
|「○ポイント」は、特に注意が必要なことを記入しており、すべての基準を記載しているわけ
|

|ではありません。詳細な基準については、法令等で確認して<ださい。           |

'(介
護予賄)請間含護

(1)人員・設備に関する基準について

●訪間介護員等の員数が基準(常勤換算方法で 2.5人以上)を満たしていない。又は勤務表を作

成していないため、満たしているか確認していない。【居宅条仮」6条】

●訪間介護員等において、訪間介護事業所の勤務時間とそれ以外の有料者人ホーム又はサービ

ス付き高齢者向け住宅など (以下「有料者人ホーム等Jという。)の勤務時間が区別されて

いない。【老企第 25号第 1の 1(1)[2]□ 】

○ポイント

有料老人ホーム等に併設された訪間介護事業所の訪間介護員等が、有料老人ホーム等

のスタッフと兼務している場合は、次の点に留意のうえ、居宅サービス計画及び訪Fo5介

護計画に沿ったサービスを実施する必要があります。

>訪間介護サービスは、居宅サービス計画 (ケアプラン)に沿つて、訪間介護員が不」

用者に原則 1対 1でサービス提供を行われているか。(原貝」1対複数の施設的なサ

ービス提供は介護報酬の対象となりません)

>有料老人ホーム等のスタッフとしての業務時間と訪間介護事業所の訪間介護員と

しての業務時間が明確に区分されているか。

>介護保険サービスと介護保険外サービスが明確に区分されているか。

>利用者のサービス選択に関して、併設事業所以タトの情報が提供されているか。

>併設事業所の居宅介護支援事業所や訪間介護事業所などの選択を強要していない

か。

>利用者本位ではな<事業所都合のサービス提供 (夜間、早朝時間帯のサービス提供

やケアプランと異なる内容・時間帯でのサービス提供)が行われていないか。

>利用者にとって過剰又は不必要なサービスの位置づけがされていないか。

(2)運営に関する基準について

●訪Po3介護の回数を居宅介護支援事業所に連絡せずに増やしている。【老企第 25号第 1の
1(3)[2]】

●登録ヘルバー等の移動時間及び待機時間が労働時間に算入されず、賃金支給されていない。

【基発第0827001号 2(1)ウ①】
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(3)報酬に関する基準について

●初回加算算定時にサービス提供責任者が同行していない(同行した記録がなしい。【老企第 36
号第 2の 2(19)】

●概ね2時間未満の間隔で訪間介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を含算して、介

護報酬‖を算定しなければならないところを、それぞれの提供時間の報酬単位で請求していた。

【老企第 36号第 2の 2(4)③】

●有料者人ホーム等に併設の事業所で早朝、夜F85時間帯に訪間介護を行つている事例が多い。

(必要性を検討すること。)【居宅条例 25条】

Z(介護予賄)通所含護

(1)人員・設備に関する基準について

●生活相談員の配置がサービス提供時間数に満たない日がある。【居宅条例 101条】

●介護職員がサービス提供時間内において常時 1名以上配置されていない時FB5帯がある。又は

1日合計の勤務時間が不足している。【居宅条例 101条】

●機能訓練指導員が配置されていない。【居宅条例 101条】

10ポ僣
「

~~~~~― ――一―一―一―
                     |

| >定員数に関わらず、機能訓練指導員は 1名以上の配置が必要です。       |

●定員 10人を超える事業所において、薔護職員がサービス提供日ごとに配置されていない日

がある。【居宅条例 101条】

|○ポイント                                        |
| >欠員は人員基準違反であり、減算の対象となります。              |
| >単位ごとに、サービス提供日ごとに、専ら提供に当たる琶護職員を配置しな<ては

|

|  なりません。                               |
| >提供時間を通じて配置する必要はありませんが、当該看護職員は提供時間帯を通じ

|

|  て通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図る必要があります。         |

●お,自 リデイ (介護保険外)の勤務時間帯を通所介護の勤務時間に含めているため、常勤職員

の勤務時間数を満たしていない。【居宅条例 101条 7項】

|○ポイント                                        |
| >通所介護事業所の勤務時間数には、お泊リデイ、生きがいデイといつた介護保険外

|

|  のサービスの提供時間を含みません。常勤要件のある職種 (職員)の配置には注意 |

|   して<ださい。                                . |

(2)設備に関する基準について

●食堂及び機能訓練室内にベッドを設置し、静養室として使用している。【居宅条例 103条 2

項】

●食堂及び機能訓練室内に棚や事務デスクを設置している。【居宅条例 103条 2項】

|○ポイント                                        |
| >上記 2つの指摘事項の場合、食堂及び機能訓練室の面積から除いた上で、基準 (利 |

1  用定員数に3雨を乗じた面積以上)を満たす必要があります。         |
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(3)運営に関する基準について

●サービス提供8寺 FB5中 に、医療機関への受診やサービス担当者会議の出席によリサービスを途

中で中断する「中抜け」を行つている。【15。 5。30Q&∧ 介護保険最新情報∨ol.151】

|○ポイント                                        |
|> サービスを途中で中断した場合は、緊急やむを得ない場合を除き、その時点でサー

|

|   ビスが終了したことになり、その後のサービスに係る報酬は算定できません。   |

●理美容をサービス提供時FB5中に行っているにもかかわらず、サービス提供時間に含めている。

又は、理美容の時FB5を記録していない。【14.5,14Q&A介護保険最新情報∨ol。 127】

|○ポイント                                        |
| >通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれません。   |
| >理美容を行つた時間を記録し、サービス提供時間から除<必要があります。    |

●送迎記録等に不」用者氏名及び事業所到着・出発時亥」等が詳細に記録されていない。

【者企第 36号第 2の 7(1)】

(4)報酬に関する基準について

●利用者が遅刻や早退したにもかかわらず、通所介護費を当初のサービス提供時間で請求して

いる。【者企第 36号第 2の 7(1)】

●運動器機能向上加算の計画・評価が十分でない。老計発第0317001号別紙1第 2の 7(2)】

○ポイント

>利用者ごとにリスク評価、体力沢1定等を実施し、サービスの提供に際して考慮すべ

きリスク、利用者のニーズ及び運動器の機能の状況を、不」用開始時に把握する必要

があります。

> 理学療法主等が、暫定的に、不」用者ごとのニーズを実現するための概ね 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

短期目標を設定する必要があります。

>不」用者ごとに、運動の種類、実施期間、実施頻度、1回当たりの実施8寺間、実施形

態等を記載した運動器機能向上計画を作成します。その際、実施期間については、

運動の種類によって異なるものの、概ね 3月間程度とします。また、利用者に分か

りやすい形で説明し、その同意を得る必要があります。

>利用者の短期目標に応じて、概ね 1月間毎に、利用者の当該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う必要があります。
>利用者の運動器の機能を定期的に記録する必要があります。

●個別機能訓練加算 Iにおいて、常勤専従の機能訓練指導員を配置していない。また、計画・

評価が十分でないも【者企第36号第2の 7(7)】

●個別機能副|1練加算Ⅱの計画・評価が十分でない。【者企第36号第2の 7(7)】
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【参考 :通所介護の個別機能訓練加算 I・ Iの比較】

下記以外に目標設定、実地内容等項目等についても、別途、国通矢□*予定。

*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 C    ―ビス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居
宅介護支援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 (平成12年 3月 1日者企第36号)の改正

個別機能訓練加算(I) 個別機能訓練加算 (Ⅱ )

機能訓練指導員の

配置

常勤専従 1名以上配置
0サービス時間帯を通じて配置

・非常勤の機能訓練指導員だけが

配置されている日は算定不可

専従 1名以上の配置

・ 配置時間の定めはない

機能訓練項目 利用者の自立支援と日常生

活の充実に資するよう複数

種類の機能訓練項目

利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練項目

※ 身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練

ではな <、 残存する身体機能を活用して生活機能の

維持・ 向上を図り、利用者が居宅において可能な限

り自立して暮し続けることを目的として実施するこ

と (1人で入浴ができるようになりたい等といつた

日常生活における生活機能の維持 0向上に関する目

標設定のうえ、当該目的を達成するための訓練を実

施すること)。

訓練の方法 利用者が選択した項目ごと

にグループで別れて活動

5人程度以下の小集団又は個別

※ 類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された 5

人程度以下の小集団 (個別対応を言む)に対して機

能訓練l旨導員が直接行うこととし、必要に応じて事

業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練

とすること。実施時間については、個別機能訓練計

画に定めた訓練内容の実施に必要な 1回あたりの訓

練時間を考慮し適切に設定すること。

訓練の実施者 必ずしも機能訓練指導員が直接

実施する必要はなく、機能訓練指

導員の管理の下に別の従事者が

実施した場合でも算定可

機能訓練指導員が直接機能訓練を実施

実施回数 実施回数の定めはない 概ね週 1回以上

その他共通の留意

事項

機能訓練指導員、琶護職員、介護脳員、生活相談員その他の職種の者が共同して、禾J用

者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容となる個別機能訓練計画を作成し、こ

れに基づいて行つた個別機能訓練の効果、実施時間、実施万法等について評価等を行う

こと。                            .
個別機能訓練を行う場合は、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

に対して個別機能訓練計画の内容 (評価を含む)を説明し、記録すること。

個別機能訓練に関する記録 (実施時間、訓練内容、担当者等)は、禾」用者ごとに保管さ

れ、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。

(平成27年 4月 より)機能訓練指導員警 (機能訓練指導員、看菫職員、介覆職民主_生活相

議員その他の職種の者)が利用者の居宅を防間し上上で、個別機能訓練計画を作成し、

その後3旦 ごとに1回以上、利用者の居宅を防間した上で、当該利□者又墜その家族に

対して、豊整訓練の内害と個房り機能訓練計画の進捗状況警を説明し、謝1練内容の見直し

書を行うこと。
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居宅介護支援

●居宅サービス計画書をサービス提供事業所に配付していない。【支援条例 15条】

|○ポイント                                        |
| >利用者の署名・押印した写しを配付する必要があります。            |

●居宅サービス計画書の第 3表 (週間サービス計画表)において、内容が変わつているにもかか

わらず見直しをしていない。【支援条例 15条】

●独居高齢者加算を算定しているが、独居であることを確認した記録がない。【老企第 36号第

3の 15】

|○ポイント                                  |
| >居宅サービス計画 (第 5表居宅介護支援経過)等に記録する必要があります。   |

●入院時情報連携加算を算定しているが、記録が十分でない。【者企第 36号第 3の 13】

●概ね2時間未満の間隔で指定訪Fo5介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を含算して、

介護報酬を算定しなければならないところを、それぞれの提供時FB5の報酬単位で給付管理し

ていた。【21.3。23Q&A介護保険最新情報∨ol.69】

4 介護者人福祉施設 ((介護予賄)短期λFF生活含護含お)、 介護者人保健施設 ((含護予賄)短期入

所療書介護を含お)、 含護療書型医療施設も地域密着型含護者A福祉施設

●身体拘束を行つた場合の、記録が十分でない。【施設条例 15条他】
●身体拘束廃止委員会が開催されず、身体拘束廃止や防止に向けた取組が確認できない。【老企

第40号第2の 5(5)】

○ポイント

>態様、時FB5、 lb身の状況、緊急やむを得ない理由を記録することが必要です。

>3原則 (切迫性・非代替性・一時性)の要件をすべて満たすときだけ身体拘束は 例

外的に認められます。

>身体拘束にかかる方針を個人の判断で決めるのではな<、 組織 (身体拘束廃止委員

会等)で決定する必要があります。

o :1- v Fry0)bEEqlCf,JL\<. f.- y FC-l;H8$ I €Lytfi;gFilFXle€eFffiFAEAEU<
L, \r41,1" (fEEE*lttJ 49 * 8 IF)

(frtfiffi PnEHlE4ttlEl*,i6f1il, (frilitrffi) rJrffi,frlil#SEtnt
o tf ;g?[#60 E Q 0$ F=3ffi OHHtFEdEffi fd DiTE l./< (, \ 6" I t$l**lt!J 85 *)
o |b E 6f {r Z Agef rvl-c (E rv I td f E } E a=frJ= anE s L, lc ) H Ig 6. Et @,lf Fr }E E 6 +

biEdEdfl(t, \60t" *E. g/6!€EIEH t-,lcl;€DD7i.5g6frlt aE;E L,<L \E1, \. (t&

r4*tr!| 85 *)
i"odr?rF ' ' 

Ii > fffigftr#6o^FB#^!ild. )ffiHaht*.Lt3?f.9. :

i > d r*FtF3t#HEEel);F g#Ffi a^;gglE€ ps F\bEdt0tri$,i6e }tE t'6 trEg oE+ i

i EU'ffFilEEgbtFdEdn<t\60\tr6 QY,9le6frl6EqEEU<t,\At\fEAAeA) i

ii ld. )dHOi$* X?&Dtg" 
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各夢業全体

●勤務予定表及び実績表を作成していない、又は作成しているが、基準を満たしているか確認

できない勤務表となっている。【者企第 25号六 3(5)[1]】

|○ポイント                                         |
| > 常勤・非常勤、兼務状態、日長の配置数など確認できる勤務予定表及び勤務実績表

|

|   を毎月作成する必要があります。                       |
| > 管理者の勤務状況も勤務予定表及び勤務実績表に記載する必要があります。    |

●処遇改善加算において、従業者に賃金改善方法の周矢□を文書で行つていない。【者発0316第 2号】

◇根拠法令の几例  ※その他厚生労働省の通知や介護予賄にも同様の基準●lあ ιl春す EE己載省略 ]

居宅条例 :ク田各市指定居宅サービス等の事業の愚 設備及び運営等に関する基準を定める剰列CH241靱駆各市剰夕麟;511∋

施設条例 :姫路市指定介護者人福祉施設の愚 設備及び運営等に関する基準を定める条例 (H241勒田師剰
'廃

551∋

地上或条例 :姫路市地域密着型サービスの事業の人員 設備及び運営等に関する基準を定める条例 CH24鰍田師剰夕廃53号 )

支援条例 :'田計耐    :彗醒発証澤礫の人員及び運営等に関する基準を定める剰列(H26鋼鵬師築夕廃59号)*

* H274.1か断予

◇参考 :日語の定離

(1)「常勤 J

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ

き時間数 (就業規貝J等に定められている時間数)に達していることをいうものである。

→週 32時間を下回る場合は、週 32時間を基本とする。

唸)「専ら従夢する・専ら提供に当たるJ

原貝」として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうも

のである。この場合のサービス提供時間とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいう

ものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

に)「勤務延べ時間歌 J

勤務表上、当該事業に係るサニビスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供

のための準備等を行う時間 (待機の時間を宮む。)と して明確に位置付けられている時間の合計

数とする。なお、従業者 1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該事

業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

に)「常勤換算方法 J

当該事業所の従業者の勤務延べBttFB5数 を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時FB5

数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

「指定居宅サービス等及び指定含護予賄サービス等に聞●●菫準について(HH軍書食
=Z5号

)Jむこ

の日童事項通畑の改正 (HZ7。 4。 1～ )

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 23条第 1頂に規定

する所定労働時間の短時間措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が

事務所として整つている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30時間として取り

扱うことを可能とする。      ,
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