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令和4年度介護保険事業者等の指導監査方針について

1 基本方針

介護保険法第8条第1項及び第2 6項並びに第8条の2第1項に規定する事業（以下

「介護保険事業」という。）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。

2 根拠法令等

(1)介護保険法（平成9年法律第12 3号）

(2)介護保険事業者等指導要綱（平成12年1 0月4日制定）

(3)介護保険事業者等監査要綱（平成12年1 0月4日制定）

3 対象施設及び事集所

(1)介護保険施設

(2)指定居宅サー ビス事業者及び指定介護予防サー ビス事業者が開設する事業所（以下

「居宅系事業所」という。）

（注）保険医療機関等における訪問看護、 介護予防訪問看護、 訪問リハビリテー ショ

ン、 介護予防訪問リハビリテ ー ション、 居宅療養管理指導、 介護予防居宅療養管

理指導、 通所リハビリテー ション、 介護予防通所リハビリテ ー ションのみなし指

定を受けた事業者であって、 同一敷地内で上記の介護保険事業のみを行っている

場合は、 当該事業所は実地指導の対象としない。 ただし、 市町村又は京都府国民

健康保険団体連合会（以下「府国保連」という。）等から情報提供を受けて、 指

導が必要と認められる場合はこの限りでない。

4 指導の形態

(1)集団指導

介護保険施設の開設者、 指定居宅サー ビス事業者及び指定介護予防サー ビス事業者
（以下「介護保険事業者等」という。）を一定の場所に集めて講習等の方法により行
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(2)運裳指導

介護保険施設及び居宅系事業所（以下「事業所等」という。）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。 なお、 施設 ・ 設備や利用者等のサービス

利用状況以外の実地でなくても確認できる内容（最低基準等運営体制指導及び報酬請

求指導に限る。）の確認については、 情報セキュリティの確保を前提としてオンライ

ン等を活用する場合があるp
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5 集団指導

介護保険事業者等を対象に年1回実施する。 なお、 新型コロナウイルス感；染症の感染

拡大の状況により、 オンライン等（オンライン会議システム、 ホ ームページ等。）の活

用による動画配信やワムネットヘの資料掲載とする場合がある。

6 運営指導

(1)対象選定方法

対象事業所の選定に当たっては、 京都市を除く府内市町村に所在地がある介護保険

施設及び居宅系事業所を対象に、 3年に1回を目安として、(4)「指導の重点事項」

に基づき選定する。 ただし、 京都介護•福祉サ ー ビス第三者評価等支援機構による第

三者評価を定期的に受診している事業所等については6年に1回を目安とする。

また、 新規指定及び既存事業拡大の計画を有する介護保険事業者等が開設する事業

所等についても、 原則として実地指導の対象とする。

なお、 実施にあたっては、 事業所等の感染防止対策に十分配慮することとし、 感染

状況を踏まえて、 延期も含め慎重に検討する。

(2)指導体制

2名以上の職員により行うこととし、 うち1名は原則として主任以上の職にある者

を充てる。

市町村の地域密着型サ ー ビス事業所、 居宅介護支援事業所及び総合事業の事業所に

係る運堂指導との同時実施や同行など、 市町村との連携に努める。

(3)指導日数

・介護保険施設：原則1日

・居宅系事業所：原則半日（ただし、 施設併設の場合は1日もあり得る。）

※ 効率化により、 提出資料の削減及び所要時間の短縮に努める。

(4)指導の重点事項

①法令遵守事項

0人員、 設備及び運営の状況

・業務継続計画 業務継続に向けた取組の強化

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対策の実施、 感染症発生時の迅速で遮

切な対応の徹底

・ハラスメント対策

・業務管理体制の整備に係る事項 等

0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

0不正事案等に対する厳正な対処

・監査及び処分の権限の適切な行使

・不正等が疑われる場合の市町村との連携
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〇令和3年度介護報酬改定及び指定基準の改正点の取り扱い状況

．感染症対策の強化

・業務継続に向けた取組の強化

・高齢者虐待防止の推進

②報酬等請求事項

0介護給付費の適正な算定

0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

0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

0喀痰吸引等の医療的行為の適正かつ安全な実施の徹底

7 監 査

(1)監査の実施

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

を示す介護保険事業者等、 介護保険法第1 1 5条の3 5第4項の規定に該当する報告

の拒否等の情報、 運営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、 運営指導中に、 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。

(2)監査体制

2名以上の職員により行うこととし、 うち1名は原則として高齢者支援課の職員を

充てる。

8 指導・監査後の処理

ア 文書指摘

実地運営指導においては、 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認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箇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とともに、 関係市

町村に通知する。

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
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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。

工 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イ系る改善措置

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とともに、 関係市町村

及び府国保連に対し連絡する。

オ 指定等の取消又は効力停止

指導・監査の結果、 指定又は許可（以下「指定等」という。）の取消又は効力停

止処分事由に該当する事実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

者等の指定等を取消し又は期間を定めてその効力を停止する。

なお、 指定等の取消又は効力停止を行った場合は、 その旨を速やかに公示すると

ともに、 関係市町村及び府国保連に対し連絡する。

力 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て、 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1 0 0分

の4 0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とともに、 支

払を求めるよう関係市町村に通知する。

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

工及びオの処分を行おうとする場合には、 京都府行政手続条例（平成7年京都府

条例第2号）第1 3条第1項の規定による聴聞又は弁明の機会付与の手続を行う。

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。

9 本年度における実施計画

(1)集団指導

実施予定。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、 オンライン等

（オンライン会議システム、 ホ ームページ等。）の活用による動画配信やワムネッ

トヘの資料掲載とする場合がある。
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(2)運営指導

令和 4 年 5 月～令和 5 年 3 月で必要に応じて実施。 但し、 新型コロナウイルス

感染拡大状況により中止する場合がある，
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令和4年度 介護保険サー ビス事業者指導に係る重点指導事『項

高齢者支援課
事業所・福祉サービス係

指導監督業務に係る基本的な考え
・指導を通じて事業者を育成·支援することを基本とする。
・地域包括ケア構築に向けた事業者間の連携推進とよりよいケアの支援
・介護職員が安心してサー ビスを提供できる環境づくりを支援

く重点指導事項＞

● 報酬請求指導
昨年度実際に発生した返還事例等を中心に、加算算定に係る正しい算定要件や算定に係

る注意事項等について、各事業所が正しい理解をもって報酬請求がなされるよう、指導を実施
する。また、改正のあった介護職員処遇改善加算等について、適切に賃金改善等が実施され
るよう指導する。

● 不正事案等に対する厳正な対処
運営基準違反や不正請求が疑われる場合について、 監査を実施 し、 不正が確認 された

場合には、 指定取消等の処分を行う 。 関係する居宅介護支援事業所に対し ても、 給付管
理やケアマネジメント上の問題がなかったかを調査し、 必要に 応じて監査を実施する。

● 業務管理体制の整備に係る事項
不正行為の未然防止、 介護保険事業所内におけ る正 しい介護保険制度の理解の普及及

び法令遵守の確保を推進するため、 各 介護保険サービス事業所の業務管理体制の整備に
関する事項について指導（①一般検査の実施 ②業務管理体制の整備に関する届出の提
出の徹底）。

● 感染症対策
感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等にサービスを提供 する介護保険事業者に対し、

平常時から対策を実施 するとともに、感染症発生時には迅速で適切な対応を図ることができる
よう指導。特に、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底し、感染者が 発生した場
合も含め、万全を期すよう指導。

● 虐待防止や身体拘束廃止等に係る運営上の指導
虐待や身体拘束廃止に係る相談件数や認定件数が増加している状況にあり、その防止、早

期発見に向け、通報、苦情があった場合などに迅速・的確な対応が求められる。今一度事業
所に対し、高齢者虐待防止及び身体拘束廃止に関する制度の理解を徹底し、 高齢者の尊
厳ある生活支援の実現に向けたサー ビス提供が各事業所から なされるよ う に指導。

● 医療的ケアのニーズに対応した質の向上に向けた指導
医療的ケアを要する高齢者の増加に伴い、介護職員が喀痰吸引等を実施できる体制を整備

されつつある状況にあるため、介護職員が安全かつ適切に喀痰吸引等を実施できるように、
事業所等の状況確認及び指導。

● 防災対策の徹底
東日本大震災等災害の教訓を活かし、 突発的に起こる災害から利用者の安全 を守り 、
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適切かつ迅速な対応を各事業者が実施できるよう、 次の事項を重点的に指導。

① 津波・水害・土砂災害を含む非常災害に対する具体的計画や対応方法を、 事業所内
の職員一 人一 人が共有・理解し、 いついかなるときでも、 職員なら誰でも適i切かつ迅

速に対応できる体制づくりを徹底。
② 常日頃からの職員の防災対策に対する意識啓発、 地域とのつながりの推�を盛り込

んだ定期的な防災訓練等を実施すること等を指導。

●令和3年度介護報酬改定及び指定基準の改正点の取り扱い状況
1 感染症対 の自化・・・感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観
点から、 委員会の開催、 指針の整備、 研修の 施、 訓練（シュミレー ション）の実施な
どの義務づけ(3年間の経過措置）

② 業務継続に向けた取組の強化・・・感染症や災害が発生した場合であっても、 必要
な介護サー ビスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、 業務継続に向けた計画
等の策定、研修の 施、を11,． （シュミレー ション）の 施 義 づけ(3年の経過吋置））

3 高齢者虐待 止の推進．．．虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、 指
針の整備、 研修の実施、 担当者を定めることを義 づけ(3年の経過昔置）

8



介護保険施設に係る加算の留意点について

1. 加算要件の確認

0ケアレスによる報酬返還の防止のため、 報酬告示、 解釈通知、 関連する告示（「厚

生労働大臣が定める・・・」）及び厚生労働省発出のQ&A等を確認すること。

0要件は、 単位数表、 解釈通知その他の通知類及びQ&Aに分散している場合があ

るため、 遺漏がないよう注意すること。

0全ての加算が複数の要件を満たす必要があり、 複数の要件のいずれかが抜けてい

ることが算定誤りの典型的パタ ー ン。

【主な告示 ・ 解釈通知等】

・ 「指定施設サ ービス等に要する費用の額の算定に関する基準」

・ 「指定居宅サ ービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス

等 に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て」

・厚生労働省が発した各種Q&A

2. 記録

0加算の多くは、 算定要件として、 記録の整備が求められている。

0明文上必須とされているか否かに関わらず、 算定要件を満たしていることが事後

的に確認できなければならないので、 算定要件に関係する記録に関しては、 事実

上必須であると理解すること（日付、 関係職員、 サービス内容等）。

0記録は行政の実地指導等のために作成するものではない。 事業所において、 算定

要件の充足を記録に基づき確認した上で請求するために作成するものである。

3 説明と同意（記録）

0利用者の個別の加算については、 基本的には、 利用者に対する説明と同意及びそ

の記録が必須。

0利用者への説明と同意が必要な加算については、他の算定要件を満たしていても、

当然に、 同意がなければ算定できない。

4. 全員を対象とする加算と算定要件の関係

0加算要件において「利用者ごとに…」となっている、 原則として利用者全員に算

定する加算 （個別機能訓練加算、栄養マネジメント加算等の施設系の加算） は、 利用者

個々に算定要件を満たしていない場合は、 当該利用者については算定できない。

5 認知症自立度の決定方法

0最も新しい「主治医意見書」の判定を用いることとされており、 意見書記載日に
判定があったものとみなし、 算定の可否を決定する。 医師の判定がない場合に用

いられる「認定調査票」についても、 記載日を判定日とみなす。

，
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実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例

［
下線事項は昨年度実地指導での指摘事項

（令和3年度介證報酌改定未反映の指摘事項あり） 〕
訪問① 訪問介護の所要時間 について〔訪問介護〕
〇 訪問介護を1日に複数回 算定する場合に あっては、算定する時間の間隔は概ね2時間

以上とされているところ、間隔が空いていない事例について、誤ってそれぞれ算定して
いた。

訪問② 2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い〔訪問介護）
〇 居宅サー ビス計画及び訪問介護計画に記載がなく、利用者等の同意を得ずに、2人の

訪問介護員により訪問介護を提供し、所定単位数の 100 分の 200 に相当する単位数を
算定していた。

訪問③ 早朝·夜間 の加算〔訪問介護・訪問看護〕
〇 居宅サー ビス計画及び訪問介護計画に位置付けられていない深夜の時間帯に、訪問介

護の サー ビスの提供を行っている事実を確認した。
〇 夜間の時間帯の訪問看護について、居宅サー ビス計画及び訪問看護計画に位置付けら

れていないにもかかわらず、夜間加算を算定していた。
〇 緊急時訪問看護を行った場合には、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算は 算定で

きないにもかかわらず、夜間の訪問看護に係る加算を算定していた。
0 加算の対象となる時間帯における サー ビス提供時間が、全体の サー ビス提供時間に占

める割合がごくわずかであるにもかかわらず早朝 加算を算定していた。
訪問④ 緊急時訪問介護加算〔訪問介護〕
〇 次の事例が見 受けられた。

( 1)利用者又は その家族等から要請を受けた時間及び要請の内容の記録がなく、要請
を受けてから 24 時間以内に必要な サー ビスを行ったことが 確認できなかった。

(2)当該加算について重要事項説明書に記載がなく、利用者又はその家族等からの同
意がない状態で報酬の請求が 行われていた。

訪問⑤ 通院等乗降介助と身体介護中心型の関係等〔訪問介護〕
0 ヘルパーが自ら運転する車両への 乗降介助を行う場合、乗降介助の前後に相当の所要

時間 (20"'30 分程度以上）と手間がかかる身体介護を行っていないにもかかわらず、
利用者が要介護度4以上であることのみをもって、一律に、一連の所要時間（運転時間
を除く）に対応する「身体介護中心型」の所定単位数を算定していた。

訪問⑥ 長時間訪問看護への加算〔訪問看護〕
〇 ケアプラン上1時間 30 分以上の訪問が位置付けられていないにもかかわらず、 算定

していた。
訪問⑦ 初回加算〔訪問介護・訪問看護〕
〇 訪問介護計画が 作成されていない、または、 サー ビス提供責任者が サー ビス提供を行

っておらず、かつ、同行も 行っていない等、加算要件を満たさないにもかかわらず、加
算を算定していた。

0 新たに訪問看護計画書を作成していないにもかかわらず、初回加算を算定していた。
訪問⑧ 同一建物等に居住する利用者の減算〔訪問介謹．訪問看護）
〇 訪問介護事業所と同一の敷地内のケアハウスに 居住する 利用者に対し訪問介護を行

ったにもかかわらず、同一建物等減算をせずに 算定していた。
〇 訪問介護事業所と同一の建物に居住する 利用者に対し、サー ビスの提供を行った場合

は、所定単位数の 100分の90に相当する単位数を算定すべきところ、所定単位数を算
定していた。

訪問⑨ 介護職員のみで行う訪問入浴介護〔訪問入浴介護〕
0 「入浴により当該 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる」

旨の主治の医師の意見を確認したものの、その際次に確認すべき時期について 確認をせ
ず、当該意見のみをもって介護職員のみでサー ビス提供を行い介護 報酬を算定してい
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た。

訪問⑩ 特定事集所加算〔訪問介護〕
゜ 「常時雇用する労働者」に該当しない訪問介護員等について、少なくとも一年以内ご

とに一回、 事業主の負担による定期健康診断が実施されていないにもかかわらず、 加算
を算定していた。

〇 常勤のサー ビス提供責任者を2名以上配置していないにもかかわらず、特定事業所加
算(I)を算定していた。

0 サー ビス提供責任者が、 訪問介護員に対し、 利用者に関する情報やサー ビス提供に当
たっての留意事項を文書等の確実な方法で伝達し、サー ビス提供終了後の報告を受けて
いたことが記録上確認できないにもかかわらず、 特定事業所加算を算定していた。

〇 訪問介護員ごとの研修計画が作成されていないにも関わらず、 特定事業所加算(II)
を算定していた。

訪問⑪ サー ビス提供体制強化加算〔訪問看護〕
〇 看護職員ごとに研修計画を作成していないにもかかわらず、サー ビス提供体制強化加

算を算定していた。

訪問⑫ 医療保険の対象〔訪問看護〕
〇 末期の悪性腫瘍（末期の前立腺癌）の患者に対する訪問看護は、医療保険の対象であ

るにもかかわらず、 介護保険の訪問看護費等を算定していた。

訪問⑬ 准看護師による訪問看護〔訪問看護〕
〇 准看護師が訪問したにもかかわらず、看護師が訪問した場合の訪問看護費を算定して

いた。

訪問⑭ 退院時共同指導加算〔訪問看護〕
〇 利用者が退院するにあたり、 主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要

な指導を行い、 その内容を文書により提供がされていないにもかかわらず、退院時共同
指導加算を算定していた。

通所① 介護給付費の算定と利用実績
0 サー ビス利用表の実績欄と通所介護計画実績表を突合したところ、サー ビス実績に基

づかない介護報酬を算定していた。
通所② 人員基準欠如による減算〔通所〕
゜ 1割を超える人員基準欠如にもかかわらず、 人員基準欠如による減算をせず、 サー ビ

ス提供体制強化加算(I)口を算定していた。

通所③ 短期入所当日の通所サー ビスの利用について〔通所及び短期〕
〇 短期入所の入所当日に通所サー ビスを機械的に組み込み、両サー ビスに係る介護報酬

を算定していた。

通所④ 短時間の場合の算定〔通所〕
〇 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサー ビス利用が困難で

ある利用者が対象となる短時間算定を、利用者の都合で短時間利用になった場合に算定
していた。

通所⑤ 同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対するサー ビス提供〔通所〕
0 通所系事業所において、 事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から

事業所に通う者に対し、 サー ビスを提供した場合に減算が行われていなかった。
通所⑥ サー ビス提供時間帯の受診・理美容等〔通所〕
0 通所サー ビスのサー ビス提供時間帯において、緊急やむを得ない場合でないにもかか

わらず、 併設診療所で受診していた。
〇 理美容サー ビスに要した時間を含めて介護報酬を算定していた。

通所⑦ 送迎を行わない場合の減算〔通所〕
〇 往復の送迎をしていない利用者について、 片道分のみ送迎減算していた。
〇 家族が送迎しているにもかかわらず、 送迎減算をしていなかった。

通所⑧ 中山間地域等サー ビス提供加算〔通所〕
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0 通常の事業の実施地域に居住している利用者に対して、 当該加算を算定していた。
通所⑨ 入浴介助加算〔通所〕
0 入浴を中止しているにもかかわらず、 算定していた。
通所⑩ 中重度者ケア体制加算〔通所介護〕
0 通所介護を行う時間帯を通じて専従する看護職員を配置していない日に、 中重度者ケ

ア体制加算を算定していた。
通所⑪ 認知症加算〔通所介護〕
〇 算定要件である日常生活自立度のランク m 、 IV、 Mに該当しない利用者について、 認

知症加算を算定していた。
通所⑫ 口腔機能向上加算〔通所介護〕
〇 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していないにもかかわらず加算を算

定していた。
〇 口腔機能改善管理指導計画の進捗状況が定期的に評価されていないにもかかわらず

加算を算定していた。
〇 生活相談員や看護職員不在による人員基準欠如の日があるにもかかわらず、算定して

いた。
通所⑬ 個別機能訓練加算〔通所介護〕
〇 非常勤の機能訓練指導員だけが配置されている日について個別機能訓練加算 (I) を

算定していた。
0 個別機能訓練計画を作成するとともに、個別機能訓練の開始時及びその後3月ごとに

1回以上利用者に計画の内容を説明し、 記録することが必要であるとされているとこ
ろ、 計画を作成することなく算定していた。

〇 同一日において個別機能訓練加算 (I) と(n)の訓練を同じ職員が行っている事例
や、個別機能訓練加算(n)の訓練を介護職員が行っている事例、 個別機能訓練の記録
がない事例が見られた。

0 個別機能訓練加算(n)について、 日常生活における生活機能の維持・向上に関する
目標設定が行われていなかった。

0 個別機能訓練加算 (Il) について、 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問すること
なく、 個別機能訓練計画を作成していた。

〇 指定通所介護を行う時間帯を通じて、 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理
学療法士等を配置していない日に、 個別機能訓練加算 (I) を算定していた。

通所⑭ 運動器機能向上加算〔介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション）
〇 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置していない日に、運動器機

能向上加算を算定していた。
〇 運動器機能向上計画の共同作成がされていなかった。
〇 集団的な機能訓練のみが実施され、 個別の機能訓練は見受けられなかった。
〇 概ね 3月程度で達成可能な長期目標及び長期目標を達成するための概ね 1 月程度で

達成可能な短期目標が設定されておらず、 概ね1月間ごとに行うモニタリング及び実施
期間終了後に行う事後アセスメントの結果を、 介護予防支援事業者に報告していなかっ
た。

〇 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、 長期目標の達成度及
び運動器の機能の状況に関する、 事後アセスメントが行われていなかった。

施設① 人員基準欠如による減算〔特定施設入居者生活介護〕
〇 介護職員の配置数が人員基準を満たしていなかったにもかかわらず、 人員基準欠如に

よる減算をせず、 介護報酬を算定していた。
施設② 入院・外泊時の取扱い〔介護老人福祉施設〕
0 入院・外泊中の入所者の同意があれば、 当該空きベッドを短期入所生活介護に活用す

ることは可能であるが、 その場合には、 当該入所者に係る入院・外泊時の費用は算定で
きないにもかかわらず、 算定していた。
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施設③ 認知症専門ケア加算〔介護老人福祉施設〕
〇 認知症専門ケア加算の対象となる利用者だけでなく、対象外の利用者についても認知

症専門ケア加算を算定していた。
施設④ 看護体制加算(I)〔介護老人福祉施設〕
〇 常勤の看護師を 1 名以上配置していないにもかかわらず、 加算を算定していた。

施設⑤ 夜勤職員配置加算〔介護老人福祉施設及び短期入所〕
0 加算要件である夜勤必要者数を満たしていないにもかかわらず、 加算を算定してい

た。

施設⑥ 夜勤体制減算〔介護老人福祉施設〕
〇 介護老人福祉施設 1 ユニットの使用が休止され、 一部時間帯 (21 時 45 分～翌 7 時

15 分）については、 使用休止の 1 ユニットを除く 8 ユニット（短期入所生活介護の併
設ユニット含む）について 2 ユニットごとに 1 人以上の介護職員が配置されていた。

施設⑦ 個別機能訓練加算〔介護老人福祉施設〕
0 個別機能訓練計画の実施期間前かつ個別機能訓練計画書の作成及び 入所者・家族から

の同意が得られる前（同意が得られた月の初日）から算定していた。
0 個別機能訓練加算について、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の有資格者を

配置する必要があるところ、常勤の機能訓練指導員が看護職員を兼務しているにもかか
わらず当該加算を算定していた。

0 個別機能訓練加算について、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の有資格者を
配置する必要があるところ、 要件を満たさない期間についても算定していた。

0 個別機能訓練計画を作成するとともに、個別機能訓練の開始時及びその後3月ごとに
1 回以上利用者への計画の内容を説明し、記録することが必要であるとされているとこ

ろ、 計画を作成することなく算定していた。
施設⑧ 常勤医師の配置加算〔介護老人福祉施設〕
〇 専ら当該施設の職務に従事する常勤医師を 1 名以上配置することが必要であるにも

関わらず、交代勤務により常勤換算方法で 1 名以上の配置とし、 加算の要件を満たさな
いケースにおいて算定していた。

施設⑨ 機能訓練指導員の加算〔短期入所〕
〇 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等が 1 名以上配置されてい

ないにもかかわらず、 加算を算定していた。
施設⑩ 生活機能向上運携加算〔短期入所〕
0 個別機能訓練計画を作成していないなど、算定要件に適合していないにもかかわらず

算定していた。
施設⑪ 療養食加算〔施設及び短期入所〕
0 加算対象でない高血圧症の入所者に対して減塩食を提供した場合に、加算を算定して

いた。
施設⑫ 栄養マネジメント加算〔施設〕
〇 栄養ケア計画を作成し、 入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から算

定を開始するものとされているが、 同意を得ていないのに当該加算を算定していた。
施設⑬ 身体拘束廃止未実施減算〔施設〕
0 入所者に対してやむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び 時間、その際の

入所者の心身の状況並び に緊急やむを得ない理由を記録することとなっているところ、
車いすテーブルにより身体拘束を行っているにもかかわらず、当該記録を行っていなか
った。

施設⑭ 退所前運携加算〔介護老人保健施設〕
〇 指定居宅介護支援事業者に対して情報提供等を行うことについて当該入所者の同意

が得られていないことに加え、居宅サー ビス又は地域密着型サー ビスに対する情報提供
及び 利用に関する調整が行われていないにもかかわらず、 算定していた。

施設⑮ 試行的退所時指導加算〔介護老人保健施設〕
〇 当該入所者について試行的な退所を行っていないにもかかわらず、試行的退所時指導
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加算を算定していた。

◎ 指定取消処分に際し返還させる額に100分の40を乗じて得た額の支払いを

命じた事例

不正請求①
〇有料老人ホー ム併設の訪問介護事業所において、同じ訪問介護員が、 同一時間帯に複

数の利用者にサー ビス提供を行い、 二重に報酬を請求していた。

不正請求②
〇次の事項が行われていないにもかかわらず、虚偽の資料を作成し、 運営基準減算が行

われていなかった。

・ アセスメントに当たって、 利用者の居宅を訪問し、面接を行うこと。

・ ケアプラン作成・見直しに当たって、サー ビス担当者会議を開催し、専門的な見

地からの意見を求める。
・ ケアプラン原案を利用者又は家族に説明し、 文書により利用者の同意を得る。

・ ケアプランを利用者及び担当者に交付する。
・ モニタリングに当たり、1月に1回、利用者の居宅を訪問し、面接結果を記録す

る。
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