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Section１

指導監査の類型
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１ 指導監査の類型（１）

介護保険サービスの指導監査は、

サービスの質の確保

及び 保険給付の適正化

を図ることを目的とする。

４



 ①集団指導

介護保険制度の改正内容、報酬の算定方法、指摘事例･工夫事例等について、

一定の場所に集める等、講習形式により周知徹底を行う。

１ 指導監査の類型（２）

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、

集合形式では実施しません。

各事業の資料を視聴していただき、アンケートに

ご回答ください。アンケートの回答方法については、

各事業の説明時に案内いたします。
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②実地指導

基準条例や報酬告示等を満たしているかどうか、事業所に赴き、

関係書類の調査や関係職員へのヒアリングにより行う。

頻度は、３年を標準として定期的に実施しているが、実地指導
における指摘の数、苦情の有無、集団指導の出席の状況等を総合
的に考慮して連続で実施する場合がある。

調査方法としては、主に「自主点検表」を用いて網羅的に確認
する。

１ 指導監査の類型（３）
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③監査

著しい基準違反及び報酬の不正請求 が疑われた場合
等に、当該違反等の事実確認のために実施。

１ 指導監査の類型（４）

（ 調査方法は ↓ 以下５つ ↓ 。 ）

①報告 ②帳簿書類の提出・提示

③出頭命令 ④質問検査 ⑤立入検査
７



Section２

実地指導の重点
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① 基準条例に規定する 人員基準 を満たしているか。

② サービスの提供に当たって、「尊厳の保持」及び「自立支
援」を基本方針とし、計画からサービス提供までの一連のプロ
セス を適切に行っているか。

③ 報酬告示等に基づき介護報酬の請求を適切に行っているか。

 ①人員基準欠如、②基本報酬の算定に当たって、算定基準を満たしているか、

 ③加算を算定する場合、加算要件を満たしているか。

２ 実地指導の重点（１）
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※実地指導の留意事項（群馬県実施の場合）

 実施通知事前提出資料・当日準備資料（会場に準備をお願いします）

 実地指導当日（※例年）

（施設系）：概ね10時～16時（12時～13時昼休み）

（居宅系）：午前、午後で１事業所ずつ10時～12時、13時半～15時半

 県担当者（検査員）

２名から３名、併設居宅サービスがある場合は１サービスにつき１名

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、

時間の変更等があり得ます。

⇒ 事前の実施通知に御注意をお願いします。 １０



Section３

監査の概要
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３ 監査の概要
 監査は、著しい基準条例違反及び不正請求等が疑われた場

合に実施しますが、違反の事実が確認された場合は、違反の
程度によって次のとおりとなります。

人員基準違反等の疑い

監 査
（3パターン）
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・パターン１
不正請求、人格尊重義務違反又は重大かつ明白な基
準違反等の介護保険法の処分事由に該当

不利益処分

Ⅰ一部効力停止

Ⅱ全部効力停止

Ⅲ 指定取消

※事業所名、
代表者氏名、
内容等を公示
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・パターン2
・人員基準違反
・設備基準違反
・運営基準違反

不利益処分

Ⅰ一部効力停止
Ⅱ全部効力停止
Ⅲ 指定取消

※事業所名、代表者氏名、内容等を公示

期限を定めて
改善勧告

※期限内に勧告に従わない場合は公表

期限を定めて
改善命令

※期限内に命令に従わない場合は公表

命令に従わない
場合

正当な理由なく
勧告に係る措置
をとらなかった

場合

① ②

③
④
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・パターン３

・人員基準違反

・設備基準違反

・運営基準違反

１ 指摘
２ 注意
３ 口頭

※勧告に該当しない場合
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群馬県内の行政処分の主な事例

１不正請求等による行政処分（令和元年度分）

サービス種別 処分内容 処分事由

訪問介護 全部効力停止３か月 ・介護職員処遇改善加算について、
介護職員に対して受領した当該加算
の総額を超える賃金改善を実施する
ことが要件とされているが、受領し
た総額を超える賃金改善を実施せず、
対象外職員への支給を行うなど一部
不支給(不正請求)を行った。通所介護 全部効力停止３か月
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群馬県内の行政処分の主な事例

１不正請求等による行政処分（平成２９年度）

サービス種別 処分内容 処分事由

訪問介護 指定取消

・退職したヘルパーや無資格者に
よるサービス提供記録等をもとに
介護報酬を不正に請求したほか、
虚偽報告や虚偽答弁を行った。

介護老人保健施設
一部効力停止

（新規利用者受入停止
３か月） ・医師の人員基準を満たしていない

にもかかわらず、減算せず請求を
行った。その際に算定できない加算
についても不正に請求を行った。

短期入所療養介護

全部効力停止３か月
通所

リハビリテーション
１７



Section４

虐待防止の取組み
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高齢者虐待防止の推進として、令和３年度介護保険制度改正で、
全ての介護サービス事業者を対象に利用者の人権擁護、虐待防止
等の観点から、

４ 虐待防止の取り組み（１）

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

が義務づけられました。(３年の経過措置期間あり)
１９



イ 虐待の種類

①身体的虐待：高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

②ネグレクト（介護・世話の放棄・放任）：高齢者を衰弱させるような著しい減食

又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

③心理的虐待：高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に

著しく心理的な外傷を与える言動を行うこと。

④性的虐待：高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を

させること。

⑤経済的虐待：高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の

利益を得ること。

４ 虐待防止の取り組み（２）

ア 高齢者虐待防止法による定義

①養護者による高齢者虐待

②養介護施設従事者等による高齢者虐待
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ウ 虐待防止のための具体的な取扱い

①職員研修の実施、苦情処理体制の整備等

○虐待防止委員会の設置

○事業所理念や運営方針の規定

○施設理念等の掲示

○事業所内外の研修

○マニュアルの作成

○チェックリストの作成

○虐待防止責任者の任命

※認知症介護研究・研修仙台センターが開発した「介護現場のための高齢者

虐待防止教育システム」、厚生労働省が作成したマニュアル「市町村・都道

府県における高齢者虐待・養護者支援の対応について」 の活用

４ 虐待防止の取り組み（３）

（例）
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ウ 虐待防止のための具体的な取扱い

②職員への支援体制の整備

○労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施

○定期的な衛生管理者や産業医への相談日を設定

○定期的に従業員と面談を行いストレスやメンタルヘルス状況の確認

○ストレスマネジメント、メンタルヘルスケアに関する研修の実施

４ 虐待防止の取り組み（３）

（例）
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ウ 虐待防止のための具体的な取扱い

③虐待を発見した場合に備え、通報･報告しやすい体制の整備

○意見箱の設置

○ヒヤリハット、事故報告書等の様式

○従業者との面談による虐待等の疑いがないか確認

○従業員アンケートの実施

○内部通報のマニュアル･体制の整備

○苦情受付窓口の整備

○苦情対応マニュアルの整備

４ 虐待防止の取り組み（３）

（例）
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ウ 虐待防止のための具体的な取扱い

④通報(虚偽、過失は除く）は守秘義務違反にならないこと、

解雇その他不利益な取り扱いを受けないことの職員への周知

⑤不適切なケアへの対応手順

本人･家族からの相談

４ 虐待防止の取り組み（３）

再発防止策の検討

職員への聞き取りによる事実確認

各部署の責任者・管理者への報告

虐待の
疑い

通 報
※事業所内で解決が図られ
ても通報義務がある

虐
待
の
疑
い
が
あ
る

と
判
断
し
た
段
階
で ２４



エ 虐待が起こってしまったときの対応

※虐待を発見した場合、通報義務が生じる。

①隠蔽、虚偽報告は事態を悪化させ、事実が明白となった際には

悪質と見なされる。

②したがって、速やかな初期対応（事実確認、市町村への報告、

組織的な情報共有、原因分析・再発防止等）により透明性の確保、

早期解決を図ることが重要。

４ 虐待防止の取り組み（４）
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オ 身体拘束

＊次の①～⑥の規定を遵守すること

①利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむ

を得ない場合を除き、行ってはならない。

②緊急やむを得ない場合とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の

三要件を満たすもの。要件を満たさない場合、虐待と認定されること

もある。

③緊急やむを得ない場合の判断は、施設全体で判断することが必要で

ある。

④緊急やむを得ない身体拘束を行う場合は、身体拘束の内容、目的、

時間、期間などを高齢者本人や家族に説明し、確認を行う。

４ 虐待防止の取り組み（５）
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オ 身体拘束

⑤身体拘束に関する記録の作成が義務づけられている。

⑥身体拘束等の適正化を図るための措置

・身体拘束等の適正化検討委員会の設置

・身体拘束等の適正化のための指針の整備

・身体拘束等の適正化のための研修の実施

※基準省令に定める上記の①～⑥の規定を遵守していない場合は、
「身体拘束廃止未実施減算」の適用となる。

４ 虐待防止の取り組み（５）

２７



群馬県内の行政処分の主な事例

２虐待による行政処分（平成２８年度）

サービス種別 処分内容 処分事由

通所介護 一部効力停止
（新規利用者受入停止
及び介護報酬3割カット
3ヶ月）

人格尊重義務違反
・事業所の浴室において、介護職員が、利用者の胸元を
つかんで激しく揺さぶる身体的虐待を行った。

高齢者虐待防止法違反
・このことについて、他の職員から上司への報告があっ
たにもかかわらず、虐待発生に係る適切な初動対応が行
われず、事業者として市への通報を怠った。
・高齢者虐待防止に関する職員研修が徹底されていな
かったこと、内部通報制度や苦情相談窓口が職員に周知
徹底されていなかったこと等、高齢者虐待を適切に防止
するための素意を怠った。
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群馬県内の行政処分の主な事例

２虐待による行政処分（平成２８年度）

サービス種別 処分内容 処分事由

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

一部効力停止
（新規利用者受入停止
及び介護報酬3割カット
3ヶ月）

人格尊重義務違反
・利用者居室トイレにおいて、介護職員が、利用者の体
や頭を殴る、足を蹴る、腕をひねる、言葉で脅かす等の
身体的虐待及び心理的虐待を行った。また、日時場所等
不明だが、同介護職員は同利用者に同様の虐待行為を10
回程度行った。

高齢者虐待防止法違反
・このことについて、他の職員から上司への報告があっ
たにもかかわらず、虐待発生に係る適切な初動対応が行
われず、事業者として市への通報を怠った。
・高齢者虐待防止に関する職員研修が徹底されていな
かったこと、内部通報制度や苦情相談窓口が職員に周知
徹底されていなかったこと等、高齢者虐待を適切に防止
するための素意を怠った。
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ご清聴ありがとうございました

今後とも、よりよいケアの実現及び保険給付の適正化に

ご協力お願いいたします。

３０


