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１．令和２年度 指導監査について 

 

◩基本方針 

介護保険法第７８条の２に規定する事業の実施に当たり、同法及び関連法令の規定に基づき①法令が遵

守されているか、②適正な保険給付がなされているか、③利用者の尊厳が保持され、利用者本位のサービス提供

がなされているか等の観点から、介護保険事業を行う事業者に対して指導・監査を行うこととする。 

 

◩根拠法令等 

（1）介護保険法（平成 9 年法律第１２３号） 

（2）長岡京市介護サービス事業者等指導要綱 

（3）長岡京市介護サービス事業者等監査要綱 

 

◩対象施設及び事業所 

居宅介護支援・介護予防支援 

 

指導 

◪形態 

（1）集団指導 事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により年１回実施する。 

 

（2）実地指導 施設及び事業所において、関係書類等を閲覧し、関係者との面談等により行う。指定期間 

（6 年）の間に１回を目安とし、指導日数はおおむね半日とする。 

 

◪重点事項 

 

①法令遵守事項 

○人員、設備及び運営の状況 

・防災対策、感染症等対策の状況 

地震、火災、風水害等の想定される非常災害に対する常日頃からの事業所内での意識啓発と具体的

対応方法の共有及び定期的な避難・救出訓練の実施。 

感染症の集団感染に対する平常時からの対策の実施、感染症発生時の迅速で適切な対応の徹底 

・業務管理体制の整備にかかる事項 等 

○適切な介護サービスの提供 

・高齢者向け集合住宅の入居者に介護サービスを提供する事業所への重点的な指導 
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○不正事案等に対する厳正な対処 

②報酬等請求事項 

○介護給付費の適正な算定 

○「ケアプラン」や「他職種協働によるケア」を基本とした報酬上の加算についての適正な請求の推進 

○介護職員処遇改善加算等を算定する事業所の適正な賃金改善 等 

③尊厳保持（サービス提供）事項 

○高齢者虐待防止及び身体拘束禁止に関する制度理解及び身体拘束廃止取組の推進 

○喀痰吸引等の医療的行為の適正かつ安全な実施の徹底 

 

監査 

通報・苦情・相談等に基づく情報、介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者等、介護

保険法第１１５条の３５第４項の規定に該当する報告の拒否等の情報、実地指導で確認した指定基準違

反等がある場合などは、速やかに監査を行う。 

なお、実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合も監査を行うことがある。 

 

指導・監査後の処理 

ア 文書指摘 

実地指導においては、その結果を口頭により指摘することを原則とするが、法令基準違反の事実があり改善を

要するとみとめられる事項については、当該介護保険事業者等に対し文書指摘として書面で通知し、１か月以内

に改善報告書の提出を求める。 

イ 自主点検及び自主返還指示 

実地指導において介護給付等対象サービスの内容、介護給付費の算定又はその請求に関し不適切な事実を

確認したときは、当該介護保険事業者に対し、当該指摘事項に関し、指導前５年間に遡って自主点検を行わ

せ、その結果を報告させるものとし、介護給付費の返還の必要がある場合は自主返還の指示を行う。 

ウ 勧告 

指導・監査の結果、法令基準違反の事実が確認され、当該違反の規模、期間、内容、改善の可能性等を勘

案してアの文書指摘等以上に強い指導を行う必要があると認められる場合は、当該介護保険事業者等に対し期

限を定めて当該基準を遵守するよう勧告し、当該勧告に係る改善措置の履行状況について報告を求める。 

エ 業務改善命令 

 ウの勧告を受けた介護保険事業者等が正当な理由なく当該勧告にかかる改善措置をとらなかった場合であって、

当該勧告に係る基準違反の規模、期間、内容等を勘案し必要があると認められる場合には、当該介護保険事

業者等に対し期限を定めて勧告に係る措置をとるよう業務改善命令を行い、当該命令に係る改善措置の履行

状況について報告を求める。 

 なお、同命令を行った場合は、その旨を速やかに公示する。 



長岡京市福祉政策室・高齢介護課 

3 

 

オ 指定の取消又は効力停止 

 指導・監査の結果、指定の取消又は効力停止処分事由に該当する事案がある場合であって、当該事実の内

容、悪質性及び重大性、改善の可能性等を勘案し必要があると認められる場合には、当該介護保険事業者等

の指定を取消し又は期間を定めてその効力を停止する。 

 なお、指定の取消し又は効力停止を行った場合、その旨を速やかに公示する。 

カ 加算金 

 指導・監査の結果、介護給付費の返還が生じる場合であった、介護保険事業者等が偽りその他不正の行為に

より介護給付費の支払を受けていたことが確認されたときは、過去２年間について返還金を確定し、当該返還額

に加え、当該額に１００分の４０を乗じて得た額を支払うよう当該介護保険事業者等に指示する。 

キ 公表 

 ウの勧告を行った場合であって期限までに改善措置が履行されなかった場合は法令基準違反の程度を勘案し、

又はエ又はオの処分を行った場合は原則として、その旨を公表する。 

ク 聴聞等 

 エ及びオの処分を行うとする場合には、行政手続法（平成 5 年法律第８８号）第１３条第１項の規定によ

る聴聞又は弁明の期間付与の手続を行う。ただし、同条第２項の規定によりこれらの手続を執ることを要しない

場合を除く。 

ケ 刑事告発 

 特に悪質と認められる不正請求や虚偽報告、検査忌避等については、刑事告発を検討する。 
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２．平成３０年度報酬改定について 
 

➢複数サービス事業所の紹介 

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等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

Point! 

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、 

・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 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた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 

について十分説明を行わなければならない。 

なお、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なければならない。 

【運営基準減算】 
文書を交付して説明を行っていない場合には、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する。 

＜参考＞平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 131 

 

 

➢入院時の連携 

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診

療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又

は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

Point! 

より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者

証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい。 

 

 

➢主治医等への情報提供 

介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるとき

は、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるも

のを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

Point! 

主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画について

は、意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。（「主治の医師等」とは、要介護認定の申請の

ために主治医意見書を記載した医師に限定されない。） 

Point! 

利用者に係る情報を下記に例示する。 

・薬が大量に余っている又は複数回分の薬を一度に服用している 
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・薬の服用を拒絶している 

・使いきらないうちに新たに薬が処方されている 

・口臭や口腔内出血がある 

・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

・食事量や食事回数に変化がある 

・下痢や便秘が続いている 

・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されていない状況 

＜参考＞平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 133 

 

 

➢訪問介護回数の多いケアプランの届出 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位

置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載する

とともに、翌月の末日までに当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。 

＜参考＞平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 134 

 

 

➢特定事業所集中減算 

事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域

密着型通所介護が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれについて、最もその紹介件数の

多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて 80％を

超えた場合に減算する。 

 

Point! 

通所介護及び地域密着型通所介護（以下「通所介護等」という。）のそれぞれについて計算するのではなく、通

所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数

の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。 

<参考>平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算（通所介護・地域密着型通所介護）の取扱いについて」 

＜参考＞平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 135 

 

 

➢特定事業所加算 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医

療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している

事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とする。 

◆特定事業所加算(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)について 

 これまでの要件に以下の項目が追加されました。 

●地域包括支援センター等実施の事例検討会等への参加 ※(Ⅰ)については以前から 

●同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら
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率先して実施していかなければならない。 

※事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まる

までに次年度の計画を定めなければならない。 

※年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。 

◆特定事業所加算（Ⅳ）について＜新設＞ 

 ①(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)のいずれかを算定していること。 

②前々年度 3 月から前年度 2 月までの間に退院・退所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定に係る病院等との連携が

35 回以上。 

③前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を５回以上算定。 

Point! 

退院・退所加算については、算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数である。 

＜参考＞平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 136,137,138 

 

 

➢入院時情報連携加算 

◆入院時情報連携加算（Ⅰ） 

利用者が入院してから３日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位数

を算定する。 

◆入院時情報連携加算（Ⅱ） 

利用者が入院してから４日以上７日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所

定単位数を算定する。 

Point! 

当該加算については、利用者一人につき、１月に１回を限度として算定することとする。 

Point! 

情報の提供方法は問わない。ただし、FAX、郵送等は必ず事前・事後に病院等へ確認の連絡をするこ

と。 

Point! 

入院してから 3 日以内とは、入院前に情報提供した場合も含む。 

＜参考＞平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 139 

 

 

➢退院・退所加算 

退院・退所に際し、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画

を作成し、サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利

用開始月に加算する。入院又は入所期間中１回のみ算定可。 

①退院・退所加算（Ⅰ）イ・ロ 

病院等の職員からの情報収集を１回行っている場合に算定可能であり、うち（Ⅰ）ロについてはその方法がカンフ

ァレンスである場合に限る。 

② 退院・退所加算（Ⅱ）イ・ロ 
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病院等の職員からの情報収集を２回以上行っている場合に算定が可能。 

（Ⅱ）ロについては、病院等の職員からの情報収集を２回行っている場合であって、うち１回以上がカンファレンス

による場合に算定が可能。 

③ 退院・退所加算（Ⅲ） 

病院等の職員からの情報収集を３回以上行っている場合であって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に

算定が可能。 

Point! 

「初回加算」算定の場合は算定できない。 

Point! 

情報収集の方法は面談又はカンファレンスへの参加とし、電話やＦＡＸ、メールによることはできない。 

＜参考＞平成30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 140 

 

 

➢ターミナルケアマネジメント加算 

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に

適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前 14日以内に

２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状

況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、１

月につき所定単位数を加算する。 

Point! 

在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月

と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 

Point! 

１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所

が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づ

けた居宅サービス計画を作成した事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとする。 

Point! 

ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者が同意した時点以降は、次に掲げる事項を支援経過とし

て居宅サービス計画等に記録しなければならない。 

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者が行

った支援についての記録 

② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び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と行っ

た連絡調整に関する記録 

Point! 

利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等について

は、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができるものとする。 
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３．実地指導における指摘事項について（平成30年度・令和元年度） 

 

説明 

▷重要事項説明書兼契約書について、利用者に文書の交付と口頭により懇切丁寧に説明を行うとともに、利

用者が理解したことについて、必ず署名・押印を得ること（予め氏名を印字するのは不適切） 

▷利用者が介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を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旨を、介護

支援専門員は利用者に文書の交付と口頭により懇切丁寧に説明を行うとともに、利用者が理解したことについ

て必ず署名を得ること 

ケアマネジメント 

▷居宅サービス計画作成又は変更時に実施したアセスメントについては、支援経過に必ず記録すること 

▷居宅サービス計画について、本人のサインが確認出来ないものがあったため、文書管理を徹底すること 

▷ケアプランの短期目標更新時には、アセスメントを実施し、適切な処理をすること 

▷ケアプランの短期目標の期間は適切に設定し、一律に終点を記載することがないようにすること 

▷サービス担当者会議での検討内容について、「サービス担当者会議の要点（第４表）」に詳細に記載する

こと 

▷モニタリングが不十分である。サービス利用票を誰に渡したか等、状況が記録されていない。モニタリングを通じ

て把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、援助目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス

計画の変更の必要性等について記載すること。漠然と記載するのではなく、項目ごとに整理して記載するよう努

めること 

▷モニタリングの結果について、利用者・家族の意向満足度、目標の達成度、計画変更の有無などを詳細に記

録すること 

苦情・相談対応 

▷苦情・相談対応の記録が不明確である。利用者の意見を受け付けて、どう受け止めたのか、どう対応したか、

反省点や再発防止策の記述がない 

▷苦情・相談対応マニュアルについて、苦情受付担当者とは別に、苦情解決責任者を選任し、その役職・氏名

を明らかにすること 

研修 

▷職員研修について、運営規定に基づき年２回事例検討を行い、記録を残すこと 

記録の保管 

▷居宅介護支援の提供内容に関する記録について、「サービス提供の完結の日から５年間」保管すること 

加算 

▷特定事業所加算算定要件である「介護支援専門員に対し、計画的に研修やミーティング（年間の個別研
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修計画を作成することや研修目標の達成状況の適宜評価・改善措置を実施すること）」がなされていない。研

修の講師を全て代表者が担当し、参加者の記録がない。研修時間が短く、内容の記録も不十分である。多様

な研修やミーティングが必要である 

▷特定事業所加算の算定に際し、要件の一つである「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共

同で事例検討会・研修会等を実施すること」について、平成 30 年 9 月末までに（31 年度以降は前年度 3

月末までに）最終的な研修計画を作成すること 

▷入院時情報連携加算の算定に際し、病院又は診療所の職員に対して、ＦＡＸやメール又は郵送等で利

用者に関する情報提供を行う場合は、先方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて記録する

こと 
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４．介護報酬等にかかる留意点について 

（京都府令和２年度介護保険サービス事業者等集団指導資料より抜粋） 
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５．変更・加算等に係る届出について 
 

変更 

◭提出期限：変更日から１０日以内（１０日目が市の閉庁日にあたる場合はその次の開庁日）に提出してく

ださい。遅れる場合は、遅延理由書兼誓約書（別紙 1）を提出してください。 

◭届出が必要な項目：別紙 2 参照 

◭提出書類：①指定内容変更届出書（第２号様式） ②添付書類（別紙 2 参照） 

※指定基準の適合性について判断を要する変更事項（面積要件等を伴う事業の実施場所の変更）について

は、要件適合を確認するため、事前に協議を受け現地調査等を行うことが必要です。この場合、現地調査等

により要件適合が確認できるまでは、届出の受付が行えませんので、十分な日程的余裕をもって、事前協議を

行ってください。 

※指定内容変更届出書には、変更前、変更後の内容を具体的に記載してください。 

 

加算等 

◭提出期限：毎月 15 日まで(翌月から算定できます。当月は、算定できませんのでご注意ください。） 

◭提出書類：①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

         ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

         ③添付書類 

 

廃止・休止 

◭提出期限：廃止又は休止の日の１月前までにご提出ください。 

◭提出書類：①廃止・休止届出書（第５号様式）  

         ②利用者の他事業所への引継ぎ先等一覧 

 

再開 

新規の指定に準じて扱うこととなるため、事前に協議をお願いします。  

◭提出書類：①再開届出書（第４号様式）  

         ②新規指定申請に必要な添付書類 
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６．指定の更新について 
 事業所の指定満了日をご確認ください！！ 

◭提出期限：指定の有効期間満了日の２か月前までにご提出ください。 

※有効期間満了日までに申請がないと、指定更新は受けられません。 

※以下に該当する事業者は指定更新できません。 

ア 介護保険事業者指定の欠格要件に該当する事業者 

イ 改善勧告に従わず、公表された事業者 

ウ 改善命令及び停止処分を受けた事業者。ただし指定更新時点までに改善がなされ、その後適正な運営が図ら

れている事業者については、この限りではありません。 

エ サービス休止中の事業者。指定の更新を受けるには、指定有効期間内に、指定基準を満たしたうえで事業の再

開の手続きを行う必要があります。 

 

◭申請書類： 

①指定更新申請書（第２号様式） 

②付表 

③介護支援専門員の変更状況一覧  

④誓約書 

⑤運営規定 

⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

⑦従業者の資格証（写） 

⑧平面図（部屋ごとに床面積がわかる寸法の入ったもの） 

⑨適正なサービス提供の確認書類 

  申請日から１年以内に作成している自主点検表 

  実地指導の結果通知及び改善報告書の写し（直近のもの） 

  第三者評価を受診している場合は、結果通知書の写し又は申込書 

 

※下記の書類は前回提出時から変更がなければ省略できます。 

登記事項証明書又は条例等 

管理者の経歴  

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  

関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 
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