資料２
実地指導等の指摘事項等について
各サービス別に、過去の実地指導、指定申請等において、文書又は口頭指導等を行った内容について具体的に
例示します。今後の事業所運営において、参考としてください。
【語句説明】
施設サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
施設系サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護
通所サービス：通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護
短期入所サービス：短期入所生活介護、短期入所療養介護

(１) 人員基準
サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

利用者がおらず当面従業員を配置する予
事業開始後、利用者がいないた
訪問介護

定がないならば、早急に休止手続などの

訪問介護員等 め、訪問介護員等の常勤換算２． 対応を行うこと。
の員数

５人以上の要件が満たされてい

なお、指定時に配置する予定のない従業

なかった。

員を配置するかのように虚偽の申請を行
った場合には、処分の対象となる。

常勤の訪問介護員がおらず、常勤 常勤の訪問介護員のうち、利用者の数が
のサービス提供責任者を配置し

４０又はその端数を増すごとに１人以上

ていなかった。

の者をサービス提供責任者とすること。

利用者が３名しかおらず、非常勤
看護師等の実勤務時間が４週で
訪問看護

看護師等の員 ２０時間と少ないため、空いた時
数

間に他の事業所の手伝い（他の事
業所の人員配置には含まず。）を
行っていた。

利用者の多寡にかかわらず、常勤換算で
２.５人以上の配置を確保すること。
なお、指定時に配置する予定のない従業
員を配置するかのように虚偽の申請を行
った場合には、処分の対象となる。
指定通所介護の提供日ごとに、当該指定

従業者の員数 サービス提供時間帯において、生
通所介護

（生活相談

活相談員が配置されていなかっ

員）

た。

通所介護を提供している時間帯に生活相
談員が勤務している時間数の合計数を、
当該指定通所介護を提供している時間帯
の合計数で除して得た数が１以上となる
よう生活相談員を確保すること。

従業者の員数
通所介護

（機能訓練指
導員）

機能訓練指導員が配置されてい
なかった。
（看護職員は配置あり）

看護職員が機能訓練指導員としての業務
を行う場合には、それぞれの業務に従事
する時間を分けて管理すること。

勤務形態一覧表において、同一人 介護支援専門員は、同時並行的に介護従
小規模多機能

従業者の員数 物が同一時間に介護支援専門員

業者を兼ねることはできないため、それ

型居宅介護

等

と介護従業者の職務に従事して

ぞれの職務に従事する時間を分けて管理

いた。

すること。

Ａ老健の薬剤師が、Ｂ老健の医師
介護老人保健

従業者の員数 の指示によりＢ老健の調剤所で

施設

（薬剤師）

調剤を行い、Ａ老健の利用者に処
方していた。
1

Ａ老健の利用者へ処方される薬剤は、Ａ
老健の医師の指示に基づき、Ａ老健の薬
剤師がＡ老健で調剤等を行うこと。

サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項
介護支援専門員１人当たりの担

居宅介護支援

指

導

事

項

介護支援専門員１人当たりの担当利用者

従業者の員数 当利用者数が、継続して３５人を の数が３５人を超える場合には、増員す
超えていた。

ることが望ましい。

(2) 設備基準
サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

機能訓練室について、１平方メー
介護老人保健

厚生労働省令 トルに入所定員数を乗じて得た

設備基準を満たすよう機能訓練室を確保

施設

で定める施設 面積以上の面積を有していなか

すること。

った。
申請図面はレクレーションルー
ムだが、実際は事務室として利用
しているなど設備等の利用方法

現状に沿って変更の手続きを行うこと。

を届出せず変更していた。
(3) 運営基準
サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

サービス共通

事業所の見やすい場所に、運営規程の概
全て

掲示

重要事項等の掲示が行われてい

要、従業者の勤務の体制その他の利用申

なかった。

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。

裏紙として他の利用者の個人情
秘密保持

報が記載された紙を使用してい
た。

苦情処理

苦情対応者と苦情対応責任者は別の人物

同一人物であった。

に設定することが望ましい。

また、苦情処理の概要について、 また、概要は事業所の見えやすい位置に

利用者が医療機関で治療を受け
事故発生時の た場合やノロウイルス等感染症
が発生した場合に、本市へ報告し
ていなかった。

等を作成していなかった。

系サービ
スを除く）

掲示すること。
介護サービスの提供中に死亡した場合、
医療機関を受診した場合、ノロウイルス
等の感染症が発生した場合、損害賠償を
行うこととなった場合等は、所定の様式
で本市に報告すること。

苦情対応記録の事例がなく、様式

全て（施設

め、使用しないこと。

苦情対応者と苦情対応責任者が

掲示されていなかった。

対応

個人情報の取り扱い上望ましくないた

記録の様式は作成しておくこと。

居宅サービス 居宅サービス事業所において入
計画に沿った 手する居宅サービス計画につい

利用者の同意を得た居宅サービス計画を

サービスの提 て、利用者の同意前の写しを保管 入手しておくこと。
供

していた。
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サ ー ビ ス 種 類
全て（施設
系サービ
スを除く）

項

目

利用料等の受
領

確認された事項
区分支給限度基準額を超過した

指

導

事

項

利用者間の公平の観点から、指定居宅サ

自費部分について、利用者から徴 ービスに係る費用の額との間に不合理な
収していなかった。

差額を設けないこと。

個別サービス計画への同意がな
全て（訪問 個別サービス い事例、同意日がサービス開始日 サービス開始までに、個別サービス計画
入浴介護

計画の作成

より後になっている事例があっ

及び施設

た。

系サービ

居宅サービス計画が更新された

スを除く）

場合、個別サービス計画が再作成
されていなかった。

施設系サ

サービスの提

ービス

供の記録

利用者の入所（入院）に際し、介
護保険証への入所（入院）日、施
設名の記載漏れがあった。
施設サービス計画等を作成して

への同意を得ること。

居宅サービス計画が更新された際には、
個別サービス計画も変更すること。
利用者の入所（入院）時に、介護保険証
へ記載すること。
入所時には暫定プランを作成し、同意を

施設サービス いない事例や、施設サービス計画 得ておくこと。サービス提供開始後に変
計画等の作成 等への同意がない又は同意が遅

施設サー

利用料等の受

ビス

領

更の必要がある場合には、修正等を行う

れていた事例があった。

こと。

入所者がＡＥＤパッドを使用し

ＡＥＤパッドは共用品であり、利用者に

た場合、利用料として６，０００ 選択の余地がないため、利用料は徴収で
円徴収していた。

きない。

おむつ等を利用している入所者
の排せつ処理の際に介護職員が
使用する使い捨て手袋を入所者
負担としていた。

入所者のおむつ交換等、入所者の処遇上
必要な物品について、その費用を入所者
から徴収しないこと。

利用者から、タオル、石鹸、シャ 利用者の個別の選択ではなく、共用品と
ンプー代等として一律に１００

して提供している日常生活品にかかる費

円徴収していた。

用は徴収しないこと。

また、教養娯楽費について、利用 また、教養娯楽費は、実際にレクレーシ
者全員から一律に徴収し、イベン ョン等に参加した利用者に対して実費を
ト等の費用に充てていた。
内容及び手続 重要事項説明書への同意が、サー
訪問介護

の説明及び同 ビス利用開始日よりも遅れてい
意
訪問介護計画
の作成

た。
訪問介護計画の実施状況の把握

徴収すること。
サービス利用開始までに同意を得るこ
と。
サービス提供責任者は、訪問介護計画の

（モニタリング）が行われていな 実施状況の把握を行い、必要に応じて当
かった。

該訪問介護計画の変更を行うこと。
利用者の急な状態の変化等により訪問介

訪問介護計画にないサービス提

護計画に位置付けていないサービスを提

供が行われたが、その理由が明確 供した場合は、その理由及び介護支援専
になっていなかった。

門員との調整内容等を記録として残すこ
と。

3

サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時
訪問介護

勤務体制の確 月ごとの勤務表を作成していな

間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管

保等

理者との兼務関係、サービス提供責任者

かった。

である旨等を明確にすること。
非常勤の訪問介護員が、サービス
付き高齢者向け住宅の従業員と
して勤務している場合、それぞれ
の勤務時間が明確になっていな
かった。

訪問介護員としての勤務時間とサービス
付き高齢者向け住宅の従業員としての勤
務時間を明確に区別してサービス提供す
ること。
訪問介護員等が感染源となることを予防

訪問介護員が衛生管理上必要と
衛生管理等

し、訪問介護員等を感染の危険から守る

する使い捨て手袋について、利用 ため、使い捨ての手袋等感染を予防する
者から費用を徴収していた。

ための備品等については、事業所の負担
で備えること。

実際に提供したリハビリテーシ
訪問看護

サービスの提 ョンのサービス時間は１時間以
供の記録

実際に提供した具体的なサービスの内容

上であるが、一律５０分として記 等を記録すること。
載していた。
医療機関を変更した際に、変更前

主治の医師と と変更後の主治医指示書の指示
の関係

主治医の指示がない場合は、算定できな

期間に空白があり、その空白期間 い。
中にサービスを提供していた。

訪問看護計画
書及び訪問看
護報告書の作
成

指示を行った医師に対して訪問
看護計画書及び訪問看護報告書
を送付していなかった。

訪問看護計画書及び訪問看護報告書は必
ず主治医へ送付すること。
理美容や緊急の受診などに要した時間

通所介護

サービスの提 理美容や緊急の受診などに要し
供の記録

は、サービス提供時間から除外しなけれ

た時間が記録されていなかった。 ばならないため、その時間を記録に残す
こと。
サービス提供時間の記録につい
て、利用者全員の来所時間を８： 実際のサービス提供時間を記録するこ
５０、退所時間を１６：０５と一 と。
律機械的に記録していた。
個別機能訓練計画で下半身の機
能訓練が位置付けられている利
用者に対し、指の機能訓練を追加 サービスの提供の記録は、提供した機能
で実施した場合の記録について、 訓練等の具体的なサービス内容を記録す
毎回実施する下半身の機能訓練
は記録を省略し、指先の機能訓練
のみ記録していた。
4

ること。

サ ー ビ ス 種 類
通所介護

項

目

確認された事項

指

導

事

項

利用料等の受 おむつ代を、口頭で同意を得て徴 重要事項説明書等に記載するなど、文書
領

収していた。

等で事前に利用者等の同意を得ること。
デイサービスは事業所内でのサービスを

指定通所介護
の具体的取扱
方針

想定しており、例外として、通所介護計
外出サービス年間計画で野球観

画に位置付け、そこでの外出サービスが

戦や買い物を位置付けていた。

機能訓練等において必要である場合に認
められる。通所介護計画に位置付けるだ
けで実施できるものではない。

生活相談員、介護職員が急遽休ん
勤務体制等の だ場合において、特別養護老人ホ
確保

ームの生活相談員、看護職員を従
事させていた。

当該職員を通所介護事業所に兼務させる
際には、予め法人内において兼務に関す
る必要な手続を行っておくこと。なお、
人員基準を満たさない場合、減算の可能
性もある。

非常災害時の 利用者が不穏になるため避難訓

実施方法を検討するなど、定期的な避難

体制

訓練を含め、災害対策に努めること。

練が実施されていない。
業務日誌において、利用者の来所

通所リハビリ

サービスの提 時間・退所時間が空欄になってお

テーション

供の記録

り、遅刻・早退があった時のみ時
間を記入していた。

サービス提供時間の根拠となる記録であ
るため、利用者それぞれの来所・退所時
間を記入すること。

デイケアの記録とリハビリテー
ションの記録の担当者が異なり

それぞれの担当者間の連携はもとより、

両者の連携がとれていなかった

管理者等において両者の連携の調整を行

ため、それぞれで記録された時間 うこと。
が異なっていた。
通所リハビリ 通所リハビリテーション計画を
テーション計 作成した際に、当該計画を希望す
画の作成

る利用者にのみ交付していた。

通所リハビリテーション計画は、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、全ての利用者に交付す
ること。

介護老人保健施設と通所リハビ
リテーションの２事業所を兼務

勤務形態一覧表には、介護サービスに係

勤務体制の確 する作業療法士について、それぞ る全ての従業者を記載すること。２事業
保等

れの勤務時間を分けていなかっ

所で勤務している場合は、それぞれの事

たため、勤務形態一覧表に記載し 業所での勤務時間を記載すること。
ていなかった。
短期入所生活
介護

短期入所生活 短期入所生活介護計画について、 概ね４日以上連続して入所する利用者に
介護計画の作 利用者の要介護認定の期間毎に

ついては、その都度、短期入所生活介護

成

計画書を作成すること。

作成していた。
ユニットケアリーダー研修を受

勤務体制の確 講した職員がユニットケアリー
保等

ダーとして配置されていなかっ
た。
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ユニットケアリーダー研修を受講した職
員を２人以上配置すること。（２ユニッ
ト以下の場合は１人以上配置すること。）

サ ー ビ ス 種 類
短期入所療養
介護

項

目

確認された事項

短期入所療養 ４日以上連続して入所している

指

導

事

項

４日以上連続して入所することが予定さ

介護計画の作 にもかかわらず、短期入所療養介 れる入所者については、短期入所療養介
成

護計画を作成していなかった。

護計画を作成すること。

車椅子が利用者の処遇上必要で
特定施設入居

利用料等の受

者生活介護

領

あり、プランに位置付けられてい
るにもかかわらず利用者が直接、
福祉用具貸与事業所から取り寄

利用者のケア上必要な物品は、原則サー
ビス事業者で負担すること。

せていた。
小規模多機能

居宅サービス

型居宅介護

計画の作成

小規模多機能
型居宅介護計
画の作成

要介護認定区分の更新時や居宅

居宅サービス計画変更時、更新時等には

サービス計画変更時にアセスメ

アセスメントにより変更内容の検討を行

ントを実施していなかった。

うこと。

モニタリングの記録が残されて

毎月、利用者の居宅を訪問し、モニタリ

いなかった。

ングを記録すること。
介護支援専門員は、他の従業者と協議の

小規模多機能型居宅介護計画を

上、援助の目標、具体的なサービスの内

作成していなかった。

容等を記載した小規模多機能型居宅介護
計画を作成すること。

小規模多機能型居宅介護計画の

通所介護計画等の様式を活用することは

作成に当たり、通所介護計画や訪 可能であるが、小規模多機能型居宅介護
問介護計画により代用していた。 計画であることは明記しておくこと。
利用者の居宅でモニタリングを
実施した記録はあったが、モニタ モニタリングの結果についても記録を残
リングの結果が記載されていな

すこと。

かった。
入居時に認知状態の確認に用い
認知症対応型
共同生活介護

入退去

た主治医診断書が汚損したため、
新規に診断書を取得し、古いもの
は廃棄していた。

なっていた。

領

認知症対応型
共同生活介護
計画の作成

保管しておく必要はないが、入居時に認
知症であることを、いつ、誰に確認した
かをフェイスシート等に分かりやすく記
録しておくこと。

認知症の診断日が、入居日以降と

利用料等の受

入居時に用いた診断書の原本そのものを

おむつ交換時に使い捨ての防水
シートを使用しており、その費用
を利用者から徴収していた。

入居日までに認知症の確認を行うこと。
利用者の処遇上必要な物品は、原則サー
ビス事業者で負担すること。

要介護１の利用者及び要介護５
の利用者の認知症対応型共同生

個々の利用者の状態に応じて適切に作成

活介護計画が全く同じものであ

すること。

った。
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サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

ユニットケアとは「居宅に近い居住環境
介護職員の勤務体制がユニット
認知症対応型

勤務体制の確 毎に固定されておらず、複数のユ

共同生活介護

保等

ニットを日替わりで勤務してい
る。

の下で、居宅における生活に近い日常の
生活の中でケアを行うこと、すなわち、
生活単位と介護単位を一致させたケア」
と定義されており、これらユニット単位
のケアを行うためにも、介護職員等はユ
ニット毎に固定することが望ましい。

介護老人保健
施設

消防計画を作成し、年２回以上の
非常災害対策 避難訓練を実施しているが、昼間
を想定した訓練のみ行っていた。

昼間を想定した訓練だけでなく、夜間を
想定した訓練を行うよう努めること。
感染対策委員会を設置し、入所者の状況

介護療養型医
療施設

衛生管理等

感染対策委員会が定期的に開催
されていなかった。

など施設の状況に応じ、おおむね３月に
１回以上、定期的に開催すること。また、
感染対策を専任で担当する者を決めてお
くこと。

勤務体制等の
整備

多忙のため、従業員に対する内部 計画的に研修を実施し、従業員の能力向
研修を行っておらず、外部研修に 上等を図るとともに、その内容を記録す
も参加もさせていなかった。

ること。
介護保険は、サービス提供の対価として
介護報酬が支払われるものであり、運営

内容及び手続 サービス提供の契約について、利 基準においても患者のサービスの選択に
きの説明及び 用者からの誓約書で代用してい

資すると認められる重要事項を記した文

同意

書を交付して説明し、同意を得なければ

た。

ならないとあることから、契約書を締結
することが望ましい。
ナースステーションに備え付け
ている利用者の記録について、利
秘密保持

用者やその家族等がナースステ
ーションの外から手に取れる保

個人情報の適切な管理方法を検討するこ
と。

管状況となっていた。
要介護更新の認定時、要介護状態 更新時、区分変更時、サービス種類の増
居宅介護支援

指定居宅介護 区分の変更時にアセスメントを

減等居宅サービス計画に変更がある場合

支援の具体的 実施していなかった。

は、必ずアセスメントを実施すること。

取扱方針（ア 緊急で短期入所生活介護を利用

緊急的なサービス利用でやむを得ない場

セスメント） しているが、一連の業務における 合であっても、一連の業務は事後的に可
アセスメントが行われていない。 及的速やかに実施すること。
指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針（軽
微な変更）

福祉用具事業所の変更（軽微な変 ２表を見え消し等で修正したものを保管
更）について、変更の修正が行わ し、利用者及び事業者等へ配布したこと
れていなかった。

が確認できるようにしておくこと。
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サ ー ビ ス 種 類

項

目

指定居宅介護
支援の具体的
居宅介護支援

取扱方針（サ
ービス担当者
会議）

確認された事項

指

導

事

項

プランに位置づけられている事 やむを得ない理由でサービス担当者会議
業所のサービス担当者会議への に参加できない者については、照会等に
参加がなく、照会も行われていな より専門的見地からの意見を求めるこ
かった。

と。【運営基準減算】

区分変更申請日に属する月内に

利用者の要介護状態区分の変更の同月内

サービス担当者会議を開催せず、 にサービス担当者会議を開催すること。
２月後に開催していた。

【運営基準減算】

サービス担当者会議に、サービス
を終了することになった福祉用

終了したサービスについても、担当者は

具の担当者が出席していなかっ

出席することが望ましい。

た。
全て文書照会(FAX)で確認をして
いた。

サービス担当者会議は「やむをえない理
由」がない限り、会議を開催して意見を
求めること。

短期入所生活介護の事業所名を
特定しない居宅サービス計画を
作成した場合、実際に利用開始し 改めて短期入所生活介護の担当者を交え
た際に、当該事業所を交えたサー サービス担当者会議を行うこと。
ビス担当者会議が開催されてい
なかった。
指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針（居

サービス利用票について、同意を サービス提供の前月までにはサービス利
得ていない又は対象月の翌月に

用票を作成し、利用者の同意を得ること。

作成し同意を得ていた。

【運営基準減算】

宅サービス計 要介護状態区分の変更の際、居宅
画の説明、同 サービス計画の説明、同意及び交
意、交付）

付を行っていなかった。

に、居宅サービス計画について利用者又
はその家族に説明し、利用者の同意を得
て、交付すること。【運営基準減算】
特段の事情のない限り、少なくとも１月

指定居宅介護
支援の具体的 モニタリングの記録及び訪問の
取扱方針（モ 記録が残されていなかった。
ニタリング）

に１回は利用者の居宅で面接を行い、か
つ、少なくとも１月に１回はモニタリン
グの結果を記録すること。
【運営基準減算】

一時的な短期入所生活介護の利
用であり、帰宅していた日がある
にもかかわらず、モニタリングを
短期入所生活介護施設で行って
いた。

居宅介護支援

利用者の要介護状態区分の変更の同月内

月を通じて短期入所生活介護を利用する
など、特段の事情のない限り、少なくと
も１月に１回は利用者の居宅で面接する
こと。【運営基準減算】

指定居宅介護 事前に月末に入院することが分

原則、自宅訪問すること。なお、急遽決

支援の具体的 かっていたが、自宅訪問できず

まった入院等で、入院前に自宅訪問が困

取扱方針（モ に、電話連絡にてモニタリングを 難であった場合等、特段の事情がある場
8

サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

ニタリング） 行っていた。

指

導

事

項

合には、その旨を支援経過やモニタリン
グシートに記録し残すこと。
【運営基準減算】

指定居宅介護
支援の具体的
取扱方針（計
画の変更）

介護予防支援

指定介護予防
支援の具体的
取扱方針（サ

サービスが終了又は中断したが、
介護支援専門員は必要性がある
と判断し、数ヶ月以上居宅サービ
ス計画に記載したままにしてい
た。
サービス担当者会議に欠席して
いる事業者に対して照会等を行
っていなかった。

居宅サービス計画から、サービスを削除
するためにサービス担当者会議の開催等
一連の業務を行うこと。
やむを得ない理由でサービス担当者会議
に参加できない者については、照会等に
より専門的見地からの意見を求めるこ
と。

ービス担当者 要介護認定の更新時にサービス
会議）

当面サービス提供の予定がない場合は、

要介護認定の更新、要介護状態区分の変

担当者会議及び計画への同意が、 更の認定時等においては、同月中に同意
その翌月に行われていた。

を得ておくこと。
サービスの提供を開始する月の翌月から

指定介護予防
支援の具体的
取扱方針（モ
ニタリング）

利用者の居宅を３月に１回、訪問
していなかった。また、モニタリ
ングの結果が確認できなかった。

起算して３月に１回及び評価期間が終了
する月並びに利用者の状況に著しい変化
があったときには利用者の居宅を訪問
し、少なくとも１月に１回はモニタリン
グの結果を記録すること。

指定介護予防
支援の具体的
取扱方針（目
標達成状況の
評価）

期間終了後にプラン継続となるのは、入
介護予防サービス計画に位置づ

院等によりそのプランに基づいたサービ

けた期間が終了する際の評価に

スを提供できておらず、同一のプランを

ついて、同一のプランを継続する 継続する場合等限定的であるので、それ
際に、「プラン継続」としていた。以外の場合には、プランの見直し等を検
討すること。
介護予防サービス計画に位置づ
けた期間が終了する際の評価に
ついて、プランの内容を変更する
際に、「プラン終了」としていた。

プラン終了となるのは、自立や要介護状
態になった場合であり、適切な項目にチ
ェックをすること。

(４) 報酬基準
サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

サービス共通

当該事業所と同一建物に宿泊し、
通所サー
ビス

同一建物減算

翌日サービスを利用し自宅に帰

同一建物に宿泊したものが通所介護へ通

った場合に同一建物に係る減算

い、自宅に帰る場合は減算すること。

をしていなかった。
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サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

サービス共通

入浴した旨の記録がないが算定
通所サー
ビス

していた。
入浴介助加算 また、シャワー故障により入浴中
止になったにもかかわらず算定

入浴を実施しなかった場合には加算が算
定できない。

していた。
運動器機能向上計画が作成され
ていなかった。

運動器機能向
上加算

運動器機能向上計画に同意を得

当該加算を算定するに当っては、①利用

ていなかった。

開始時にリスク、ニーズ及び機能を把握

運動器機能向上計画の長期目標

し、②長期目標及び短期目標を設定した

及び短期目標が設定されていな

運動器機能向上計画を作成、利用者に対

かった。

し説明し、同意を得たうえで、サービス

概ね１月間ごとのモニタリング

提供を行い、③概ね１月間ごとにモニタ

が行われていなかった。

リングを行うこと。

など算定要件を満たしていなか
った。
必要な時期に運動器機能向上計
画書を作成していなかったため、 加算の算定に当っては運動器機能向上計
後日同計画を作成したが、その際 画書を作成すること。
に同意日を改ざんし、当該事業所 また、当該事業所の従業員以外の者が当
の従業員でない者が説明を行っ

該事業所の業務に従事できない。

たにもかかわらず、当該事業所の なお、書類の改ざん等による介護報酬の
生活相談員が説明したかのよう

不正請求は行政処分の対象となる。

に計画書を改ざんした。
短期入所
サービス

送迎加算

家族が送迎を行ったにもかかわ
らず、送迎加算を算定していた。

家族による送迎の場合は、加算できない。

病院から直接短期入所サービス

利用者の居宅と短期入所サービス事業所

事業所に移ったにもかかわらず

との間の送迎を行う場合以外は算定でき

送迎加算を算定していた。

ない。
加算算定に当っては、①入所時に入所者
の低栄養リスクを把握すること、②栄養
スクリーニングを踏まえ、栄養アセスメ
ントを実施、③医師等の職種が共同して

施設サー

栄養マネジメ

ビス

ント加算

栄養スクリーニング、栄養ケア計 栄養ケア計画を作成し、④栄養ケア計画
画の作成等を行わず当該加算を

に基づき栄養ケア・マネジメントを実施、

算定していた。

⑤定期的にモニタリングを行い、少なく
とも月１回体重測定等栄養状態を把握、
⑥概ね３月を目処とし栄養スクリーニン
グを行い、栄養ケア計画の見直しを行う
こと。
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サ ー ビ ス 種 類

項

目

施設サー

栄養マネジメ

ビス

ント加算

訪問介護

訪問介護費

確認された事項

指

導

事

項

栄養ケア計画を作成し、利用者又 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその
はその家族に説明し同意を得る

家族に説明し、同意を得た日から算定す

前に算定していた。

ること。

訪問予定がキャンセルされたが、 サービス提供実績の管理を徹底し、請求
誤って算定していた。
花見に行く等の不適切な内容の
外出サービスについて算定して
いた。
２時間以内で実施した身体介護

誤りが発生しないようにすること。
介護保険の対象となるサービスを提供し
た際に訪問介護費を請求すること。
概ね２時間未満の間隔で行われた場合、

１について、身体介護１を２回分 所要時間を合算して身体２として算定す
で算定していた。

ること。

利用者が居宅に不在（医療機関受
診中）の時間帯に、生活援助（買
い物）を行っていた。
利用者本人から連絡があり訪問
緊急時訪問介 したところ、到着時には既に利用
護加算

者が救急車へ乗車し、処置を受け
ていた場合に算定していた。
いつ、誰から、緊急対応の要請が
行われたのか記録されていなか
った。

利用者が居宅に不在の場合のサービス提
供については算定できない。
救急車の救急隊員による処置が開始した
時点から医療保険で対応するため、訪問
介護費及び当該加算は算定できない。
要請のあった時間、要請の内容、当該訪
問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加
算の算定対象である旨等を記録するこ
と。
新規に訪問介護計画を作成した利用者に

初回加算

利用開始月内に訪問介護計画の
同意を得ていなかった。

対し、サービス提供責任者が初回若しく
は初回の指定訪問介護を行った日の属す
る月にサービス提供又は他のヘルパーの
同行訪問を行った場合に算定すること。

サービス提供の記録に基づく実
訪問看護

訪問看護費

施回数と、請求回数が異なってい
た。

介護報酬の算定に当たり、請求誤りが発
生しないよう確認を行うこと。

主治の医師の判断に基づいて交

主治の医師の判断に基づいて交付された

付された指示書を受けずにサー

指示書の有効期間内に訪問看護を行った

ビス提供を行っていた。

場合に算定すること。

誤って、実際のサービス提供時間 サービス提供の記録に基づいた請求を行
より長い時間で請求していた。
利用者の病院受診への同行した
場合に算定していた。
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うこと。
訪問看護における外出介助について、原
則的に認められていない。（主治医の指
示に基づいたサービスの場合は除く。）

サ ー ビ ス 種 類

項

目

主治の医師の
訪問看護

特別な指示が
あった場合の
取扱い

確認された事項
特別指示書に基づくサービス提
供について、介護保険の訪問看護
費を請求していた。

指

導

事

項

特別指示書に基づく訪問看護については
医療保険で対応すること。
緊急時訪問を行った場合に早朝・夜間、

早朝・夜間、 緊急時訪問を夜間に行った際に、
深夜の訪問看 早朝・夜間、深夜の加算を算定し
護の取扱い

ていた。

深夜の訪問看護に係る加算は算定できな
い。ただし、特別管理加算を算定してい
る利用者であれば１月以内の２回目以降
の緊急時訪問に係る、早朝・夜間、深夜
の加算は算定できる。

訪問看護計画書への利用者の同
初回加算

利用開始月において、訪問看護計画書に

意が、サービス提供開始の翌月と 利用者の同意を得た後にサービス提供を
なっていた。

行う場合に算定すること。

Ｈ２４.５中旬まで訪問看護を提 初回加算は過去２月間に同一事業所にお
供していた利用者に対して、Ｈ２ いて、サービス提供していない場合に算
４.７から再開した際に初回加算 定できる。なお、過去２月間は暦月で計
を算定していた。

算すること。

利用者がサービス提供中に救急
搬送され、サービス提供時間が２
通所介護

通所介護費

時間未満であったが、通所介護費
（２時間以上３時間未満）を算定

サービス提供時間が２時間に満たない場
合、通所介護費は請求できない。

していた。
７時間以上９時間未満で請求し
ていたが、実際は５時間以上７時
間未満であった。

サービス提供時間が変更される場合に
は、通所介護計画の変更を行った上で、
変更後の所要時間に応じた時間区分で通
所介護費を請求すること。

サービス提供がないにもかかわ
らず、誤って、通所介護費を算定
していた。

サービス提供について誤りのないよう記
録すること。
午前と午後のプログラムが個々の利用者
に応じて作成され、当該プログラムに従
って、単位ごとに効果的に実施されてい

１日で、午前・午後の２単位を利 る場合は、それぞれの単位について算定
用していた。

できるが、一日のサービス提供が必要な
場合には、一日単位でサービスを提供し
ている事業所を利用する方が利用者負担
軽減の観点からも望ましい。

個別機能訓練 個別機能訓練加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
加算

に該当する機能訓練の実施時間

(Ⅰ),(Ⅱ)

が記録されていなかった。
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それぞれの個別機能訓練の時間が重複し
ていないことを明らかにするため、それ
ぞれの実施時間（例：１０:００～１０:
３５）を記録すること。

サ ー ビ ス 種 類
通所介護

項

目

確認された事項

指

導

事

項

個別機能訓練 個別機能訓練計画への同意日以

当該加算は、個別機能訓練計画の同意日

加算

以降に算定すること。

個別機能訓練
加算

前に加算を算定していた。
３月ごとに個別機能訓練の内容
を説明したことについて記録し
ていなかった。

１回以上利用者又はその家族に対して個
別機能訓練の内容（評価を含む）を説明
し、記録すること。

機能訓練の評価（効果、実施時間、
個別機能訓練 実施方法等）について、実施した
加算(Ⅰ)

個別機能訓練開始時及びその３月ごとに

こと（○印）の記録のみで、具体
的な評価内容が確認できない。

評価の記録については、実施時間、訓練
内容、担当者等を記載し、閲覧できるよ
う保管すること。
生活機能の維持・向上のための訓練を効

個別機能訓練 概ね週１回、加算に係る個別機能 果的に実施するためには、計画的・継続
加算（Ⅱ）

訓練が行われていなかった。

的に行う必要があることから、概ね週１
回以上実施すること。

個別機能訓練
加算（Ⅱ）

機能訓練指導員が勤務していな

理学療法士等が直接利用者に対して、心

い時間帯に個別機能訓練を実施

身の状況に応じた機能訓練を適切に提供

していた。

する場合に算定すること。

サービス提供 算定可能であることを確認した

年度毎に算定要件の確認を行い、その記

体制強化加算 記録がなかった。

録を残すこと。

サービス提供時間外に通所リハ
通所リハビリ

通所リハビリ ビリテーションを提供し、通所リ 予め届け出られたサービス提供時間内に

テーション

テーション費 ハビリテーション費を請求して

提供したサービスについて算定できる。

いた。
リハビリテー リハビリテーション実施計画を

リハビリテーション実施計画原案を利用

ションマネジ 作成していないにもかかわらず、 者又はその家族に説明し、その同意を得
メント加算

加算を算定していた。

られた日の属する月から算定すること。

利用者の居宅を訪問した記録に

利用者の身体状況、家屋状況、ADL 等の

ついて、訪問時の状況が記載され 評価を行ったことがわかるように記録を
残すこと。

ていなかった。
個別リハビリ リハビリテーションの実施に係

利用者に対して個別リハビリテーション

テーション加 る記録がなく、実施が確認できな を２０分以上実施したことが分かる記録
算
短期集中リハ
ビリテーショ
ン加算(Ⅰ)

かった。

を残すこと。

短期集中リハビリテーション加
算（Ⅰ）の算定期間中に個別リハ
ビリテーションが２０分しか実
施されていなかった。

短期集中リハ
ビリテーショ 個別リハビリテーションが週２
ン実施加算

回実施できていなかった。

(Ⅰ)、(Ⅱ)
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認定日等から起算して１月以内において
は、４０分以上の個別リハビリテーショ
ンを実施すること。
認定日等から起算して３月以内の期間に
行う集中的なリハビリテーションを週２
回以上実施すること。

サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

短期入所生活

サービス提供 算定可能であることを確認した

年度毎に算定要件の確認を行い、その記

介護

体制強化加算 記録がなかった。

録を残すこと。

短期入所療養
介護

リハビリテー
ション機能強
化加算
個別リハビリ
テーション実
施加算

４日未満の利用であったため、短
期入所療養介護計画及びリハビ
リテーション実施計画を作成せ
ず算定していた。
個別リハビリテーションを実施
していない日に請求していた。

短期利用の場合であっても、リハビリテ
ーション実施計画は作成し、利用者又は
その家族に説明し、記録すること。
利用者に対して個別リハビリテーション
を２０分以上実施した場合に算定するこ
と。
主治医より利用者に対し疾患治療の直接

療養食加算

食事せんが発行されていない期

手段として発行された食事せんに基づ

間に算定していた。

き、療養食が提供された場合に算定する
こと。

７時間以上９時間未満の区分で
認知症対応型

認知症対応型 請求していたが、実際のサービス

通所介護

通所介護費

提供時間が５時間以上７時間未
満であった。

小規模多機能

認知症加算

医意見書で日常生活自立度Ⅱｂ

型居宅介護

(Ⅰ)

と判定された後も認知症加算を
算定していた。

要介護３の利用者については、認知症加
算（Ⅰ）は日常生活自立度Ⅲ以上の場合
に算定すること。

していた。

算定すること。

算定していた。
共同生活介護

区分で認知症対応型通所介護費を請求す

登録日から起算して３０日以内の期間で

ず再登録した場合に、初期加算を

初期加算

た上で、変更後の所要時間に応じた時間

登録日から３０日を超えて算定
登録解除の期間が３０日を超え

認知症対応型

認知症対応型通所介護計画の変更を行っ

ること。

要介護３の利用者について、主治

初期加算

サービス提供時間を変更する場合には、

３０日を超える病院等への入院後に再登
録した場合に算定すること。

登録日から３０日を超えて算定

登録日から起算して３０日以内の期間で

していた。

算定すること。

リハビリの記録が、「個別リハ
介護老人福祉

個別機能訓練 実施」等であり、具体的に行った 実施時間、訓練内容、担当者等も記録す

施設

加算

リハビリテーションの内容が不

ること。

明確であった。
個別機能訓練計画を作成し、その内容を
個別機能訓練計画の作成前に算

説明し記録すること。当該計画に基づき、

定していた。

計画的に機能訓練を行っている場合に加
算を算定すること。

初期加算

併設短期入所生活介護事業所に

短期入所サービスを利用していた者が日

３０日を超えて入所していた利

を開けることなく引き続き当該施設に入

用者が、引き続き介護老人福祉施 所した場合及び短期入所サービスを退所
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サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

指

導

事

項

設へ入所する場合、初期加算を算 した翌日に当該施設へ入所した場合に
定していた。

は、短期入所サービスの利用日数を３０
日から控除して得た日数に限り初期加算
を算定すること。

退所日に同一建物内の特別養護
介護老人保健

介護保健施設 老人ホームに入所したが、退所日

施設

サービス費

の介護保健施設サービス費を算
定していた。

所定疾患施設
療養費
短期集中リハ
ビリテーショ
ン実施加算

入所日の特別養護老人ホームは算定可能
だが、退所日の介護老人保健施設の報酬
は算定できない。

対象となる入所者について、所定 診療録に診断名、診断を行った日、実施
疾患であることが確認できなか

した投薬、検査、注射、処置の内容等を

った。

記載しておくこと。

入所から３月を超えた期間に加

入所の日から起算して３月以内の期間に

算を算定していた。

ついて算定すること。

認知症専門ケ 日常生活自立度がⅡa の期間に算 日常生活自立度のランクがⅢ、Ⅳ又はМ
ア加算
退所時指導加
算
退所時等指導
加算

定していた。

である場合に算定すること。

退所時指導加算に係る指導日及
び指導内容の要点を記録した診
療録等が保存されていなかった。
退所時指導加算及び退所前連携
加算において、入所期間が１月を
超えていないが算定していた。

退所前訪問指 利用者の居宅に訪問し指導した
導加算、退所 記録はあるが、入所者及びその家
後訪問指導加 族等の両方に指導を行った記録
算

がなかった。

退所後の療養上の指導内容については、
記録を残すこと。
入所期間が１月を超えると見込まれる入
所者を対象とすること。
入所者及びその家族の両方に指導した場
合に算定できることから、誰に対して指
導したかも分かるように記録すること。
居宅介護支援事業者に対して、入所者の

退所前連携加 医師が入所者のみに情報提供す
算

ることで加算を算定していた。

同意を得て療養状況を示す文書を添えて
居宅サービス等に必要な情報を提供し、
居宅サービス等の利用の調整を行った場
合に算定すること。

療養食加算

主治医の食事せんの指示が出る
前に、当該加算を算定していた。

当該加算については、主治医が発行した
食事せん等の指示に基づき、療養食が提
供された場合に算定可能である。
経口維持計画を作成し、栄養管理の対象
となる入所者又はその家族に説明し、同

介護療養型医

経口維持加算 経口維持計画が作成されていな

意を得ること。なお、経口維持計画に相

療施設

(Ⅰ)、(Ⅱ)

当する内容を施設サービス計画の中に記

かった。

載する場合は、その記載をもって経口維
持計画の作成に代えることができる。
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サ ー ビ ス 種 類
介護療養型医
療施設

項

目

確認された事項
当該施設から、介護療養型以外の

初期加算

病院に１８日間入院し、退院後に
再入所した際に算定していた。

退院時情報提

指

導

事

項

過去３月間（日常生活自立度のランクⅢ、
Ⅳ又はМに該当する者は過去１月間）の
間に当該介護保険施設に入所したことが
ない場合に算定すること。

退院後、直接、特別養護老人ホー 入院期間が１月を超える入院患者が退院
ムに入所したにもかかわらず算

し、その居宅において療養を継続する場

定していた。

合に算定すること。

栄養状態のリスクのレベルに応

「栄養スクリーニング・アセスメント・

栄養マネジメ じてモニタリング期間を設定す

モニタリング（施設）」の標準様式の裏

供加算

ント加算

ることとなるが、リスクのレベル 面にリスク判断の条件が記載されている
の判断を誤っていた。

退院時指導加
算
特定診療費

入院患者及び家族に対して行っ
た療養上の指導の内容が記録さ
れていなかった。
摂食機能訓練を２０分実施した

（摂食機能療 ことをもって、加算を算定してい
法）
特定診療費
（短期集中リ
ハビリテーシ
ョン）

た。

ので、こちらに基づき行うこと。
退院後の療養上の指導内容については、
記録を残すこと。
１回に付き３０分以上、摂食機能訓練を
実施した場合に算定すること。

リハビリテーションを１週間に
２日又は１日のみ実施した場合

１週間に概ね３日以上実施すること。

に算定していた。
取扱件数が４０人以上の場合の

居宅介護支援

居宅介護支援
費（取扱件数）

居宅介護支援費(Ⅱ)、(Ⅲ)の利用
者の割当てについて、利用者をア
イウエオ順で並べて割り当てて

利用者との契約日の古い順に並べ、割り
当てること。

いた。
サービス担当者会議が未実施で
初回加算

あるなど運営基準減算に該当し

運営基準減算に該当する場合は、初回加

ているが、初回加算を算定してい 算は算定できない。
た。

特定事業所加
算

介護支援専門員に対する個別の

特定事業所加算の研修計画について、居

研修計画が策定されていなかっ

宅介護支援員ごとに目標を設定して、達

た。

成状況を確認すること。

支援経過には、病院に対して情報 入院時情報連携加算を算定する場合は、
入院時情報連
携加算(Ⅰ)、
(Ⅱ)

提供を行った日時、場所（医療機 情報提供の日時、場所、方法に加え、提
関へ出向いた場合）、提供手段は 供した情報が明確に分かる形で記録を残
記載されているが、情報提供の内 すこと（用いたフェイスシートの写しを
容が詳細に記載されていなかっ

綴っておくことや、電話連絡した内容を

た。

支援経過に記載しておくこと等）。
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サ ー ビ ス 種 類

項

目

確認された事項

入院時情報連 病院に FAX で必要な情報を提供し
居宅介護支援

携加算(Ⅰ)、 た際に、入院時情報連携加算(Ⅰ)
(Ⅱ)

を算定していた。

指

導

事

項

病院又は診療所を訪問して情報提供する
場合に入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定
し、それ以外の方法の場合には入院時情
報連携加算(Ⅱ)を算定すること。

入院時情報連携加算(Ⅰ)につい
入院時情報連 て、情報提供書類を利用者の居宅 医療機関等を訪問し、職員に面談し、情
携加算(Ⅰ)

で医療連携室職員に手渡してい

報提供を行うこと。

た。
当該加算を３回算定する場合は、そのう
ちの１回について、診療報酬の算定方法
別表第一医科診療報酬点数表の退院時共
同指導料２（３者以上による指導加算）
の対象となる会議に参加する必要があ
当該加算を３回算定する際に必

る。当該会議については、入院医療機関

要となるカンファレンスの参加

の医師に加え、退院後の在宅医療を担う、

退院・退所加 者が、入院医療機関の医師、訪問 次の①～⑤のグループから３グループ以
算

看護ステーションの看護師、介護 上の出席が必要となる。
支援専門員のみであり、参加者が ①在宅医療を担う医療機関の医師、看護
師又は准看護師

不足していた。

②歯科医師又は歯科衛生士
③薬局薬剤師
④訪問看護ステーションの看護師、理学
療法士、作業療法士又は言語聴覚士
⑤介護支援専門員

認知症加算

主治医意見書で認知症高齢者の

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲa 以上

日常生活自立度Ⅱｂと診断され

を満たさなくなった場合、その月から算

た月も当該加算を算定していた。 定できない。
独居高齢者加
算

毎月の利用者の独居状態を確認
していることが分かる記録がな
かった。

初回加算

問し、利用者が単身で居住している旨を
確認し、その結果を居宅サービス計画等
（支援経過等）に記載すること。

月途中からサービスを提供して
介護予防支援

少なくとも月に１回、利用者の居宅を訪

いる利用者について、サービス提
供開始月ではなく、開始月の翌月
に初回加算を算定していた。
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初回加算は新規に介護予防サービス計画
を作成する利用者に対し、指定介護予防
支援を行った開始月に算定すること。

