
〈ケアマネジメント編②〉
普段から意識しておこう！

困難事例に対する意識づけとその対応策
～家族の意見の対立から支援のあり方を考える

高校卒業後，札幌市内の重度身体障害者療護・更生施設に介護員として就職。その後，札
幌市内の医療機関で准看護師として勤務。2005年当別町にて独立型居宅介護支援事業所
あったかプランとうべつ開設。以後，当別町において2018年３月まで居宅介護支援事業所，
地域包括支援センターに介護支援専門員として勤務。2018年４月よりフリーソーシャル
ワーカーとして活動中。家族療法をベースとした事例検討会や学習会を担当している。北
海道介護支援専門員協会会員，日本介護支援専門員協会会員，対人援助学会会員。

社会福祉士／准看護師

木村晃子

何かが起こってからでは遅い！
平時のケアマネジメントの見直し・書類記録の整理

特集1

ポイント

葛藤を乗り越える経験が 
人を成長させる

　私の両親のコミュニケーションは，とても
激しいものでした。幼少の頃，私は父と母が
激しく意見を戦わせる空間にいるのがとても
苦痛でした。その光景は，夫婦喧嘩として私
の心をひどく傷つけるものでした。
　そのような経験から，私は人と人との意見
の対立が苦手でした。若い頃の私は，議論は
勝つか負けるかの勝負であり，相当なエネル
ギーを使いました。年齢と共に，その土俵に
いること自体に疲弊し，できれば意見の対立
を避けて通りたいと思うようになりました。
しかし，このコミュニケーションのあり方
は，人としての成長を妨げるものでした。
　相談援助の仕事をしていると，時として，

意見が対立する場面に立ち会うことがありま
す。援助職として日が浅い頃は，「できれば，
この場をうまくまとめたい」とも感じていま
した。ある時，そんな自分のコミュニケー
ションのあり方に疑問を持ちました。葛藤を
乗り越える経験が自分には足りなかったとい
うことに気がついたのです。

問題は発生すると考える

　人間関係で起こる「衝突」「葛藤」は，と
てもストレスになります。相談援助職が支援
をする中で，本人と家族，本人とケアスタッ
フで意向に違いがあるため，支援が難航する
という悩みを持つことがあります。
　しかし，人間関係における衝突が，関係性
の悪化にとどまるのではなく，衝突を乗り越
えて関係性が深まるように，援助職として予
防的な介入ができるのではないでしょうか。
そのためには，人と人との関係において，「問
題（課題）は発生する」という認識を持つこ
とが賢明です。なぜなら，個人や集団は，諸
問題を乗り越えることによって成熟されると
いう一面があるからです。
　そう考えると，援助者による予防的介入
は，「悪化予防（二次予防）」であると意識し

●問題は発生すると考え，その中での対
応を考える。

●課題を乗り越えるのは本人，それが人
を成長させる。

●家族のコミュニケーションパターンを
変化させる。
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ておく必要があります。問題が起こった時
に，乗り越える力を事前に育んでいけるよう
かかわることが，支援者にとっての「予防的
介入」だととらえることができます。
　一方で，支援者として問題に巻き込まれて
しまわないために意識しておくべきこともあ
ります。こちらは，「発生予防（一次予防）」
と言えるでしょう。

事例で学ぶ家族への支援

　事例を通して，予防的介入の思考プロセス
について考えていきましょう。キーワード
は，「コミュニケーションパターン」「葛藤場
面から逃げない」です。
事�例：Ａさん，94歳，女性，要介護２，長
男夫婦との３人暮らし（図１）
　Ａさんは，第３子である長男夫婦と同居を
しています。30年ほど前に夫を亡くしまし
たが，もともとは商店を自営していました。
Ａさんの長男夫婦は，後継者として結婚時か
ら同居し，３人の子どもを育てながら商店を
切り盛りしていました。
　Ａさんは，夫を亡くした30年ほど前に隠
居生活を開始し，友人などと旅行やサークル
活動を楽しんできました。しかし，近年，心
臓病を患ってからは外出もなくなり，家で
じっとしていることが多くなりました。そこ
で，心身の衰えを心配する長男の妻（Ｃさん）
が，Ａさんをデイサービスに通わせたいと考
えてケアマネジャーに相談がありました。

●初回訪問で見た家族の関係性
　初回訪問では，Ｃさんが，Ａさんの生活歴
を多弁に語っていました。40年近く義母と
同居してきたＣさんの口調は，「家族のこと
は何でも知っている」という自信に満ち溢れ
ていました。黙って話を聞いている長男（Ｂ
さん）とＡさんからは，「Ｃさんの熱弁に口

を挟む余地がない」と，あきらめにも似た表
情が潜んでいました。
　Ｃさんは，しきりに「義母の健康状態が心
配だ」と訴えました。Ａさんは，「私は大丈
夫です。自分の体の状態を見ながら動いてい
ます」と話しました。Ｂさんは，母親にも妻
にも同じような距離感を保ちたいのか，どち
らの言うことにも「うん，うん」とうなずい
て聞いていました。しかし，自分の意見を言
うことはありませんでした。
　Ａさんは，デイサービスに通うことには乗
り気でなかったのですが，Ｃさんの「体が
弱ってしまうでしょ」という言葉に押し切ら
れる形で，週１回のデイサービスに通うこと
になりました。
　初回訪問での家族の決定パターンは図２の
とおりです。
〈ケアマネジャーの思考〉
・�ＡさんやＢさんが，自分の意見を家族内で
表出できるようになればいいな。

・�Ｃさんは，自分の意見だけではなく，Ａさ
んやＢさんの気持ちへも関心を持てるよう
になればいいな。

　この２つは，すでに家族の中に見え隠れす
る関係性の葛藤について，二次予防として気
にとめておきたいポイントです。
　ケアマネジャーは，これまで３人で生活し
てきた中に自分が加わることで，家族システ

図１ 事例のジェノグラム
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ムに変化が起こることを理解しておく必要が
あります。特に，初回訪問時に自分の意見が
通ったＣさんは，「義母の健康状態への心配」
を前面に，スタッフを巻き込む可能性（支援
者との連合：支援者を自分の味方につけて，
自分の意向が叶う方向に差し向けていくこ
と）があります。支援者はそのことを意識す
ることが重要です。このリスクは，発生させ
ないこと（一次予防）が大切です。

●家族の特徴を知る
　後日，自宅を訪問した際には，ＡさんとＢ
さん夫婦とは別々に話をうかがいました。
〈Ａさんの思い〉
　Ａさんは，息子夫婦のいないところで，「私
は大丈夫なのですけれどね」と言いながら，
本当はデイサービスに通うことは望んでいな
いことを吐露しました。「嫁さんには従わな
いと，息子が可哀そうだからね」とポツリと
つぶやきました。
〈Ｂさん，Ｃさんの関係性〉
　Ｃさんは，「おばあちゃん（Ａさん）は，
昔から頑固だからいろいろ大変です。私も疲
れてしまって」と疲弊した表情を見せまし
た。Ｃさんの隣に立っていたＢさんに「いろ
いろ大変ですか？」と質問してみると，口を

開こうとするＢさんよりも先にＣさんは，
「大変なのですよ」と，Ｂさんに同意を求め
るように答えました。結局，Ｂさんの口から
現状認識を聞くことはできませんでした。

＊　＊　＊
　この日の訪問では，家族それぞれの思いが
共有されていないことが感じられました。Ｃ
さんが多弁に家族の状況を訴えることに比
べ，ＡさんもＢさんも自己表現が少ないよう
に感じました。Ｃさんが多弁になることで，
この家族のコミュニケーションが保たれてい
るのかもしれません。
〈ケアマネジャーの思考〉
・�Ｃさんの行動や発言について，ＢさんやＡ
さんはどのよう感じているのだろう。

・�Ｃさんの思いを，Ｂさんはどのように理解
しているのだろうか。

・�夫婦サブシステム※１がどのように機能し
ているのか，一度，Ａさんのいないところ
で夫婦の考えを確認してみよう。
●介護問題の中に夫婦の課題もある
　Ａさんがデイサービスを利用している日に，
Ａさんの自宅を訪問しました。Ｃさんは，堰
を切って，これまでの思いを話し出しました。
　Ｃさんは結婚後，自営業のために子育てと
家業の両立を果たし，ようやく子どもが巣立
ち，商店を閉じた今，夫婦でのんびりできる
と思っていました。ところが，義母が思いの
ほか長生きし，要介護の状態になりました。
そのため，義母を置いて夫婦で出かけること
もできない毎日を過ごしています。60歳早々
に夫を亡くした義母は，悠々自適に隠居生活
を送っていたことを思うと，Ｃさんは，自分
の置かれた状況に不平等さを覚えています。
　そして，夫婦が元気なうちに夫婦の時間を

図２ 初回訪問での家族の決定パターン
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意見はない

Ｃさん
介護相談

デイサービス
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※１　夫婦サブシステム：夫と妻の関係性やコミュニ
ケーションのあり方

続きは本誌をご覧下さい
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〈書類・記録の整理編①〉

記録の書き方に迷わない！
要点を押さえた無駄のない生活支援記録法

2004年３月日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科卒業。知的障がい者施設
の支援員，有料老人ホーム介護職員，デイサービスおよびショートステイの生活相談
員，管理者を務め，2011年３月介護支援専門員を取得。2012年９月より居宅介護支援
事業所にて勤務。2018年２月新座市で独立型居宅介護支援事業所の「てつ福祉相談
室」を開設。埼玉県介護支援専門員更新研修ファシリテーター，介護職員初任者研
修講師，ケアマネジャー向け研修，株式会社ウェルモのCPA（AIを使ったケアプラン作
成）のアドバイザー，産業ケアマネジャーを行う。生活支援記録法との出合いは2016年
５月，埼玉県立大学IPW専門職連携講座に通っている際に，開発者である嶌末准教授
から「鐵さん，これ面白いからやってみて」と渡された１枚のＡ３用紙に書かれた記事が
きっかけ。2018年１月より，現場向けの学びの機会が必要と考え独自のプログラムを考
案，各地で研修や勉強会を始める。2018年１月～2019年７月時点で全国30カ所，1,000
人以上の医療，介護，福祉，教育関係の専門職に生活支援記録法の勉強会を開催。

合同会社鐵社会福祉事務所
代表社員
てつ福祉相談室　管理者
主任介護支援専門員
社会福祉士

鐵　宏之

何かが起こってからでは遅い！
平時のケアマネジメントの見直し・書類記録の整理

特集1

ポイント

記録の現状

　「記録は大事」。ケアマネジャーは誰しもが
言われたことがあるでしょう。しかし，どの
ように大事なのか具体的に示されることは少
なく，人によって言うことが違うのではない
でしょうか。丁寧に記録を書こうとすると，
文字数は多くなります。記録にかかる時間を
減らそうとすると短文となってしまいます。
　本稿では，なぜ記録を書くのか，どのよう
に書けばよいのか，記録の役割や現状，課題，
そして生活支援記録法について解説し，記録
に関する困り事を少しでも解決することがで
きればと思います。

相談援助職における記録の役割

　相談援助職の記録について，生活支援記録
法の開発者である国際医療福祉大学小嶋教
授，埼玉県立大学嶌末准教授は，図１に示す
ような役割があると述べています。
　このことについて，日本看護協会による

「看護記録に関する指針」１）において，看護
記録の目的として同様であることが紹介され
ています。相談援助職であるケアマネジャー
における記録の目的は，これらのことである
ことを知っておいてください。

ケアマネジャーの記録の現状

　法定研修として，実務者研修，更新研修
（専門Ⅰ，専門Ⅱ），主任介護支援専門員研修，

主任介護支援専門員更新研修があります。こ
れらの研修では，記録に関する科目はありま
せん。また，地域で行われる研修でも記録を
学ぶ機会はほとんどありません。そのため，
記録は職場内で教わることや自己流であるこ
とがほとんどであり，これが記録への悩みに

●記録の役割を理解する。

●記録の整理の仕方を身に付ける。

●記録を適切に残すことで多職種連携
にもつながる。
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つながっていると言えます（図２）。

居宅介護支援における記録の
法的位置づけ

　居宅介護支援での記録の法的位置づけとし
ては老企第29号２）（表１）があります。また，
実務者研修においては，記録の位置づけについ
て「居宅サービス計画書作成の手引」３）に表２
のように記載されています。ポイントは「整理
して分かりやすく」ということです。居宅介護
支援経過記録の通知は老企第29号になります。
これを踏まえた記録にする必要があります。

よくある記録の書き方

●従来型の記録
　従来型の記録として，叙述記録と圧縮叙述
記録があります。

・叙述記録

2019年５月29日　10：00～10：15
自宅訪問
介護保険の申請希望あり訪問する。
本人と長女がおり，本人は脳梗塞の後遺
症で右半身麻痺がある。日中仕事で一人
の時間があり心配ということで介護保険
を利用してデイサービスを利用したいと
のこと。
歩行はやや不安定であるが室内は移動す
ることができている。介護保険の申請の
手続きを行う。

　叙述記録とは，時間の経過に沿って起こっ
た客観的な出来事を記述する方法です。訪問
場面で言えば，入室から退室までの間の出来

図１ 相談援助職の記録の役割

記録は何のために必要か？

利用者のため
（生活向上）

１）利用者の支援
２）利用者の権利擁護
３）利用者の情報共有

機関のため
（機能向上）

４）支援の継続性
５）関係職種・機関
　　との連携
６）運営管理

援助者のため
（専門性向上）
７）説明責任
８）教育訓練
９）調査研究

平成29年９月22日　埼玉県介護支援専門員レベルアップ研修
（埼玉県立大学嶌末准教授作成）

図２ 「記録について誰に教わったか」のアンケート結果

医療生協
さいたまにて

堺ブロック
研修にて

14 ８

27
17

９

40
８
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■法定研修（実務者，更新研修など）
■職場（上司，先輩，同僚など）
■教わったことがない（自己流）
■その他

表１ 老企第29号（一部抜粋）

厚生労働省：介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について，
老企第29号，平成11年11月12日.

第５表　居宅介護支援経過
（施設サービス計画書では６表）
•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，目標の達成度，事業者との調整内容，
居宅（施設）サービス計画書の変更の必要性等につい
て記載する。漫然と記載するのではなく，項目毎に整理
して記載するように努める。

表２ 居宅サービス計画書作成の手引（一部抜粋）

居宅サービス計画書作成の手引編集委員会：
［六訂］居宅サービス計画書作成の手引，長寿社会開発センター，2018.

　居宅介護支援経過は，介護支援専門員が専門職と
して残す記録です。この第５表は，介護支援専門員
として利用者・家族，各種サービス担当者，関係機
関との専門的な関わりを通じて把握したこと，判断
したこと，調整は難航し持ち越したことなどを整理
してわかりやすく記載しましょう。単に支援が継続
していることの確認だけでなく，常に走行的な援助
の方針，ニーズ，目標，サービス内容など居宅サー
ビス計画の進行状況と目標達成度，居宅サービス計
画の見直しの必要性が生じているか確認する視点が
大切です。
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事を思い出しながら記録をすることが特長で
あり，ケアマネジャーを含め多くの職種が自
然と使用している方法と言えます。

・圧縮叙述記録

2019年５月29日　10：00～10：15
自宅訪問
介護保険の申請希望あり。脳梗塞後遺症
で右半身麻痺。日中独居により介護サー
ビスを利用希望。歩行不安定。介護保険
申請代行実施。

　訪問や連絡調整，そのほかの業務に追わ
れ，時間がないため最低限の記録をする方法
とも言えます。

●叙述記録と圧縮叙述記録の問題点
　記録の役割と実践での活用を考えると，叙
述記録には次の問題があります。

①情報がまとまらない
　援助場面では，利用者や家族は項目ごとに
整理した話をしてくれません。さまざまな話
題や心配事などをケアマネジャーに話しま
す。時間の流れに沿って記録しようとする
と，まとまりのない内容になったり，思い出
すのに時間がかかったりします。

②援助内容が分かりにくい
　客観的な出来事を中心に記載されるため，
何を行ったのかが記録に反映されない傾向が
あります。

③援助の意図が読み取れない
　②に関連しますが，根拠が記載されない傾
向があります。援助の意図や，記録に残した
意味はなぜなのか，ということが読み取れま
せん。
　このように叙述記録はまとまりのないダラ
ダラ書きになる傾向があり，圧縮叙述記録は
記録というよりもメモでしかありません。

●叙述記録の悪影響
①情報共有への影響
　多くの事業所は，複数人のケアマネジャー
が配置されています。利用者と事業所は契約
により援助が提供されるため，本来すべての
ケアマネジャーにより同じ援助が行われる必
要があります。特に，管理者はすべてのケア
マネジャーの援助内容を把握し，指導するこ
とが求められます。担当者の不在時にダラダ
ラ書きやメモのような記録では適切な対応が
できません。

②継続した支援への影響
　担当者が退職，異動などにより変更となる
場合があります。要支援⇔要介護の場合，何
らかの理由により事業所の変更もあります。
引き継ぎの際，アセスメント情報や居宅サー
ビス計画書（１，２表），週間サービス計画表，
口頭で情報提供されることが多いと思いま
す。しかし，それらからは支援過程を読み取
ることができません。居宅支援経過（５表）
が提供されたとしても，ダラダラ書きやメモ
では実践や根拠が読み取れず，継続した支援
への影響が生じる恐れがあります。

構造化記録とは

　構造化記録とは，叙述記録に対して看護記
録（医療記録）が項目ごとに整理された記録
法です。これは，医師や看護師などが項目に
沿って記録するという共通ルールがあること
が特長であり，医学部や看護学校においてこ
の記録法を学びます。

●問題指向型記録（POS）（表３）
　1968年 に ウ ィ ー ド（Weed, L. ） が 開 発
した記録法であり，日本では故日野原重明医
師が1973年に日本に輸入，普及していった
ものです。

続きは本誌をご覧下さい
23達人ケアマネ  vol.14  no.1



「介護保険施設等に対する 
実地指導の標準化・効率化等の 
運用指針について」が出された意味
　2019年５月30日に，厚生労働省老健局総務課

介護保険指導室より「介護保険施設等に対する実

地指導の標準化・効率化等の運用指針について」

（以下，指針）が出されました（資料）。これは，

2018年度の厚生労働省老人保健健康増進等事業

における「実地指導の効率性の向上に資する手法

等に関する調査研究」「実地指導における文書削

減に関する調査研究」等において，自治体，事業

所の双方が個別の指摘事項の改善等を通じ，事業

所運営の改善につながっていること，指導の標準

化を図ることによって自治体および事業者双方の

事務負担の軽減が図られ，より効率的な実地指導

が可能となることが報告されており，全国の自治

体ごとに指導の内容や確認項目・確認文書にさま

ざまな差異が生じていると共に，一部の自治体に

おいては実地指導の実施が低調な状況が見受けら

れる中で，より多くの事業所に対して実地指導を

行うことが介護保険制度における介護サービスの

質の確保，利用者保護等に資すると考えられるこ

とから，指導の標準化・効率化および指導時の文

書削減を図り，実地指導の実施率を高める観点よ

り改めて定められました。

　指針の内容として，かつては「主眼事項・着眼

点」の項目に基づいて実地指導が行われたことも

ありましたが，平成17年の介護保険法（以下，法）

改正により指導監督事務が明確化されたこと等を

踏まえて，廃止されました。

　しかしながらその後も，「主眼事項・着眼点」

の項目に準じて実地指導が行われていることが見

受けられました。この「主眼事項・着眼点」の項

目では，居宅介護支援については約100項目あり

ましたが，今回の運用指針では約25項目になっ

ています。つまり，一部の項目や文書を確認しな

いこととなりますが，これは，実地指導の効率性

を向上させ，より多くの実地指導を行うことが重

要と考えられることから削減されています。

　実地指導は，各事業所における利用者の生活実

態，サービスの提供状況，報酬基準の適合状況等

を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど，

よりよいケアの実現および保険給付の適正化を図

るために有効であり，これまで事業所の介護保険

指定の有効期間内（６年間）に最低でも１回以上

は実地指導を行うよう，厚生労働省として助言し

ているところです。しかし，事業所が年々増加傾

向にある中，それができていない現状が保険者に

よっては見られました。実際に，2017年度にお

ける実地指導の年間実施率（都道府県，指定都市，

中核市）は全サービス平均17.2％と決して高い

特別企画

ケアマネジャーとして確実に押さえておきたい
実地指導の変更点【前編】

社会福祉法人において，特別養護老人ホームやデイサービスセンターで介護職・相談員を務めた後，居宅介護支援事業に従事。その
後，法人本部長として法人経営を行いながら居宅介護支援事業管理者，地域包括支援センター長として業務に従事した経験を持つ。
また，保険者において，基幹型地域包括支援センター所長としての業務経験を持ち，現場だけでなく，保険者としての業務経験を活
かし実務・研修などを行う。現在は，沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課統括アドバイザーとして，保険者支援・指導も行う。

ツツイグループ　医療法人徳寿会
顧問兼コンプライアンス室　室長

一般社団法人神奈川県介護支援専門員協会　副理事長
沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課　統括アドバイザー　松川竜也
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数字ではなく，全国平均値を大きく下回る保険者

もあるのが現状です。今後も高齢者が増加する中

で，さらに事業所が増えることも予測される中，

限られた担当職員で指定の有効期限内に事業所に

実地指導を行うためには，実地指導と集団指導を

併せて効果的に実施するなど一層の効率化を図る

だけでなく，標準的な確認項目を用いて１事業所

当たりの時間をできるだけ短くすることで，なる

べく多くの事業所に対して実地指導を行えるよう

にすることなどが期待されます。

　また，全国の保険者ごとに実地指導の際の指導

の内容が異なる，いわゆる保険者ごとの “ローカ

ルルール” が見られたり，実地指導における確認

項目・確認文書にさまざまな差異が生じたりして

いることなどからも，実地指導で確認する項目を

標準化することでこのような保険者による差が起

こらないようになることが期待されます。

　介護保険事業所における介護報酬の請求権は２

年間ですが，報酬返還等の場合は５年間となりま

す。年々増えていく介護保険事業所に対してなか

なか実地指導ができず，場合によっては実地指導

に５年以上入ることができずに，報酬返還等の時

効となる５年以上が経過してしまうことがありま

す。そのことにより，請求で適正な請求ではない

事項が見られた場合，過去に遡って適正な請求と

なるよう返還を求めますが，５年以上前の請求に

関して返還がされない場合が起こってしまいま

す。介護保険は，国，県，市町村，被保険者の保

資料　今回出された指針の概要

厚生労働省資料

自治体間の確認項目や実施状況に差異介護サービス事業所の増加
背景

利用者保護サービスの質の確保
効果

標準化・効率化が必要

より多くの事業所を指導

運用指針の内容

•原則として「標準確認項目」以外の項目の確認は行わず，
「標準確認文書」以外の文書は求めない。

•標準確認項目を踏まえて実地指導を行うことで，一の事業
所あたりの所要時間の短縮を図る。

•事業所の指定有効期間内（６年間）に１回実施することを
基本とし，過去の実地指導等において問題がないと認めら
れる事業所は集団指導のみとすることも可能とする。

•同一所在地や近隣の事業所に対しては，できるだけ同日又
は連続した日程で実施することとする。

•老人福祉法等に基づく指導・監査等との合同実施について
は，同日又は連続した日程での実施を一層推進する。

•実施通知は原則として実施の１カ月前までに通知するとと
もに，当日の概ねの流れもあらかじめ示すものとする。

•利用者の記録等の確認は原則３名（居宅介護支援事業所に
ついては，原則，介護支援専門員１人あたり１～２名）ま
でとする。

•確認する文書は原則として実地指導の前年度から直近の実
績までの書類とする。

•事前又は当日の提出文書は１部とし，自治体が既に保有し
ている文書の再提出は不要とする。

•「標準確認項目」「標準
確認文書」の設定

•実地指導の所要時間の
短縮

•実地指導の頻度

•同一所在地等の実地指
導の同時実施

•関連する法律に基づく
指導・監査の同時実施

•運用の標準化

•実地指導における文書
の効率的活用

その他の留意事項
•担当者の主観に
基づく指導は行
わない。
•高圧的でない言
動による事業者
との共通認識に
基づく適切な助
言の実施。
•事業所管理者以
外の同席は可能
（実情に詳しい
従業者等）。

など
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険料等が財源となっていますが，５年を過ぎたこ

とにより，利用者や行政が払い過ぎた保険料等を

返還してもらえなくなるため，保険者はこのよう

なことが起こらないようにするためにも，少なく

ても介護保険事業所指定の６年間で１回は実地指

導に入れるよう，今回運用指針に基づく標準項目

や確認文書が示されたわけです。

　したがって，今後は今までよりもより高い年間

実績数で実地指導が行われると共に，短い期間で

実地指導が行われる頻度が上がることが予測され

ます。すでに，2019年度は今までにない件数の

実地指導が行われており，さらに以前とは違い，

前回の実地指導から短い期間での実地指導が行わ

れている保険者もあります。「ここ数年の間に実

地指導があったから，しばらくは来ない」などと

いう勝手な判断はせず，常に法令に基づいた運営

を行うようにしましょう。

具体的な指針の内容
　指針において，具体的に示された内容は次のと

おりです。順を追って説明していきます。

■実地指導の標準確認項目等
　実地指導は，「標準確認項目」および「標準確

認文書」に基づき実施するものであり，介護サー

ビスの質の確保，利用者保護等の観点から重要と

考えられる標準的な確認項目および確認文書につ

いて定めたものです。

　「標準確認項目」以外の項目は，特段の事情がな

い限り行わないものとし，「標準確認文書」以外の

文書は原則求めないものとしています。また，実

地指導を進める中で不正が見込まれる等，詳細な

確認が必要と判断する場合は監査に切り替え，「標

準確認項目」および「標準確認文書」に限定せず，

必要な文書を徴し確認するものとしています。

　実地指導とは，自治体の担当者が介護事業所を

直接訪問し，書類の確認やヒアリングを基に，事

業者や事業所の運営および報酬請求について確認

することによって，制度の適正化とよりよいケア

の実現を図るものであり，介護保険法第23条に

基づいて行われます。

　「指導」と「監査」は一見似ているように思わ

れますが，本質が異なります。実地指導は制度管

理の適正化とよりよいケアの実現を図ることであ

るのに対し，監査は不正請求や指定基準違反に対

する機動的な実施であり，実地指導とは区別され

ます（図）。

■実地指導の所要時間の短縮
　実地指導の所要時間については，「標準確認項

目」を踏まえることで，一事業所当たりの所要時

間をできる限り短縮すると共に，１日で複数の事

業所の実地指導を行うなど事業所と保険者双方の

負担を軽減し，実地指導の頻度向上を図ることと

しています。

　半日程度の実地指導で，午前，午後と行われる

ことなどが想定され，また同一敷地や近隣に複数

介護保険事業等がある場合は，複数の事業の実地

指導を同一日の午前，午後で行うこと等が想定さ

れます。

■実地指導の頻度
　実地指導の頻度については，事業所の指定有効

期間に最低でも１回以上は実施することを基本と

しつつ，本指針に基づく実地指導の標準化および

効率化等を図ってもなお十分な実施頻度の確保が

困難な場合には，過去の実地指導等において，事

業運営に特に問題がないと認められる事業所の頻

度を緩和し，集団指導のみとすることなども検討

することとしています。

　つまり，保険者としては，事業所における指定

図　「指導」と「監査」の違い

監査

指導

不正請求や指定基準違反に対する
機動的な実施

制度管理の適正化とよりよいケアの実現
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