
 

 

３．介護サービスの質の確保と介護給付適正化について 

（５）介護給付の適正化 

 

１．過誤申立依頼と、再請求の手続き 

⑴ 手続きの流れ 

① 必ず、請求が審査決定されていることを確認してください。 

   請求月 30日頃に国保連合会から送付される「請求明細書・

給付管理票返戻（保留）一覧表」で、「返戻」「保留」にな

っていないことを確認してください。過誤申立依頼ができ

るのは、請求月の翌月以降です。 

  ② 過誤請求を、正しい請求に訂正する場合の手順 

   ア 事業者→保険者：過誤申立依頼書を提出する。 

   イ 保険者→国保連：過誤申立をする。 

（国保連が、再審査を行う。） 

   ウ 事業者    ：再請求を行う。 

  ③ ②アの再請求の方法には、「通常過誤」と「同月過誤」の 

２種類があります。 

本市は「同月過誤」で処理を行います。 

（「通常過誤」で処理を行う保険者もありますので、本市以外

の被保険者について再請求する際は、各保険者に確認して

ください。） 

 

 

④「同月過誤」について 

過誤申立（請求取り下げ）によるマイナス分と、再請求に

よるプラス分の調整を一度に行います。 

25日までに、過誤申立依頼書を出雲市へ提出すると、翌月

10日に、再請求ができます。 

※給付管理票の修正と再請求を同月に行うことはできませ

ん。修正が必要な場合は、再請求を行う前月の 10 日まで

に行ってください。なお、給付管理票の修正は、請求の翌

月から行うことができます。 

（例） 処  理 流 れ 

6月 サービス提供  

7月 10日 請求 事業者 → 国保連 

7月 30日 審査結果通知の送付 国保連 → 事業者 

8月 31日 事業者へ支払 国保連 → 事業者 

8月 10日 給付管理票の修正 事業者 → 国保連 

8月 25日まで

に 

過誤申立依頼書の提

出 

事業者 → 保険者 

9月 2日 過誤申立 保険者 → 国保連 

9月 10日 再請求 事業者 → 国保連 

10月 31日 差額調整後、事業者

へ支払 

国保連 → 事業者 

資料７ 
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⑵ 実地指導・監査以外の自主点検で多額・多数の過誤が必要な場合 

 ① 必ず、事前連絡をお願いします。 

 ② 経緯等を記載した文書の提出を求めることがあります。 

 ③ 利用者へ自己負担分を返金する必要がある場合、速やかに返金ください。 

 ④ 返金された場合、利用者へ返金されたことが確認できる資料（領収書、振込票等）を市へ提出ください。 

 ⑤ 高額介護（介護予防）サービス費の支給を受けていた利用者がいた場合、後日、市から利用者に対し高額介護サービス費の一部

返金を求める場合があります。

 

 

⑶令和３年度 過誤申立処理状況 

※ 最多件数の過誤理由について 

4月 居宅介護支援             ⇒【実地指導】 運営基準減算のため。 

6月 認知症対応型共同生活介護 ⇒【実地指導】 運営基準減算のため。 

8月 居宅介護支援             ⇒【実地指導】 運営基準減算のため。 

9月 居宅介護支援             ⇒加算算定もれのため。 

 

 

 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 計 

事
業
所
申
立 

過誤件数 259 136 186 127 567 556 34 61 36 123 218 2,303 

事業所数 19 18 23 31 23 24 20 33 22 18 31 262 

最多件数 209 32 118 41 312 497 7 5 9 44 47 － 
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２．介護給付の適正化に向けた取組み 

⑴ 医療情報との突合・縦覧点検 

① 国民健康保険団体連合会の「医療給付情報」・「介護給付情

報」を基に点検を実施。 

② 疑義が生じたものについて、各事業所へ過誤照会。 

③ 照会の結果、「請求誤り」と回答のあったものについて、

過誤申立処理。 

 

⑵ 居宅介護支援事業所における令和３年度のケアプラン点検 

  ① 実施目的 

ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立

支援」に資する適切なケアプランとなっているかについて、

基本となる事項を介護支援専門員とともに検証確認しなが

ら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援

に資するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍化

を図り健全なる給付の実施を支援するために行うものです。

（厚生労働省老健局振興課 H20.7.18 介護保険最新情報

Vol38 抜粋） 

出雲市では、ケアマネジメントの質の向上を第一目的とし、

明らかな基準違反や悪質な場合を除いて、採点したり、批判

したり、報酬返還等給付費削減のみを目的としては行いませ

ん。 

  ② 点検対象 

    介護保険法第 8 条第 24 項に規定する居宅サービス計画

（アセスメントシート、第１表～第５表、提出事例の自己

点検シート） 

  ③ 実施方法 

    居宅介護支援事業所の実地指導時に面談、または、居宅

介護支援事業所の介護支援専門員が来庁し面談を行います。 

  ④ 点検実績 （資料７－１） 

  ⑤ 点検結果 （資料７－２） 

 

⑶ 訪問介護の回数が多いケアプランの提出について 

   平成 30 年 10 月より、利用者の自立支援・重度化防止や地

域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助

中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランに

ついて、保険者への届出が必要です。 

① 厚生労働大臣が定める回数及び訪問回数 

   基準回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である

訪問介護を行う場合（生活援助加算）の回数を含みません。 

◇訪問介護（生活援助中心型サービス）の回数（１月当たり） 

要介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

基準回数 27回 34回 43回 38回 31回 

 

② 届出の時期及び期限 

平成 30年 10月 1日以降に、利用者の同意を得て交付した作

成または変更した居宅サービス計画のうち、上記の回数以上

の訪問介護を位置づけたプランを翌月の末日までに届け出

てください。  

＜例＞10月に作成したもの⇒11月末日までに届け出が必要 
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③ 提出書類 

・別紙 訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプラ

ンの届出書（資料７－３） 

・居宅サービス計画書「第１表」～「第７表」の写し 

    ア 居宅サービス計画書「第１表」は、利用者へ交付し

署名があるもの 

    イ 居宅介護支援経過「第５表」は、生活援助中心型の

訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提

出で可 

    ウ 用紙のサイズはＡ４サイズに統一してください。 

・訪問介護計画書の写し 

指定居宅介護支援事業所（介護支援専門員）が訪問介

護事業所から提供を受けたもの 

④ 提出方法 

直接、市役所高齢者福祉課の窓口へご提出ください。 

⑤ その他 

・届出内容について、問い合わせることがあります。 

・給付実績により未届であることを確認した場合等は、届

出を求めることがあります。 

 

 

 

 

 

 

⑷ 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプ

ランの届出（資料７－４） 

  令和 3年（2021）10月 25日付け出雲市健康福祉部高齢者福

祉課長通知においてお知らせしておりますが、令和 3 年 10 月

1日から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供に

つなげることのできるケアプランの作成に資することを目的

とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、その利用

サービスに占める訪問介護の割合が高いケアプランのうち、保

険者である出雲市がケアプランを指定し、その提出を求めた場

合に、これを届け出る必要があります。 

なお、この仕組みはサービスの利用制限を目的とするもので

はありません。提出が必要なケアプランは、出雲市で指定し、

該当の居宅介護支援事業所に個別に通知しますのでご対応を

お願いします。 

 

⑸「給付適正化支援システム」による給付適正化の取組みにつ

いて 

介護サービスの利用者が真に必要とする良質なサービス提

供と持続可能な介護保険制度の構築のため、介護給付適正化に

向けた取組を推進し、不適切なサービスや過剰な給付の削減に

努めるため、給付適正化支援システム（トリトンモニター）を

活用して適正チェックを行っています。 

該当事業所に対してヒアリングシートによる照会を行いま

すので、ご対応いただきますようよろしくお願いします。 
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⑹ 住宅改修、福祉用具購入、軽度者福祉用具貸与について 

① 住宅改修 

・理由書に「段差がある」といった文言を記入している場合、

段差が写っている写真を提出すること。 

・勝手口等、玄関とは別の出入口の改修を行う際には、その出

入口の主な使用目的を理由書に記入すること。 

・階段や廊下等の両側に手すりが必要な際には、その理由を理

由書に記入すること。 

② 福祉用具購入費 

  ・購入した福祉用具が、経年劣化、破損等により部品の交換

が必要になった場合、部品のみでの支給申請が可能。 

（ただし、支給対象となるのは製造事業者によって価格が定

められている部品のみであり、本体価格から按分等で算出さ

れた費用等は、対象とならない） 

③ 軽度者福祉用具貸与 

・利用者の身体状況により急を要する場合でも、「主治医の医

学的所見の確認」は必ず行ってください。 

・聞取りの記録書は「医療機関名」「主治医名（フルネーム）」

「確認年月日」「疾病・傷病等名」「対象福祉用具」のすべて

が記載されていることを確認の上、確認書に添付してくださ

い。 

・サービス担当者会に福祉用具貸与事業者が参加できない場合

は、照会を行い、結果を別紙にて添付してください。 

・変更・更新申請の際の申請もれ・遅れにご注意ください。 

 

⑺住宅改修・福祉用具の点検 

令和４年度から必要に応じ、リハビリテーション専門職の協力

を得て住宅改修の点検を実施します。また、福祉用具貸与・購入

についても、同様にリハビリテーション専門職の訪問調査等を実

施し、福祉用具の必要性や利用状況を確認することで、不適切又

は不必要なものを排除し、利用者の身体の状態に応じて必要な福

祉用具の利用につなげていきます。 

①実施頻度 

 住宅改修・福祉用具 それぞれ３か月に 1回程度（予定） 

②住宅改修の点検 

住宅改修の実施後に対象の住宅をリハビリテーション専門職

が訪問し、点検及び評価を行います。 

・大規模で複雑な改修を行っており、改修内容が適切であるかが

写真のみで判断がつかないもの 

・事前承認内容から設置場所や設置の向き等の変更をしたもの 

・要介護状態が著しく高い場合（寝たきり状態の者が手すりを設

置を行う等） 

③福祉用具の点検 

給付実績から抽出した対象者の福祉用具について、リハビリ 

テーション専門職が点検及び評価を行います。 

・福祉用具貸与のみの利用や介護給付費に占める福祉用具貸与の

割合が高い者 

・同じ品目を複数利用している者 

・要介護状態が著しく高い場合（寝たきり状態の者に歩行補助杖

の貸与を行う等） 
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