
１　人員に関する基準
番号 サービス種類 項目 指摘内容

1 訪問介護
訪問介護員等の員
数

非常勤訪問介護員の常勤換算について、当該訪問介護員等が障害者自立支援法に基づ
く居宅介護等の訪問介護員等を兼務している場合、介護保険サービスを提供をしている
時間数のみ常勤換算に含めること。
なお、常勤換算する際の勤務延時間に加えることができる時間数は、当該事業所におい
て常勤の従事者が勤務すべき時間数を上限とし、移動時間や準備時間は時間数に含め
てよい。

2
認知症対応型共同

生活介護
管理者

管理者が、認知症対応型サービス事業管理者研修を受けていなかった。
早急に有資格者を配置すること。

3 居宅介護支援 従業員の員数
介護支援専門員1人当たり40名以上の利用者を担当していた。
1人当たりの担当利用者数について35名以下を基準として介護支援専門員の増員や利用
者数の調整をすること。

２　設備に関する基準
番号 サービス種類 項目 指摘内容

1 施設系サービス 設備
倉庫内のスプリンクラー付近に物が置かれていた。
非常時にスプリンクラーが正常に作動する環境を確保すること。

2 短期入所生活介護 設備
介護老人福祉施設の居室を短期入所生活介護の利用者に提供していた。
介護福祉施設サービスの対象となる入所者に対しては、介護老人福祉施設の居室を使用
すること。

3 介護老人福祉施設 設備
相談室が、リネン庫として利用されていた。
区画の利用変更に当たっては、本市への事前協議を経て、変更届を提出すること。

３　運営に関する基準
番号 サービス種類 項目 指摘内容

1 全サービス
内容及び手続きの
説明及び同意

重要事項説明について、同意の署名･押印はあるが、同意日が記録されていなかった。

2 〃 運営規程

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成24年広島市条例第60号）に定めた
本市の独自基準のうち、運営規程の記載事項に係る「利用者等の虐待の防止のための
措置に関する事項」の規程整備が行われていなかった。
早急に運営規程を変更し、本市へ変更届を提出すること。

3 〃 勤務体制の確保等
従業者の資質の向上のための研修の機会が確保されていなかった。
従業者の研修参加について、事業者はその機会を確保しなければならない。

4 〃 〃

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成24年広島市条例第60号）に定めた
本市の独自基準で、管理者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること
になっているが、管理者の研修へ参加が確認できなかった。
事業者は、管理者の資質向上等のため、積極的に研修へ参加させること、またその記録
を残すこと。

5 〃 掲示 事業所の見やすい場所に、従業者の勤務の体制（月ごとの勤務表等）を掲示すること。

　　各サービス別に、平成26年度の実地指導、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。
　今後の事業所等の運営において、参考としてください。

平成26年度実地指導等の指摘事項等について

　※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
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番号 サービス種類 項目 指摘内容

6 全サービス 秘密保持等
個人情報の取扱いに関する同意書について、利用者や家族の同意を得ていなかった。
利用開始時には、文書で同意を得ておくこと。

7 〃 〃
利用者の記録として、他の利用者の個人情報が記載された紙を裏紙として使用していた。
個人情報の取扱上望ましくないため使用しないこと。

8 〃 〃
利用者の記録が相談室等の棚で保管されていた。
個人情報保護の観点からも施錠できる保管場所での保管すること。

9 〃 苦情処理
事業所の見やすい場所に、「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」を
掲示すること。

10 〃 事故発生時の対応
本市へ報告を要する事故の要件を把握していなかった。
本市ホームページにも報告対象となる要件、報告様式を掲載しているので確認をするこ
と。

11 〃 〃

利用者にノロウィルスやインフルエンザ等の感染症が発生したにも関わらず本市に報告し
ていなかった。
介護サービスの提供中に死亡した場合、医療機関で治療を受けた場合、ノロウィルス等感
染症が発生した場合、利用者の所有物を破損等し利用者と紛争が起こった場合等は、所
定の様式で本市に報告すること。

12 〃 記録の整備
サービス提供に係る記録が保存されていなかった。
記録の完結の日から5年間保存すること。（平成27年4月1日以降は居宅介護支援事業、
介護予防支援についても5年間保存が義務付けられる。）

13
全サービス（居宅介
護支援、施設系サー

ビス等除く）

居宅介護支援事業
所との連携

居宅介護支援事業所等から居宅サービス計画を入手しているが、その内容が利用者同意
前の計画案であった。
居宅サービス計画は、利用者の同意後の写しを入手し、保管すること。

14 訪問介護
居宅サービス計画
に沿ったサービスの
提供

居宅サービス計画書及び訪問介護計画書に位置付けられていない身体介護のサービス
を行っていた。
介護支援専門員及び利用者等と調整を行い、居宅サービス計画を変更した上で、訪問介
護計画の変更を行い、サービスを提供すること。

15 〃
訪問介護計画の作
成

訪問介護計画の作成が遅れている事例や同意がない事例があった。
サービスを開始する前までに、目標、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、利用者及びその家族に説明し、利用者の同意を得て、交付すること。

16 〃
管理者及びサービ
ス提供責任者の責
務

訪問介護員等が記録すべきサービス実施記録を始め、多くの書類において、記録ミスや
記録漏れ等が確認された。
管理者及びサービス提供責任者が、適切な記録を指導するとともに、チェック等を行うこ
と。

17 訪問看護
サービスの提供の
記録

記録されたサービス内容が不十分なため、請求されたサービス提供時間に満たなかっ
た。
サービス提供の際には、具体的なサービス内容等を記録すること。

18 〃
主治の医師との関
係

訪問看護指示書の日付が記載されていなかった。
訪問看護指示書の記載に漏れがある場合には、医師に確認し、その記録を残し、サービ
ス提供を行うこと。

19 〃
訪問看護計画書及
び訪問看護報告書
の作成

居宅サービス計画が変更された場合は、居宅サービス計画を入手し、訪問看護計画が居
宅サービス計画に沿ったものであるかを確認し、必要に応じて、訪問看護計画を変更する
こと。

20 通所介護
内容及び手続の説
明及び同意

重要事項説明書について、利用者及びその家族等への説明、利用者の同意及び利用者
への交付が行われていなかった。

2/10



番号 サービス種類 項目 指摘内容

21 通所介護
居宅サービス計画
に沿ったサービスの
提供

居宅サービス計画の内容と違うサービスを提供している事例が認められた。利用者にとっ
て必要なサービスを追加する場合は、居宅サービス計画、通所介護計画を修正し、利用
者に説明、同意を得た上で行うこと。

22 〃
サービスの提供の
記録

サービスの提供時間について、ケース記録、業務日誌、送迎簿及び入浴日誌等の複数の
書類で管理されており、それぞれの記録で記入漏れや誤りがみられた。
これらのサービス提供の記録は請求の根拠となるため、担当者によって時間記入に相違
が生じないように管理すること。

23 〃 〃

送迎減算(同一建物利用者)を行っているが、記録方法が統一されていない等のため、減
算対象日が不明であった。
介護報酬の請求に当たっては、その根拠が分かるよう表現を統一するなどし記録するこ
と。

24 〃 利用料等の受領

重要事項説明書等では食事代750円と規定されているが、領収書等を確認すると実際は
食事代500円、おやつ代150円及び教養娯楽費等100円の合計750円であった。
利用料等を徴収する際は、事前に重要事項説明書等で内訳も記載し、利用者に説明、同
意を得た上で徴収すること。なお、教養娯楽費を利用者全員から一律に徴収することはで
きない。

25 〃 〃

区分支給限度基準額を超えた自費部分を無償サービスとしていた。
不当な値引きに当たるため、まずは、不要不急のサービスを見直すことで区分支給限度
基準額を超過しない方法等を検討すること。なお、あらかじめ介護保険対象外サービスに
位置付けていたサービスに係る費用については、介護保険対象外サービスとして別に運
営規程を定めた上で安価な料金設定を行うことができる。

26 〃
通所介護における
外出サービスにつ
いて

外出サービスは、通所介護計画に位置付けされていること及び効果的な機能訓練等の
サービス提供となっている場合においてのみ認められるが、通所介護計画の位置付けは
あるものの、外出サービスでなければならない必然性が確認できなかった。
通所介護計画に位置付ける際には、外出しなければならない必要性等を検討し、効果が
ない場合は、計画の見直しを行うこと。

27 〃
通所介護計画の作
成

サービス提供の回数が週1回から2回へと変更されているにも関わらず、通所介護計画が
変更されていなかった。
軽微な変更であっても、通所介護計画を修正した上で、利用者へ交付すること。

28 〃 〃
利用者の要介護認定の更新時に通所介護計画が作成されていなかった。
変更がない場合もその理由等を記載し、利用者の同意を得ておくこと。

29 〃 〃
サービス提供から数か月後に、通所介護計画の同意を得ている事例が認められた。
サービス提供を開始するまでに、通所介護計画を作成し、利用者に説明し、同意を得るこ
と。

30 〃 定員の遵守

利用定員30人の事業所において、月平均の利用者は30人以下ではあるが、定員超過の
日が数日存在した。
定員超過による減算の対象の可否に関わらず、利用定員を超えてサービス提供を行わな
いこと。

31 〃 非常災害対策
事業所の指定を受けた後、防災訓練を実施していなかった。
定期的な防災訓練等の非常災害対策を行うこと。

32 短期入所生活介護 利用料等の受領
利用者から一律にタオル、石鹸、シャンプー代を日常生活品費として徴収していた。
利用者の選択によるものではなく、共用のものとして提供している日常生活品について
は、利用料として徴収することはできない。

33 〃
指定短期入所生活
介護の取扱方針

必要な手続を経ず身体的拘束等を行っていた。
緊急やむを得ない場合に、身体的拘束等を行う場合には、その態様、時間、心身の状態
等を記録すること。また、身体拘束を「身体拘束ゼロへの手引き」を参考にするなど、身体
拘束廃止に向けた取組を進めること。

34 〃
短期入所生活介護
計画の作成

初回利用時に短期入所生活介護計画を作成して以降、計画を作成していなかった。
4日以上連続して利用する場合は、原則、その都度計画を作成すること。
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番号 サービス種類 項目 指摘内容

35 短期入所療養介護
短期入所療養介護
計画の作成

短期入所療養介護計画を作成していない事例、同意が無い又は同意が遅れている事例
があった。
概ね4日以上連続して利用する場合は、原則的にその都度プランを作成すること。また、
サービスを開始する前までには、計画の内容について、利用者又はその家族に対して説
明し、利用者の同意を得ること。

36 〃 利用料等の受領
おむつの処理料として、おむつを必要とする全利用者から一律１月500円徴収していた。
おむつに係る料金は徴収できない。

37
特定施設入居者生

活介護
利用料等の受領

車椅子や電動ベッドを利用している利用者から、毎月、リース料として車椅子メンテナンス
料や電動ベッドメンテナンス料を徴収していた。
これら利用者の処遇上必要なものは、施設が負担すべきものであり徴収できない。

38 福祉用具貸与
福祉用具貸与計画
の作成

福祉用具貸与計画の作成が遅れていた、又は計画に同意がなかった。
サービスを開始する前までに、目標、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与
計画を作成し、利用者及びその家族に説明し、利用者の同意を得て、交付すること。

39 〃 衛生管理等
福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に委託しているが、委託状況の定期的な確認の
記録が存在しなかった。
当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録すること。

40 〃
軽度者の福祉用具
貸与の取扱い

軽度者に対する当初の福祉用具貸与の必要性の判断に当たっては、医師の所見に基づ
き、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより判断しているが、利用者の
要介護認定更新時等には検討している記録が残されていなかった。
要介護認定更新時等のサービス担当者介護の際には、福祉用具貸与の必要性を判断
し、必要とした場合は、その理由を記録すること。

41 福祉用具販売
特定福祉用具販売
計画の作成

特定福祉用具販売計画を作成していない事例及び同意が遅れている事例が認められた。
サービス提供前に、作成・説明・同意を行うとともに、実施状況の把握を行い、必要があれ
ば変更を行うこと。

42
認知症対応型通所

介護
定員の遵守

月平均では定員超過していないが、営業日ごとに確認すると定員超過している日が常態
化していた。
定員超過減算の対象の可否に関わらず、利用定員を超えてサービス提供を行わないこ
と。

43
小規模多機能型居

宅介護
小規模多機能型居
宅介護計画の作成

小規模多機能型居宅介護計画の同意を得ていなかった、又は同意が遅れていた。
小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその
家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

44 〃 非常災害対策
夜間想定の避難訓練が行われていなかった。
定期的に避難、救出その他必要な訓練において、夜間を想定した訓練も行うこと。

45 〃 地域との連携等

運営推進会議が年3回しか開催されていなかった。
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、認知症対応型共同生活介護について知見
を有する者等により構成される「運営推進会議」を設置し、概ね2月に1回以上、運営推進
会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議
から必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。

46
認知症対応型共同

生活介護
入退居

入居時に利用者が認知症であるか確認していなかった。
利用者が実際に入居するまでに、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知
症であることを確認すること。

47 〃
サービスの提供の
記録

利用者の被保険者証に入退居情報が記録されていなかった。
利用者の入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居
に際しては退居の年月日を記載すること。

48 〃
指定認知症対応型
共同生活介護の取
扱方針

外部評価を実施していなかった。
自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、少なくとも年に1回は外部の者による評
価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図ること。
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番号 サービス種類 項目 指摘内容

49
認知症対応型共同

生活介護
〃

身体的拘束対象者がいるが、本人及び家族への説明書に解除予定日時の記載を記載し
ていなかった。
身体的拘束は、緊急やむを得ない場合に限り認められており、切迫性、非代替性、一時性
の要件を満たし、要件に該当しなくなった場合に直ちに解除できるよう解除の予定時期に
ついてもできる限り、本人や家族に説明し、記録しておくこと。

50 〃
認知症対応型共同
生活介護計画の作
成

サービス開始以降に認知症対応型共同生活介護計画の同意を得ていた。
利用者へのサービスを開始する前までには、認知症対応型共同生活介護計画の内容に
ついて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

51 介護老人福祉施設
施設サービス計画
の作成

施設サービス計画について、作成日は記入されているが、同意日が記入されていなかっ
た。
記入欄を設けるなど、同意日を明確にするための対応をすること。

52 介護老人保健施設 利用料の受領
利用者から一律にタオル、石鹸、シャンプー代等として150円/日徴収していた。
利用者の選択によるものでなく、共用のものとして提供している日常生活品については、
徴収できない。

53
介護療養型医療施

設
利用料等の受領

おむつの処理料として、おむつを必要とする全利用者から一律1月500円を徴収していた。
おむつに係る料金は徴収できない。

54 〃
施設サービス計画
の作成

施設サービス計画について、利用者の同意が漏れている事例、記載が漏れている事例及
び利用者の要介護認定の更新時に作成していない事例が認められた。
サービス利用開始までに施設サービス計画を作成し、利用者及びその家族に説明を行い
同意を得ること。また、介護保険認定期間の更新時や区分変更時において、計画の見直
しを行うこと。

55 居宅介護支援
指定居宅介護支援
の具体的取扱方針

要介護認定の更新時及び区分変更時において、アセスメントを実施していなかった。
更新、区分変更時には、利用者の状態が変化している場合も想定されるため、アセスメン
トを行うこと。

56 〃 〃

サービス担当者会議について、利用者が不穏になるため、会議を実施せずに電話での意
見聴取で済ませていたが、その理由が記録されていなかった。
サービス担当者会議は、原則利用者及びその家族、サービス担当者が一堂に会して開催
する必要がある。やむを得ない理由により電話での意見聴取等を行う場合は、その旨を
特記事項として記録しておくこと。

57 〃 〃
居宅サービス計画（第6表、第7表）について、利用者の同意が確認できなかった。
サービス提供の前月までには利用票を作成し、利用者の同意を得ること。

58 〃 〃
モニタリングの結果の記録がなかった。
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。

59 〃 〃

モニタリング時に利用者の居宅を訪問しているという理由から、訪問の記録を残していな
かった。
モニタリングの記録をもって、利用者の居宅で面接を行ったことの証明にはならないので、
自宅訪問した場合は、支援経過等にその旨を記録すること。

60 介護予防支援
指定介護予防支援
の具体的取扱方針

サービス種類（福祉用具貸与）が減少した場合に、介護予防サービス計画作成等に係る
一連の業務を実施していなかった。
サービス種類が減少する場合には、利用者の居宅を訪問、面談し、課題の把握（アセスメ
ント）を行い、介護予防サービス計画の原案を作成し、サービス担当者会議により担当者
から専門的意見等を求め、介護予防サービス計画の原案の内容を利用者又は家族に対
し説明し、文書（署名又は押印）により利用者の同意を得て、利用者及び担当者に交付す
ること。

61 〃 〃

サービス担当者会議について、介護支援専門員、利用者及びその家族しか参加しておら
ず、各サービス事業所には照会のみを行っている事例が散見された。また、サービス担当
者会議の記録について、支援経過に結論のみを簡潔に記載していた。
やむを得ない理由がある場合は、各サービス事業所のサービス担当者に対し照会等で意
見を求めることができるが、サービス担当者会議には、原則的に全ての担当者を参集する
こと。また、当該会議の記録について、結果のみではなく、担当者からの専門的な見地か
らの意見等を記載すること。
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番号 サービス種類 項目 指摘内容

62 介護予防支援 〃
定期的な訪問の記録については、モニタリングシートに記載しているが、訪問時の様子
等、詳細な記録が残されておらず、支援経過が1年以上記載されていなかった。
利用者の状況等について、必要に応じて支援経過に記録を残すこと。

４　報酬に関する基準
番号 サービス種類 項目 指摘内容

1 訪問介護 訪問介護費
報酬請求の根拠となるサービス実施の記録が残されていなかったにも関わらず、訪問介
護費を算定している事例が認められた。

2 〃 〃
2時間未満の間隔で複数訪問介護事業所がサービス提供していたが合算していなかっ
た。
2時間未満の間隔で実施した場合は、別の訪問介護事業所間であっても合算すること。

3 〃 〃
通院介助において、単なる見守り時間や診察時間を請求していた。
サービス提供時間として請求できない時間は除くこと。

4 〃 通院等乗降介助
病院から病院までの移動について、通院等乗降介助を算定していた。
居宅以外において行われるサービスだけをもってして訪問介護として算定することはでき
ない。

5 〃
早朝・夜間、深夜の
訪問介護の取扱い

サービス付き高齢者向け住宅に併設している訪問介護事業所において、早朝・夜間、深
夜の時間帯にサービスを提供している事例が多数あり、その理由が事業所の都合による
ものが多数認められた。
事業所都合でサービス提供時間が早朝・夜間、深夜の時間帯になる場合、当該加算の算
定は認められない。

6 〃 特定事業所加算

サービス伝達会議と研修を同時に実施しているが、それぞれの内容が明確に区別されて
いなかった。
それぞれを同時期に実施することは可能であるが、それぞれの内容は明確に区分して記
録すること。

7 〃
緊急時訪問介護加
算

利用者本人から要請を受けた記録はあるが、要請を受けた時間、要請の内容、当該訪問
介護の提供時刻及び介護支援専門員と連携を図り当該加算の算定対象であること確認し
た旨を記録していなかった。

8 〃 初回加算
サービス提供責任者の同行訪問が確認できなかった。
訪問介護計画の作成後、初回の訪問介護を行った月にサービス提供責任者がサービス
提供を行う又は同行訪問を行った場合に算定できる。

9 訪問看護 訪問看護費
厚生労働大臣が定める疾病等に該当する利用者についてサービス提供した際に、介護保
険で請求を行っていた。
医療保険が適用される疾病かどうか確認した上で、サービス提供を行うこと。

10 〃 〃
主治の医師の判断に基づいて交付された指示書が存在しない期間について、訪問看護
費を算定していた。
サービス提供に当たっては、指示書の有効期限等の確認を行うこと。

11 〃
２０分未満の訪問看
護の算定について

20分以上の訪問看護を週1回以上含む計画となっていないにも関わらず、20分未満の訪
問看護を算定していた。
居宅サービス計画又は訪問看護計画において20分未満の訪問看護のみが設定される場
合は算定できない。

12 〃
早朝・夜間、深夜の
訪問看護の取扱い

事業者の都合で夜間にサービス提供した場合に当該加算を算定していた。
事業所都合でサービス提供時間が早朝・夜間、深夜の時間帯になる場合、当該加算の算
定は認められない。

13 〃
２人の看護師等が
同時に訪問看護を
行う場合の加算

同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意
を得ずに算定していた。
1人で看護を行うことが困難な場合で、利用者又はその家族に同意を得ている場合に算定
できる。
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番号 サービス種類 項目 指摘内容

14 訪問看護
緊急時訪問看護加
算

加算算定に係る同意を得ず、算定していた。
加算を算定する体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急訪問を行っ
た場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た上で、加算を算定すること。

15 〃
退院時共同指導加
算

利用者の退院時までに、在宅での療養上必要な指導の内容を文書により提供していな
かった。

16 〃
サービス提供体制
強化加算

加算の算定要件（当該事業所の看護師などの総数のうち、勤続年数3年以上のものの占
める割合が30％以上であること等）について、要件を満たしているか継続的に確認してい
なかった。
本市が届出時に提出を求めている参考様式（確認書）を活用するなどし、毎年、年度末に
は確認しておくこと。

17 通所介護 通所介護費
届出等にサービス提供時間として定めていない時間帯に提供したサービスの時間を含め
て通所介護費を請求している事例が認められた。

18 〃 〃
もともと7時間以上9時間未満のサービス提供であるが、利用者の体調不良のため1時間
30分のサービスとなったため、2時間以上3時間未満の報酬区分を算定していた。
2時間未満のサービス提供では介護報酬を算定できない。

19 〃 入浴介助加算 入浴介助を実施した記録が無いにもかかわらず当該加算を算定していた。

20 〃
個別機能訓練加算
（Ⅰ）

指定通所介護を行う時間帯を通じて、機能訓練指導員の職務に専ら従事する常勤の理学
療法士等が１名以上配置されていない営業日に、加算を算定していた。
非常勤の理学療法士等だけ配置されている曜日については加算の対象とならない。

21 〃 〃

管理者が機能訓練指導員を兼務している場合に加算を算定していた。
人員基準上は、管理者が管理業務に支障がない範囲で機能訓練指導員を兼務すること
は認められているが、サービス提供中に実質的な管理業務を行う場合は、当該加算の専
従要件が満たされているとは言いがたいため、専従の機能訓練指導員を確保すること。

22 〃
個別機能訓練加算
（Ⅰ）（Ⅱ）

個別機能訓練計画を作成せず、加算を算定していた。
以下のとおり実施すること。
①加算を算定するまでに、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容とする
個別機能訓練計画の作成すること。
②個別機能訓練に関する実施記録（実施時間、訓練内容、担当者等）及び個別機能訓練
計画に基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等の評価等を記録す
ること。
③個別機能訓練の開始時及びその後3月ごとに1回以上利用者又はその家族に対しての
説明を行い、記録すること。

23 〃 口腔機能向上加算
口腔機能改善管理指導計画を作成していない利用者に当該加算を算定していた。
当該計画を作成し、サービス提供した際には、利用者の口腔機能を定期的に記録し、計
画の進捗状況を定期的に評価すること。

24 〃 同一建物減算
当該通所介護の宿泊サービスを利用した日について、当該通所介護事業所と同一建物か
ら通っているにも関わらず、減算を行っていなかった。

25 〃
生活機能向上グ
ループ活動加算

利用者が1名の利用日において当該加算のサービスを実施していた。
グループの構成員が1名の場合は加算の対象とならない。

26 〃
運動器機能向上加
算

利用者の短期目標に応じて、概ね1月間ごとに、利用者の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行っていなかった。

27 〃 〃 運動器機能向上計画の同意が得られる前に当該加算を算定していた。

7/10



番号 サービス種類 項目 指摘内容

28 通所介護
選択的サービス複
数実施加算（Ⅰ）

いずれかの選択的サービスを週1回以上実施していなかった。
週1回以上の実施は確保すること。なお、各選択的サービス（運動又は口腔）が実施され
た場合には、実施された加算は個別に算定できる。

29
通所リハビリテーショ

ン
運動器機能向上加
算

運動器機能向上計画の長期目標及び短期目標について、長期間漫然と同じものを設定し
ていた。
当該目標の設定に当たっては、利用者ごとのニーズを実現するための具体的で達成可能
なものとすること。

30 短期入所生活介護 送迎加算
家族が送迎を行ったにも関わらず、送迎加算を算定していた。
送迎記録の確認方法を見直すなど、確認漏れが発生しない方法を検討すること。

31 短期入所療養介護
リハビリテーション
機能強化加算

リハビリテーション計画の目標が曖昧すぎて達成できたかどうかの評価ができていなかっ
た。
目標は具体的で達成可能なものとし、達成状況に応じて定期的に計画を見直すこと。

32 〃
緊急短期入所受入
加算

緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入後の対応などの事項が記録されて
いなかった。
これらの記録を行うとともに、緊急利用者に係る変更前後の居宅サービス計画を保存する
など算定要件を確認しておくこと。

33 〃 送迎加算
送迎した記録がないが加算を算定していた。
送迎記録の確認方法を見直すなど、確認漏れが発生しない方法を検討すること。

34
特定施設入居者生

活介護
特定施設入居者生
活介護費

入院中の期間について、誤って特定施設入居者生活介護費を算定していた。
入居者の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護費を算定できない。

35 〃 個別機能訓練加算
個別機能訓練計画の同意が得られていなかった。
個別機能訓練計画を同意を得た上で、計画的に行った機能訓練について算定すること。

36 〃 医療機関連携加算

協力医療機関等に情報を提供した日から前30日以内において、特定施設入居者生活介
護を算定した日が１4日未満であるにも関わらず当該加算を算定していた。
また、協力医療機関等に情報を提供した場合に、協力医療機関の医師又は利用者の主
治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ていなかった。

37 福祉用具貸与
特殊寝台等の付属
品について

特殊寝台や車いす等（以下、「特殊寝台等」という。）の付属品については、特殊寝台等を
所持している利用者だけが福祉用具貸与の対象となるが、利用者が所持しているかどう
か記録がなかった。
付属品を貸与する場合は、利用者が特殊寝台等を所持していることを確認し、記録に残す
こと。

38
小規模多機能型居

宅介護
初期加算

30日を超える介護老人保健施設への入所後に小規模多機能型居宅介護の利用を再開し
た場合に算定していた。
当該加算は、30日を超える病院又は診療所への入院が要件であり算定できない。

39 〃 認知症加算（Ⅰ）
日常生活自立度がランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当しないにもかかわらず加算を算定していた。
利用者の要件を確認した上で算定すること。

40
認知症対応型共同

生活介護
看取り介護加算

医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したこと
について、記録が分かりにくかった。
加算の算定要件となっている事項なので、明確に記録すること。

41 〃 医療連携体制加算
准看護師の配置をもって加算を算定していた。
看護師の配置が必要であり、加算要件を再度確認すること。
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番号 サービス種類 項目 指摘内容

42 介護老人福祉施設 初期加算

当該施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護を利用していたものが日を空けること
なく引き続き当該施設に入所した場合については、当該加算は入所直前の短期入所生活
介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できるが、その利用日数を控除
せずに算定していた。

43 〃 〃
30日以内の病院又は診療所への入院後に再入所した場合に算定していた。
30日を超える入院後の再入所でなければ算定できない。

44 〃
栄養マネジメント加
算

3か月ごとの栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行っているが、見直し
後の計画について、説明し、同意を得ていなかった。
見直し後の計画についても説明し、同意を得ること。

45 介護老人保健施設
短期集中リハビリ
テーション実施加算

個別リハビリテーションを実施していない、又は実施した記録がないにも関わらず当該加
算を算定していた。

46
介護療養型医療施

設
栄養マネジメント加
算

栄養ケア計画への同意を得る前に加算を算定していた。

47 〃
栄養マネジメント加
算

栄養ケア計画の見直しが行われていなかった。また、1月ごとにモニタリングを行っている
が、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングが行われていないのでモニタリング
の間隔が適切に管理できていなかった。
モニタリングの際にプランの見直しを判断すること。また、モニタリングの際に低栄養状態
のリスクの明示をすること。

48 〃 経口維持加算（Ⅰ）
造影撮影等による確認を行っていなかった。
造営撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められる利用者で、医師又は歯科医師の指示
を受けたものが対象となる。

49 居宅介護支援 居宅介護支援費
セルフプランで介護サービスを利用していたにも関わらず、運営基準減算として介護支援
費を算定していた。

50 〃 運営基準減算
居宅介護支援費の算定について、1月に1回、利用者の居宅で面接していない、又は１月
に1回、モニタリングの結果を記録していなかった。
運営基準減算とすること。

51 〃 〃
新規に居宅サービスの利用を開始した利用者について、サービス担当者会議の開催等一
連の業務を利用開始月内に実施していなかった。
運営基準減算とすること。

52 〃 〃
解決すべき課題の把握（アセスメント）が行われていなかった。
運営基準減算とすること。

53 〃 初回加算 運営基準減算が発生する月に加算を算定していた。

54 〃
特定事業所加算
（Ⅰ）（Ⅱ）

計画的な研修に関する記録が残されていなかった。
計画的な研修の実施に係る個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等に
ついて、それらを定めた日を記録しておくこと。また、研修目標の達成状況について、適
宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じること。

55 〃
入院時情報連携加
算（Ⅰ）

面談して情報提供を行った記録が確認できなかった。
医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談し、必要な情報を提供すること。
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番号 サービス種類 項目 指摘内容

56 居宅介護支援 退院・退所加算

退院前に当該病院等の職員と面談を行っていたものの、その内容が確認できない、また、
この情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成していないなど、算定要件を満た
していなかった。
また、情報提供の内容について、看護サマリーだけでは情報が不十分な場合があるた
め、国が示している標準様式の項目を参考に、在宅での生活に関する情報提供を受ける
こと。

57 〃 〃
退院・退所時に居宅サービス計画を作成していなかった。
退院・退所に当たって、病院等の職員と面談し、利用者に関する情報を得た上で、居宅
サービス計画を作成し、居宅サービスの利用の調整を行った場合に算定する。

58 〃 〃
当該加算を3回算定する際、3回のうち1回は、「退院時共同指導料2」の対象となる会議に
参加する必要があるが、当該会議には参加していなかった。

59 〃 認知症加算
月末時点で主治医意見書により認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱbであることを確認し
た利用者に対し、当該加算を算定していた。

60 〃 独居高齢者加算
少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問し、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に記載していなかった。

61 〃
小規模多機能型居
宅介護事業所連携
加算

介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、小規模の担当者に情報提
供する必要があるが、利用者宅で小規模の担当者も含めカンファレンスを行い、利用者が
小規模の利用を開始したことをもって当該加算を算定していた。
介護支援専門員が小規模に出向いて情報提供すること。
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