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は じ め に 

 

 この資料は、条文や通知文をもとに、少しでも読みやすくするために、文字削除や置

き換え等を行い、編集しています。このため、根拠となる条文の箇所を示してはいま

すが、条文等に記載されている言い回しや文言が必ずしも、一致するものではありま

せん。 

 

 法律上の文言が必要な場合は、記載されている法律や条例、規則等そのものをご確認い

ただくよう、お願いいたします。 
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地域密着型サービスの事業の一般原則 
 

基準第3条（第1項から第4項） 

 

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。 

 

地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者

（居宅サービス事業を行う者をいう）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めなければならない。 

 

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 （虐待の防止に係る措置は、令和6年3月31日までは努力義務、令和6年4月1日から義務化） 

 

指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するにあたっては、法第

118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行

うよう努めなければならない。 

 

 

 

事業の基本方針  
 

指定地域密着型サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者につい

て、その居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠

点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居

宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 
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人員に関する基準  

 

用語の説明 
 

「常勤換算方法」とは 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時

間数（週32時間を下回る場合は32時間を基本とする）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。 

 

「常勤」とは 

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（週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする）に達していることを

いうもの。ただし、母性健康管理措置または育児及び介護のための所定労働時間の短縮

等の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業所とし

て整っている場合、例外的に常勤の従事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。 

  

【30時間として取り扱いが可能な措置】 

母性健康管理措置または育児休業： 

「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律（昭和47年法律第113号）」第13条第1項に規定する措置をいう 

 

育児・介護のための所定労働 

時間の短縮等の措置： 

「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 

（平成3年法律第76号）」第23条第1項、第3項または第24条に規定 

する所定労働時間の短縮措置をいう 

 

 

また、人員基準で常勤要件が設けられている場合、以下に記載する休業等を取得して

いる期間、人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の

従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能である。 

 

【対象となる休業等】 

産前産後休業：  「労働基準法（昭和22年法律第49号）」第65条に規定する休業 

 

母性健康管理措置：「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和47年法律第113号）」第13条第1項に規定する措置 

 

育児休業等：   「育児・介護休業法」第2条第1号に規定する育児休業、第23条

第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置、第24条第1項（第2

号に係る部分に限る）の規定により同項第2号に規定する育児休

業に関する制度に準じて講ずる措置による休業 

 

介護休業：    「育児・介護休業法」第2条第2号に規定する介護休業 
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「勤務延時間数」とは 

 勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間または当該事業に係るサー

ビス提供のための準備を行う時間（待機の時間を含む）として明確に位置づけられて

いる時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することがで

きる時間数は、当該事業所で常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

「専ら従事する、専ら提供にあたる」とは 

   原則として、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。この場合のサービス提供時間帯とは、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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団排除について 

 
役員、管理者その他従業者、取引先について暴力団を排除すること。 

 

新規指定、更新指定、あるいは役員や管理者の変更があった際は、暴力団排除

に関する誓約書を提出してください。押印の廃止に伴い、様式の押印欄は削除

しています。管理者の記載漏れが目立ちますので、管理者についても、忘れず

に記載してください。 
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従業者の員数等について（基準第63条関係） 
 

１．小規模多機能型居宅介護従業者 

介護福祉士や訪問介護員の資格等は必ずしも必要としないが、介護等に対する知識・経験

を有する者であることを原則とする。 

 

 日中の人員配置 

  ■通いサービス ： 常勤換算方法で、３（利用者）：１（介護従業者）以上 

 

  ■訪問サービス ： 常勤換算方法で、１以上 

    

 ※通いサービス、訪問サービスはそれぞれ固定しなければならないという趣旨で

はなく、日中勤務している小規模多機能型居宅介護従事者全体で、通いサービ

ス及び訪問サービスを行うこととなる。 

 

 

夜間及び深夜の時間帯の人員配置 

 ■夜間及び深夜の勤務 ： １以上及び宿直勤務勤務に必要な数以上 

 

夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿泊サービスの利用者の生活サ

イクル等に応じて設定するものとする。これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外

の指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な小規模多機能型居宅介護従業者及び宿

直勤務または夜間及び深夜の勤務【夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務

を除く）】を行わせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を確保すること。 

 

（例）通いサービスの利用定員を15名とし、日中の勤務帯を午前6時から午後9時までの15時間、

常勤の職員の勤務時間を8時間とした場合 

 

常勤換算方法で、通いの利用者3人に対して1名の小規模多機能型居宅介護従業者を配置

すればよい。よって、通いの利用者が15名の場合、日中の常勤の小規模多機能型居宅介

護従業者は5名となり、日中の15時間の間に、8時間×5名＝延べ40時間分のサービスが提

供されていることが必要。それに加え、日中は、常勤換算方法で1名以上に訪問サービス

の提供を行わせること。夜間は、夜勤1名＋宿直1名に宿泊サービス及び夜間の訪問サー

ビスにあたらせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を、指定小規模多機能型

居宅介護事業所全体として確保することが必要。 

 

 

なお、事業所全体としては、以下の者の配置が必要。  

■介護従業者のうち1以上の者は、常勤であること（基準第63条第3項）。  

■介護従業者のうち1以上の者は、看護師または准看護師であること（基準第63条第4項）。

常勤・非常勤は問わない。また、毎日配置していなければいけないということではな

い。 

 

 

２．介護支援専門員 

・介護支援専門員の資格があること。 

・指定を受ける際（指定を受けた後に介護支援専門員の変更の届出を行う場合を含む）に、
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「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を修了していること。 

・介護支援専門員は利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできる。非常

勤でも可。 

・計画作成担当者は、非常勤でも差し支えない。 
 

 

３．管理者 

 

■常勤であり、専ら当該事業所の管理業務に従事すること。 

常勤であり、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事すること。ただし、次の場合

で、当該事業所の管理業務に支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。 

 

  他の職務を兼ねることができる場合 

   １．当該事業所の小規模多機能型居宅介護従業者としての職務に従事する場合 

   ２．事業所に併設する基準第63条第6項各号に掲げる施設等の職務に従事する場合 

   ３．同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事する場

合。当該事業所が、指定夜間対応型訪問介護、指定訪問介護、指定訪問看護の事

業を一体的に運営している場合に、これらの事業に係る職務、介護予防・日常生

活支援総合事業に従事することができる。 

 

 

 ■3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者であること。 

管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サ

ービス事業所等の職員または訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事し

た経験を有する者であること。 

 

 

■「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了していること。 

管理者としての資質を確保するために、指定を受ける際（指定を受けた後に管理者の変

更の届出を行う場合を含む）に、「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了して

いること。 

 

ただし、管理者の変更の届出を行う場合は、管理者交代時の都道府県における研修の開

催状況等を踏まえ、新たに管理者を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県

に研修の申込みを行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、

当該管理者が研修を修了していない場合であっても差し支えない。 

 

 

４．代表者 

 

「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していること。 

指定を受ける際（指定を受けた後に代表者の変更の届出を行う場合を含む）に、「認知 

症対応型サービス事業開設者研修」を修了していること。 

 

ただし、代表者の変更の届出を行う場合について、代表者交代時に当該研修が開催され

ていないことにより、代表者が当該研修を修了していない場合、代表者交代の半年後、



8 

 

または次回の認知症対応型サービス事業開設者研修日程のいずれか早い日までに、当該

研修を修了することで差し支えない。 

 

 

■認知症高齢者の介護に従事した経験等を有すること。 

代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認

知症対応型共同生活介護事業所、複合型サービス事業所等の職員または訪問介護員等

として、認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者、または保健医療サービス・

福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であること。 

 

これらの事業所等の職員、訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に携わった経験

や、保健医療サービスや福祉サービスの経営に直接携わったことがあればよく、一律

の経験年数の制約は設けられていない。経験の有無は個々のケースごとに判断するも

のとする。 
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■地域密着型サービスに係る人員の基準上、終了が義務付けられている研修

サービスの種類 代表者 管理者 計画作成担当者

認知症対応型通所介護 ○

小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○

認知症対応型共同生活介護 ○ ○ ○

看護小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○

認知症デイの管理者

小規模多機能の管理者

小規模多機能の運営法人

代表者

認知症対応型共同生活介

護の管理者

看護小規模多機能の計画

作成担当者

看護小規模多機能の管理

者

認知症対応型共同生活介

護の運営法人代表者

看護小規模多機能の運営

法人代表者

認知症対応型共同生活介

護の計画作成担当者

小規模多機能の計画作成

担当者

認

知

症

介

護

実

践

者

研

修

小
規
模
多
機
能
型
サ
ー
ビ
ス
等
計
画

認
知
症
対
応
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

管
理
者
研
修

認
知
症
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

開
設
者
研
修
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設備に関する基準  
  
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その

他の非常災害に際して、必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければならない（基準第67条第1項）。 

 

設備及び備品等 
 

 事業所 

  指定小規模多機能型居宅介護を提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。原則

として、１の建物につき、１の事業所とする。しかし、利用者の利便のため、利用者に

身近な社会資源（既存施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて、

指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合は、これらを事業所の一部とみなし、設備

基準を適用する。 

  

居間及び食堂 

居間及び食堂は、機能を十分発揮しうる適当な広さを有すること。居間及び食堂が同一

の室内とする場合でも、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい。 

 原則として利用者及び小規模多機能型居宅介護従業者が一堂に会するのに十分な広さを

確保すること。 

 

  通いサービスの利用定員について15人を超えて定める指定小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、事業所の居間及び食堂を合計した面積は、利用者の処遇に支障がないと

認められる十分な広さ（1人当たり3㎡以上）を確保することが必要である。 

 

宿泊室 

  

１．１の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、

2人とすることができる。 

 

２．1の宿泊室の床面積は、7.43 ㎡以上としなければならない。 

 

３．上記の１及び２を満たす宿泊室（以下「個室」）以外の宿泊室を設ける場合は、個

室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43 ㎡に宿泊サービスの利用定

員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は

プライバシーが確保されたものでなければならない。 

 

４．プライバシーが確保された居間は、３．の個室以外の宿泊室の面積に含めることが

できる。 

 

５．他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側等は、宿泊室の面積に含めて差し支え

ない。 
 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。 

カーテンやじゅうたん等設置する際は、防炎加工のものを使用すること。 
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登録定員及び利用定員 
 

登録定員 

事業所の登録定員を29人（サテライト事業所は、18人）以下とする。  

 

利用定員 

通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該事業所におけるサービスごとの1日あたり

の利用者数の上限をさす）は、以下のとおり。  

 

通いサービス 

通いサービスの登録定員数と利用定員数の関係は、下記の表のとおりとする。 

 

登録定員数 通いの利用定員 

25人以下 登録定員の 1/2から 15人まで 

26人または 27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

 

宿泊サービス 

通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

運営に関する基準  
 

 

内容及び手続きの説明及び同意 

指定小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者・その家族に

対し、運営規程の概要、当該事業所の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を記した文書等（説明書やパンフレット等）を交付して説明を

行い、当該事業所から指定小規模多機能型居宅介護の提供を受けることにつき、利用申込

者の同意を得なければならない。 

 

 

電磁的方法により文書の交付に代えること 

  事業者は、利用申込者・その家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書

に代えて、当該利用申込者・その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項につ

き「電子情報処理組織を使用する方法」「その他の情報通信技術を利用する方法」であ

って次に掲げるもの（以下「電磁的方法」）により提供することができる。この場合、

事業者は、当該文書を交付したものとみなす。電磁的方法の活用については、以下の点

に留意して行うこと。 

 

 電磁的方法について 

  電磁的方法は、以下に掲げるものとする。以下に掲げる方法は、利用申込者、またはそ 

の家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでな 

ければならない。 

   

■電子情報処理組織を使用する方法 

 

１．事業者が使用する電子計算機と利用申込者、またはその家族が使用する電子計

算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者が使用する電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法 

 

    ２．事業者が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電

気通信回線を通じて利用申込者、またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込

者・その家族が使用する電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記

録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾、または受けない旨の申

出をする場合は、当該事業者の使用する電子計算機に備えられたファイルにそ

の旨を記録する方法） 

 

   ■記録できる物により調整する方法 

    磁気ディスク、CD-ROM、その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録した物を交付

する方法 

 

 電磁的方法で重要事項を提供しようとするとき 

  あらかじめ、当該利用申込者、またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法 

の種類及び内容を示し、文書、または電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 

    ■上記に記載する当該事業所が使用する電磁的方法の種類 
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    ■ファイルへの記録の方法 

    ※当該利用申込者・その家族から、文書・電磁的方法により、「電磁的方法による

提供を受けない」旨の申出があった場合は、当該利用申込者・その家族に対し、

基準に規定される重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、

当該利用申込者、またはその家族が、再び、承諾をした場合は、この限りでない。 

   

電磁的記録による作成（基準183条） 

  電磁的記録の作成は、事業者等が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録す 

る方法、または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

  

電磁的記録による保存 

 以下のいずれかの方法による。 

 

 ■作成された電磁的記録を事業者等が使用する電子計算機に備えられたファイル、また

は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法。 

   

■書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者

等が使用する電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスク等をもって調製するフ

ァイルにより保存する方法 

 

  ※電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事 

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報 

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

 電磁的方法による同意 

  例えば電子メールにより、利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられる。 

「押印についてのＱ＆Ａ」（令和2年6月19日内閣府、法務省、経済産業省）を参考とす

ること。 

 

 電磁的方法による締結 

  利用者等・事業者内等間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名、または

記名・押印に代えて、電子証明を活用することが望ましい。なお、「押印についてのＱ

＆Ａ」（令和2年6月19日内閣府、法務省、経済産業省）を参考とすること。 

 

 

 

サービス提供拒否の禁止 

事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。特に、要介護度や所得の

多寡を理由に、サービスの提供を拒否してはならない。正当な理由は、次の場合が想定さ

れる。 

１．当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

２．利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

３．その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 
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サービス提供困難時の対応 

 通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切なサービスを提供するこ

とが困難であると認めた場合、当該利用申込者の指定居宅介護支援事業者への連絡、適当

な他の指定小規模多機能型居宅介護事業者等の紹介等、必要な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。 

 

 

 

受給資格等の確認 

 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合、その者の提示する被保

険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるこ

と。 

 

認定審査会意見が記載されている場合 

   被保険者証に認定審査会の意見が記載されているときは、当該審査会意見に配慮して、

サービス提供するよう努めること。 

 

 

 

要介護認定の申請に係る援助 

 サービス提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認

定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用

申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

  

 指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で、必要と認めるときは要介

護認定の更新申請が有効期間の終了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行

わなければならない。 

 

 

 

心身の状況等の把握 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、

介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置

かれている環境、他の保健医療サービス、福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

 

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用者

等が参加する場合、テレビ電話装置等の活用について、当該利用者等の同意を得なければ

ならない。またテレビ電話装置等を活用する場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

 

 

居宅サービス事業者等との連携（基準第 69条） 

事業者は、小規模多機能型居宅介護を提供するにあたり、居宅サービス事業者その他保健 
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医療サービス、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

事業者は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に努めなければな

らない。 

 

小規模多機能型居宅介護の提供の終了の際は、利用者・その家族に対して適切な指導を行 

うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サー 

ビス、または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

 

 

身分を証する書類の携行（基準第 70条） 

事業者は、従業者のうち訪問サービスの提供にあたる者に身分を証する書類を携行させ、 

初回訪問時及び利用者・その家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しな 

ければならない。 

 

 ※身分を証する書類 

 当該指定小規模化機能型居宅介護事業所の名称、当該訪問サービスの提供にあたる者の

氏名を記載するものとし、顔写真の添付や職能の記載を行うことが望ましいこと。 

 

 

 

サービスの提供の記録 

サービスを提供した際は、サービスの提供日及び内容、地域密着型介護サービス費の額そ 

の他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面、またはサービス利用票等 

に記載しなければならない。 

 

サービス提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事 

項を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は文書の交付「その他適切な方法」 

により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

適切な方法の例 ： 利用者の用意した手帳等に記載する等の方法 

 

 

 

利用料等の受領（基準第71条） 

事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際は、 

その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型 

介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密 

着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。 

 

法定代理受領サービスに該当しない小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者か 

ら支払を受ける利用料の額と、小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型サービス費用基

準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 
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上記の利用料の他に利用者から支払いを受けることができる費用（基準第71条第3項） 

  １．利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して

行う送迎に要する費用  

２．利用者の選択により、通常の事業の実施地域以外の居宅において訪問サービスを提

供する場合は、それに要した交通費の額  

３．食事の提供に要する費用  

４．宿泊に要する費用  

５．おむつ代  

６．指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活にお

いても通常必要となるものに係る費用で、利用者に負担させることが適当と認めら

れる費用。  

    

保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない、あいまいな名目によ

る費用の支払いを受けることは認められない。 

   

※参考 

   平成12年3月30日老企第54号「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いに

ついて」 

平成17年9月7日厚生労働省告示第419号「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係

る利用料等に関する指針」 

 

 

 説明と同意 

  事業者は、基準第71条第3項の費用の額に係るサービス提供にあたり、あらかじめ、利用

者・その家族に対し、当該サービスの内容及び費用について、説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

 

 

 

領収書の発行 

小規模多機能型居宅介護その他のサービス提供に要した費用につき、その支払いを受け 

る際、支払いをした利用者に対し、領収証を発行すること。口座振替により費用を徴収 

している場合も、必ず領収書を交付すること。 

 

 

 

領収書への記載内容 

領収証は、内訳を記載すること。介護保険法第42条の21項本文に規定する厚生労働大臣 

が定める基準により算定した費用の額に係るものと、その他の費用の額を区分し、その 

他の費用の額は、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載すること。 

 

 

 

保険給付請求のための証明書の交付 

 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護に係る利用料

の支払いを受けた場合は、提供した指定小規模多機能型居宅介護の内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して、交付しなければ
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ならない。 

 

指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針（基準第 72 条） 

利用者の要介護状態の軽減、悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わ 

れなければならない。 

 

事業者は、自らその提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を 

公表し、常にその改善を図らなければならない。 

  

 

 

 

指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針（基準第 73条） 

 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによる。 

 

１号 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流

や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている  

環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わ

せることにより、妥当適切に行うこと。 

 

 ２号 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の

下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。  

 

 ３号 サービスの提供にあたり、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的

にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよ

う必要な援助を行うものとする。  

 

４号 従業者は、サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者・

その家族に対し、サービスの提供等について理解しやすいよう説明を行うこと。  

   サービス提供等には、小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容や行事、日課も

含まれる。 

 

５号 事業者は、当該利用者、または他の利用者等の生命・身体を保護するため、緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」）を行ってはならない。 

 

６号 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心 

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

 ７号 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであっては

ならない。 

 

    ※通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態とは 

     登録定員のおおむね3分の1以下が目安となる。 

 

     （例）登録定員25人の場合 

        登録定員のおおむね3分の1以下なので、通いサービスの利用者が8人以下で
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あれば、著しく少ない状態となる。 

 

 ８号 登録者が通いサービスを利用していない日は、可能な限り、訪問サービスの提供、

電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために、適切

なサービスを提供しなければならない。 

 

    ※適切なサービスとは 

     １人の利用者に対し、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを合せて、

おおむね週4回以上行うことが目安となるものである。事業者は、通い・宿泊・訪

問サービスを提供しない日でも、電話等による見守りを含め、利用者に何らかの

形で関わることが望ましいこと。 

 

 

 

居宅サービス計画の作成（基準第 74条） 

 管理者は、介護支援専門員に登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させ

るものとする。 

 

 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたり、指定居宅介護支援等基準第 13条

各号に掲げる具体的取組方針に沿って行うこと。 

 

 ※基準第 13条について、36ページ以降を参照のこと。 

 

 

 

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付（基準第 76条） 

 事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合。そ

の他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画

及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

 

 

 

小規模多機能型居宅介護計画の作成（基準第 77条） 

管理者は、介護支援専門員に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当さ 

せること。  

 

地域活動への参加機会の提供等による多様な活動の確保 

介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたり、地域における活動への 

参加の機会が提供される等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努 

めなければならない。 

 

通い・訪問・宿泊を組み合わせた介護の提供 

介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他 

の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等 

を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用 

者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービ 

スを組み合わせた介護を行わなくてはならない。  
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介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成にあたり、その内容について利用 

者・その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

 

介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際は、当該計画を利用者に交 

付しなければならない。  

 

介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後も、常に小規模多機能型居宅介 

護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更 

を行うこと。 

 

 

 

介護等（基準第 78条） 

介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、 

適切な技術をもって行わなければならない。 

 

利用者に対して、利用者の負担で、利用者の居宅、または当該サービスの拠点における小 

規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。ただし、指定 

小規模多機能型居宅介護事業者の負担により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供する 

ことは差支えない。 

 

当該事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と従業者が共同で 

行うよう努めること。利用者が小規模多機能型居宅介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、 

園芸、農作業、レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行うことで、良好な人間関 

係に基づく家庭的な生活環境の中で、日常生活が送れるようにすること。 

  

 

 

 

社会生活上の便宜の提供等 （基準第79条） 

事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続の 

ための支援に努めなければならない。 

 

事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、利用 

者・その家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなけれ 

ばならない。特に金銭に係るものは、書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行し 

た後はその都度本人に確認を得ること。 

 

事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者・その家族との交流等の機 

会を確保するよう努めなければならない。事業者は、利用者の家族に対し、当該事業所の

会報の送付、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等により、利用者・その家

族が交流できる機会等を確保するよう努めること。 

 

 

 

緊急時の対応（基準第 80条） 

従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに、利用者に病状
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の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医、またはあらかじめ当該指定

小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

 

 ※協力医療機関 

１．事業の通常の実施地域内にあることが望ましい。 

２．緊急時に円滑な協力を得るため、当該医療機関との間であらかじめ、必要な事項

を取り決めておくこと。 

 

 

 

管理者の責務 

管理者は、当該事業所の従業者の管理及び小規模多機能型居宅介護の利用の申込みに係る 

調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。 

 

事業所の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと。 

 

 

 

運営規程（基準第 81条） 

事業者は、小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。  

 

  

１号 事業の目的及び運営の方針  

２号 従業者の職種、員数及び職務の内容  

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、

規定を定めるにあたり、基準により置くべきとされている員数を満たす範囲におい

て、「〇人以上」と記載することも差し支えない。重要事項を記した文書を記載す

る場合も、同様とする。 

 

３号 営業日及び営業時間  

   小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利用者の居宅生活を支援するものであり、

休業日を設けることは想定されていない。よって、営業日は365日と記載すること。 

    

   ※訪問・通い・宿泊サービスの提供時間の記載 

    訪問サービスは、利用者からの随時の要請にも対応するものであることから、24

時間と、通いサービス及び宿泊サービスは、それぞれの営業時間を記載すること。 

 

４号 登録定員、通いサービス、宿泊サービスの利用定員  

５号 小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額  

６号 通常の事業の実施地域  

７号 サービス利用にあたっての留意事項  

８号 緊急時等における対応方法  

９号 非常災害対策 

非常災害に関する具体的計画を指すものであること。 

１０号 虐待の防止のための措置に関する事項 
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虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画 

等）や虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であ 

ること。 

 

１１号 その他運営に関する重要事項（身体的拘束等について等） 

 

 

 

勤務体制の確保等（基準第30条） 

 

■勤務体制を定めること 

事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。原則として月ごとに 

勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看 

護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

 

■事業所従業者によるサービス提供 

事業所ごとに、当該事業所の従業者によって小規模多機能型居宅介護を提供しなければ 

ならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務は、この限りでない。 

原則として、当該指定小規模多機能型居宅介護の従業者により、指定小規模多機能型居 

宅介護を提供するべきであるが、調理・洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない 

業務は、第三者への委託等を行うことが認められている。 

 

■研修の機会の確保 

事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。その際、当該事業者は、すべて（一部除く）の小規模多機能型

居宅介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を

講じなければならない。 

 

 「認知症介護基礎講座研修」の受講義務付け 

当該指定地域密着型通所介護事業者は、すべての地域密着型通所介護従業者に対

し、認知症介護に関する基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。ただし、各資格のカリキュラム等で、認知症介護に関する基礎的

な知識及び技術を習得している者は、当該義務付けの対象外。 

 

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を持たない者について、認

知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを事業者に義務付

けるものである。介護に関わるすべての従事者の認知症対応力を向上させ、認知

症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現

していく観点から実施していくものであること。本研修は令和6年3月31日まで努

力義務とされている。 

 

※認知症介護に関する基礎的な研修の義務付けの対象とならない者 

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初

任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程または訪問介

護員養成研修課程1級課程・2級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あ

ん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 
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※新規採用者の認知症介護基礎研修 

新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資

格を有さない者に限る）に対する義務付けの適用は、採用後1年間の猶予期間を設け

ることとし、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとす

る。令和6年3月31日までは努力義務として差し支えない。 

 

 

 

■職場におけるハラスメントの防止 

 事業者は、職場で行われる性的な言動、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより、当該事業所の介護従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針を明確化する等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113

号）第11条第1項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充

実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第30条の2第1項の規定に基づき、事業主には職

場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラス

メント」）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられている。これを

踏まえ、新たに基準に規定されることとなった。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び

取り組みは、以下のとおり。なお、セクシュアルハラスメントは、上司や同僚に限らず、

利用者やの家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

   

【事業主が講ずべき措置の具体的内容】 

   

１．事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

      職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはな

らない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

 

   ２．相談（苦情含む）に対応するための必要な体制整備 

      相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のため

の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

  

  ※中小企業は、令和4年4月1日から義務化 

パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務は、中小企業

（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については、資本金が5000

万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下の企業）は、令和4年4月1日

から義務化となる。それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確

保等の観点から、期間を待たず必要な措置が講じられるようお願いする。 

～チェックポイント～ 

 
令和 6年 3月 31日までにすべての従業者の認知症介護基礎研修の受講を！！ 

 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、令和 6年 3月 31日までに医療・福祉関係の

資格を持たないすべての当該事業所従業者に対し、認知症介護基礎研修を受講させ

るための必要な措置を講じてください。 
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  【事業主が講じることが望ましい取り組み】 

    パワーハラスメント指針において、顧客等からの著しい迷惑行為（以下「カスタマ

ーハラスメント」）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが

望ましい取り組みの例は以下のとおり。 

 

１．相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

 

２．被害者への配慮のための取り組み 

メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等 

 

３．被害防止のための取り組み 

マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取り組み等が

想定されている。介護現場では特に、利用者やその家族等からのカスタマーハ

ラスメントの防止が求められている。このことから、必要な措置を講じるにあ

たり、厚生労働省ホームページに掲載されている以下のマニュアル等を参考に

した取り組みを行うことが望ましい。 

 

※参考 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」 

   「（管理職・職員向け）研修のための手引き」  

厚生労働省ホームページに掲載 

 

 

 

定員の遵守（基準第82条） 

 事業者は、登録定員、通いサービス・宿泊サービスの利用定員を超えて、指定小規模多機

能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用

は、利用者の様態や希望等により、特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員

を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場

合はこの限りでない。 

 

  ※「特に必要と認められる場合」とは 

   次の事例等が考えられるが、一時的とは、こうした必要と認められる事情が終了する 

までの間をいうものであること。 

 

特に必要と認められる場合の例 

 １．登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所で通いサービスを提供したことに

より、当該登録者が利用した時間帯の利用者数が定員を超える場合 

 

 ２．事業所で看取りを希望する登録者に対し宿泊室でサービスを提供したことによ

り、通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超える場合 

 

 ３．登録者全員を集めて、催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービスの

利用者数が定員を超える場合 

 

 ４．上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合 
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業務継続計画の策定 

事業者は、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定小規模多機能型居

宅介護の提供を受けられるよう、サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 

 

必要な研修及び訓練（シュミレーション）の実施 

事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練(シュミレ

ーション)を定期的に実施しなければならない。 

 

 研修 

感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容について、職員間に共有するととも

に、平常時から具体的想定をしておくことの必要性や、緊急時の対応方法等への理解

を深めるものとする。事業所としての対応を組織的に全体に浸透させていくためには、

定期的（年１回以上）な研修を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施す

ることが望ましい。研修の実施内容については、記録すること。また、感染症の業務

継続計画に係る研修は、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施

することも差し支えない。 

 訓練（シュミレーション） 

  感染症や災害が発生した場合、迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業

所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実施するケアの演習等を定期

的（年1回以上）に実施すること。感染症の業務継続計画に係る訓練は、感染症の予防

及びまん延の防止のための訓練と、災害の業務継続計画に係る訓練は、非常災害対策

業務継続計画への記載項目等 

  

 感染症に係る業務継続計画 

 １．平時からの備え 

    体制構築・整備、感染症防止に向けた取り組みの実施、備蓄品の確保等 

 

 ２．初動対応 

 

 ３．感染拡大防止体制の確立 

    保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等 

 

 災害に係る業務継続計画 

 １．平常時の対応 

    建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の

対策、必需品の備蓄等 

 

 ２．緊急時の対応 

    業務継続計画発動基準、対応体制等 

 

 ３．他施設及び地域との連携 
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に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は机上を含め、その

実施手法は問わないが、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施

することが望ましい。 

 

※業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施は、事業所にその実施が求められるものであ

るが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や

災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及

び訓練の実施にあたっては、すべての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

 

※3年間の経過措置により、令和6年3月31日までの間は努力義務であるが、今般の自然災害、

新型コロナウイルス感染症の状況から早期に実施されることが望ましい。 

 

 ※参考 

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」 

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 

 

 

 

非常災害対策（第 82条の 2） 

 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出そ

の他必要な訓練を行わなければならない。 

  

 関係機関への通報及び連絡体制の整備 

  火災の災害時に、地域の消防関係に速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹

底すること。また、日頃から消防団や地域住民と連携を図り、火災等の際に消火・避

難等に協力してもらえるような体制づくりをすること。 

 

 非常災害に関する具体的計画 

  消防法施行規則第 3条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む）及び風水害、

地震等の災害に対処するための計画をいう。指定小規模多機能型居宅介護事業所は、

消防法第 8条の規定により、防火管理者を置くこととされている。指定小規模多機能

型居宅介護支援事業所は、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、防火

管理者に行わせるものとする。 

 

 訓練の実施 

  できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めること。地域住民の代表者等により構

成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保する等、

訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要。訓練の実施には、消防

関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐ等、より実効性のあるものとすること。 

 

 

 

衛生管理等 

 

衛生的管理と衛生上必要な措置 

事業者は、利用者が使用する施設、食器その他の設備または飲用水について、衛生的な管
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理に努め、衛生上必要な措置を講じなければならない。これは、必要最低限の衛生管理等

を規定したものであるため、以下の点にも留意すること。 

 

【留意点】 

 １．食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の

助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

 

 ２．インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等の感染症

対策等は、別途通知が発出されているので、これに基づく適切な措置を講じること。 

 

 ３．空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 

 

感染症を発生、まん延させないための措置 

 

  ■感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（感染症対策委員会）

の設置 

    感染対策委員会をおおむね6月に1回以上開催し、その結果について、介護従業者に

周知徹底すること。感染対策委員会は、感染対策の知識を有する者も含む、幅広い

職種により構成することが望ましい。特に、感染症対策の知識を有する者について

は外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役

割分担を明確にし、感染対策担当者を決めておくことが必要である。なお、当委員

会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして

差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業

者との連携等により行うことも差し支えない。 

    

      感染対策委員会の開催頻度 

       利用者の状況等、事業所の状況に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開

催すること。加えて、感染症等が流行する時期等を勘案して必要に応じ、随

時開催する必要がある。 

 

      開催の方法 

       感染症対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

 

   ■感染症予防及びまん延の防止のための指針 

    当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時 

    の対策及び発生時の対応を規定すること。 

    

      平常時の対策 

       事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアに係る感染対策（手洗い、標準

的な予防策）等 
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      発生時の対応 

       発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業

所関係課等（福津市は高齢者サービス課介護事業所指導係）の関係機関との

連携、行政等への報告等。発生時における事業所内の連絡体制や前述の関係

機関への連絡体制を整備し、明記しておくことが必要。 

 

※それぞれの項目の記載内容の例は、「介護現場における感染対策の手引き」を参照のこと。 

    

■感染症予防及びまん延防止のための研修及び訓練 

     介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的

に実施すること。内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発す

るとともに、当該事業所の指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を

行うものとする。実施にあたっては、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け

感染症対策力向上のための研修教材」等を活用するなど、事業内で行うもので差

し支えないこと。また、研修の実施内容は記録することが必要。 

 

    研修及び訓練の開催頻度 

     研修 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的（年1回以上）

開催することに加え、新規採用時には感染症対策研修を実施することが望ましい。 

  

 訓練（シュミレーション） 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練 

（シュミレーション）を定期的（年1回以上）に行うことが必要。訓練は、感染 

症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内 

容に基づき、事業所内の役割分担の確認や感染対策をした上でのケアの演習等を 

実施するものとする。訓練の実施は机上を含めその実施手法は問わないものの、 

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切で 

ある。 

 

 

 

協力医療機関等（基準第83条） 

事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あ 

らかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 

 

事業者はあらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

 

サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介 

護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならな 

い。 

 

 

 

掲示 

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、小規模多機能型居宅介護従業者の勤務体制、 

事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の 
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有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等その他 

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

運営規定等の重要事項の掲示については、掲示する方法だけでなく、利用者・その家族等

が自由に閲覧できる形（例えばファイル等を備え置くこと）で、当該事業所内に備え付け

ることで掲示に代えることができる。 

 

  ※事業所の見やすい場所 

   重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者・その家族に対して見やす

い場所をさす。 

 

  ※介護従業者の勤務体制 

   職種ごと、常勤・非常勤ごとの人数を掲示する趣旨であり、氏名までを掲示すること

を求めるものではないこと。 

 

 

 

秘密保持等 

従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者・その家族の秘密を漏らし 

てはならない。 

 

退職後の秘密保持のための必要な措置 

事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者・その家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。具体的には、従

業者が従業者でなくなった後も業務上知り得た秘密を保持すべき旨を雇用時等に取り決

め、例えば違約金についての定めを置く等の措置を講ずべきこととするものである。 

 

サービス担当者会等で個人情報を用いる場合の同意 

事業者は、サービス担当者会議等で、課題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や

解決すべき課題等の個人情報を利用者・その家族の個人情報を用いる場合は、あらかじ

め利用者・その家族の同意を文書で得ておかなければならない。この同意はサービス提

供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで可。 

 

 

 

広告 

事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所について広告をする場合は、内容が虚偽ま 

たは誇大なものとしてはならない。 

 

 

 

指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、

利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 
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苦情処理 

提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

 

※「必要な措置」とは 

①苦情受付窓口の設置 

 

②苦情処理の体制及び手順等、当該事業所での苦情を処理するために講ずる措置の

概要を明らかにし、サービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要を

記載すること。 

 

③上記内容を事業所内に掲示すること           等 

  

苦情内容の記録 

  苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。ただし、指定

小規模多機能型居宅介護事業所が提供したサービスとは関係のないものを除く。苦情の

内容等の記録は、5年間保存しなければならない。 

 

  ※5年の根拠は、福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例による。 

 

 市町村への協力 

  提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物

件の提出・提示の求め、市町村職員からの質問・照会に応じること。利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力し、市町村から指導・助言を受けた場合は、その指導・

助言に従って必要な改善を行わなければならない。また、市町村からの求めがあった場

合は、その改善内容を市町村に報告しなければならない。 

 

国民健康保険団体連合会への協力 

事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会

が行う介護保険法第176条第1項第3号の調査に協力し、国民健康保険団体連合会から指

導・助言を受けた場合は、その指導・助言に従って必要な改善を行わなければならない。

また、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、その改善内容を国民健康保

険団体連合会に報告しなければならない。 

 

 

 

調査への協力等（第84条） 

 事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、

妥当適切なサービス提供が行われているかどうかを確認するために、市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村から指導・助言を受けた場合は、当該指導・助言に従って必要

な改善を行わなければならない。 
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地域との連携等 

 

 ■運営推進会議の設置 

運営推進会議は、会議の構成員に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすること

で、事業者による「利用者の抱え込みを防止」すること、地域に開かれたサービスとする

ことで、「サービスの質の確保」を図ることを目的として設置するものであり、事業所自

ら設置すべきものである。運営推進会議は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、

市町村職員または地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を

有する者等で構成すること。地域住民の代表には、町内会役員、民生委員、老人クラブの

代表等が考えられる。 

 

開催頻度 

おおむね２月に1回以上開催すること。 

 

※複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認める。 

・利用者及び利用者家族は匿名とする等、個人情報・プライバシーを保護すること。 

・同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

 

内容  

活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、必要な要望、助言

等を聴く機会を設けること。 

 

  開催方法 

運営推進会議は、対面でのほか、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。た

だし、利用者・その家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について利用者

等の同意を得なければならない。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

会議記録の作成  

報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともにそれを公表しなければ

ならない。その記録は、5年間保存すること。 

 

※5年間の根拠は、福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例による。 

 

■地域住民等との連携等 

事業の運営にあたっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければならない。 

 

■市町村への協力等 

事業の運営にあたっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して市町村

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよ

う努めなければならない。 

 

■運営推進会議活用した外部評価 

  指定小規模多機能型居宅介護事業所は、1年に1回以上、サービスの改善及び質の向
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上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検を行うこと

とし、実施にあたっては、以下の点に留意すること。 

 

 

■自己評価 

    事業所のすべての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、

その上で他の従業者の振り返り結果を当該事業所の従業者が相互に確認しなが

ら、現状の課題や質の向上に向けて必要となる取り組み等について話し合うこ

とにより、小規模多機能型居宅介護事業所として提供するサービスについて、

個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげることを

目指すものである。 

 

   ■外部評価 

    運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該事業

所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利

用者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことに

より、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要である。 

 

以上のことから、運営推進会議で外部評価を行う場合は、市町村職員、地域包括支援

センター職員、指定小規模多機能型居宅介護に知見を有し、公正・中立な第三者の

立場にある者の参加が必要である。 

 

 

 ■結果の公表 

  自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、

「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用す

ることが考えられるが、法人のホームページへの掲載、事業所内の外部の者にも確

認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公

表することも差し支えない。 

 

 

 ※参考 

  平成25年度老人保健健康増進等事業「運営推進会議等を活用した小規模多機能型居

宅介護の質の向上に関する調査研究事業」（特定非営利活動法人全国小規模多機能

型居宅介護事業者連絡会）を参考に行うこと。 

 

 

 

居住機能を担う併設施設等への入居（基準第86条） 

 事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援するこ

とを前提としつつ、利用者が施設等へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設

へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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事故発生時の対応 

 

連絡と必要な措置 

サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。事故が発生した場合の対応方法は、

あらかじめ指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めておくこと。 

 

記録 

事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しなければならない。この記録は、5年間

保存すること。 

 

 ※5年間の根拠は、福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例による。 

 

損害賠償 

事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。賠償すべき事態において、速やかに賠償を行

うため、損害賠償保険に加入しておくか、賠償資力を有することが望ましい。 

 

原因の解明と再発防止 

事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる

こと。 

 

 

 

虐待の防止 

虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に

深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高い。このため、事業者は虐待の防止のために必要

な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の

対応等は、高齢者虐待防止法に規定されている。その実効性を高め、利用者の尊厳の保

持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する措置を講じるものとする。 

 

■虐待の未然防止 

   事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけ、サービス提供

にあたる必要がある。研修等を通じ、従業者にそれらに関する理解を促す必要が

ある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者とし

ての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

 

■虐待等の早期発見 

    介護事業所の従業員は、虐待等またはセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案

を発見しやすい立場にある。これを意識し、早期に発見できるよう、必要な措置

（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていること。

また、利用者・その家族から市町村への虐待に届出について、適切な対応をする

こと。 

 

   ■虐待等への迅速かつ適切な対応 

    虐待が発生した場合は、速やかに市町村の窓口に通報すること。事業者は当該通
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報の手続きが迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協

力するよう努めること。その後は、問題を究明し、その再発を確実に防止するた

めの対策を講じること。 

 

虐待防止のために事業所が取り組むべき事項 
   

１．虐待防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会）の設置 

    虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し 

た場合は、その再発を確実に防止するための対策を検討する委員会で、管理者を 

含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にし、定期的

に開催することが必要。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に 

活用することが望ましい。 

   

    虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・

運営することとして差し支えない。事業所に実施が求められるものであるが、他

のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。 

 

    同委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際は、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

 

  虐待防止検討委員会の検討事項（例） 

   １．虐待防止検討委員会その他の事業所内の組織に関すること。 

 

   ２．虐待の防止のための指針の整備に関すること。 

 

   ３．虐待防止のための職員研修の内容に関すること。 

 

   ４．虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること。 

 

   ５．従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる

ための方法に関すること。 

  

   ６．虐待等が発生した場合、その発生の原因等の分析から得られる再発の確実な防

止策に関すること。 

 

   ７．再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。 

 

 

 

２．虐待防止のための指針の整備 

    当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。指針には以下の項 

目を盛り込むこと。 

 

    １．事業所における虐待防止に関する基本的考え方 
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    ２．虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 

    ３．虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

  

    ４．虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

 

    ５．虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

 

    ６．成年後見制度の利用支援に関する事項 

 

    ７．虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

 

    ８．利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

 

    ９．その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

  

  

３．虐待防止のための研修の定期的実施 

   研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するも 

   のであるとともに、当該事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うも 

のとする。職員教育を徹底させていくためには、当該事業所の指針に基づいた研修 

プログラムを作成し、定期的な研修（年 1回以上）を実施すること。加えて、新規 

採用時には、必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。また、研 

修の実施内容は記録すること。 

  

 

４．担当者の配置 

   当該事業所における虐待を防止するための体制として、虐待防止検討委員会開催、

指針の整備、研修の実施に掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置く

ことが必要である。当該担当者は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が

務めることが望ましい。 

 

 

 

会計の区分 

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに経理を

区分するとともに、指定小規模多機能型居宅介護事業の会計とその他の事業の会計を区分

しなければならない。  

 

 

 

記録の整備（基準第87条） 

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。また、利 

用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、そ 

の完結の日から5年間保存しなければならない。 

 

 ※5年間の根拠は、福津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
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基準を定める条例による。 

 

【保存すべき記録】 

① 居宅サービス計画 

② 小規模多機能型居宅介護計画 

③ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

④ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由の記録 

⑤ 市町村への通知に係る記録 

⑥ 苦情の内容等の記録 

⑦ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

⑧ 運営推進会議に関する報告、評価、要望、助言等の記録 

 

 ※その完結の日とは 

個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の 

死亡、利用者の自立）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。⑧

の記録については、運営推進会議を開催し、報告、評価、要望、助言等の記録を公表

した日とする。 
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居宅介護サービス計画の作成にあたっては、指定居宅介護支援等基準第13号各号に掲げる具

体的取組方針に沿って行うものとする（基準第74条第2項） 

             ※令和3年度福津市居宅介護支援事業所集団指導資料より抜粋 

 

指定居宅介護支援の具体的取扱方針（基準第13条） 

 指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催、

居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状況の把握等の居宅介護支援を構成す

る一連の業務のあり方及び介護支援専門員の責務を明らかにしたものである。利用者の課

題分析（第6号）から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼（第12号）に掲げる一連

の業務について列記したもので、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものである。

緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするも

のであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合でも、それぞ

れ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必

要に応じて居宅サービス計画を見直す等、適切に対応しなければならない。 

 

（1号）介護支援専門員による居宅サービス計画の作成 

  管理者は、居宅サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を介護支援専門員に担当

させること。 

 

（2号）基本的留意点 

居宅介護支援は、利用者及びその家族の主体的な参加及び自らの課題解決に向けての意

欲の醸成と相まって行われることが重要。このためには、指定居宅介護支援について利

用者及びその家族に十分理解されなければならない。介護支援専門員は指定居宅介護支

援を懇切丁寧に行い、サービスの提供方法等について利用者及びその家族に理解しやす

いように説明を行うことが肝要。 

 

（3号）継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用 

  利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身または家族の 

状態等に応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供されることが重要である。介 

護支援専門員は居宅サービス計画の作成または変更にあたり、継続的な支援という観点 

に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提供が行われるようにすることが必要である。 

支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期にかたよって継続が困難な、また 

必要性に乏しい居宅サービス利用を助長することがあってはならない。 

 

（4号）総合的な居宅サービス計画の作成 

  居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが 

重要。このため、計画作成及び計画変更にあたり、利用者の希望や課題分析の結果に基 

づき、介護給付等対象サービス以外のサービス等も含めて居宅サービス計画に位置づけ 

ることにより総合的な計画となるように努めなければならない。 

 

介護給付等対象サービス以外のサービスの例 

・配食サービス 

・当該住民による自発的活動（見守り、配食、会食等の自発的活動） 

   

（5号）利用者自身によるサービスの選択 

  利用者自身がサービスを選択することが基本であり、介護支援専門員はこれを支援する 
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ものである。このため、利用者によるサービスの選択に資するよう、利用者から居宅サ 

ービス計画案の作成にあたって複数の指定居宅サービス事業者等の紹介の求めがあった 

場合等には誠実に対応すること。居宅サービス計画案を利用者に提示する際には、当該 

利用者が居住する地域の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等 

の情報を適正に利用者・その家族に対して提供すること。従って、特定の居宅サービス 

事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同 

一の事業主体のサービスのみによる居宅サービス計画原案を最初から提示するようなこ 

とがあってはならない。 

 

  例えば集合住宅等で、特定の指定居宅サービス事業者のサービスを利用することを、選 

択の機会を与えることなく入居条件とするようなことはあってはならないが、居宅サー 

ビス計画についても、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の指定居宅サー 

ビス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けるようなことはあってはならない。 

 

（6号）課題分析の実施 

  居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成することが重要。このため、居 

宅サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うことが必要である。 

 

課題分析とは 

利用者の有する日常生活上の能力や利用者が既に提供を受けている指定居宅サービス

や介護者の状況等、利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維

持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、利用者が自立した生活が営

むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。利用者の生活全

般について、その状態を十分に把握することが重要。 

     

課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、

利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な

方法を用いなければならない。 
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             国が示す課題分析標準項目 

 

 平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知「介護サービス計画

書の様式及び課題分析標準項目の提示について」別紙４の別添より 

 

基本情報に関する項目 

No. 標準項目名 項目の主な内容（例） 

１ 基本情報 

（受付、利

用者等基

本情報 

居宅サービス計画作成についての利用者受付情報（受付

日時、受付対応者、受付方法等）、利用者の基本情報（氏

名、性別、生年月日、住所・電話番号等の連絡先）、利

用者以外の家族等の基本情報について記載する項目 

２ 生活状況 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項

目 

３ 利用者の被

保険者情報 

利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、生活保護、

身体障害者手帳の有無等）について記載する項目 

４ 現在利用し

ているサー

ビスの状況 

介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けている

サービスの状況について記載する項目 

５ 障害老人の

日常生活自

立度 

障害老人の日常生活自立度について記載する項目 

６ 痴呆性老人

の日常生活

自立度 

痴呆性老人の日常生活自立度について記載する項目 

７ 主訴 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目 

８ 認定情報 利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の意見、支

給限度額等）について記載する項目 

９ 課題分析

（アセスメ

ント）理由 

当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、定期、退

院退所時等）について記載する項目 
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課題分析（アセスメント）に関する項目 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

※参考 

・平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知「介護サービス計画

書の様式及び課題分析標準項目の提示について」別紙４の別添 

 

・令和3年3月31日老認発0331第6号「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の

提示について」の一部改正について（介護保険最新情報vol.958） 

 

（7号）課題分析における留意点 

  解決すべき課題の把握（アセスメント）は、利用者が入院中であること等、物理的な理 

由がある場合を除き、必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わ 

なければならない。利用者やその家族との信頼関係・協議関係の構築が重要であり、面 

接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。当 

該アセスメントの結果を記録すること。 

No. 標準項目名 項目の主な内容（例） 

10 健康状態 利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛み等）

について記載する項目 

11 ＡＤＬ ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、

入浴、排せつ等） 

12 ＩＡＤＬ ＩＡＤＬ（調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状

況等）に関する項目 

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関

する項目 

14 コミュニケ

ーション能

力 

 

意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーションに

関する項目 

15 社会との関

わり 

社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会と

の関わりの変化、喪失感や孤独感等）に関する項目 

16 排尿・排便 失禁の状況、排尿排せつ後の後始末、コントロール

方法、頻度などに関する項目 

17 褥瘡・皮膚

の問題 

褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 

18 口腔衛生 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 

19 食事摂取 食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関する項

目 

20 問題行動 問題行動（暴言膀胱、徘徊、介護の抵抗、収集癖、

火の不始末、不潔行為、異食行動）に関する項目 

21 介護力 利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護意思、

介護負担、主な介護者に関する情報等）に関する項

目 

22 居住環境 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境に

ついて記載する項目 

23 特別な状況 特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関する項

目 
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（8号）居宅サービス計画原案の作成 

  居宅サービス計画は「利用者の生活の質に直接影響する重要なもの」である。そのこと 

が十分認識され、計画原案が作成されなければならない。このため、利用者の希望及び 

利用者についてアセスメントの結果による専門的見地に基づき、さらに利用者の家族の 

希望及び当該地域で提供される居宅サービス等の体制を勘案した上で、最も適切なサー 

ビスの組み合わせを検討し、実現可能なものとするよう作成すること。作成にあたって 

は、保険給付の対象となるか否か区分しておくこと。 

 

計画原案に記載されるべき事項 

  利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき 

課題を記載した上で、提供されるサービスの長期的な目標、それを達成するための短期 

的な目標、それらの達成時期、サービスの種類、内容及び利用料、サービスを提供する 

上での留意事項等。特に長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標、それら 

の達成時期を明確に盛り込み、評価を行い得るようにすること。 

 

提供されるサービスの目標 

  利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指すものであり、サービス提供事 

業者側の個別サービス行為を意味するものではないことに留意すること。 

     

 

（9号）サービス担当者会議による専門的意見の聴取 

   介護支援専門員は、計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して、 

サービス担当者会議を開催し、各サービスが共通の目標を達成するために具体的なサ 

ービスとして何ができるか等について話し合い、利用者の状況等に関する情報を担当 

者間で共有し、専門的な見地からの意見を求め調整を図ること。利用者及びその家族 

の参加を基本とするが、利用者やその家族の参加が望ましくない場合（家庭内暴力 

等）には、必ずしも参加を求めるものではない。 

 

サービス担当者を招集して行う会議の実施方法 

従来の方法のほか、テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置

等」）を活用して行うことができる。ただし、利用者・その家族が参加する場合は、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。テレ

ビ電話装置等の活用については、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

   

～チェックポイント～ 
 

課題分析標準項目23項目を満たしていないプランが多く見られます。再確認を！ 

課題分析標準項目は、国から示されています。福津市において実施するケアプラン

チェックで、この標準項目が確認されていない、あるいは確認したが記録されてい

ないケースが多く見られます。課題分析の基本となるものです。通知内容及び作成

しているケアプランの再確認をお願いします。 
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 やむを得ない理由がある場合の意見照会等 

やむを得ない理由がある場合は、照会により意見を求めることができるが、この場

合にも緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報や

居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにすること。 

     なお、やむを得ない理由がある場合とは、利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る）

の心身の状況等により、主治の医師または歯科医師の意見を勘案して必要と認める

場合のほか、開催の日程調整を行ったがサービス担当者の事由によりサービス担当

者会議への参加が得られなかった場合等が、想定される。 

      

末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認められる場合とは 

主治の医師等が日常生活の障害が1か月以内に出現すると判断した時点以降におい

て、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者会議に対す

る照会等により意見を求めることが必要と判断した場合を想定している。ここでい

う「主治の医師等」とは、利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内

容等を一元的に把握している医師であり、要介護認定の申請のために主治医意見書

を記載した医師に限定されない。サービス種類や利用回数の変更等を利用者の状態

変化が生じるたびに迅速に行っていくことが求められるため、日常生活上の障害が

出現する前に、今後利用が必要と見込まれる指定居宅サービス等の担当者を含めた

関係者を招集した上で、予測される状態変化と支援の方向性について関係者間で共

有しておくことが望ましい。 

 

    

サービス担当者会議の記録 

    サービス担当者会議の要点または当該担当者への照会内容について、記録すること。 
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（10号）居宅サービス計画の説明及び同意 

   居宅介護サービス計画の原案に位置付けた指定居宅介護サービス等について、保険給 

付の対象となるかどうかを区分した上で、原案の内容について利用者・その家族に説 

明し、文書により利用者の同意を得なければならない。当該説明及び同意を要する居 

宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第1表から第3表まで、第6 

表（利用票）及び第7表（別表）に相当するものすべてを指す。 

 

※様式は「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」に示さ

れている標準様式を指す。 

 

（11号）居宅サービス計画の交付 

   介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者 

に交付しなければならない。担当者に交付する際には、計画の趣旨及び内容等につい 

て十分説明し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅 

サービスが当該計画における位置付けを理解できるように配慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

～チェックポイント～ 
 

何を全員で議論する必要があるのか、開催の趣旨を明確に！ 

意義あるサービス担当者会議とするには、開催の趣旨を明確にすることが大切です。

また、何を全員で議論する必要があるのか、課題や論点をあらかじめ整理しておくこ

とが重要です。 

 

（主な論点のポイント） 

□利用者及び家族のニーズの共有化 

 利用者及び家族の希望する生活のあり方や、サービス利用の意向の情報を、共有化

すること。 

 

□目標・プランの共有化 

 長期目標、短期目標の決定や提供サービスの決定など。その人の生活の質を維持向

上させるため、「課題解決に向けた共通の目標」に向かうためには、共通認識を持

って行われることが重要。 

 

□役割分担の明確化 

 課題解決に向けて、それぞれのサービスを位置付けられるが、それぞれが果たす役

割が明確にされることが必要。また、それぞれの専門サービスを実施する上で課題

となること、その解決方法、今後の方針等についても確認すること。利用者等を支

えるためのチーム形成、そして常に相互連携し、一体となって支援が行われること

が重要。 
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（12号）担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 

   居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサー 

ビス提供事業者の意識の共有を図ることが重要である。担当者に居宅サービス計画を 

交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画 

と個別サービス計画の連動性や整合性について確認すること。 

     

居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認 

居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行うことが望ま 

しい。サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サー 

ビス担当者会議に個別にサービス計画案の提出を求め、サービス担当者会議におい 

て情報の共有や調整を図る等の手法も有効である。 

 

 

 

 

チェックポイント 

 

ケアプランの作成日 

ケアプランは、サービス担当者会議等必要な手続きを経て、利用者の同意を得る

までは、あくまで「原案」です。最終的に利用者の同意を得て、はじめて正式な

「ケアプラン」となります。このため、様式中に記載する「作成日」はケアマネ

ジャーがケアプラン原案を作成した日を指すものではないため、少なくとも同意

を得た日以降（同意を得た日を含む）、サービス提供開始前の日付でなければな

りません。事業所のシステム上、出力日が印字されてしまう等の理由がある場合

は、二重線の見え消しで修正してください（修正ペン等使用不可）。空欄で印刷

可能な場合は、空欄で出力し、手書きで書き込んでください。この場合の訂正印

は不要とします。（当該修正方法は福津市の取り扱いです） 

 

サービス利用票の作成日 

給付管理業務は、月を単位として行うため、当該「居宅サービス計画の説明及び 

同意」についても、月ごとに確認することが必要です。月ごとのサービス利用票 

の作成年月日は、利用者の同意を得た日を記載してください。 

～チェックポイント～ 

 

各事業所が作成する個別計画の提供を求め、ケアプランとの確認を！ 

必ず各事業所から個別サービス計画を入手し、同じ目標に向かっているか、ケア

プランとの連動性や整合性がとれているかを確認してください。提供を求めたに

も関わらず、事業所から提供されない場合は、その旨を記録に残しつつ、引き続

き提供を求めてください。 
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（13号・13号の2）居宅サービス計画の実施状況の把握及び評価等 

   居宅サービス計画作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利用者の継続的なア 

セスメントを含む）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス計 

画事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

 

利用者の有する解決すべき課題に則した適切な介護サービスを組み合わせて提供し続 

けるためには、利用者の解決すべき課題の変化に留意することが重要である。解決す 

べき課題の変化は、利用者に直接サービスを提供する居宅サービス事業者等により把 

握されることも多いことから、介護支援専門員は、各サービス担当者と緊密な連携を 

図り、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。 

   利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身または生活の状況に係る情報は、 

主治の医師、歯科医師、薬剤師が医療サービスの必要性を検討するにあたり有効な情 

報である。このため、指定居宅介護支援の提供にあたり、例として以下のような利用

者の心身の状況または生活の状況に係る情報を得た場合で、主治の医師、歯科医師、

薬剤師の助言が必要であると介護支援専門員が判断したものについては、利用者の同

意を得て、主治の医師、歯科医師、薬剤師にその情報を提供するものとする。ここで

いう主治の医師は、要介護認定の申請で主治医意見書を記載した医師に限定されない。 

 

（例） 

    ・薬が大量に余っているまたは複数回分の薬を一度に服用している 

    ・薬の服用を拒絶している 

    ・使い切らないうちに新たな薬が処方されている 

    ・口臭や口腔内出血がある 

    ・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

    ・食事量や食事回数に変化がある 

    ・下痢や便秘が続いている 

    ・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

    ・リハビリテーションの提供が必要と思われる状態にあるにも関わらず提供されて

いない状況 

                                  等 

 

（14号）モニタリングの実施 

 モニタリングは、計画に位置付けられたサービスが計画どおりに提供され、それが目標達 

成に有効であるものかを検討するため、継続的なアセスメントとサービスの点検、評価を 

行うものである。このモニタリングにあたり、利用者及びその家族、指定居宅サービス事 

業者等との連絡を継続的に行わなければならない。特段の事情がない限り、少なくとも1 

月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、かつ少なくとも1月に1回、モニ 

タリングの結果を記録すること。特段の事情とは、利用者の事情により居宅訪問・面接が 

できない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。 

特段の事情が生じた場合は、その具体的な内容についても記録しておくことが必要。 

  

 ＜モニタリングのポイント＞ 

 

① 初期のモニタリングのポイント（利用者の現状から） 

□居宅サービスに組込まれたサービスが的確に提供されているか 

□サービス内容は適切で、目標に沿って提供されているか 

□介護者が、サービスの導入にうまく適合できているか 
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□利用者が変更や取消しを、繰り返していないか 

□現実にサービスを利用した新しい生活状況が、利用者にとってどうか 

 

② 継続期のモニタリングのポイント 

□提供されているサービスの有効性を確認しているか 

□提供されているサービスに対する、利用者からの苦情等がないか 

□時間の経過とともに、利用者の状態や取巻く環境、例えば介護家族の状況や、生活環 

境などの変化を把握しているか 

□利用者の状態変化の兆候の早期発見を心がけているか 

□目標の達成度を把握しているか 

□ケアプラン作成時に残された課題があった場合は、経過確認や今後の対応を検討して 

いるか 

□各サービス担当者から利用者の状態を確認し、必要に応じて情報交換しているか 

 

 

（15号）居宅サービス計画変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見 

の聴取 

以下の場合には、サービス担当者会議の開催により居宅サービス計画の変更の必要性につ 

いて、専門的な見地からの意見を求めること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、 

サービス担当者会議に対する照会等により意見を求めることができる。照会した内容は記 

録に残すこと。また、担当者からの意見により居宅介護サービスの計画が必要ない場合で 

も、記録の記載およびその記録を保存することが必要。 

 

   やむを得ない理由がある場合の想定 

・開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議

への参加が認められなかった場合 

・居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られ

ない場合 

                               等 

   サービス担当者会議の開催が必要になる場合 

   ・要介護更新認定を受けた場合 

    ・要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

    

 

（16号）居宅サービス計画の変更 

 居宅サービス計画を変更する際には、原則として、基準第13条第3号から第12号までに規 

定された居宅サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。なお、 

利用者の希望により軽微な変更を行う場合には、この必要性はないものとする。 

   

ケアプランの軽微な変更の内容の例 

     

・サービス提供の曜日変更 

（例）利用者の体調不良や家族の都合等の臨時的一時的なもので、かつ単なる曜

日、日付の変更の場合 

    ・サービス提供の回数の変更 

      （例）同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合体

調不良により、1回お休みした等） 
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    ・利用者の住所変更 

 ・事業所の名称変更 

    ・目標期間の延長 

      単なる目標設定期間の延長を行う場合（ケアプラン上の目標設定（課題や期間）

を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合等）については、軽

微な変更に該当する場合がある。 

 ・福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合 

      同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更については、軽微な変更に

該当する場合がある 

・目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合 

    ・担当介護支援専門員の変更（同一事業所内での変更） 

 
 

※参考 平成22年7月30日老介発0730第1号「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直 

しに関するご意見への対応について（介護保険最新情報 vol.155） 

 

 
（17号）介護保険施設への紹介その他便宜の提供 

 適切な保険医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合でも、利 

用者がその居宅で日常生活を営むことが困難になったと認める場合、利用者が介護保険施 

設への入所を希望する場合には介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行うものとする。 

 

（18号）介護保険施設等との連携による居宅生活への円滑な移行 

 介護保険施設等から退院または退所にしようとする要介護者から居宅介護支援の依頼があ 

った場合は、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅での生活にお 

ける介護上の留意事項等の情報を介護保険施設等の従業者から聴取する等の連携を図ると 

ともに、居宅での生活を前提とした課題分析を行った上で居宅サービス計画の作成等援助 

を行うこととする。 

 

 

 

 

～チェックポイント～ 
 

軽微な変更と判断した場合は、その理由について記録を残すこと 

居宅サービス計画において、介護支援専門員が基準第 13条第 3号から第 12号までに掲

げる一連の業務を行う必要性がないと判断する軽微な変更については、第 16 号に規定

される居宅サービス計画の変更は必要ないものとします。ただし、この場合においても、

介護支援専門員が、利用者の解決すべき課題に変化がないか留意してください。また、

前述の一連の業務を行う必要がない（軽微な変更）と判断した理由等について、記録

に残してください。 
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報酬に関する基準  

 

 

基本報酬の算定について  
 

■小規模多機能型居宅介護費（１月につき） 

 

同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

  令和元年 9月まで 令和 3年 3月まで 令和 3年 4月以降 

介
護
度 

要介護 1 10,320単位 10,364単位 10,423単位 

要介護 2 15,167単位 15,232単位 15,318単位 

要介護 3 22,062単位 22,157単位 22,283単位 

要介護 4 24,350単位 24,454単位 24,593単位 

要介護 5 26,849単位 26,964単位 27,117単位 

 

 

同一建物に居住する者に対して行う場合 

小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物（養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人

ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る）に居住する利用者にサービス提供する場合 

 

  令和元年 9月まで 令和 3年 3月まで 令和 3年 4月以降 

介
護
度 

要介護 1 9,298単位 9,338単位 9,391単位 

要介護 2 13,665単位 13,724単位 13,802単位 

要介護 3 19,878単位 19,963単位 20,076単位 

要介護 4 21,939単位 22,033単位 22,158単位 

要介護 5 24,191単位 24,295単位 24,433単位 

 

 

■短期利用居宅介護費（１日につき） 

 

  令和元年 9月まで 令和 3年 3月まで 令和 3年 4月以降 

介
護
度 

要介護 1 565単位 567単位 570単位 

要介護 2 632単位 634単位 638単位 

要介護 3 700単位 703単位 707単位 

要介護 4 767単位 770単位 774単位 

要介護 5 832単位 835単位 840単位 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分別1単位の単価・・・福津市（6級地）： 10.33円 
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小規模多機能型居宅介護費 
 

■月途中から登録した場合、または月途中から登録を終了した場合 

  登録していた期間（登録日から当該月の末日まで、または当該月の初日から当該登録終

了日まで）に対応した単位数を算定する（日割り請求）。 

 

  「登録日」 ： 利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではな

く、通い・訪問・宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日

をいう。 

 

  「登録終了日」： 利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した

日とする。 

 

■月途中から小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に転居した場合、または月途中か

ら小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物から同一建物でない建物に転居した場合 

 

居住していた期間に対応した単位数を算定することとする。 

 

※「同一建物」とは 

当該小規模多機能型居宅介護事業所と構造上または外形上、一体的な建築物を指す。具 

体的には、当該建物の１階部分に小規模多機能型居宅介護事業所がある場合や、当該建 

物と渡り廊下等でつながっている場合が該当する。同一敷地内にある別棟の建築物や道 

路を挟んで隣接する場合は、該当しない。当該建築物の管理・運営法人が当該小規模多 

機能型居宅介護事業所の運営法人と異なる場合であっても、ここでいう「同一建物」に 

該当する。 

 

 

 

短期利用居宅介護費       ※事前の届出が必要  
 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、市町村長に届出た指定小規模多機

能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要

介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

 

 短期利用居宅介護費は、厚生労働大臣が定める基準第54号に規定する基準を満たす事業所

で算定できるものである。 

 

 宿泊室を活用する場合は、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合

計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであること。 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

次のいずれにも適合すること。 

 

  １．利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合で、指定小規模多機能型居

宅介護事業所の介護支援専門員が、当該事業所の登録者に対するサービスの提供

に支障がないと認めた場合であること。 
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２．利用開始にあたり、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族

等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内）の利用期間を定めること。 

 

３．指定地域密着型サービス基準第63条に定める従業者の員数を置いていること。 

 

４．サービス提供が過少である場合の減算を算定していないこと。 

 

 

 

 

減算について 
 

過少サービスに対する減算について  
 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス、宿泊サービ 

スの算定月における提供回数について、登録者（短期利用居宅介護費を算定する者を除く） 

１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位 

数を算定する。 

 

 【登録者1人当たりの平均回数の計算方法】 

 

「登録者1人当たり平均回数」 

＝「サービス提供回数合計数」÷(当該月の日数×登録者数)×７ 

 

  ■要介護分と要支援分の取扱い 

   介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、小規模多機能型

居宅介護の事業と介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所で一体的

に運営されている場合は、当該事業所における要介護分と要支援分のサービス提供回

数を合算し、登録者数についても要介護者と要支援者を合算して計算を行うこと。 

 
  ■通いサービス 

   1人の登録者が1日に複数回通いサービスを利用する場合は、複数回の算定を可能とす 

る。 

 

  ■訪問サービス 

   1回の訪問を1回のサービス提供として算定すること。なお、小規模多機能型居宅介護

の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味で声

かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

 

  ■宿泊サービス 

   1泊を1回として算定すること。ただし、通いサービスに引き続いて、宿泊サービスを

行う場合は、それぞれを1回とし、計2回として算定すること。 

 
  ■月途中に利用開始・終了した場合の取扱い 

   登録者が月の途中で利用開始、または終了した場合は、利用開始日の前日以前、また

は利用終了日の翌日以降の日数については、日数の算定の際に控除すること。登録者

が入院した場合の入院日（入院初日及び退院日を除く）も同様の扱いとする。 
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加算について 
 

 

初期加算  
 初期加算  ３０単位/日 

 

小規模多機能型居宅介護支援事業所に登録した日から起算して、30日以内の期間について

は、初期加算として、1日につき30単位を加算する。30日を超える病院・診療所への入院後

に、小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。 

 

 

 

認知症加算  
 認知症加算（Ⅰ）  ８００単位/月 

 認知症加算（Ⅱ）  ５００単位/月 

 

 別に厚生労働大臣が定める登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1

月につき、それぞれの所定単位数を加算する。 

 

 【厚生労働大臣が定める登録者】 

 

認知症加算（Ⅰ） 

日常生活に支障をきたす恐れのある症状、または行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者。日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Ｍに該当する者をさす。  

 

  認知症加算（Ⅱ）  

要介護状態区分が要介護2である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意

を必要とする認知症の者。日常生活自立度のランクⅡに該当する者をさす。  

 

 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位／日 

  

短期利用居宅介護費について、医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅で

の生活が困難であり、緊急に指定小規模多機能型居宅介護を利用することが適当であると

判断した者に対し、サービスを行った者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場

合は、利用を開始した日から起算して7日間を限度として、1日につき200単位を所定単位数

に加算する。 

 

 【実施上の留意点】 

  １．認知症の行動・心理症状 

     認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状をさす。 

 

  ２．算定できる場合 

     利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用（短期利用居



51 

 

宅介護費）が必要であると医師が判断した場合で、介護支援専門員、受け入れ事

業所の職員と連携し、利用者・家族の同意の上、短期利用（短期利用居宅介護費）

を開始した場合に算定することができる。加えて、医師が判断した当日、または

その翌日に利用を開始した場合に算定できるものであること。 

 

  ３．当該加算を算定できない場合 

     次に掲げる者が、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合は、当

該加算は算定できない。 

 

     ■病院・診療所に入院中の者 

 

     ■介護保険施設、または地域密着型介護老人福祉施設に入院中・入所中の者 

 

     ■認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、特定施設入

居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型

共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、地域密着型短期利用特定施

設入居者生活介護を利用中の者。 

 

  ４．判断を行った記録 

判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、

事業者も判断を行った医師名、日付、利用開始のあたっての留意事項等を介護サ

ービス計画書に記録しなければならない。 

 

  ５．「７日を限度」について 

     ７日を限度として算定することとされているのは、当該加算が「認知症の行動・

心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであ

るため、利用開始後8日目以降の短期利用（短期利用居宅介護費）の継続を妨げる

ものではないことに留意すること。 

 

 

 

若年性認知症利用者受入加算   ※事前の届出が必要  

若年性認知症利用者受入加算  ８００単位/月 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届出た指定小規模

多機能型居宅介護事業所で、若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行っ

た場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、

算定しない。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者） 

ごとに、個別の担当者を定めていること。 
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看護職員配置加算         ※事前の届出が必要  

看護職員配置加算（Ⅰ）  ９００単位/月 

看護職員配置加算（Ⅱ）  ７００単位/月 

看護職員配置加算（Ⅲ）  ４８０単位/月 

 ※（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）は併算定不可。 

 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、市町村長に届出た指定小

規模多機能型居宅介護事業所について、当該施設基準に掲げる区分に従い、１月につきそ

れぞれ所定単位数を加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

看護職員配置加算（Ⅰ）  

  １．専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を１名

以上配置していること。 

 

２．定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。  

 

看護職員配置加算（Ⅱ） 

１．専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を

１名以上配置していること。  

 

２．定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

 

看護職員配置加算（Ⅲ）  

１．看護職員を常勤換算方法で１名以上配置していること。 

 

２．定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。  

 

 

 

看取り連携体制加算           ※事前の届出が必要  

看取り連携体制加算  ６４単位/日 

 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、市町村長に届出た指定小

規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

について、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、

死亡日及び死亡日以前30日以下について、1日につき64単位を死亡月に加算する。ただし、

看護職員配置加算（Ⅰ）を算定していない場合は、算定しない。 

 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

１．看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。 

   

  ※24時間連携できる体制とは 

事業所内で勤務することを要するものではなく、夜間においても小規模多機能型

居宅介護事業所から連絡ができ、必要な場合には当該事業所からの緊急の呼び出

しに応じて、出勤する体制をいうものであること。  
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２．看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者、またはその家族等に

対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

  ※看取り期における対応方針 

   管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、

「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針

には例として次に掲げる事項を含むものとすること。 

 

  ※対応方針への記載事項 

   １．当該事業所の看取り期における対応方針に関する考え方 

   ２．医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

   ３．登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 

   ４．登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

   ５．その他職員の具体的対応等  

 

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者】  

次のいずれにも適合する利用者であること。 

  

１．医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した

者であること。 

  

２．看取り期における対応方針に基づき、登録者の状態、または家族の求め等に応じ、

介護職員、看護職員等から介護記録等登録者に関する記録を活用し行われるサービ

スについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者（その家族等が説

明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む）であること。 

 

 

 【実施上の留意点】 

  １．登録者の自宅で介護を受ける場合、または小規模多機能型居宅介護事業所で介護を

受ける場合のいずれについても算定可能であること。 

 

  ２．死亡前に医療機関に入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、そ

の際、当該小規模多機能型居宅介護事業所でサービスを直接提供していない入院し

た日の翌日から死亡日までの間は算定することができない。従って、入院した日の

翌日から死亡日までの期間が30日以上あった場合は、看取り連携体制加算を算定す

ことができないこと。 

 

３．看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振

り返る等により、看取り期における対応方針の内容、その他看取り期におけるサー

ビス提供体制について、適宜見直しを行う。 

 

４．看取り期の利用者に対するサービス提供は、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、

多職種連携のための情報共有を行うこと。 

   

  ■利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

  ■看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて、登録者及び家族の意向を

把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過記録 



54 

 

 ５．登録者の状態、または家族の求め等に応じ、随時、介護記録等その他の登録者に関

する記録の開示、当該記録の写しの提供を行う際は、適宜、登録者等に理解しやす

い資料を作成し、代替することは差し支えない。 

 

 ６．当該事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも、算定可能で

あること。看取り連携体制加算は、死亡月にまとめて算定することから、登録者側

にとっては、当該事業所の登録を終了した翌月にも自己負担を請求されることにな

るため、登録者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看

取り体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書で同意を

得ておくことが必要である。 

 

 ７．事業所は、登録者の入院後も継続して、登録者の家族や入院先の医療機関等との継 

続的な関わりを持つことが必要である。情報の共有を円滑に行うため、事業所が入 

院先の医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対し 

て本人の状態を伝えることについて、入院の際に本人・その家族に対して説明し、 

文書で同意を得ておくことが必要である。 

 

  ８．本人・その家族に対する随時の説明に係る同意は、口頭で同意を得た場合は、介護

記録にその説明日時、内容等、同意を得た旨を記載しておくことが必要。 

 

  ９．本人が十分に判断できる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないよう

な場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、看取り期

における登録者に対する介護の内容について相談し、共同して介護を行っており、

家族に対する情報提供を行っている場合は、看取り連携体制加算の算定は可能。こ

の場合、適切な看取り期における取り組みが行われていることが担保されるよう、

介護記録に職員間の相談日時、内容等、本人の状態、家族に対する連絡状況等につ

いて記載しておくことが必要。 

 

家族が利用者の看取りについて、ともに考えることは極めて重要である。事業所は

定期的に連絡を取ることで、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めてい

くこと。 

 

 １０．当該事業所の宿泊室等で、看取りを行う際は、プライバシーの確保及び家族への配

慮を十分に行うこと。 

 

 

 

訪問体制強化加算     ※事前の届出が必要  

訪問体制強化加算  １，０００単位/月 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届出た事業所が、

登録者の居宅における生活を継続するためのサービスの提供体制を強化した場合は、訪問

体制強化加算として、1月につき所定単位数を加算する。  

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

次の基準のいずれにも適合すること。  
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１．当該事業所が提供する訪問サービスの提供にあたる常勤の従業者を2名以上配置して

いること。 

  訪問サービスのみを行う従業者として、固定しなければならないという趣旨ではな

く、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算定可能。 

   

２．算定日が属する月における提供回数について、当該事業所における延べ訪問回数が、 

1月あたり200回以上であること。ただし、当該事業所と同一建物に集合住宅を併設す

る場合は、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費（同一建物以外の者）を算

定する者の占める割合が100分の50以上であり、かつ、小規模多機能型居宅介護費（同

一建物以外の者）を算定する登録者に対する延べ訪問回数が、1月あたり200回以上で

あること。 

 
 【実施上の留意点】 

  訪問サービスの提供回数 

   歴月ごとに、１回の訪問を１回のサービス提供として算定する。なお、小規模多機能

型居宅介護の訪問サービスは、身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守

りの意味で声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

 

  介護予防は対象外 

   訪問体制強化加算は、介護予防については算定しない。このため、要介護の認定の登

録者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。 

 
  同一建物についての取扱い 

   指定小規模多機能型居宅介護事業者と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老

人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る）を併設する場合は、

各月の前月末時点【新たに事業を開始、または再開した事業所は事業開始（再開）日】

における登録者のうち、同一建物居住者以外の者の占める割合が100分の50以上であっ

て、かつ、訪問体制強化加算に係るすべての要件を満たす場合に算定する。ただし、

訪問サービスの提供回数は、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービス提供回数

について、計算を行うこと。 

 

 

 

総合マネジメント体制強化加算     ※事前の届出が必要  

総合マネジメント体制強化加算  １，０００単位/月 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届出た指定小規模

多機能型居宅介護事業所が、小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合は、1

月につき所定単位数を加算する。 

 

登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参

加を図りつつ、登録者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、「通い・

訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせて提供するため、介護支援専門員、看護師、准看護師、

介護職員その他の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様な関係機関や地域住民等と

の調整や地域住民との交流等の取り組みを評価するものである。 
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【厚生労働大臣が定める基準】 

次の基準のいずれにも適合すること。 

 

１．利用者の心身の状況、またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介

護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多

機能型居宅介護計画の見直しを行っていること。  

 

２．利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交

流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している

こと。 

     

   ※地域の行事や活動の例 

    ■登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談への対応 

 

    ■登録者が住み慣れた地域で生活を維持するために、当該地域における課題を掘り

起こし、地域住民や市町村等とともに解決する取り組み（行政や地域包括支援セ

ンターが開催する地域での会議への参加、町内会や自治会の活動への参加、認知

症や介護に関する研修の実施等） 

 

    ■登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取り組み（登録者となじみの関 

係がある地域住民や商店等との関わり、地域の行事への参加等） 

 

 

 

生活機能向上連携加算  
 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位 

 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位 

  ※（Ⅰ）（Ⅱ）は併算定不可 

 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

利用者に対して、指定訪問・通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実

施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士（以下「理学療

法士等」）が、指定訪問・通所リハビリテーション等の一環として、当該利用者の居宅

を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該理学療法士等と利用者の身体

の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居

宅介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、当該計画に基づく小

規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該小規模多機能型居宅介護が行われた

日の属する月以降3月の間、1月につき200単位を算定する。 

 

※「生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画」とは 

利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が

介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限

り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的

目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する小規模多機能型居宅介護の内容を定め

たものでなければならない。  
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「生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画」の作成 

当該計画の作成は、指定訪問・通所リハビリテーション事業所、リハビリテーション

を実施している医療提供施設（病院は、認可病床数が200床未満のもの、または当該病

院を中心として半径４㎞以内に診療所が存在しないものに限る）の理学療法士等が利

用者の居宅を訪問する際に、介護支援専門員が同行する、または当該理学療法士等及

び介護支援専門員が利用者の居宅を訪問した後に、共同してカンファレンス（サービ

ス担当者会議として開催されるものを除く）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、

起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、

金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と介護支援専門

員が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」）

を行うものとする。 

 

※「リハビリテーションを実施している医療提供施設」 

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院、診療所、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院である。  

 

   カンファレンスの実施方法 

    この場合のカンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。こ

の際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

このカンファレンスは、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、

計画作成責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えないこと。 

 

   小規模多機能型居宅介護計画への記載事項 

生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要 

な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。  

 

１．利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容  

２．生活機能アセスメントの結果に基づき、１．の内容について定めた3月を目途と

する達成目標  

３．２．の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標  

４．上記２及び３の目標を達成するために、訪問介護員等が行う介助等の内容  

 

※達成目標の設定 

 利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとと

もに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につ

ながるよう可能な限り具体的かつ客観的な指標を設定すること。 

 

（例） 

■当該目標に係る生活行為の回数 

 

■当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位・座位の保持等）

の時間数                      

等  
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※小規模多機能型居宅介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う小規模多

機能型居宅介護の例 

 

達成目標 ： 「自宅のポータブルトイレを1日1回以上利用する（1月目、2月目の

目標として座位の保持時間）」を設定。  

 

（1月目）訪問介護員等は週2回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利 

用者が5分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全

確保のための見守り及び付き添いを行う。  

 

（2月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支え 

ながら、排泄の介助を行う。  

 

（3月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止の

ため付き添い、必要に応じ介助を行う（訪問介護員等は、小規模多機能型

居宅介護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等につき確認を行う）。  

 

初回の提供日が属する月を含む３月が限度 

本加算は理学療法士等と共同で行う評価に基づき、小規模多機能型居宅介護計画に基づ

き提供された初回の小規模多機能型居宅介護の提供日が属する月を含む3月を限度とし

て算定されるものである。3月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度、理学療

法士等との評価に基づき、当該計画を見直す必要がある。なお、当該3月の間に利用者に

対する指定訪問・通所リハビリテーション等の提供が終了した場合でも、3月間は本加算

を算定することができる。  

 

 加算の算定期間中における理学療法士等への報告 

本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療

法士等に報告すること。また、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等

から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び３月を目途に

設定した達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。  

 

 

 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）  

理学療法士等が自宅を訪問せずに、ＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について

適切に把握した上で、計画作成責任者に助言を行い、計画作成責任者がその助言に基づ

き、「生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画」を作成（変更）する

とともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いについて、利用者及び理学療法

士等に報告することを定期的に実施すること。  

 

利用者の状況把握及び助言の方法 

理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問・

通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設の

場において把握し、または小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員と連携し

てＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該小規模多機

能型居宅介護事業所の介護支援専門員に助言を行うこと。  
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なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合は、理学療法士等がＡ

ＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、

理学療法士等と介護支援専門員で事前に方法等を調整するものとする。  

 

生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画の作成  

当該介護事業所の介護支援専門員は、理学療法士等の助言に基づき、生活機能アセスメ

ントを行った上で、「生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画」の作

成を行うこと。なお、当該計画には、理学療法士等の助言の内容を記載すること。  

 

生活機能向上連携加算（Ⅰ）の算定  

生活機能向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画に基づき小規模多機能型居宅介

護を提供した初回の月に限り、算定される。なお、理学療法士等の助言に基づき当該計

画を見直した場合は、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等によ

り小規模多機能型居宅介護計画を見直した場合を除き、当該計画に基づき小規模多機能

型居宅介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。  

 

 目標の達成度合いの報告等  

3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、 

再度、理学療法士等の助言に基づき、小規模多機能型居宅介護計画を見直した場合に 

は、本加算の算定が可能である。 

 

 

 

口腔・栄養スクリーニング加算  
 口腔・栄養スクリーニング加算  ２０単位/回 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、

利用開始時及び利用中、6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態

のスクリーニングを行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。 

 

ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算

定している場合は、算定しない。  

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

 次のいずれにも適合すること。  

 

１．利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下

している恐れのある場合は、その改善に必要な情報を含む）について、当該利用

者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

 

２．利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について、確認を行い、当該

利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合は、低栄養状態

の改善に必要な状態を含む）について、当該利用者を担当する介護支援専門員に

提供していること。 

 

３．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 
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  【実施上の留意点】 

口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る「口腔の健康状態のスクリーニング」

（以下「口腔スクリーニング」）及び「栄養状態のスクリーニング」（以下「栄養

スクリーニング」）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行わ

れることに留意すること。  

 

口腔スクリーニングと栄養スクリーニング 

 利用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門

員に対し、提供すること。 

 

 ■口腔スクリーニング 

    ・硬い物を避け、柔らかい物を中心に食べる者 

    ・入れ歯を使っている者 

    ・むせやすい者 

 

  ■栄養スクリーニング 

１．ＢＭＩが18.5未満である者  

２．1～6月間で3％以上の体重の減少が認められる者、または「地域支援事業の実

施 

について」（平成18年6月9日老発第0609001号厚労省老健局長通知）に規定す 

る基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者  

３．血清アルブミン値が3.5g/dl 以下である者  

４．食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 

 

 

科学的介護推進体制加算  ※事前の届出が必要 

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月 
 

 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、市町村長に届出た指定小規模多機

能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、科学

的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。 

 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

１．利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値）、栄養状態、口腔機能、

認知症（介護保険法第5条の2第1項に規定するもの）の状況、その他の利用者の心身の

状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。 

 

２．必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直す等、指定小規模多機能型居宅介護

の提供にあたり、前述の情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提

供するために必要な情報を活用していること。 

 

【実施上の留意点】 

 原則として利用者全員を対象とする 

  科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに所定の
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要件を満たした場合、当該事業所の利用者全員に対して算定できる。 

 

 厚生労働省に情報を提出する 

  厚生労働省への情報提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照すること。 

   

サービスの質の向上 

利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄ

ｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）に

より、サービスを実施する体制を構築するとともに、更なる向上に努めることが重要で

ある。このため、具体的には次のような一連の取り組みが求められる。従って、情報を

厚生労働省に提供するだけでは、本加算の算定対象とならない。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによる一連の取り組みとは・・・ 

 Ｐｌａｎ 

利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた

めのサービス計画を作成する。 

 

 Ｄｏ 

サービスの提供は、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資

する介護を実施する。 

 

 Ｃｈｅｃｋ 

ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事

業所の特性やサービス提供のあり方について検証を行う。 

 

 Ａｃｔｉｏｎ 

検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サ

ービスの質の更なる向上に努める。 

 

 

※提出された情報は、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた 

め、適宜活用されるものである。 

 
 

サービス提供体制強化加算     ※事前の届出が必要  

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届出た指定小規模

多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、

当該基準に掲げる区分に従い、小規模多機能型居宅介護費については１月につき、短期入

所居宅介護費については１日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

■小規模多機能型居宅介護費 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ７５０単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６４０単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ３５０単位 
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  ■短期入所居宅介護費 

  サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ２５単位 

  サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  ２１単位 

  サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  １２単位 

  

【厚生労働大臣が定める基準】 

   

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

   次のいずれにも適合すること。 

    

   １．当該事業所のすべての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外

部の研修を含む）を実施、または実施を予定していること。 

      

   ２．利用者に関する情報、もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達、また 

は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

    

   ３．次のいずれかに適合すること。 

      

     ■当該事業所の従業者（看護師・准看護師を除く）の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が70％以上であること。 

  

     ■当該事業所の従業者（看護師・准看護師を除く）の総数のうち、勤続年数10年

以上の介護福祉士の占める割合が25％以上であること。 

 

   ４．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

  サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 

   １．当該事業所のすべての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外 

部の研修を含む）を実施、または実施を予定していること。 

      

   ２．利用者に関する情報、もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達、また 

は従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

 

   ３．当該事業所の従業者（看護師・准看護師を除く）の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が50％以上であること。 

 

   ４．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

 サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

  次のいずれにも適合すること。 

 

   １．当該事業所のすべての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外

部の研修を含む）を実施、または実施を予定していること。 
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   ２．利用者に関する情報、もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達、従業

者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

  

   ３．以下のいずれかに適合すること。 

  

     ■指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者（看護師・准看護師を除く）の総

数のうち、介護福祉士の占める割合が40％以上であること。 

  

     ■当該事業所の従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が60％以上であるこ

と。 

 

     ■当該事業所の従業者の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が30％

以上であること。 

 

   ４．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 【実施上の留意点】 

   １．研修について 

     従業者ごとの研修計画は、当該事業所のサービス従事者の資質向上のための研修

内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について、

個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しな

ければならないこと。 

 

   ２．利用者に関する情報、もしくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達、また

は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議の開催について 

     サービス提供体制強化加算の算定要件となる当該会議は、当該事業所の従業者の

すべてが参加するものでなければならない。なお、全員が一堂に会して開催する

必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。会議開催

状況については、その概要を記録しなければならない。「定期的」とは、おおむ

ね１月に１回以上開催される必要がある。 

 

     テレビ電話装置等を活用した会議 

      会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

 

     「利用者に関する情報、もしくはサービス提供にあたっての留意事項」とは 

      少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなけれ

ばならない。 

  

      ■利用者のADLや意欲 

      ■利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

      ■家庭環境 

      ■前回のサービス提供時の状況 

      ■その他サービス提供にあたって必要な事項 
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   ３．職員の割合の算出方法 

     常勤換算方法により算出した前年度（3月を除く）の平均を用いること。ただし、 

前年度の実績が6月に満たない事業所（新たに事業を開始、または再開した事業 

所を含む）については、4月目以降の届出が可能となること。この場合、届出を 

行った以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割 

合を維持しなければならない。その割合については、毎月記録するものとし、所 

定の割合を下回った場合は、直ちに届出をすること。 

 

   ４．介護福祉士 

     各月の前月末時点で資格を取得している者とすること。 

 

   ５．勤続年数 

     各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。 

  

 

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算  
  

 介護職員処遇改善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している

ものとして、市町村長に届出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、

指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3

月31日までの間、下記の単位数を所定単位数に加算する。 

 

※当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象外。 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １月あたりの総単位数の 102/1000に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １月あたりの総単位数の 74/1000に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） １月あたりの総単位数の 41/1000に相当する単位数 

※介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）は、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止。令

和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者は、令和4年3月31日までの間は経過措

置が設けられている。 

 

介護職員等特定処遇改善加算    

  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして、市町村長に届出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、

指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。  

   

  ※当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象外。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の 15/1000に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 介護報酬総単位数の 12/1000に相当する単位数 
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※参考 

「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」（令和3年老発0316第4号 厚生労働省老健局） 

 

 

※1月あたりの総単位数とは、「基本サービス費＋各種加算・減算」をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防小規模多機能型居宅介護  

 

 

 

介護予防小規模多機能型居宅介護費（1月につき）  
 

（同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合） 

 
令和元年 9月まで 令和 3年 3月まで 令和 3年 4月以降 

要支援１ 3,403単位 3,418単位 3,438単位 

要支援２ 6,877単位 6,908単位 6,948単位 

 

（同一建物に居住する者に対して行う場合） 

 
令和元年 9月まで 令和 3年 3月まで 令和 3年 4月以降 

要支援１ 3,066単位 3,080単位 3,098単位 

要支援２ 6,196単位 6,224単位 6,260単位 

 

 

 

短期利用介護予防居宅介護費（1日につき） 

 

 
令和元年 9月まで 令和 3年 3月まで 令和 3年 4月以降 

要支援 1 419単位 421単位 423単位 

要支援 2 524単位 526単位 529単位 

 

 

 

サービス提供が過少である場合の減算について 
 算定月における提供回数が登録者（短期利用介護予防居宅介護費を算定する者を除く）1

人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数

を算定する。詳細は、小規模多機能型居宅介護費の減算を参照すること。 
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介護予防小規模多機能型居宅介護の加算対象について  
 

■ 初期加算：1日につき30単位  

■ 認知症行動・心理症状緊急対応加算：１日につき200単位  

※短期利用介護予防居宅介護の算定の場合に限る 

■ 若年性認知症利用者受入加算：1月につき450単位  

■ 総合マネジメント体制強化加算：1月につき1,000単位  

■  生活機能向上連携加算（Ⅰ）：1月につき100単位  

生活機能向上連携加算（Ⅱ）：1月につき200単位  

■ 口腔・栄養スクリーニング加算：1回につき20単位  

■ 科学的介護推進体制加算：1月につき40単位 

■  サービス提供体制強化加算  

 

介護予防小規模多機能型居宅介護費を算定している場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 750単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 640 単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 350 単位 

 

              短期利用介護予防居宅介護費を算定している場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 25単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 21単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 12単位 

 

※各加算の算定要件等については、小規模多機能型居宅介護の算定要件を参照のこと。 


