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介護給付費縦覧審査確認表の対応について 

＜縦覧点検出力事由の一覧＞ 

該当 

ページ 

対象

帳票 
縦覧点検出力事由 

主な対象 

サービス 

（予防を含む） 

縦覧区分 

※算定、重複、居宅支援、単独の

各帳票に番号が表示されます 

１１ 算定 貸与開始月に算定可能な加算の合計が制限回数を超え

ています 

福祉用具貸与（特地加算・

小規模加算・中山間加算） 

*01 貸与開始月 

１３ 算定 入所（居）日・入院日から算定可能な加算の合計が制限

回数を超えています 

初期加算 *02 入所日から 

１５ 算定 入所（居）日・入院日から算定可能な加算の合計が制限

回数を超えています 

緊急対応加算 

緊急短期入所受入加算 

１７ 算定 介護保険施設を退所した実績がありません 退院時共同指導加算 *04 退所につき 

１９ 算定 介護保険施設の入所実績がありません 

２１ 算定 施設退所後に訪問看護費を算定しています 

２３ 算定 短期入所の連続日数が３０日を超えている可能性があ

ります（複数事業所の日数超過） 

短期入所 *05 最大連続入所日数 

２５ - サービス提供日／入所日確認表の記入例 

（短期入所サービスの例） 

２６ 算定 短期生活長期利用者減算の対象となる可能性がありま

す 

短期生活長期利用減算 
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該当 

ページ 

対象

帳票 
縦覧点検出力事由 

主な対象 

サービス 

（予防を含む） 

縦覧区分 

※算定、重複、居宅支援、単独の

各帳票に番号が表示されます 

２８ 算定 退所時指導加算を複数回算定しています 介護保健施設（退所時指導

加算） 

*08 退所につき（入所１月超） 

退所につき又は１月につき 

３０ 算定 都道府県から訪問介護サービス提供責任者数の届出が

ありません 

訪問介護 

（初回加算） 

*09 

 

新規計画作成時 

 

３２ 算定 退院（所）日又は認定日から１ヶ月超の場合に請求して

いる可能性があります 

訪問リハ・通所リハ 

（短期集中リハ加算１・２） 

訪問リハ 

（短期集中リハ加算） 

通所リハ 

（短期集中個別リハ加算） 

*10 

 

短期集中リハビリテーショ

ン 

※短期集中リハ加算１・２

については、平成 27年 3月

サービス分まで対象 

算定 退院（所）日又は認定日から１ヶ月以内又は３ヶ月超の

場合に請求している可能性があります 

算定 退院（所）日又は認定日から３ヶ月超の場合に請求して

いる可能性があります 

算定 退院（所）日又は認定日から３ヶ月以内の場合に請求し

ている可能性があります 

３４ 算定 入所日から過去３ヶ月以内に施設に入所しています 介護保健施設 

（短期集中リハ加算） 

*10 

 

短期集中リハビリテーショ

ン 

３６ 算定 過去３ヶ月以内に認知症短期集中リハ加算を算定して

います 

介護保健施設 

（認知症短期集中リハ加

算） 

３８ 算定 通所リハ生活行為向上リハ加算１が３ヶ月超継続して

いる可能性があります 

通所リハ 

（生活行為向上リハ加算

１・２） 

*10 

 

通所リハにおけるリハビリ 

算定 通所リハ生活行為向上リハ加算２が３ヶ月超継続して

いる、または、加算１と加算２が合算して６ヶ月超継続

している可能性があります 
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該当 

ページ 

対象

帳票 
縦覧点検出力事由 

主な対象 

サービス 

（予防を含む） 

縦覧区分 

※算定、重複、居宅支援、単独の

各帳票に番号が表示されます 

４０ 算定 通所リハマネジメント加算Ⅱ１が６ヶ月超継続してい

る可能性があります 

通所リハ 

（マネジメント加算Ⅱ１） 

10 通所リハにおけるリハビリ 

４２ 算定 「生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後

に通所リハビリテーションを継続した場合の減算」の対

象となる可能性があります 

通所リハ 

（継続減算） 

４５ 算定 介護保険施設を退所した実績がありません 居宅介護支援 

（退院退所加算） 

*12 退院退所加算 

４７ 算定 介護保険施設の入所実績がありません 

４９ 算定 施設入所時に在宅入所相互利用加算を算定しています 

５１ 算定 施設退所後既に居宅サービス計画費を算定しています 

５３ 算定 認定有効期間開始年月日又は居宅サービス計画費作成

届出年月日から６月超に算定しています 

居宅療養管理指導 

（看護職員等） 

*19 サービス提供開始後６月 

 

５５ 算定 入所日から３ヶ月超の場合に請求している可能性があ

ります 

在宅入所相互利用加算 *20 入所期間３月を超える場合

の利用可能期間（月） 

５７ 

 

 

 

算定 入院日から過去３ヶ月以内に同じ施設に入所していま

す 

特定診療費 @05 

（初期入院診療管理） 

*61 特定診療費 

（初期入院診療管理） 

算定 初期入院診療管理の合計が制限回数を超えています    

５９ 算定 リハビリ計画加算の合計が制限回数を超えています 特定診療費 @20、@27 

（リハビリ計画加算） 

*62 特定診療費 

（リハビリ計画加算） 
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該当 

ページ 

対象

帳票 
縦覧点検出力事由 

主な対象 

サービス 

（予防を含む） 

縦覧区分 

※算定、重複、居宅支援、単独の

各帳票に番号が表示されます 

６１ 算定 入所日から過去３ヶ月以内に同じ施設に入所していま

す 

特定診療費 @52 

（短期集中リハ加算） 

*62 特定診療費 

（短期集中リハ加算） 

６３ 算定 過去３ヶ月以内に認知症短期集中リハ加算を算定して

います 

 

特定診療費 @55 

（認知症短期集中リハ加

算） 

*62 

 

特定診療費 

（認知症短期集中リハ加

算） 

６５ 

 

重複 複数サービスの合計日数が受給可能日数を超えている、

又は同時算定不可なサービスが存在します 

全サービス *01 サービス種類間の重複 

６８ - サービス提供日／入所日確認表の記入例 

６９ - （居宅サービスの例）    

７０ - （福祉用具貸与サービスの例）    

７１ - （短期入所サービスの例） 

７２ - （施設サービスの例） 

７３ 重複 居宅療養管理指導の合計回数が制限回数を超えていま

す（複数事業所での日数超過） 

居宅療養管理指導 

 

*02 

 

居宅療養管理指導重複 

 

７５ 重複 １事業所のみ算定可能な緊急時訪問看護加算が複数事

業所から請求されています 

訪問看護 

（緊急時訪問看護加算） 

*03 １人１事業所のみ算定可 

重複 １事業所のみ算定可能な特別管理加算が複数事業所か

ら請求されています 

訪問看護 

（特別管理加算） 
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該当 

ページ 

対象

帳票 
縦覧点検出力事由 

主な対象 

サービス 

（予防を含む） 

縦覧区分 

※算定、重複、居宅支援、単独の

各帳票に番号が表示されます 

７５ 重複 １事業所のみ算定可能なターミナルケア加算が複数事

業所から請求されています 

訪問看護 

（ターミナルケア加算） 

*03 １人１事業所のみ算定可 

７７ 重複 外部利用型サービスの合計が外部サービス利用型上限

単位数を超えています（複数事業所） 

特定施設生活介護 

（外部利用型サービス） 

*04 外部サービス上限単位数 

７９ 居宅

支援 

サービス計画費の請求はあるが、介護サービスの給付実

績がありません 

（支援事業所向け） 

居宅介護支援 

介護予防支援 

*01 居宅介護支援請求における

サービス実施状況一覧表 

８１ 

 

単独 開始年月日から３０日超で請求している可能性があり

ます（開始年月日が未設定の場合） 

初期加算 *02 

 

入所日から 

８３ 単独 開始年月日から３０日超で請求している可能性があり

ます（開始年月日が未設定以外の場合） 

８５ 単独 認知症緊急対応加算と緊急短期入所受入加算が同時に

算定されています 

認知症緊急対応加算、 

緊急短期入所受入加算 

８７ 単独 初回加算を同時に算定しています 退院時共同指導加算 

 

*04 

 

退所(院)につき 

 

８９ 単独 入院期間が１ヶ月以下の場合に請求している可能性が

あります 

介護療養型医療施設（退院

時加算、退院前連携加算） 

*08 退所につき（入所１月超） 

退所につき又は１月につき 
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該当 

ページ 

対象

帳票 縦覧点検出力事由 

主な対象 

サービス 

（予防を含む） 

縦覧区分 

※算定、重複、居宅支援、単独の

各帳票に番号が表示されます 

９１ 単独 特別療養費（医学情報提供）を同時に算定しています 介護保健施設（退所時加算、

退所前連携加算） 

福祉施設、地域福祉施設（退

所前連携加算） 

*08 退所につき（入所１月超） 

退所につき又は１月につき 

９３ 単独 特定診療費（医学情報提供（Ⅰ）又は医学情報提供（Ⅱ））

を同時に算定しています 

介護療養型医療施設（退院

時加算、退院前連携加算） 

９５ 単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月目） 

介護保健施設 

（短期集中リハ加算） 

 

 

*10 

 

リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月超） 

単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月目） 

介護保健施設 

（認知症短期集中リハ加

算） 

単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月超） 

 

９９ 単独 初回加算を同時に算定しています 居宅介護支援 

（退院退所加算） 

*12 退院退所加算 

１０１ 

 

 

単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月目） 

特定診療費 @52 

（短期集中リハ加算） 

*62  特定診療費 

（短期集中リハ加算） 

 単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月超） 
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該当 

ページ 

対象

帳票 
縦覧点検出力事由 

主な対象 

サービス 

（予防を含む） 

縦覧区分 

※算定、重複、居宅支援、単独の

各帳票に番号が表示されます 

１０１ 単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月目） 

特定診療費 @55 

（認知症短期集中リハ加

算） 

*62 特定診療費 

（認知症短期集中リハ加

算） 単独 入所日から３ヶ月超で請求している可能性があります

（入所日から指定サービス提供年月までが３ヶ月超） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


