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１ 審査支払等業務の概要
（１）

請求と支払いの流れ

介護給付費請求明細書等の請求は、事業者所在地の国保連合会へ行います。したがって、
宮城県外の被保険者にサービスを提供した分についても、宮城県内の事業者であれば宮城県
国保連合会に請求することになります。
事業者は、サービスを提供した翌月の 10 日（受付締切日※）までに国保連合会に介護給
付費等を請求します。事業者への介護給付費等の支払いは、請求した翌月末に振込まれます。
※ただし、１０日が土、日、祝日の場合は翌稼働日となります。
項
目
日
程（基準日）
事業者から国保連合会への介護給付費請求受付締切

サービス提供月の翌月 10 日

国保連合会から保険者への介護給付費請求

連合会に請求した月の翌月 15 日

保険者から国保連合会への振込み

連合会に請求した月の翌月 25 日

国保連合会から事業者への振込み

連合会に請求した月の翌月末

（２）

通知帳票と内容

請求された明細書については国保連合会で、資格の確認及び内容の審査を行い、その支払い
になる金額や返戻情報を下記のとおり事業所に送信します。
①支払情報
通知帳票名

主な内容

介護給付費等支払決定額通知書

支払決定額

介護給付費等支払決定額内訳書

審査決定した支払額を保険者別及び
サービス提供月別に出力

介護給付費過誤決定通知書

請求を取下げした明細書の決定状況

介護給付費再審査決定通知書

再審査（給付管理票修正）の審査結果

介護職員処遇改善加算総額の
お知らせ

介護職員処遇改善加算の金額を通知

事業所別審査状況一覧表

一人ひとりの決定状況を出力

国保連合会への届出
伝送
ＣＤ・ＦＤ
(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 帳票（※）
伝
送
に
よ
り
通
知

帳
票
に
よ
り
通
知

②審査結果情報
通知帳票名

主な内容

請求明細・給付管理票返戻（保 審査の結果生じた返戻及び保留につい
留）一覧表
て請求明細書単位に出力
介護保険審査増減単位数通知 給付管理票との突合等により生じた査
書
定増減の内容（単位数及び事由等）
介護保険審査決定増減表

返戻、査定増減、保留及び保留復活につ
いて保険者別、サービス提供月別に出力

国保連合会への届出
伝送
ＣＤ・ＦＤ
(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 帳票（※）
伝
帳
送
票
に
に
よ
よ
り
り
通
通
知
知

※「帳票」の届出は、一定の要件を満たし、平成３０年３月３１日までに免除届を提出した事業
所に限る。
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【例：８月サービス（９月請求）分の処理日程等と通知帳票について】
８月

事業所：利用者に８月分のサービスを提供
事業所：国保連合会に８月サービス提供分を請求し、月末に審査結果情報を授受

・１ 日～１０日

９月

国保連合会への請求明細書等の提出期間（HP）

【留意点】・伝送（インターネット）での請求は、１０日午後５時１５分までに連合会に送信
・紙・ＣＤ・ＦＤでの請求は、１０日午後５時１５分までに連合会に必着
・再請求分についても１０日午後５時１５分までに送信又は必着
（上記提出期限以降の受付分は、翌月請求分としての取扱い）

・１１日～２４日頃

国保連合会での審査期間

・月末～翌１０月初旬

国保連合会からの９月請求分の審査結果情報通知

【９月請求分の審査結果情報として送付される帳票】
帳 票 名
請求明細・給付管理票返戻（保留）一覧表
介護保険審査増減単位数通知書
介護保険審査決定増減表

事業所：審査結果情報を確認し、必要に応じ１０月以降に再請求
１０月下旬に９月請求分の支払帳票が通知され、月末にその支払金額が入金
・２０日頃（ＨP）⇒連合会への届出が伝送（インターネット）の事業所に支払情報送信
・２５日頃（ＨP）⇒連合会への届出が紙・ＦＤ・ＣＤの事業所に支払情報送付

10 月

【９月請求分の支払情報として送付される帳票】
帳 票 名
介護給付費等支払決定額通知書（１０月末に支払われる金額）
介護給付費等支払決定額内訳書
介護給付費過誤決定通知書
介護給付費再審査決定通知書
介護職員処遇改善加算総額のお知らせ
事業所別審査状況一覧表（伝送事業所のみ）

・１０月末（ＨP）

９月請求分が事業所に支払われる

※毎月の請求期日等については、本会ホームページに掲載しています。
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（３）給付管理票と居宅介護支援費等の審査と返戻（へんれい）について
国保連合会では居宅介護支援事業所等（地域包括支援センターを含む。以下同様）から提出され
た給付管理票と居宅介護支援費等（介護予防支援費を含む。以下同様）について、それぞれ審査を
行います。審査の内容は、居宅介護支援事業所等の届出情報との突合や利用者の資格との突合、及
び請求されたサービス等の算定内容があっているか等、多岐にわたります。この審査において、給
付管理票や居宅介護支援費等の内容に誤りや不備があった場合は、返戻となります。
返戻となった場合は、居宅介護支援事業所等が請求した月の月末～翌月初旬にかけて「請求明
細・給付管理票返戻（保留）一覧表」等で通知しますので確認してください。

【給付管理票】

【居宅介護支援費等】
いつも一緒に
提出されるよ

①給付管理票と居宅介護支援費等との審査結果の関係
居宅介護支援費等が正常に審査され、正当な実績として決定される（支払われる）ためには、
その居宅介護支援費等の給付管理票も正常に審査されて、実績になる必要があります。

給付管理票

居宅介護支援費等

審査結果と返戻状況
どちらも審査正当の場合
・両方とも実績になる。
・支払いが行われる。

審査：正当

審査：正当

どちらも実績
居宅介護支援費等返戻

審査：正当

審査：エラー

審査：エラー

審査：正当

管理票だけ実績
給付管理票が返戻に
なると、支援費等も
返戻。翌月以降に給
付管理票、支援費等
とも再提出が必要。
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翌月以降再請求必要

どちらも返戻

②給付管理票の返戻（へんれい）理由で多いもの
・月の途中で利用者の区間変更があり、証記載番号が変更になっていた。
・給付管理票に廃止、又は現在使われていない、サービス事業所等の番号を記載してしまった。
・給付管理票に記載したサービス事業所等が行っていないサービスコードを記載してしまった。
・給付管理票の「修正」をしたかったが、作成区分を「新規」で国保連合会に提出してしまった。

③給付管理票の作成区分について
・給付管理票の作成区分には、「新規」、「修正」、「取消」の三つがあります。
作成区分は、給付管理票にだけある項目です。居宅介護支援費等やその他のサービス明細書
にはありません。

作成区分

新

規

修

正

取

消

作成区分と留意点
初めて国保連合会に給付管理票を提出する時に使用する作成区分です。
居宅介護支援費等を一緒に提出します。
既に、国保連合会に提出を行い、審査を受けて実績になっている給付管理票の
内容を変更(訂正)する場合に使います。
例えば、給付管理票にサービス事業所等の単位数を誤って記載していた場合
に、作成区分を「修正」にして、給付管理票を国保連合会に再提出します。
居宅介護支援費等については、既に支払いを受けている場合は、再提出する必
要はありません。
給付管理票を、取り消す場合に使用します。
例としては、当該月に、サービス実績がなかったのに誤って給付管理票を作成
してしまった場合等に使用します。
給付管理票の取り消しを行うと、その給付管理票と突合され、実績となってい
るサービス明細書は全て自動で「過誤調整」されますので、御留意ください。

④給付管理票の再提出について
居宅介護支援事業所等は、国保連合会での審査の結果、返戻となった場合は翌月以降に給付管
理票の再提出が必要となります。上記の「給付管理票の作成区分について」を参考に再度国保連
合会に給付管理票を再提出してください。
【留意点】
・返戻の理由が保険者から国保連合会に送られる受給者台帳による場合、保険者に対し台帳の訂
正を依頼してから、国保連合会に再提出を行ってください。

⑤居宅介護支援費等の再提出について
居宅介護支援事業所等は、居宅介護支援費等が審査の結果返戻となった場合、その内容につい
て確認を行い、誤りを訂正し、居宅介護支援費等を翌月以降に国保連合会に再提出します。再提
出分については、翌月以降、通常の請求分と一緒に１０日までに提出してください。
【留意点】
・返戻となった居宅介護支援費等は、審査決定されていません。そのため、支払いもされません。
返戻となった理由を確認してから、再請求の必要がある場合は、翌月以降に再度、国保連合会
に月遅れ分として請求し、支払いを受けてください。
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（４）

給付管理票とサービス事業所等の請求明細書の突合について

①サービス事業所請求明細書の査定について
国保連合会の審査では、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターからの給付管理票とサー
ビス事業所等の請求明細書の単位数の突合審査も行います。給付管理票と請求明細書の単位数が
違う場合は、給付管理票の単位数に合わせてサービス事業所等の請求明細書の単位数が査定（単
位数が減らされること）されます。
【査定される場合の事例】
様式第十一（附則第二条関係）
給付管理票（令和元年８月分）
保険者番号
0

4 9

保険者名
9

9

9

2

3

4

5

6 7

1.
2.
3.

介護町

被保険者番号
1

作成区分

被保険者氏名
8

9

0

居宅介護支援事業者作成
被保険者自己作成
介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

居宅介護／
介護予防
0
支援事業所

フリガナ

4

7

9

9

9

9

9

9

9

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業
サービス事業者の
事業所名

事例

事業所番号
（県番号－事業所番号）

A 事業所

0 4

7

1

1

1

1

1

1

1

B 事業所

0 4

7

2

2

2

2

2

2

2

指定／基準該当
／
地域密着型
サービス／
総合事業識別
指定・基準該当・
地域密着・
総合事業
指定・基準該当・
地域密着・
総合事業
指定・基準該当・
地域密着・
総合事業

サービス サービス
種類名 種類コード

給付計画単位数

○○○○

1

1

2

0

0

0

○○○○

1

2

1

0

0

0

○○○○

１：正しく請求、支払いがされる場合

A 事業所の請求明細書
２,０００単位

給

給付管理票も 2,000 単位なので、

付

２，０００単位で決定・支払いされ

管

る

理
事例

２：査定される場合

票
の

B 事業所の請求明細書
１,５００単位

給付管理票との突合により 1,000 単
位に査定され、決定・支払いされる
（５００単位分は査定されているの
で支払われない）

単
位
数

C 事業所の請求明細書
１，０００単位

と

給付管理票に記載がないため 0 単位

突

に査定され、決定される

合

（０単位なので支払いはない）
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②給付管理票の「修正」の提出依頼について
サービス事業所等は、請求単位数が査定となり、その理由が給付管理票の単位数の誤りによる
場合、居宅介護支援事業所等に給付管理票の「修正」を国保連合会に提出することを依頼します。
この場合、サービス事業所等からの請求明細書の再請求（提出）は不要です。ただし、サー
ビス事業所等の請求内容によっては、査定の計算ができずに返戻となる場合もあり、その際は
サービス事業所等から請求明細書の再請求（提出）が必要となります。
居宅介護支援事業所等から給付管理票(修正) が提出された月に、サービス事業所等の給付実績
を基に、再審査（給付管理票との再突合）が行われ、正しい単位数で突合審査が行われれば、審
査の翌月の支払時に査定された分の、残りの単位数がサービス事業所等に支払われます。
結果については、介護給付費再審査決定通知書等でご確認ください。

③給付管理票を修正する場合の留意点について
居宅介護支援事業所等は、次のような点に留意し、給付管理票を修正してください。

【事

例】
Ｂサービス事業所の給付管理票の単位数を 1000 単位⇒1500 単位に修正する
Ｃサービス事業所の給付管理票の単位数を

≪

正しい給付管理票の修正

0 単位⇒1000 単位に修正する

≫

処理月

令和元年８月

給付管理票の記載

作成区分：新規
Ａサービス事業所 2000 単位
Ｂサービス事業所 1000 単位
C サービス事業所
0 単位

令和元年９月

令和元年 10 月

作成区分：修正
Ａサービス事業所 2000 単位
Ｂサービス事業所 1500 単位
C サービス事業所 1000 単位

・月末に 2000 単位分支払い
（支払額は保険請求額分）

Ａサービス事業所

・2000 単位で審査・決定

Ｂサービス事業所

・１000 単位で審査・決定
・500 単位分の査定
・給付管理票の修正を依頼

・月末に 1000 単位分支払い
（支払額は保険請求額分）
・500 単位分が再審査される
「再審査決定通知書」で通知

・月末に５００単位
分が支払われる
（保険請求額）
「決定額通知書」で
通知

・0 単位で審査・決定
・１０00 単位分の査定
・給付管理票の修正を依頼

・月末の支払いはない
・1000 単位分が再審査される
「再審査決定通知書」で通知

・月末に１０００単位
分が支払われる
（保険請求額）
「決定額通知書」で

C サービス事業所

通知
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≪

誤った給付管理票の修正①

給付管理票の作成区分が誤っている場合

処理月

令和元年８月

給付管理票の記載

作成区分：新規
Ａサービス事業所 2000 単位
Ｂサービス事業所 1000 単位
C サービス事業所
0 単位

作成区分：新規
Ａサービス事業所 2000 単位
Ｂサービス事業所 1500 単位

➡給付管理票が実績になる

➡給付管理票が返戻になる

・2000 単位で審査・決定

・月末に 2000 単位分支払い
（支払額は保険請求額分）

Ａサービス事業所

Ｂサービス事業所

C サービス事業所

≪

給付管理票の記載

令和元年 10 月
・10 月に再度給付
管理票の修正を提
出
⇒正しい修正参照

C サービス事業所 1000 単位

・１000 単位で審査・決定
・500 単位分の査定
・給付管理票の修正を依頼

・月末に 1000 単位分支払い
（支払額は保険請求額分）
・500 単位分が再審査されない
査定のまま

・0 単位で審査・決定
・１０00 単位分の査定
・給付管理票の修正を依頼

誤った給付管理票の修正
処理月

令和元年９月

≫

・５００単位分は
未払い

・月末の支払いはない
・1000 単位分は
・1000 単位分が再審査されない
未払い
査定のまま

②給付管理票の記載内容が誤っている場合

令和元年８月

令和元年９月

作成区分：新規
Ａサービス事業所 2000 単位
Ｂサービス事業所 1000 単位
C サービス事業所
0 単位

≫
令和元年 10 月

作成区分：修正
Ｂサービス事業所 1500 単位
C サービス事業所 1000 単位
修正するＢ・C 事業所だけを記載

・10 月に再度給付
管理票の修正を提
出
⇒正しい修正参照

し、Ａ事業所の記載をしていない
・月末支払額から、０単

Ａサービス事業所

・月末に 2000 単位分支払い 位 に 査 定 さ れ た 分 の 金
（支払額は保険請求額分） 額が、差し引かれる。

・2000 単位で審査・決定

「決定額通知書」で通知

Ｂサービス事業所

・１000 単位で審査・決定
・500 単位分の査定
・給付管理票の修正を依頼

C サービス事業所

・0 単位で審査・決定
・１０00 単位分の査定
・給付管理票の修正を依頼

・月末に 1000 単位分支払い ・月末に５００単位分が
（支払額は保険請求額分）
支払われる
・500 単位分が再審査される （保険請求額）
「再審査決定通知書」で通知 「決定額通知書」で通知
・月末の支払いはない
・1000 単位分が再審査される
「再審査決定通知書」で通知

7

・月末に１０００単位分が
支払われる
（保険請求額）
「決定額通知書」で通知

④給付管理票の「修正」とサービス事業所の過誤調整（取下げ）の同月処理について
居宅介護支援事業所等からの給付管理票の「修正」と、その給付管理票に記載されているサービ
ス事業所等からの過誤調整（取下げ）は同月に処理を行うことができません。同月に国保連合会
に提出された場合は、サービス事業所等からの過誤調整（取下げ）のみが行われ、給付管理票は
返戻となり、内容は修正されません。給付管理票の「修正」を行う場合は、サービス事業所等か
らの過誤調整（取下げ）と同月処理にならないようにご留意ください。

⑤給付管理票の「取消」について
居宅介護支援事業所等が給付管理票の「取消」を行うと、その給付管理票に記載されている
全てのサービス事業所等の請求明細書が自動的に過誤調整（取下げ）されます。
「取消」の給付管理票が提出された月（国保連合会で審査した月）の翌月にそれぞれのサービ
ス事業所等に過誤決定通知が送付され、その月の支払額から相殺されます。居宅介護支援事業所
等の居宅介護支援費等も請求明細書にあたりますので、同じ扱いになります。
＜令和元年８月に給付管理票の「取消」を行った場合＞
令和元年８月

令和元年９月
○居宅介護支援事業所等
・過誤処理結果の通知
・支払額の調整（相殺）

○居宅介護支援事業所等
・給付管理票の「取消」を
提出

○各サービス事業所
・過誤処理結果の通知
・支払額の調整（相殺）

⑥請求明細書の保留
居宅介護支援事業者等からの給付管理票が返戻又は提出漏れだったために、サービス事業所
等の請求明細書との突合ができなかった場合、サービス事業所等の請求明細書は返戻とするので
はなく、一定期間国保連合会で保留します。ただし、宮城県外の利用者に関する請求の場合は保
留扱いをせず、返戻とします。
・保留対象・・・給付管理票との突合で該当する給付管理票がなかった請求明細書
・保留期間とデータの取扱い
保留期間は３か月間とします。
保留期間が過ぎても給付管理票の提出がない場合は返戻となります。
（例）令和元年８月提出分の保留期間
元年８月審査
１か月

保

元年９月審査

元年 10 月審査

留

２か月

保

３か月

留
返

戻

※「保留」と「返戻」の状況については、請求明細・給付管理票返戻（保留）一覧表の『備考』欄でご確
認ください。
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（５）介護予防・日常生活支援総合事業について
①請求から支払いまでの流れについて
介護予防・日常生活支援総合事業に係る請求から支払いまでの流れについては、基本的に介護給付
費等の流れと同様になりますが、利用者のサービスの利用状況によっては給付管理票の提出が不要と
なるケースもあるため、国保連合会では介護予防ケアマネジメント費と給付管理票の突合審査につい
ては行いません。また、本会からの各種通知（１ページの１-（2）参照。
）に関して、介護予防・日
常生活支援総合事業に係る支払等が発生する場合、支払決定額内訳書、過誤決定通知書、再審査決定
通知書、審査決定増減表、審査増減単位数通知書、返戻（保留）一覧表については、介護予防・日常
生活支援総合事業分を別途出力の上、通知します。
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２ 過誤調整（取下げ）について
（１）過誤調整（取下げ）とは
・事業所が国保連合会に請求を行って、既に支払を受けた金額（介護給付費）を、一旦、請求する前（未請求）
の状態に戻すことを「過誤調整」あるいは「取下げ」と言います。

（２）過誤調整はどのような時に行うのか
・過誤調整を行う目的は、誤って請求した内容を取り下げて、正しいものを再請求できるようにすることです。
以下のような場合に、過誤調整を行います。
① 事業所の請求が誤っていて、本来より高い、あるいは低い金額を請求してしまい支払を受けた場合
② 生活保護等の公費併用受給者の請求について、介護保険分（９割）だけを請求し、支払を受けたが、公費
分（１割）の請求をしていなかった場合
③ ほかの利用者のサービス実績を間違えて請求してしまい、支払を受けた場合
④ 指導機関からの実地指導等により金額の返還を指導された場合
※過誤調整の内容によっては、再請求をしない場合もあります。

（３）過誤調整の手続きについて
・過誤調整を行う場合は、サービス事業所から過誤調整を行う利用者の保険者（市町村）に、過誤調整を行いた
い旨申し出を行います。
仙台市の場合は、各区役所の介護保険担当係に申し出します。
申し出の際は、資料の最後に添付している「介護給付費請求明細書の返戻依頼（請求取り下げ）について」
（宮
城県国保連合会ホームページにも様式を掲載しています。
）を作成し、保険者（市町村）に提出します。
提出期限については、各保険者（市町村）によって違うので電話等で確認してください。

（４）通常の場合の過誤調整の流れについて
・通常過誤（取下げ）の処理の流れ

事業所

①過誤申立

保険者

②過誤申立情報

国保連合会

③過誤（取下げ）処理
↓

⑤結果の通知
⑤結果の通知
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④支払額の調整（相殺）

① サービス事業所は、
「介護給付費請求明細書の返戻依頼（請求取り下げ）について」
（以下、
「取下げ依頼書」
という）を作成し、保険者に過誤申立（請求取下げ）を依頼します。
② 保険者は、過誤申立情報を作成し、国保連合会に提出します。
③ 国保連合会は、過誤申立情報に基づき、過誤（取下げ）処理を行います。

④ 国保連合会は、通常審査分の支払額から過誤処理分の金額を相殺して支払額を調整します。
⑤ 国保連合会は、処理結果を保険者及びサービス事業所に通知します。
（過誤決定通知書）
過誤する時は、
金額を考慮してね。

（５）過誤調整で相殺（そうさい）される金額について
・過誤調整を行う請求明細書について、事業所は過去に保険者
（市町村）から支払いを受けています。
過誤調整を行うということは、その支払いを受けた金額を、
国保連合会を通して、保険者（市町村）に返すということにな
ります。
金額の返還は、国保連合会が過誤調整を行った月の、翌月末
の事業所への通常請求分の支払い金額から、差し引き（相殺）
することで、保険者に返還されることになります。ただし、
過誤（取下げ）処理を行った結果、相殺ができない場合
（支払金額がない場合、取り下げとなる金額が支払金額を上回る
場合等）は、相殺ができなかった額を現金で支払っていただくこ
とになります。

通常過誤調整で相殺される金額のイメージ
８月 請求（審査）月

翌９月末 支払月
事業所に支払います。

令和元年８月請求分の金額
令和元年８月請求分

１，０００，０００円 ①

支払額は（①－②）
５００，０００円
令和元年８月審査で過誤調

令和元年８月審査で
過誤調整した分の金額
５００，０００円

整する分の取下げ金額
５００，０００円 ②

保険者に返還します。
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（６）過誤調整を依頼するにあたっての注意点
１枚の明細書（１人分の明細書データ）のうちの一部分だけを過誤調整することは出来ません。
・過誤調整（取下げ）の依頼は請求明細書単位での依頼となることから、１枚の明細書で複数のサービスがあり、
そのうち１つのサービス種類のみを取り下げたい場合であっても、全てのサービス分が取り下げの対象となり
ます。

明細書
明細書単位でしか過誤調
整できないんだよう！！

居宅支援Ⅰ１

加算の部分だけ過誤
初回加算

【例】明細書の請求内容

したいんだけど・・・

事例では、
初回加算だけを取下げしたい場合

・居宅支援Ⅰ１

でも、過誤調整をすると、全てのサービスが

１，０５３単位

・初回加算

過誤調整されます。

３００単位

一部分だけの過誤調整は出来ないので、過誤調整を行った結果、事業所が思っていたよりも多い
金額が相殺され、支払額が少なくなってしまう場合がありますので、御留意ください。
・過誤調整（取下げ）を、保険者に依頼ができるのは、国保連合会での審査が終了して、保険者に確定した情報
が届いてからになります。
（連合会から保険者への送付は審査月の翌月１３日頃になります）
・保険者に過誤調整（取下げ）処理を依頼する際は、保険者によって受付締切日が異なっていますので、事前に
該当保険者に確認願います。
・連合会の審査の結果、返戻となった請求を再請求する場合、保険者への過誤依頼は必要ありません。
（事業者へ返戻しているため、過誤調整（取り下げる）する実績（金額）がないためです。
）

（７）過誤処理後の再請求
過誤調整（取下げ）処理後に再請求が必要な場合は、原則、本会から通知される「介護給付費過誤決定通知書」
で過誤処理の結果を確認後、正しい請求明細書を作成し本会へ再請求を行います。
＜令和元年８月に過誤処理を行った場合の処理日程＞
令和元年８月
過誤調整処理

令和元年９月
過誤処理結果の通知
支払額の調整（相殺）
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令和元年１０月

令和元年１１月

事業所が再請求

再請求分の支払

（８）同月過誤調整（特殊な過誤）について
・同月過誤とは、通常過誤と違い、国保連合会での過誤調整（取下げ）の処理と、事業所等からの再請求の受付
けを同月に行うことにより、結果として、過誤調整でマイナスになる金額と、再請求でプラスになる金額の差額
だけを、調整する過誤調整の方法のことです。

同月過誤調整で相殺される金額のイメージ
８月請求・処理

９月支払・結果

事業所提出

・８月請求した金額が支払われる

【８月の通常請求分】
②（誤請求）と③（正しい請求）の差額 一
→０，０００円

①の支払予定金額 ５００，０００円 ④

請求金額 ５００，
０００円①
保険者提出
【８月の過誤調整】

過誤で減額される金額 ４９０，０００円

・過誤調整する金額

・支払予定金額④から、過誤調整した

支払金額④－②

（支払われていた金額）

４９０，０００円②が相殺される

１０，０００円 ⑤

―４９０，０００円 ②

事業所提出

・
「過誤結果通知書」で過誤分を通知

再請求で支払われる金額４８０，０００円

【過誤の再請求分】
・事業所から提出された
過誤分再請求の明細書金額
＋４８０，０００円 ③

・過誤された分で再請求した
４８０，０００円③が支払われる
・
「支払額決定通知書」で通知

支払金額⑤＋③
４９０，０００円

８月に過誤される分の金額を、同月に再請求している為、結果として支払予定金額から差額分
の１０，０００円分を差し引いた金額が支払金額となっている。
（差額分１０，０００円だけの
調整となっている。
）そのため、事業所に支払われる金額が大きく減額とならない。
（９）同月過誤調整の支払日程等
①同月過誤調整を行った場合の再請求分の支払日程
令和元年８月に同月過誤調整を行った場合
令和元年８月

令和元年９月

・過誤調整処理

・過誤処理結果の通知

・過誤調整分の再請求受付審査

・支払額の調整（相殺）
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②通常過誤と同月過誤の処理日程比較
令和元年８月
通常
過誤

・過誤調整処理結果の通知
・過誤調整処理

・支払額の調整（相殺）

令和元年１０月

・再請求分受付・審査

令和元年１１月

・過誤調整分再請求

（マイナスのみ）

同月 ・過誤調整処理
過誤

令和元年９月

・再請求分の支払

受付・審査

・過誤調整処理結果の通知
・支払額の調整（相殺）
（マイナスとプラス）

（１０）同月過誤調整を行う場合の条件について
①過誤対象が大量の場合
②保険者が認めた場合

（１１）同月過誤を実施するに当たっての注意点
①依頼の前に、保険者へ同月過誤の実施について連絡し了承を得ること。
②保険者と事業所間で実施月を調整すること。
（保険者が連合会へ過誤情報を提出する月と事業所が再請求する月を確認しておいてください。
）
③同月に再請求を行なわない場合は、過誤（取下げ）処理のみとなります。
④県内保険者に係る過誤（取下げ）のみが対象となります。
⑤同月過誤処理を実行した結果、事業所等からの再請求がないことにより当該事業所等からの請求額に対して
過誤調整額が上回るなどのため、相殺ができない場合は、相殺できなかった額を現金でお支払いただくこと
になります。

（１２）同月過誤調整（取下）
・再請求審査処理の流れについて
②再請求

事業所

①過誤申立

保険者

③過誤申立情報

国保連合会
④過誤処理

⑥結果の通知

再請求分審査決定
↓
⑤支払額の調整（相殺）

⑥結果の通知
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【事 業 所 等】
①－１ 該当保険者に対して、大量の請求誤り等が発生した旨を連絡（同月過誤調整の了承を得る）
①－2 取下げ依頼書を作成し、該当保険者に提出（依頼）するとともに、同月過誤・再請求の処理年月につ
いて調整
②

請求取り下げ依頼した再請求分の請求明細書を作成（請求漏れがないように注意して作成すること）
※ 再請求分の請求明細書については、過誤（取下げ）処理を行う月の受付締切日までに通常請求分
と併せて提出（期日厳守）

【保 険 者】
③ 事業所等からの取下げ依頼書を基に介護給付費過誤申立書情報を作成し連合会に提出
【国保連合会】
④－１ 保険者からの介護給付費過誤申立情報を受付、処理
④－２ 事業所等からの再請求（取下げ依頼分）を通常請求分と併せて毎月の受付締切日までに受付し、
再請求分を審査、決定
⑤

支払額の調整（相殺）を行い、支払額を確定

⑥

処理結果を保険者及びサービス事業所に通知（過誤決定通知書）

〈処理実施後の取扱い〉
【事業所等】
① 連合会から送付された介護給付費支払決定額等を受領
② 保険者へ依頼した「同月過誤処理」内容と介護給付費過誤決定通知書を確認（内容に漏れがないか確認）
③ 介護給付費の再請求分の決定を介護給付費等支払決定額内訳書で確認

（１３）給付管理票の取消（居宅介護支援事業所のみ該当）
・サービスの利用実績がなかったが、誤って給付管理票を提出し、決定された場合、給付管理票の「取消」を
作成し連合会へ提出することにより、決定された給付管理票が取り消されます。

〈注意〉
①給付管理票とともにサービス計画費を請求し決定されていた場合、給付管理票の取消により、サービス計
画費も取り消し（過誤）となります。
②サービス事業所からの請求があった場合、①同様、サービス事業所の請求も取り消し（過誤）となります。
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３ 介護給付適正化に係る縦覧点検について
（１）介護給付適正化事業について
介護給付の適正化を図ることは、利用者に対して適切な介護サービスを確保しつつ、介護保険料の上昇を抑
制することを通じて介護保険制度の信頼性を高めていくとともに、持続可能な介護保険制度の構築に資するも
のです。
現在、県内各介護保険者では、国の施策に基づき県が策定した「第４期（平成３０年度～令和２年度）介護
給付適正化計画取組方針」に基づいて事業を進めているところです。その中で、主要適正化五事業として次の
事業が掲げられています。
≪主要適正化五事業≫
①要介護認定の適正化（認定調査状況チェック）
②ケアプランの点検
③住宅改修等の点検
④縦覧点検・医療情報との突合
⑤介護給付費通知

（２）国保連合会で行う縦覧点検について
上記「
（１）介護給付適正化事業について」の主要適正化五事業のうち、縦覧点検については、事務効率化等
の観点により、平成２６年度から国保連合会で県内保険者の委託を受け、縦覧点検事業を実施しています。
国保連合会で毎月行っている審査は、サービス提供月ごとの請求事業所ごとの明細書を単位として実施し
ていますが、介護給付適正化の観点から見たとき、各受給者にかかる介護報酬算定の妥当性は、同一事業所の
複数月の明細書の内容、提供されたサービス種類の関係及び異なる事業所の明細書の内容について確認を必要
とする場合があります。
① 縦覧点検の方法について
国保連合会で行う縦覧点検は、国保連合会の適正化システムから、複数月の明細書における算定回数の
確認やサービス間・事業所間の給付の整合性を確認するための情報を抽出して行います。点検の結果、算
定状況等で疑義があるものについて、各事業所に確認の為の帳票を郵送し、問合せを行います。
② 主な縦覧点検項目
・算定期間内における算定回数の制限確認
・サービス間における重複請求の確認
・居宅介護支援請求におけるサービス実施状況の確認
・その他、上記①～③以外で算定について確認の必要があるもの
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（３）縦覧点検処理の流れについて
① 国保連合会から疑義、又は、算定状況を確認したい明細書について、事業所に照会を行います。
事業所に国保連合会からの縦覧点検帳票が届いた場合は、内容を確認のうえ回答を記入してください。
※送付した縦覧点検帳票の内容についてのお問い合わせは、必ず国保連合会までお願いいたします。
【照会する帳票名（居宅介護支援事業所等の場合）とその内容】
対象事業所

帳

票

名

内

容

居宅介護支援事業所等から給付管理票の提出
介護給付費縦覧確認参考表兼

支援費の請求はありますが、サービス提供事

サービス提供確認届

業所からの請求実績がありません。事業所か

（１８ページ参照）

らのサービス提供の有無を確認し記入してく
ださい。

居宅介護支援事業所等

居宅支援初回加算、居宅支援退院退所加算等
介護給付費縦覧確認参考表兼居 の加算の算定状況等を確認するために、加算
宅介護支援初回・退院退所加算 の算定状況、退院（退所）した施設の名称、
確認届 （１９ページ参照）

入院（所）日、退院（所）日等を確認し記入
してください。

② 事業所は国保連合会に照会内容の回答を提出します。
上記①で送付された帳票の原本を、回答期限までに郵便等で国保連合会に返送してください。
回答により算定誤りがわかったものについては、国保連合会で保険者に報告し、過誤手続きを行います。
事業所から保険者への過誤申立ては不要です。
※個人情報の為、ＦＡＸでの回答は不可ですので御留意願います。
③ 国保連合会から事業所へ過誤対象となる一覧表が送付され、過誤調整が行われます。
国保連合会から保険者に過誤調整対象者について報告を行い、
過誤調整処理を行うことが了承されたら、
国保連合会で対象者の過誤調整処理を行います。また、該当事業所には「介護給付費縦覧審査決定・給付
調整通知書」を作成し、過誤調整対象者一覧表を送付しますので、内容を御確認願います。
（２０ページ
参照）
④ 過誤調整終了後に事業所は必要に応じて再請求を行います。
国保連合会で過誤調整処理を行った月の、翌月末の支払額から過誤調整額を相殺し、
「介護給付費過
誤決定通知書」を通知します。再請求の必要がある場合は、その帳票を確認してから正しい内容で再
請求を行って下さい。
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【帳

表

名】介護給付費縦覧確認表参考兼サービス提供確認届

【帳表の出力内容】居宅介護支援事業所等から給付管理票と居宅介護（介護予防）支援介護給付費明細書の提出はありますが、
サービス事業所からの請求がないため、サービス提供事業所で実績があるのか確認していただく帳票です。
【帳表イメージと記入例】

居宅介護支援事業所から国保連へ返送する帳票であることを表しています。

国保連合会⇒支援事業所（地域包括支援を含む）⇒国保連合会

介護給付費縦覧確認表参考兼サービス提供確認届
（令和○年○○月縦覧審査分）

国保連に送付する際は、担当者名、連絡先を必ず記入してください。

支援事業所番号
支援事業所
担当者名

047888888
ﾐﾔｷﾞ ｼﾞﾛｳ

支援事業所名
連絡先
（電話番号）

Ｂ居宅介護支援事業所
022-000-0000

期日までに返送してください。ＦＡＸは不可です。

宮城県国民健康保険団体連合会
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介護保険課
※サービス提供事業所にサービス提供の有無を確認の上、その結果を「サービス提供確認届欄」に記入し、令和○年○月○○日（○）までに本会へ返送して下さい。 TEL 022-222-7079
請求に訂正等ありましたら、その旨を空欄に記載ください。本会から処理について連絡いたします。なお、保険者への過誤申立は必要ありませんのでご注意ください。（ＦＡＸ不可）
居宅介護支援（予防）介護給付費明細情報
給付管理票情報
サービス提供確認届欄 過誤する
（下記※
（有・無のいずれかを
証記載
サービス
サービス
被保険者番号
被保険者氏名
サービス名称
サービス事業所名称
計画単位数 ○で囲んで下さい。）
サービス事業所
参照）
保険者番号
提供月
種類

049999

1111111111

ｶｲｺﾞ ﾊﾅｺ

H30/08

居宅介護支援費

11

0479999999

Ａサービス事業所

2,190

有・無

048888

2222222222

ｶｲｺﾞ ｻﾌﾞﾛｳ

H30/09

居宅介護支援費

12

0478888888

Ｂサービス事業所

3,014

有・無

047777

3333333333

ﾐﾔｷﾞ ﾚﾝｺﾞﾛｳ

H30/10

居宅介護支援費
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0477777777

Ｃサービス事業所

1,875

有・無

040000

4444444444

ｾﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾛｳ

H30/11

居宅介護支援費

15

0476666666

Ｄサービス事業所

987

有・無
有・無

請求実績のないサービス事業所等を表示しています。

有・無

『サービス提供確認届欄』の（有・無）は必ず記入してください。
サービスの提供があった場合は「有」を、サービスの提供が無かった場合は「無」を○で囲んでください。

【留意点】
サービス提供が「無」の場合は、居宅介護（介護予防）支援介護給付費明細書は過誤（取下げ）となります。
過誤（取下げ）は国保連合会で手続きを行いますので、保険者への過誤（取下げ）の申し出は不要です。

★過誤する場合は、確認のため「過誤する」欄に○をつけてください。

○

【帳

表

名】介護給付費縦覧確認参考表兼居宅介護支援費初回・退院退所加算確認届

【帳表の出力内容】居宅介護支援事業所等から請求があった居宅介護支援費初回加算、退院（所）加算の算定要件を
確認するために、入院（所）期間等を記入していただく帳票です。
【帳表イメージと記入例】
国保連合会

⇒

居宅介護支援事業所から国保連へ返送する帳票であることを表しています。

支援事業所（地域包括支援を含む）

⇒

国保連合会

介護給付費縦覧確認参考表兼居宅介護支援費初回・退院退所加算確認届
（令和○年○○月縦覧審査分）
支援事業所番号
支援事業所
担当者名

0479999999

支援事業所名

Ａ居宅介護支援事業所

ﾐﾔｷﾞ ﾊﾅｺ

連絡先
（電話番号）

022-000-0000

国保連に送付する際は、担当者名、連絡先を必ず記入してください。
令和○年○○月○○日

居宅介護支援費に係る加算が算定されていますが、算定要件を確認のうえ「加算の確認届欄」「支援事業所担当者名」及び「連絡先（電話番号）」項目に記入し、
令和○年○○月○○日（○）までに本会へ返送してください。（ＦＡＸ不可）また、請求に訂正等ありましたら、その旨を空欄に記載ください。本会から処理について連絡いたします。
なお、保険者への過誤申立は必要ありませんのでご注意ください。
居宅介護支援（予防）介護給付費明細情報
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サービス
種類

宮城県国民健康保険団体連合会
介護保険課

TEL 022-222-7079

加算の確認届欄
該当する作成 退院(所)前
区分
区分
（下記※１参 （下記※２参
照）
照）

証記載
保険者番号

被保険者番号

被保険者氏名

サービス
提供月

049999
048888

1111111111
2222222222

ｶｲｺﾞ ﾊﾅｺ
ｶｲｺﾞ ｼﾞﾛｳ

居宅介護支援初回加算
H30/08
43
H30/11 43-6143 居宅介護支援退院退所加算Ⅰ2(1)

サービス名称 (回数)

退院（所）した病院又は
施設の名称

入院(所）日

退院(所）日

Ｂ病院

平成30年11月5日

平成30年11月25日

過誤
する
カンファレ （下
ンス有無 記※
（下記※ ４参
３参照） 照）

④

○

①

有

『サービス名称』欄が『居宅介護支援退院退所加算』の場合
（送付した確認届帳票の下欄の※２または※３を参照）
『サービス名称』欄が『居宅介護支援初回加算』の場合
（送付した確認届帳票の下欄の※１を参照）
算定した理由について、次の該当する番号を記入してください。
① 新規作成の場合
② 要支援者が要介護認定を受けた場合
③ 要介護状態区分が２段階以上の変更の場合
④ 請求誤りの場合
④の場合は過誤（取下げ）となります。

★過誤する場合は、確認のため「過誤する」欄に○をつけてくださ

○ 算定要件となる退院（所）前の所在について、「退院（所）前区分」欄に次の該当する
番号を記入してください。（※２参照）
① 病院又は診療所
② 老人保健施設
③ 老人福祉施設
①～③に該当しない請求誤りの場合
過誤（取下げ）となります。
○

「カンファレンス有無」欄にカンファレンスの有無を記入してください。（※３参照）
・ 居宅介護支援退院退所加算 Ⅰ２
・ 居宅介護支援退院退所加算 Ⅱ２
・ 居宅介護支援退院退所加算 Ⅲ
上記に該当で、カンファレンス無しの場合
過誤（取下げ）となります。

★過誤する場合は、確認のため「過誤する」欄に○をつけてください。

【帳
票
名】介護給付費縦覧審査決定・給付調整通知書
【帳票の出力内容】本会から、各保険者に過誤申立てを行い、過誤調整が了承された給付実績の一覧表です。再請求の必要がある場合は、
本会から送付される「介護給付費過誤決定通知書」が届いてから再請求してください。
【帳票イメージ】
縦覧審査を行った年月
国保連合会 → 事業所等

介護給付費縦覧審査決定・給付調整通知書
（令和○年○○月縦覧審査分）
事業所等番号
事業所名

0409999999

令和○年○○月○○日

A地域包括支援センター

様

管理番号：201905

過誤調整月・相殺月を表示

宮城県国民健康保険団体連合会
介護保険課
宮城県介護給付費審査委員会

TEL 022-222-7079

今回、貴事業所等の介護給付費（介護給付明細書）を縦覧点検した結果下記のとおり算定不可の給付がありました。
令和○年○○月審査分（○○月支払い）で過誤調整処理をしますので通知します。
つきましては、保険者へ介護給付費を返還するために

算定できない理由を表示します。照会し
た内容について回答を審査した結果、算
定誤りとなった箇所を表示します。

過誤調整処理の結果については、介護給付費過誤決定通知書(令和○年○○月審査分（○○月支払い）)で通知します。
再請求が必要な場合は、介護給付費過誤決定通知書(令和○年○○月審査分（○○月支払い）)で結果を確認してから再請求をしてください。
記
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算定不可理由
保険者名
証記載保険者番号

被保険者番号
被保険者氏名

介護市

1234567890

サービス提供月

介護給付費
明細書様式

041

保険給付額
(特定入所者介護費等)

公費負担額

備考

4,300

令和○年○○月
041111

ｶｲｺﾞ

ﾀﾛｳ

介護市

0987654321
ｶｲｺﾞ

C81

給付実績がないため算定不可

A10

初回加算算定不可

様式７－２
041

7,300

令和○年○○月
041111

内容

縦覧記号

ﾊﾅｺ

様式７－２

介護給付費は上段に、特定入所者介護サービス費がある場合は下段に表示されます。
保険給付額

件数

特定入所者介護費等

公費負担額

合計
2

過誤調整する件数、保険給付費等の合計を
集計して表示します。

11,240

0

0

算定不可理由を確認し、再請求の必要があるかどうかを確認してください。
「給付実績がないため算定不可」⇒実績がないため、給付管理票が作成できません。
再請求する必要はありません。
「初回加算算定不可」⇒加算の算定が誤っていた。加算を除いて再請求してください。

４ 介護給付費等請求に係る各種様式について
○ 介護給付費等の請求を行う際に必要な様式については、国保連合会ホームページに掲載していま
すので、必要に応じてダウンロード等していただき、必要事項を記載の上、国保連合会へ提出願い
ます。
【主な様式】
（１）介護給付費請求書等
①送達票
・国保連合会へ請求するサービス提供月ごとの請求件数、金額等を記載していただくものです。
・介護予防・日常生活支援総合事業の請求がある場合、送達票を作成する際には、介護給付費等の請求とは、
欄を分けて作成願います。
②請求書
・介護給付費等を紙の様式で請求する際に、サービス提供月ごとに取りまとめて添付するものです。
③請求明細書
・利用者ごとに１か月の実績や保険請求額等を記載して作成するものです。
④給付管理票総括票
・給付管理票を紙の様式で提出する際に取りまとめて添付するものです。
⑤給付管理票
・利用者ごとに１か月の計画単位数等を記載して作成するものです。
※②～⑤については、国保連合会に免除届を提出している事業所のみ、紙の様式での提出が可能となります。

（２）介護給付費等の請求及び受領に関する届
・介護給付費等の請求方法や国保連合会から支払いを行う際の振込先の銀行口座、口座名義人等を届出してい
ただくためのものです。
・既に届出している口座等に変更があった場合も、本様式にて速やかに届出していただくようお願いします。

（３）介護給付費等支払決定額通知書等再発行依頼書
・国保連合会から送付されている「介護給付費等支払決定額通知書」などの各種帳票について、紛失等により
再発行が必要となった場合に提出していただくものです。
・再発行依頼を行う際には、依頼書と併せて返信用切手を貼付した封筒も送付願います。

【宮城県国保連合会ホームページ】
https://www.miyagi-kokuho.or.jp/
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５ 介護給付費等の請求媒体に関するお願い
現在、宮城県国保連合会では、請求媒体として、ＣＤ及びＦＤを受け付けていますが、ＦＤにて請
求を行っている事業所におかれましては、ＣＤに切り替えていただきますよう、御協力をお願いしま
す。
【ＣＤへ切り替える理由】
①市販されているＦＤが少なくなってきている。
②現在市販されているパソコンにはＦＤを読み込む装置（ドライブ）が搭載されておらず、外付け
の装置についても市販されているものが少なくなってきている。
③現在市販されている外付け装置について、パソコンのＯＳのバージョンが上がった場合、使用で
きなくなる可能性がある。
④国保連合会において、パソコンやシステムの更新が２０２０年度に予定されており、更新後のパ
ソコンではＦＤを読み込むことができなくなる可能性が高い。
ＦＤにて請求を行っている事業所におかれましては、お手数をおかけしますが、よろしくお願い
いたします。
なお、ＣＤへの切り替えに関しては、特に国保連合会への届出は必要ありません。
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申立年月日

（別紙）

) 市 ・ 町 ・ 村 御中

保険者名

過誤申立区分
(該当する番号を○で囲む）

１． 通常過誤
２． 同月過誤

過誤処理実施年月
（２.同月過誤を選択した場合は、記入された過誤処理

令和

年

年

月

令和

年

月

事業所等所在地
及 び 名 称

㊞

電

話

番

号

注① 過誤申立区分に○のないものについては、全て通常過誤となります。
注② 過誤処理実施年月を記入する場合は、必ず保険者に確認のうえ記入願います。

介護給付費請求明細書の返戻依頼（請求取り下げ）について
下記のとおり、介護給付費請求明細書を返戻くださるようお願いします。
サービス
提供月

請求書 サービス
被保険者証番号 公費負担者番号 公費受給者番号
様式番号 種類

日

事 業 所 番 号

実施年月が事業所の再請求提出年月となります。）

令和

月

フリガナ
被保険者氏名

請求単位

返戻理由

