい。

本人の特性（器用な方など）を活かして、本人の楽しみにつながるような取り組みをしていただきたい。

自宅での生活状況を支援するというのが基本であり、通いの中で工夫されていることを自宅で活かせる
ように、また自宅で工夫されていることもプランに記載するなどプランを家族とのコミュニケーションツール
として利用することが望ましい。

福祉用具貸与について、介護度が下がったにも関わらずスリーモーターのベットをレンタルするなど、専
門的な立場から判断及び説明ができていない様子が伺える。専門的な立場から福祉用具貸与の要不要
について判断を行い、利用者及び利用者の家族に説明すること。

今回の提出ケースに糖尿病の方や食欲旺盛の方がおられ、家族の意向を重視し、スタッフも静観してい
るとのことだが、今後、インシュリン注射や透析など状態が悪化することで本人への負担増にもつなが
る。本人の状況を見極め、専門的な立場からの支援に努めること。

３ケースとも便秘気味と聞き取った。暖房の効いた施設内では水分補給も重要であるため、現在の状況
を把握し不足している方には、水分補給を促すこと。

市の理学療法士に座る姿勢を工夫することで、誤嚥がおきにくくするなど評価を仰ぐことや、歯科医師会
の在宅歯科医療連携室の歯科衛生士に口腔ケアの指導を仰ぐなど、グループホームだけでは補えない
ところを外のサービスで有効活用されてはどうか。

入所者のケース検討会を毎月行い、検討会の記録として残しているが、ケースへの取組みとしての積み
上げができていない。例えば、ケースの現状とその課題、課題の解決や目標の達成に向けてのアイデア
があれば、その取り組みの結果や、さらなる検討の結果の試行など。できれば、様式を検討し毎月の積
み上げをできる形が望ましい。

プランの援助内容は、詳細に記入されている。プランをスタッフで意志統一し、事例を深める機会が十分
ではない。また日々の申し送りの中で個々が記録を確認してケアーをしているが、事例を十分に共有で
きていないように見受けられた。職員全体で意思統一できる方法・ルールに検討いただきたい。

個人ファイルにケアプラン・ケース記録・薬の説明書と共同のノートに医療関係申し送りノート、申し送り
ノートと似たような内容のものが2冊あり、記録が重複している様子が見受けられる。ケースの担当も決
めておられるので、情報を共有できる体制・ルール作り等についても検討されたい。

登録者を３グループに分けカンファレンスを定期的に開催し、課題について検討されケアーを工夫してい
るが、本人、家族、スタッフの声があまり反映されていない。サービス担当者会議が、家族、スタッフ、ケ
アマネと関係者を集めて自宅でできていないのが、コミュニケーション不足につながっているように感じ
る。サービス担当者会議の開催につなげること。
日々の日誌や、日々の引き継ぎ状況からケアスタッフ間でのコミュニケーションが取れていて、意志の疎
通がよくはかられているが、ケアプランについて、日々のケアや気づきがアセスメントや計画に落とされて
いないように見受けられる。上記の内容をケアプランに落とし込むことで、新たな気づきもあるため、把握
した内容が活かされるケアプランを作成し、スタッフで共有し活用することが望ましい。
普段何気なくしていること、専門性を生かした関わりをされている状況を、口頭で確認した。しかし、援助
計画にそのことが記載されていない。援助するときの留意点・目標として記載されると、より個別性を大
切にした計画となるように感じる。援助計画は、夜勤時などに目を通しているが、支援に活かせるよう、職
員会議等で職員全体に周知することが望ましい。

その他 看取りについて、入所時だけでなく定期的に家族からの聞き取りを行う方が望ましい。

職場内・他業種との連携

サービス利用内容


