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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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業

を行う地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な

限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談

及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及

び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 

 

 

地域密着型介護老人福祉施設は入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立

ってサービスを提供するように努めなければならない。 

 

 

地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつ

きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密

着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の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。 
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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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従業者の員数について（基準第131条関係） 
 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおり。 

  

ただし、他の社会福祉士施設等の栄養士または管理栄養士との連携を図ることにより、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合で、入所

者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士または管理栄養士を置かないことができる。 

 

 １．医師 

入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

 

 

２．生活相談員 

1人以上。原則として、常勤の者であること。 

 

※ただし、1人を超えて配置されている生活相談員が、時間帯を明確に区分した上で当

該法人内の他の職務に従事する場合は、この限りではない。 

 

 

３．介護職員または看護師、准看護師（以下「看護職員」） 

介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3またはその端数を増

すごとに1以上とすること。 

 

介護職員 

介護職員のうち、1人以上は常勤の者でなければならない。 

 

看護職員 

    看護職員の数は、１以上とする。 

看護職員のうち、1人以上は常勤の者でなければならない。 

 

 

４．栄養士または管理栄養士 １以上 

 

※「他の社会福祉施設等の栄養士または管理栄養士との連携を図ることにより、施設

の効果的な運営を期待することができる場合にあって、入所者の処遇に支障がない

とき」 

隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養士・管理栄養士との兼務や地域の栄養指導

員との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている場合であること。 

 

 

５．機能訓練指導員 １以上 

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行

う能力を有すると認められる者でなければならない。 

 

ただし、入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導は、

当該施設の生活相談員、介護職員が兼務して行っても差し支えない。 

 

当該施設の他の職務に従事することができる。 
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※「訓練を行う能力を有すると認められる者」 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサー

ジ指圧師の資格を有する者。 

 

 

６．介護支援専門員 １以上 

専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。 

 

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事することがで 

きる。 

 

他の職種との兼務の関係 

上記ただし書きの兼務を行う場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、

介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係

る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務

時間として算入することができる。なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と

の兼務は認められない。 

ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。 

 

７．管理者 

常勤、専従で1人（事業所の管理上支障がない場合は兼務可能） 
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設備に関する基準  
 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおり。 

 

居室 

居室の定員は、1人とすること。 

ただし、入所者へのサービス提供上、必要と認められる場合は、2人とすることがで 

きる。 

   

入所者1人当たりの床面積は、10.65㎡以上とすること。ブザーまたはこれに代わる設備

を設けること。 

 

静養室 

介護職員室、または看護職員室に近接して設けること。 

 

浴室 

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 

 

洗面設備 

居室のある階ごとに設けること。要介護者が使用するのに適したものとすること 

 

便所 

居室のある階ごとに居室に近接して設けること。ブザー、またはこれに代わる設備を設

けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること 

 

医務室 

医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な

医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 

 

食堂及び機能訓練室 

それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3㎡に入所定員を乗じて得

た面積以上とすること。ただし、食事の提供、機能訓練に支障がない広さを確保するこ

とができるときは、同一の場所とすることができる。 

 

 備品必要な備品を備えること。 

 

廊下幅 

1.5ｍ以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8ｍ以上とすること。 

なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障

が生じないと認められるときは、これによらないことができる。「これによらないこと

ができる。」とは、建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内であること。 

 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること 

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。 

 

※上記に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 
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運営に関する基準  
 

 

内容及び手続きの説明及び同意 

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活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、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情

処理の体制、第三者評価の実施状況（実施の有無、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）等を、説明書やパンフレット等重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該事業所から指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の提供を受けることにつき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することを禁止するものである。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 

 

 

サービス提供困難時の対応（基準第133条） 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合、その他入
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所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院、診療所、

介護老人保健施設、介護医療院を紹介する等の適切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、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活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 

 事業者は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者について、要介護認定の申請

が既に行われているかの確認をし、その申請が行われていない場合は、当該入所申込者の

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。 

 

 事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有

効期間が終了する日の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。 

 

 

 

入退所（基準第134条） 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体上・精神上著しい障害があるために常時の介護

を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 

 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者数の数を差し

引いた数を超えている場合は、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優

先的に入所させるよう努めなければならない。 

 

 ※参考：指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について（平成26年12月12日老高発

1212第1号） 

 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居

宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅

サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照

らし、その者が居宅で日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討しな

ければならない。この検討は生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業
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者の間で協議しなければならない。 

 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、

居宅で日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希

望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために

必要な援助を行わなければならない。 

 

 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の

援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療

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。 

 

 

 

サービスの提供の記録（基準第135条） 

入所時は入所の年月日、入所している介護保険施設の種類・名称を、退所時は退所の年月 

日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 

 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、サービスを提供した際は、提供した具体的なサービ 

スの内容等を記録しなければならない。当該記録は、5年間保存しなければならない。 

 ※記録すべき内容 

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

事項等 

 

  ※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。 

 

 

 

利用料等の受領（基準第136条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介 

護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から、利用料の一部として、当 

該地域密着型介護サービス費用基準額から指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる 

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指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提 

供した際に、入所者から支払を受ける利用料の額と、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。 

 

上記の支払いを受ける額のほかに、指定地域密着型介護老人福祉施設が利用者から受領す 

ることができる費用は以下のとおり。 

① 食事の提供に要する費用 

② 居住に要する費用 

③ 入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

④ 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

   

※「厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等」 

（平成12年厚生省告示第123号）の定めるところによる。 
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※①から④に掲げる費用については、「住居、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」（平成17年9月7日厚生労働省告示第419号）参照 

 

⑤ 理美容代 

⑥ ①～⑤に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にお

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

あって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの 

 

 ※⑥は、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12年3月30

日老企第54号）参照 

 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あ

らかじめ、入所者・その家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付

して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、①から④までに掲げる

費用に係る同意は、文書によるものとする。 

 

 

 

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地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護の内容、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、交付しなければならない。 

 

 

 

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針（基準第137条） 

地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資 

するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければなら 

ない。 

 

施設サービスは、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならな 

いよう配慮して行なわなければならない。 

 

当該施設の従業者は、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、入 

所者・その家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなけ 

ればならない。 

 

身体的拘束の禁止 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、サービスの提供にあたっては、入所者、または他の 

入所者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行 

ってはならない。 

  

やむを得ず身体的拘束等を行う場合 

その態様及び時間、その際の入所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。なお、当該記録は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
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る基準を定める条例 

 

身体的拘束等の適正化を図るための措置 

身体的拘束等の適正化を図るため、下記の措置を講じなければならない。 

 

   １．身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（身体的拘束適正化委員会）

の開催 

身体的拘束適正化委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。なお、当該委員会は、関係する

職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる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。 

 

※委員会の構成メンバー 

 施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員により構

成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にし、専任の身体的拘束等の

適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

     

    ※委員会の開催方法 

当該委員会は、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。 

 

   ２．身体的拘束等の適正化のための指針の整備 

     指定地域密着型介護老人福祉施設の「身体的拘束等の適正化のための指針」を整 

備すること。当該指針には、以下のような項目を盛り込むこと。 

 

     ※指針に盛り込む項目 

     １．施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

     ２．身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

     ３．身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

     ４．施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

     ５．身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

     ６．入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

     ７．その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

３．定期的な研修の実施 

介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。研修内容は、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の知識普及・

啓発するとともに、当該施設の指針に基づき、適正化の徹底を行うもの。職員教

育を組織的に徹底するために、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２回以上）を開催する。新規採用時には、必ず身体的拘束等の適正化

の研修を行うことが重要。研修の実施内容は、記録すること。 

 

質の評価と改善 

施設は、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 
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地域密着型施設サービス計画の作成（基準第138条） 

 管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設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。 

 

 当該計画に関する業務を担当する介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成

にあたり、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活

動によるサービス等の利用も含めて、地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努

めなければならない。 

 

 計画担当介護支援専門員は、当該計画の作成にあたり、適切な方法により入所者について、

その有する能力、置かれている環境等の計画を通じて、入所者が現に抱える問題点を明ら

かにし、入所者が自立した日常生活を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（以下「アセスメント」）しなければならない。 

 

 計画担当介護支援専門員は、アセスメントにあたり、入所者及びその家族に面接して行わ

れなければならない。この場合、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びそ

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。 

 

 入所者の希望及び入所者についてのアセスメント結果に基づき、入所者の家族の希望を勘

案して、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、指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、サービス提供内容、サ

ービスを提供する上での留意事項等を記載した計画の原案を作成しなければならない。 

 機能訓練、看護、介護、食事等各種サービスの目標を具体的に設定し、記載すること。ま

た、長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標、それらの達成時期等を、明確

に盛り込み、評価を行い得るようにすることが重要であること。 

 

 当該施設サービス計画の作成にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケア

の決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にし、本人の意思を尊重した医療・ケア

が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めるも

のであること。 

 

 サービス担当者会議 

  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、入所者・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

入所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あたり、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。 

 

 

 

介護（基準第139条） 

 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応

じて、適切な記述をもって行わなければならない。 

 介護サービスの提供は、入所者の人格に十分配慮し、地域密着型施設サービス計画による

サービスの目標等を念頭において行うことを基本とする。自立している機能の低下が生じ

ないように、残存機能の維持向上が図られるように、適切な技術により介護サービスを提
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供、または必要な支援を行うものとすること。 

  

入浴・清拭 

  施設は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、または清拭しなけ

ればならない。入浴の実施にあたり、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場

合は、清拭を実施する等、入所者の清潔保持に努めること。 

 

 排せつの自立 

  施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立に

ついて必要な援助を行わなければならない。排せつの介護は、入所者の心身の状況や排

せつ状況等をもとに、自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介護等について、適切

な方法により実施するものとする。 

 

 おむつの使用 

  施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならな

い。おむつは入所者の心身及び活動の状況に適したものを提供すること。おむつ交換は、

頻繁に行えばよいということではなく、入所者の排せつの状況を踏まえて実施すること。 

 

 褥瘡が発生しない体制 

  施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための

体制を整備しなければならない。これは、施設において、褥瘡の予防のための体制を整

備するとともに、介護職員等が褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常的なケアの中で配

慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることが想定されている。 

例えば、以下のようなことが考えられる。 

１．褥瘡のハイリスク者（日常生活自立支援度が低い入所者等）に対し、褥瘡予防のた

めの計画の作成、実践並びに評価をする。 

 

２．当該施設で、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ましい）を決め

ておく。 

 

３．医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置する。 

 

４．当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。 

 

５．介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。また、施設

外の専門家に相談、指導を積極的に活用することが望ましい。 

 

 

通常の１日の流れに沿った支援 

 施設は、入所者にとって生活の場であることから、通常の１日の生活の流れに沿って、離

床、着替え、整容等入所者の心身の状況に応じた日常生活上の世話を適切に行うものとす

る。 

 

介護職員 

 施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。この規定は常時1人

以上の介護職員を従事させればよいものであり、非常勤の介護職員でも差し支えない。 
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当該施設従業者以外の者による介護の禁止 

 施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 

 

 

食事（基準第140条） 

 施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を配慮した食事を、適切な時間に提供し

なければならない。施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援

しなければならない。 

 

  食事の提供について 

入所者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の入所者の栄養状態に応じた栄養管理を

行うよう努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の入所者の身体の状況や、食形態、嗜

好等にも配慮した適切な栄養量及び内容とすること。また、入所者の自立支援に配慮し、

できるだけ離床して、食堂で行われるよう努めなければならない。 

 

調理について 

 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにし

ておくこと。病弱者の献立は、必要に応じて医師の指導を受けること。 

 

「適切な時間に提供」とは 

 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降とすることが望ましいが、早くて

も午後5時以降とすること。 

 

食事の提供に関する業務委託 

 食事の提供に関する業務は、当該施設自らが行うことが望ましいが、栄養管理、調理

管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について、施設自

らが行う等、当該施設の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契

約内容により、食事サービスの質が確保される場合は、当該施設の最終的責任の下で

第三者に委託することができる。 

 

居室関係部門と食事関係部門との連携 

 食事提供は、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲等心身の状況等を当該入所者の食事に

的確に反映させるために、居室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられている

ことが必要である。 

 

栄養食事相談 

 入所者に対しては、適切な栄養食事相談を行うことが必要である。 

 

食事内容の検討について 

食事内容は、施設の医師、または栄養士、管理栄養士を含む会議で検討が加えられなけ

ればならない。 
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相談及び援助（基準第141条） 

 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者・

その家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなけ

ればならない。 

 

 

 

社会生活上の便宜の提供等（基準第142条） 

 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わ

なければならない。 

 

 必要な手続きの代行 

 施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者・

その家族で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。 

 

 家族との交流等機会の確保 

 施設は常に入所者の家族との連携を図り、入所者と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。 

 

 外出の機会の確保 

 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

 

 

 

機能訓練（基準第143条） 

 施設は、入居者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改

善し、またはその減退を防止するための訓練を行わなければならない。基準第143条に定め

る機能訓練は、機能訓練室で行われる機能訓練に限るものではなく、日常生活の中での機

能訓練やレクリエーション、行事の実施等を通じた機能訓練を含むものであり、これらに

ついて十分配慮しなければならない。 

 

 

 

栄養管理（基準第143条の2） 

 施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができる

よう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

  

 ※栄養管理について、令和3年度から栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメ

ントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理栄養士が入所者の栄養状態に応じ、

計画的に行うべきことを定めたものである。 

 

 栄養管理の手順 

  １．栄養ケア計画の作成 

入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、

介護支援専門員、その他職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び

食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成にあたり、
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地域密着型施設サービス計画との整合性を図ること。栄養ケア計画に相当する内

容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載により栄養ケ

ア計画の作成に代えることができる。 

 

  ２．栄養管理と定期的な記録 

     入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態

を定期的に記録すること。 

 

  ３．定期的な評価と計画の見直し 

    入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて、当該計画 

を見直すこと。 

 

  ※栄養管理に関する規定は、令和6年3月31日まで努力義務。令和6年4月1日以降は義務化

となることに留意すること。 

 

  ※参考 

   令和3年3月16日老認発0316第3号・老老発0316第2号 

   「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的

な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 

 

 

 

口腔衛生の管理（第143条の3） 

 施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、

口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わな

ければならない。 

 

 ※入所者に対する口腔衛生の管理について、令和3年度から口腔衛生管理体制加算を廃止し、

基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順

により計画的に行うべきことを定めたものである。 

 

  口腔衛生の管理手順 

   １．介護職員に対する技術的助言及び指導 

     当該施設において、歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当

該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以

上行うこと。 

 

   ２．口腔衛生の管理体制に係る計画の作成 

上記１の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛

生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画

を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を地域密着

型施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載により口腔衛生の管理体制

に係る計画の作成に代えることができる。 

 

     記載することが必要となる事項 

      ■助言を行った歯科医師 

      ■歯科医師からの助言の要点 
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      ■具体的方策 

      ■当該施設における実施目標 

      ■留意事項・特記事項 

 

   ３．医療保険との関係 

     医療保険で歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係

る技術的助言及び指導、口腔衛生の管理体制に係る計画に関する技術的助言及び

指導を行うにあたっては、歯科訪問診療、または訪問歯科衛生指導の実施時間以

外の時間帯に行うこと。 

 

   ※口腔衛生の管理に係る規定は令和6年3月31日までの間は努力義務、令和6年4月1日か 

ら義務化となることに留意すること。 

 

 

 

健康管理（基準第144条） 

 施設の医師、看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のた 

めの適切な措置を採らなければならない。 

 

 

 

入所中の入院期間中の取扱い（基準第145条） 

 施設は、入所者について病院・診療所に入院する必要が生じた場合で、入院後おおむね3

か月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘

案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、

退院後再び当該施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

 

 ※「退院することが明らかに見込まれるとき」とは 

  該当するか否かは、入所者の入院先の病院・診療所の当該主治医に確認する等の方法に

より判断すること。 

 

 ※「必要に応じて適切な便宜を供与」とは 

  入所者及びその家族の同意の上での入退院の手続きやその他の個々の状況に応じた便宜

を図ることを指す。 

 

 ※「やむを得ない事情がある場合」とは 

  単に当初予定の退院日に満床であることにより、やむを得ない事情として該当するも 

のではない。 

例えば、入所者の退院が予定より早まる等の理由により、ベッドの確保が間に合わない

場合等を指すものである。施設側の都合は、基本的に該当しない。なお、例示の場合で

も、再入所が可能なベッドの確保ができるまでの間、短期入所生活介護の利用を検討す

る等により、入所者の生活に支障をきたさないよう努めることが必要である。 

 

 

 

緊急時等の対応（基準第145条の2） 

現に施設サービスの提供を行っているときに、入所者の病状の急変が生じた場合、その他 
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必要な場合のため、あらかじめ、配置医師との連携方法その他の緊急時等における対応方 

法を定めておかなければならない。 

 

 対応方法に定めるべき規定の例 

  ■緊急時の注意事項 

  ■病状等についての情報共有の方法 

  ■曜日や時間帯ごとの医師との連携方法 

  ■診察を依頼するタイミング        等 

   

 

 

 

管理者による管理（基準第146条） 

 管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなけれ

ばならない。ただし、当該施設の管理上支障がない場合、同一敷地内にある他の事業所、

施設等、または本体施設の職務（本体施設が病院・診療所の場合は、管理者としての職務

を除く）に従事することができる。 

 

 当該施設の管理業務に支障がない場合、管理者が兼務できる場合 

  １．当該施設の従業者としての職務に従事する場合 

 

 ２．当該施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の管理者または従業者としての職

務に従事する場合で、特に当該施設の管理業務に支障がないと認められる場合 

 

 ３．当該施設がサテライト型居住施設である場合で、当該サテライト型居住施設の本体

施設の管理者または従業者としての職務（本体施設が病院・診療所の場合は、管理

者としての職務を除く）に従事する場合 

 

 

 

管理者の責務 

 管理者は、当該施設の従業者の管理及び当該施設の利用申込に係る調整、業務の実施状況

の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

 

 管理者は、当該施設の従業者に運営に関する基準を遵守させるための必要な指揮命令を行

うものとする。 

 

 

 

計画担当介護支援専門員の責務（基準第147条） 

 計画担当介護支援専門員は、基準第138条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

 

 １号 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等に

より、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把

握すること。 
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 ２号 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日

常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討すること。 

 

 ３号 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営む

ことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退

所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援

助を行うこと。 

 

 ４号 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介

護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス・福祉サービスを提

供する者と密接に連携すること。 

 

 ５号 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録すること。 

 

 ６号 苦情の内容等を記録すること。 

 

 ７号 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

 

 

 

運営規程（基準第148条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設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  施設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、規定を定めるにあたり、 

人員基準で置くべきとされている員数を満たす範囲におき、「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に記載する場合も、同様とする。 

 

３号  入所定員 

      入所定員は、当該施設の事業の専用の居室のベッド数と同数とすること。和室 

利用の場合は、当該居室の利用人員数とする。 

 

４号  入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利 

 用料その他の費用の額 

 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容は、年間行事・レクリ

エーション及び日課等を含めたサービス内容を指すものであること。その他の

費用額は、基準第136条第3項の規定により、支払いを受けることが認められて

いる費用の額を指すものであること。 

 

５号  施設の利用にあたっての留意事項 

    入所者側が留意すべき事項（入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等） 

を指すものであること。 
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６号  緊急時等における対応方法 

７号  非常災害対策 

 

８号  虐待の防止のための措置に関する事項 

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）、虐待・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。 

 

９号  その他施設の運営に関する重要事項 

 

※当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合に

身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくことが望ましい。 

 

 

 

勤務体制の確保等（基準第149条） 

 

■勤務表の作成（原則月ごと） 

原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介

護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

 

■当該施設の従業者によるサービス提供 

当該施設の従業者によりサービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に

直接影響を及ぼさない業務は、この限りでない。例えば、調理、洗濯等の入所者の処遇

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。 

 

■研修機会の確保 

従業者の質向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。研修機関が実施す

る研修や当該施設内の研修への参加の機会を計画的に確保すること。 

 

「認知症介護基礎講座研修」の受講義務付け 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、すべての当該施設従業者に対し、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、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、認知症への理解の下、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
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ん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 

 

※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 

 施設は、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、当該施設の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、新たに基準第19条第4項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については、

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

～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！！ 

 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、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施設従業者に対し、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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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。 

  

【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 
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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、入所者が継続して指定地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護の提供を受けられるよう、サービスの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。施設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2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2回以上）に実施すること。 

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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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。 

 

※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」 

 

 

 

定員の遵守（基準第150条） 

 施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待

その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 

 

 

 

非常災害対策（基準第157条） 

 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。 

 

 訓練の実施には、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 

 

 

衛生管理等（基準第151条） 

 

衛生的管理と衛生上必要な措置 

施設は、入所者が使用する食器その他の設備または飲用水について、衛生的な管理に努め、

衛生上必要な措置を講じなければならない。医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなけ

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．調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法（昭和22年法律第233号）等関係法規に準じ

て行わなければならない。なお、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正に行わ

れなければならない。 

 

 ２．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。 

 

 ３．特に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は、

その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等に基づき、適切な
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処置を講じること。 

 

 ４．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（基準151条第2項） 

 当該施設で、感染症、食中毒が発生、またはまん延しないように、以下に掲げる措置を

講じなければならない。 

 

  ■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3月に1回以上開催し、その結果を介護職員・その他の従

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。感染対

策担当者は、看護師であることが望ましい。 

 

なお、当委員会は、運営委員会等、施設内の他の委員会と独立して、設置・運営す

ることが必要であるが、基準第155条第1項第3号に規定する事故発生の防止のための

委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が感染対策委員会と相互に関係が深いこ

とから、これと一体的に設置・運営することも差し支えない。また、施設外の感染

管理等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。 

    

      感染対策委員会の構成メンバー（例） 

       施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、栄養士または管理

栄養士、生活相談員等広い職種により構成する。 

 

感染対策委員会の開催頻度 

       入所者の状況等、施設の状況に応じ、おおむね3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整備 

    当該施設における「感染症及び食中毒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 

       施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等）、日
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常ケアに係る感染対策（標準的予防策・例：血液・体液・分泌液・排泄物等

に触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときにどのようにするか等の取り決め）、

手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目等 

      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、市町村の事業所関係

課等（福津市は高齢者サービス課介護事業所指導係）関係機関との連携、行

政等への報告等。発生時における施設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（基準151条第2項第3号） 

    介護職員その他の従業者に対し、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・

啓発し、当該施設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。実施にあたり、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」等を活用する等、施設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、当該施設が定期的（年2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重要。ま

た、調理や清掃等の業務を委託する場合は、委託を受けて行う者に対しても、施

設の指針が周知されることが必要であること。 

  

 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2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、施設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。 

 

  ※第3号の規定は令和6年3月31日までは、努力義務。令和6年4月1日以降は義務化される

ことに留意すること。 

 

 

協力病院等（基準第152条） 

 施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなけ

ればならない。 

 

 施設は、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。 
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掲示 

施設の見やすい場所に、運営規程の概要、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、入所者・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、当該施設内に備え付

けることで掲示に代えることができる。 

 

  ※施設の見やすい場所 

   重要事項を伝えるべき介護サービスの入所申込者、その家族に対して見やすい場所の

ことをいう。 

 

  ※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、従業者の氏名を掲示する

ことまでを求めるものではないこと。 

 

 

 

秘密保持等（基準第153条） 

施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者・その家族の秘密を漏ら

してはならない。 

 

施設は、施設の従業者であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た入所者・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。例えば、当該施 

設の従業者が、従業者でなくなった後も、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇 

用時等に取り決め、違約金についての定めをおく等の措置を講ずること 

 

施設は、指定居宅介護支援事業所等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あ 

らかじめ、文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

 

 

 

広告 

事業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設について広告をする場合、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（基準第154条） 

 施設は、指定居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地

域密着型介護老人福祉施設を紹介す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。 

 

 施設は、指定居宅介護支援事業者、またはその従業者から、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受し

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、当該施設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．上記内容を施設内に掲示すること           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

地域密着型介護老人福祉施設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。 

 

 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。 

 

 

 

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、入所者、入所者の家族、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、地域密着型介護老人福祉施設について知

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。地域密着型のサービス種別により、開催頻度が異なること。 
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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られる。 

・入所者及び入所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、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し、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。 

  

  

 

事故発生時の対応（基準第155条） 

施設は、事故の発生またはその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなけれ 

ばならない。 

 

１．事故発生防止のための指針整備 

事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生 

の防止のための指針を整備すること。 

 

※指針に盛り込むべき事項 

 ■施設における介護事故防止に関する基本的考え方 
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 ■介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

 ■介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

■施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生し

そうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事

故に結びつく可能性が高いもの（以下「介護事故等」）の報告方法等の介護

に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 

 ■介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

 ■入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

 ■その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

 

 ２．改善策の周知徹底を図る体制整備 

     事故が発生した場合、それに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が

報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整

備すること。これは、介護事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発

防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではな

いことに留意すること。 

  

    想定される内容 

      ■介護事故等について、報告するための様式を整備すること。 

      ■介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生ごとにその状況、背景等を記 

録するとともに、上記の様式に従い、介護事故等について報告すること。 

      ■事故発生防止委員会で、介護事故等として報告された事例を集計・分析する 

こと。 

      ■事例の分析にあたって、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等 

の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

      ■報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

      ■防止策を講じた後に、その効果について評価をすること。 

 

  ３．事故発生防止のための委員会（事故防止検討委員会）及び研修 

     事故防止検討委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。委員会は幅広

いメンバーで構成し、構成メンバーの責務及び役割を明確にすることが必要であ

る。事故防止検討委員会は、運営委員会等他の委員会と独立して設置・運営する

ことが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係深いと認めら

れる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。委員会の責任者は、ケア全般の責任者であることが望ましい。 

 

     委員会の構成メンバー 

      施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員等幅広い

職種で構成すること。また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家

を委員として、積極的に活用することが望ましい。 

 

     委員会の開催方法 

      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、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ｋ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。 
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従業者に対する研修 

      事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施

設における指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとする。職員教育を組織

的に徹底させるため、当該施設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2回以上）を開催すること。また、新規採用時には、必ず事故発

生の防止の研修を実施することが重要であること。 

  

     研修の記録 

      研修の実施内容について、記録することが必要であること。研修の実施につい

ては、施設内の研修で差し支えない。 

 

４．３に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置 

     当該施設で事故発生を防止するための体制として、前述した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、事故防止検討委

員会の安全対策担当者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

 

事故発生時の対応 

施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

入所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。 

 

 事故に際して採った処置の記録 

施設は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。5

年間保存すること。 

 

 損害賠償 

施設は、入所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。このため、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。 

 

 

 

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。 
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■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

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．虐待の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。 
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２．虐待防止のための指針の整備 

    当該施設における虐待防止のための指針を整備すること。当該指針には、以下の 

項目を盛り込むこと。 

 

   １．施設における虐待防止に関する基本的考え方 

 

   ２．虐待防止検討委員会その他施設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、当該施設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 2 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、1から 3までに掲げる措置

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 

 施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着

型介護老人福祉施設の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156条） 

施設は、従業者、設備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。 
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施設は、入所者に対するサービスの提供に関する次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

基準を定める条例による。 

 

① 地域密着型施設サービス計画 

② 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 

④ 利用者に関する市町村への通知に係る記録 

⑤ 苦情の内容等の記録 

⑥ 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 

⑦ 運営推進会議での報告、評価、要望、助言等の記録 

 

 ※その完結の日とは 

①から⑥までの記録は、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。 

 

⑦の記録は、基準第 34条第 1項の運営推進会議を開催し、基準第 34条第 2項に規定

する報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日を指すものとする。 
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報酬に関する基準  

 

 

基本報酬の算定について  
 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ） 従来型個室 

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 582 単位 

要介護 2 634 単位 636 単位 651 単位 

要介護 3 704 単位 706 単位 722 単位 

要介護 4 774 単位 776 単位 792 単位 

要介護 5 841 単位 843 単位 860 単位 

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ） 多床室 

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 582 単位 

要介護 2 634 単位 636 単位 651 単位 

要介護 3 704 単位 706 単位 722 単位 

要介護 4 774 単位 776 単位 792 単位 

要介護 5 841 単位 843 単位 860 単位 

 

 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 ユニット型個室 

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 1 644 単位 646 単位 661 単位 

要介護 2 712 単位 714 単位 730 単位 

要介護 3 785 単位 787 単位 803 単位 

要介護 4 854 単位 857 単位 874 単位 

要介護５ 922 単位 925 単位 942 単位 

 

経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ユニット型個室的多床室 

1日につき 令和元年 9月まで 令和 3年 3月以降 令和 3年 4月以降 

介護度 

要介護 1 644 単位 646 単位 661 単位 

要介護 2 712 単位 714 単位 730 単位 

要介護 3 785 単位 787 単位 803 単位 

要介護 4 854 単位 857 単位 874 単位 

要介護 5 922 単位 925 単位 942 単位 

 

 

地域区分別 1単位の単価・・・福津市（6 級地）： 10.27円 
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加算について 
 

 

日常生活継続支援加算  ※事前に届出が必要 

 日常生活継続支援加算（Ⅰ）  ３６単位/日 

 日常生活継続支援加算（Ⅱ）  ４６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地

域密着型介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

 当該加算を算定する場合は、サービス提供体制強化加算は算定できない。 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  

  日常生活継続支援加算（Ⅰ） 

   １．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、または経過的地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

 

   ２．次のいずれかに該当すること。 

     ■算定日の属する月の前6月間、または前12月間の新規入所者総数のうち、要介護

状態区分が要介護4、要介護5の者の占める割合が70％以上であること。 

 

     ■算定日の属する月の前6月間、または前12月間における新規入所者の総数のうち、

「日常生活に支障を来す恐れのある症状、または行動が認められることから介

護を要する認知症である者」の占める割合が65％以上であること。 

 

       ※「日常生活に支障を来す恐れのある症状、または行動が認められることか

ら介護を要する認知症である者」 

         日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ、Мに該当する者をいうこと。 

 

     ■社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者

の占める割合が入所者の15％以上であること 

    

３．介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が6、またはその端数を増すごと

に1以上であること。ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合する場合は、介護

福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が7、またはその端数を増すごとに1

以上であること。 

  

  ■業務の効率化及び質の向上、または職員の負担軽減に資する機器（以下「介護

機器」）を複数種類使用していること。 

 

  ■介護機器の使用にあたり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種

の者が共同して、アセスメント（入所者の心身の状況を勘案し、自立した日常

生活を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）

及び入所者の身体の状況等の評価を行い、職員の配置の状況等の見直しを行っ
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ていること。 

 

  ■介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に

関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用するた

めの委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者

と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を

定期的に確認すること。 

    １．入所者の安全及びケアの質の確保 

    ２．職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

    ３．介護機器の定期的な点検 

    ４．介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修 

 

４．定員超過利用・人員欠如に該当していないこと。 

  

  

 日常生活継続支援加算（Ⅱ） 

  １．ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、または経過的ユニット

型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

 

  ２．日常生活継続支援加算（Ⅰ）の２から４までに該当するものであること。 

 

 

 【実施上の留意事項】 

   割合の算出について 

    対象となる新規入所者ごとのその入所日における要介護度及び日常生活自立度の判

定結果を用いること。 

 

   届出以降について 

    届出を行った月以降においても、毎月、直近6月間、または12月間のこれらの割合が

それぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合を毎月記録するも

のとし、所定の割合を下回った場合は、直ちに届出を提出しなければならない。 

 

   社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占め 

る割合について 

    届出日の属する月の前4月から前々月までの3月間の、それぞれの末日時点の割合の

平均について、算出すること。また、届出を行った月以降も、毎月、前4月から前々

月までの3月間のこれらの割合が、それぞれの所定の割合以上であることが必要であ

る。これらの割合は、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

に届出を提出しなければならない。 

 

   当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数 

    当該年度の前年度（毎年4月1日から翌年3月31日で終わる年度）の平均を用いる。こ

の場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数の数の最大値を当該前年

度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定は、小数点第2位以下を

切り上げるものとする。 
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   介護福祉士の員数 

    届出日前3月間の員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を

満たすものでなければならない。さらに、届出を行った月以降も、毎月、直近３月

間の介護福祉士の員数が基準を満たしていることが必要であり、基準を満たさなく

なった場合は、直ちに届出が必要である。 

 

    なお、介護福祉士は、その月の前月末時点で資格を取得している者とすること。 

 

 

必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入所者の数が７、またはその端数を増す

ごとに１以上で算定する場合の要件 

     

    ■「業務の効率化及び質の向上または職員の負担軽減に資する機器を複数種類使用」

とは 

以下に掲げる介護機器を使用することで、少なくともａからｃまでに掲げる介護

機器は使用すること。その際、ａの機器はすべての居室に設置し、ｂの機器はす

べての介護職員が使用すること。 

 

     ａ 見守り機器 

※利用者がベッドから離れようとしている状態、または離れたことを感知 

できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能に

より職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。 

  

     ｂ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器 

 

     ｃ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資す

るＩＣＴ機器 

     

     ｄ 移乗支援機器 

 

     ｅ その他の業務の効率化及び質の向上、または職員の負担軽減に資する機器 

   

      ※介護機器の選定は、事業所の現状把握及び業務面で、抱えている課題の洗い

出しを行い、業務内容を整理し、従業者それぞれの担うべき業務内容及び介

護機器の活用方法を明確化した上で洗い出した課題の解決のために、必要な

種類の介護機器を選定すること。 

 

    ■機器の使用により、業務効率が図られた際、その効率化された時間は、ケアの質 

の向上及び職員の負担軽減に資する取り組みに充てること。 

 

ケアの質の向上への取り組みは、幅広い職種の者が共同して、見守り機器やバイ 

タルサイン等の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参考にしながら、適 

切なアセスメントや入居者の身体の状況等の評価等を行い、必要に応じ、業務体 

制を見直すこと。 

 

    ■介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会（「介護機器活用委員会」） 

     当該委員会を3月に1回以上行うこと。当該委員会は、テレビ電話等を活用して行
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うことができる。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。 

    

     ※当該委員会は、管理者のみでなく、実際にケアを行う職員を含む幅広い職種や

役割の者が参画し、実際にケアを行う職員の意見を尊重するよう努めること。 

 

    ■入居者の安全及びケアの質の確保 

     「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。具体的には、

次の事項等の実施により、確保を行うこととする。 

 

     ａ 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の状態把

握に活用すること。 

 

     ｂ 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例の状況を把

握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。 

 

    ■職員の負担軽減及び勤務状況への配慮とは 

     職員の負担軽減及び勤務状況への配慮に関する事項を実施すること。具体的には、 

実際にケアを行う介護福祉士を含めた介護職員に対し、アンケートやヒアリング 

等を行い、介護機器の導入後における次の事項等を確認し、人員配置の検討等が 

行われていること。 

 

      ａ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

      ｂ １日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

      ｃ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

 

    ■介護機器の点検体制 

     日々の業務の中で、あらかじめ、時間を定めて介護機器の不具合がないことを確

認する等のチェックを行う仕組みを設けること。また、介護機器メーカーと連携

し、定期的に点検を行うこと。 

      

    ■事例を通じた再発防止策の実習等 

     介護機器の使用方法の講習や介護事故、ヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例

を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 

      

■届出前の確認事項と留意事項 

この場合の要件で、入居継続支援加算を取得する場合は、3月以上の試行期間を設

けること。入居者の安全・ケアの質の確保を前提に、試行期間中から介護機器活

用委員会を設置し、当該委員会で、介護機器の使用後の人員体制とその際の職員

の負担のバランスに配慮しながら、介護機器を使用する際の必要な人員体制等を

検討し、安全体制の確保・ケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていること

を確認した上で、届出をすること。なお、試行期間中は、通常の入居継続支援加

算の要件を満たすこととする。 

     届出にあたり、市町村等が当該委員会の検討状況を確認できるよう、議事概要を

提出すること。また、介護施設のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行う

ケアの質や職員の負担の影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 
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看護体制加算   ※事前の届出が必要 

 看護体制加算（Ⅰ）イ  １２単位/日 

 看護体制加算（Ⅰ）ロ   ４単位/日 

 看護体制加算（Ⅱ）イ  ２３単位/日 

 看護体制加算（Ⅱ）ロ   ８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地

域密着型介護老人福祉施設について、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。 

 
 【厚生労働大臣が定める施設基準】 

  看護体制加算（Ⅰ）イ 

   １．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、またはユニット型地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を算定していること。 

 

   ２．常勤の看護師を1名以上配置していること。 

 

   ３．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

  看護体制加算（Ⅰ）ロ 

   １．経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、または経過的ユニット型

経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

 

   ２．常勤の看護師を1名以上配置していること。 

 

   ３．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

  看護体制加算（Ⅱ）イ 

   １．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、またはユニット型地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護を算定していること。 

 

   ２．看護職員を常勤換算方法で2名以上配置していること。 

 

   ３．当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、または病院・診療所、

訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保

していること。 

 

   ４．定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

  看護体制加算（Ⅱ）ロ 

   １．経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、または経過的ユニット型

経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

 

   ２．看護職員を常勤換算方法で2名以上配置していること。 
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   ３．定員超過利用、人員基準欠如に該当していること。 

 

 【実施上の留意点】 

  短期入所生活介護の事業所を併設している場合 

   短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、短期入所生活介護事業所とは別に、 

それぞれ必要な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には次のとおり。 

看護体制加算（Ⅰ）： 併設の短期入所生活介護事業所の看護師の配置に関わらず、 

           地域密着型介護老人福祉施設として別に1名以上の常勤の看 

護師の配置が必要であること。 

 

看護体制加算（Ⅱ）： 併設の短期入所生活介護事業所の看護職員の配置に関わら

ず、看護職員の地域密着型介護老人福祉施設における勤務

時間を当該事業所において、常勤の従業者が勤務すべき時

間数で除した数が、入所者の数が25、またはその端数を増

すごとに1以上が必要であること。 

 

特別養護老人ホームの空床を利用して短期入所生活介護を行っている場合 

地域密着型介護老人福祉施設の入所者と短期入所生活介護の利用者を合算したものを

「入所者数」として取り扱い、一体的に加算を行うこと。 

 

 当該加算の算定について 

看護体制加算（Ⅰ）イ及び看護体制加算（Ⅱ）イ、または看護体制加算（Ⅰ）ロ及び看

護体制加算（Ⅱ）ロは、それぞれ同時に算定することが可能である。この場合、看護体

制加算（Ⅰ）イ・ロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算

（Ⅱ）イまたはロにおける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。 

 

24時間連絡できる体制 

施設内で勤務することを要するものではなく、夜間でも施設から連絡でき、必要な場合

には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいう。想定されている具体的内容は、

次のとおり。 

 

１．管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・

対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備が

なされていること。 

 

２．管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の

介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護

職員に連絡するか）がなされていること。 

 

３．施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、上記１及び２の内容が周

知されていること。 

 

４．施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合は、電話やFAX等により

入所者の状態に関する引継ぎを行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の

引継ぎを行うこと。 
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夜勤職員配置加算    ※事前に届出が必要 

 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、

市町村長に届出た指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該基準に掲げる区分に従い、1

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

 夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ   ４１単位/日（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 

 夜間職員配置加算（Ⅰ）ロ   １３単位/日（経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護） 

 夜間職員配置加算（Ⅱ）イ   ４６単位/日 

 夜間職員配置加算（Ⅱ）ロ   １８単位/日 

 夜間職員配置加算（Ⅲ）イ   ５６単位/日 

 夜間職員配置加算（Ⅲ）ロ   １６単位/日 

 夜間職員配置加算（Ⅳ）イ   ６１単位/日 

 夜間職員配置加算（Ⅳ）ロ   ２１単位/日 

 

 【厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準】 

  夜勤を行う介護職員、または看護職員の数が、最低基準を１以上上回っている場合に、

次の区分に応じて算定する。ただし、次の１または２に掲げる場合は、当該１または２

に定める数以上である場合に算定する。 

 

  １．次に掲げる要件のいずれにも適合している場合、最低基準の数に10分の9を加えた数 

    ア  見守り機器を当該施設の入所者数の10分の1以上の数設置していること。 

 

    イ  見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討が

行われていること。 

 

  ２．次に掲げる要件のいずれにも適合している場合 最低基準の数に10分の6を加えた数 

    （ユニット型以外で夜勤職員基準＠＠に基づき、夜勤を行う介護職員または看護職 

員を配置している場合は、10分の8を加えた数） 

 

    ア  夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該指定地域密着型介護老人福祉施設の

入所者の数以上設置していること。 

 

    イ  夜勤時間帯を通じて、夜勤を行うすべての介護職員、または看護職員が、情

報通信機器を使用し、職員同士の連携促進が図られていること。 

  

    ウ  見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減

に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全かつ有効にす

るための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、

当該委員会で必要な検討等を行い、当該事項の実施を定期的に確認すること。 

 

        ■夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問

及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質

の確保 

 

        ■夜勤を行う職員の負担軽減及び勤務状況への配慮 

 

        ■見守り機器等の定期的点検 
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        ■見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

   

【実施上の留意事項】 

 

夜勤を行う職員の数 

1日平均夜勤職員数とする。1日平均夜勤職員数は、歴月ごとに夜勤時間帯（午後10

時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう）における延夜勤時

間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することで算定する。小数点第3位以

下は切り捨てる。 

 

短期入所生活介護の事業所を併設している場合、特別養護老人ホームの空床で短期入

所生活介護を行っている場合 

短期入所生活介護の利用者数と地域密着型介護老人福祉施設の入所者数を合算した

人数を地域密着型介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に、夜勤職員基準に

従い必要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に加算する。 

 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設において、増配した夜勤職員については、必

ずしも特定のユニットに配置する必要はないこと。 

 

 

「見守り機器」を使用する場合の基準の取扱い 

 １．必要となる夜勤職員の数が0.9を加えた数以上である場合は、次の要件を満た 

すこと。 

    ア  利用者の10分の1以上の数の見守り機器を設置すること。 

        

イ  見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会は、3月に1回以上

行うこと。また、当該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。 

 

     ２．必要となる夜勤職員の数が0.6を加えた数以上である場合は、次の要件を満た

すこと。 

        ア  入所者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

 

        イ  インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう）等の職

員間の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時

受信可能なスマートフォンやタブレット端末等の機器を、すべての

夜勤職員が使用し、入所者の状況を常時把握すること。 

 

        ウ  見守り機器を安全にかつ有効に活用するための委員会は、3月に1回

以上行うこと。また、当該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。当該委員会には、管理者だけでなく、実
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際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割

の者が参画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重する

ように努めること。 

 

        エ  「入所者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施すること。

具体的には次の事項等の実施により、入所者の安全及びケアの質の

確保を行うこととする。 

            

           （１）見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡視等

をとりやめることはせず、個々の入所者の状態に応じて、個

別に定時巡回を行うこと。 

  

           （２）見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情

報を入所者の状態把握に活用すること。 

 

           （３）見守り機器等の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハ

ット事例等の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止

策を検討すること。 

    

        オ  「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事 

項を実施すること。具体的には、実際に夜勤を行う職員に対して、 

アンケートやヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後における 

次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。 

 

■ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないか。 

■夜勤時間帯において、職員の負担が過度に増えている時間帯がな 

いかどうか。 

          ■休憩時間及び時間外勤務等の状況 

 

       カ  日々の業務の中で、あらかじめ時間を定めて見守り機器等の不具合

がないことを確認する等のチェックを行う仕組みを設けること。ま

た、見守り機器等のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

 

         キ  見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、そ

の事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行

うこと。 

  

        この場合の要件で、夜勤職員配置加算を取得する場合においては、3月以上 

        の試行期間を設けること。入所者の安全及びケアの質の確保を前提にしつ 

つ、試行期間中から見守り機器等活用委員会を設置し、当該委員会におい

て、見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあたる職員の負担

のバランスに配慮しながら、見守り機器等の使用にあたり必要な人員体制

等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られてい

ることを確認した上で、「テクノロジーの活用」に係る届出をすること。

なお、試行期間中は、通常の夜勤配置加算の要件を満たすこととする。 

 

届出にあたり、市町村等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、
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当該委員会の議事概要を提出すること。また、介護施設のテクノロジー活

用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する調

査・検証等への協力に努めること。 

 

 

 

生活機能向上連携加算    ※事前の届出が必要 

 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位/日 

 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位/日 

 

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地域密

着型介護老人福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行

い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、（Ⅰ）は

利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き、3月に1回を限度

として、1月につき、所定単位を加算する。(Ⅱ)は、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】 

  生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 

 １．理学療法士等の助言に基づく、評価及び計画作成 

   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

提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師（以下「理学療法士等」）の

助言に基づき、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の機能訓練指導員等が共同して、

入所者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

 

 ２．個別機能訓練計画に基づく訓練の適切な提供 

   個別機能訓練計画に基づき、入所者の身体機能、または生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が入所者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

 

 ３．3月ごとの評価及び説明等 

   前述１の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、

入所者・その家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、

必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 

 

 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

 次のいずれにも適合すること。 

 

 １．当該施設訪問による評価及び計画作成 

   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

提供施設の理学療法士等が、当該地域密着型介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の

機能訓練指導員等が共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の

作成を行っていること。 

 



49 

 

 ２．個別機能訓練計画に基づく訓練の適切な提供 

   個別機能訓練計画に基づき、入所者の身体機能、または生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が入所者の心身の状況に応じた機能訓練

を適切に提供していること。 

 

 ３．3月ごとの評価及び説明等 

   前述１の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、

入所者・その家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、

必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 

 

【実施上の留意点】 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

 

指定訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所、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、許可病床数が200床未満のもの、または病院を中心とし

た半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る）の理学療法士等からの助言に基づき、

当該地域密着型介護老人福祉施設の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員

その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」）が共同して、アセスメント、入所者の

心身の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法

士等は機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行

うこと。アセスメント、カンファレンスを受けることができる体制を構築し、助言を受

けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等

すること。 

 

 ※リハビリテーションを実施している医療提供施設とは 

    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、介護医療院であること。 

 

 １．個別機能計画の作成のための助言 

   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

提供施設の理学療法士等は、当該入所者の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、買い物、金銭管理、服薬状況等）

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、またはリハビリ

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、または当該地域密着型

介護老人福祉施設の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話

を用いて、把握した上で、当該地域密着型介護老人福祉施設の機能訓練指導員等に助

言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合は、理学療法

士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況につき、適切に把握することができ

るよう、理学療法士等と当該施設の機能訓練指導員等で事前に方法等を調整すること。 

  

 ２．個別機能訓練計画 

   入所者ごとに目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなければならない。目標は、

入所者、その家族の意向及び当該入所者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ作

成すること。当該入所者の意欲向上につながるよう、段階的な目標を設定する等、可

能な限り具体的でわかりやすい目標にすること。なお、個別機能訓練計画に相当する

内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載により個別機能
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訓練計画の作成に代えることができる。 

 

 ３．計画に基づく訓練の実施 

   個別機能訓練計画に基づき、入所者の身体機能、または生活機能の向上を目的とする

機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が入所者の心身の状況に応じ、計画的に

機能訓練を適切に提供していること。 

 

 ４．進捗状況等の評価 

   機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いにつき、入所者・そ

の家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、

必要に応じて、当該入所者・その家族の意向を確認の上、当該入所者のＡＤＬやＩＡ

ＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更等適切な対応を行うこと。 

 

   理学療法士等は、機能訓練員等と共同で、3月ごとに１回以上、個別機能訓練の進捗状

況等について評価した上で、機能訓練指導員等が入所者、その家族に対して個別機能

訓練計画の内容（評価を含む）や進捗状況等を説明していること。 

 

    ※入所者等への説明 

テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、テレビ電話装置等の活

用について、当該入所者等の同意を得なければならない。テレビ電話等の活用に

あたり、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。 

 

５．機能訓練に関する記録の閲覧 

 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、入所者ごとに保管され、

常に当該施設の機能訓練指導員等により閲覧が可能とすること。 

 

６．生活機能訓練加算（Ⅰ）の算定に関する留意事項 

  生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初

回の月に限り、算定されるものである。なお、理学療法士等の助言に基づき個別機能訓

練を見直した場合は、本加算を再度算定することは可能であるが、入所者の急性憎悪等

により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓

練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

 

 

 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

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

施設の理学療法士等が、当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能

訓練指導員等と共同して、入所者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行

っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活の留意点、

介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

   

  ※「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは 

    診療報酬における疾患別リハビリテーション科の届出を行っている病院、診療所、

介護老人保健施設、介護療養型病院、介護医療院をいう。 
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１．個別機能訓練計画の進捗状況等の評価 

機能訓練指導員等は、各月の評価内容や目標の達成度合いについて、入所者・その家族

及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応

じて当該入所者・その家族の意向を確認の上、当該入所者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状

況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更等、適切な対応を行うこと。 

 

２．当該施設を訪問した上での評価 

理学療法士等は、3月ごとに1回以上、指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問し、機能

訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導

員等が入所者・その家族に対し個別機能訓練計画の内容（評価を含む）や進捗状況等を

説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

 

３．生活機能向上連携加算（Ⅰ）の要件に準ずる 

  生活機能向上連携加算（Ⅰ）の２、３、５に準じる。個別機能訓練加算を算定している

場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

 

 

 

個別機能訓練加算    ※事前の届出が必要 

 個別機能訓練加算（Ⅰ）  １２単位/日 

 個別機能訓練加算（Ⅱ）  ２０単位/月 

 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているものと

して、市町村長に届出た指定地域密着型介護老人福祉施設で、入所者に対して、機能訓練

指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個

別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個

別機能訓練加算（Ⅰ）として、１日につき12単位を所定単位数に加算する。また、個別機

能訓練加算（Ⅰ）を算定している場合で、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生

労働省に提出し、機能訓練の実施にあたって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な

実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算（Ⅱ）として、1月につき20

単位を所定単位数に加算する。 

 

【実施上の留意事項】 

  個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機

能訓練」）について算定する。 

 

  人員配置 

   個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練

指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を1名以上配置して行うも

のであること。 

 

  個別機能訓練計画の作成と訓練の実施等 

   機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し、利用

者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。また、

これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行うこと。

個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載するとき
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は、その記載により個別機能訓練計画の作成に代えることができる。 

 

  説明と記録 

   個別機能訓練計画を行う場合は、開始時及びその3月ごとに1回以上入所者に対して、

個別機能訓練計画の内容を説明し、記録すること。入所者に対する説明は、テレビ電

話装置等を活用して行うことができる。ただし、テレビ電話装置等を活用するにあた

り、当該入所者等の同意を得なければならない。なおテレビ電話装置等の活用にあた

り、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。 

 

  個別機能訓練に関する記録 

   個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、入所者ごとに保管

し、常に当該施設の個別機能訓練従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

 

  厚生労働省への情報提出 

   厚生労働省への情報提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの情報提供、提

出頻度等は、「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。 

 

  ＰＤＣＡサイクルによる質の確保 

   サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、入所者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づ

く個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果

を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクルにより、サー

ビスの質の管理を行うこと。 

 

 

 

ＡＤＬ維持等加算    ※事前の届出が必要 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） ３０単位／月  

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） ６０単位／月 

※（Ⅰ）・（Ⅱ）は併算定不可。 

 

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地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣

が定める期間）の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる

区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

 （１）評価対象者【当該施設の利用期間（以下「評価対象利用期間」）が6月を超える者】

の総数が10人以上であること。 

 

（２）評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」）
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と当該月の翌月から起算して6月目（6月目にサービスの利用がない場合は利用最

終月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」）を測

定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること（Ｌ

ＩＦＥを用いて提出）。 

 

（３）評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したＡＤＬ

値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の

基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」）の平均値が加算（Ⅰ）（Ⅱ）で

それぞれ定められた値以上であること。 

 

※ＡＤＬ利得の平均値 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の場合：ＡＤＬ利得の平均値が1以上であること。 

 

       ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）の場合：ＡＤＬ利得の平均値が2以上であること。 

 

     ※厚生労働大臣が定める期間 

       ＡＤＬ維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して、12月までの

期間をいう。 

 

【実施上の留意点】 

  １．ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Ｂarthel Indexを用いて行う。 

  

２．厚生労働省へのADL値の提出はLIFEを用いて行うこと。 

   

  ３．ADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、 

評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の左欄に掲げる者 

に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じて、それぞれ同表の 

右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４． ３においてADL利得の平均を計算するにあたり対象とする者は、ADL利得の多い順に、 

上位100分の10に相当する利用者（その数に1未満の端数が生じたときは、これを切 

り捨てる）及び下位100分の10に相当する利用者（その数に1未満の端数が生じたと 

きは、これを切り捨てる）を除く利用者（以下「評価対象利用者」）とする。 

 

  ５．他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者は、リハビ 

リテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施して

いる場合に限り、ADL利得の評価対象利用者に含めるものとする。 

 

1     2以外の者 

ADL値が  0以上 25以下 3 

ADL値が 30以上 50以下 3 

ADL値が 55以上 75以下 4 

ADL値が 80以上100以下 5 

2  評価対象利用開始月におい

て、初回の要介護認定（法第27

条第1項に規定する要介護認定

をいう）があった月から起算し

て12月以内である者 

ADL値が  0以上 25以下 2 

ADL値が 30以上 50以下 2 

ADL値が 55以上 75以下 3 

ADL値が 80以上100以下 4 
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   ６．令和4年度以降に加算を算定する場合で、加算を取得する月の前年同月に、基準に適 

        合しているものとして市町村長に届出ている場合は、届出の日から12月後までの期 

間を評価対象期間とする。 

 

 

 

若年性認知症入所者受入加算    ※事前の届出が必要 

 若年性認知症入所者受入加算  １２０単位/日 

 

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地域密

着型介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者に対して指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護を行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120

単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定してい

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入所者（初老期における認知症により要介護となった者）ご

とに個別の担当者を定めていること。 

 

常勤の医師を配置することに伴う加算   ※事前の届出が必要 

 常勤の医師を1名以上配置することへの加算  ２５単位/日 

 

専ら当該施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして、市町村長に

届出た指定地域密着型介護老人福祉施設は、1日につき25単位を所定単位数に加算する。 

 

 

 

精神科を担当する医師に係る加算 
 精神科を担当する医師に係る加算   ５単位/日 

 

認知症である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定地域密着型介護老人福祉施設に

おいて、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は、

1日につき5単位を所定単位数に加算する。 

 

 【実施上の留意点】 

  １．認知症である入所者とは 

    次のいずれかに該当する者とする。 

 

    ■医師が認知症と診断した者 

    ■なお、旧措置入所者は、前記に関わらず、従来の「老人福祉法による特別養護老

人ホームにおける痴呆性老人等介護加算制度について」（平成6年9月30日老計第

131号）における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断

は必要としない。 

 

  ２．認知症である入所者数の把握 

    精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、認知症である 
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入所者の数を的確に把握する必要があること。 

 

  ３．精神科を担当する医師とは 

    精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すもので 

あることが原則である。ただし、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった 

場合、精神保健指定医の指定を受けている等、その専門性が担保されていると判断 

できる場合は算定できる。 

 

  ４．他の加算との関係 

    常勤の医師に係る加算が算定されている場合は、精神科を担当する医師に係る加算

は算定しない。 

 

  ５．医師の配置と勤務の関係 

    健康管理を担当する地域密着型介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が1名であり、

当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数の

うち、月4回（1回あたりの勤務時間3～4時間程度）までは、加算の算定の基礎とし

ないものであること。 

     （例）月6回配置医師として勤務する精神科を担当する医師の場合 

        6回－4回＝2回となるので、当該費用を算定できることになる。 

    

６．記録の整備 

     入所者に対し、療養指導を行った記録等を残しておくこと。 

 

 

 

障害者生活支援体制加算   ※事前の届出が必要 

 障害者支援体制加算（Ⅰ）  ２６単位/日 

 障害者支援体制加算（Ⅱ）  ４１単位/日 

 ※（Ⅰ）（Ⅱ）併算定不可。 

 

障害者支援体制加算（Ⅰ） 

入所者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚、言語機能に障害が

ある者、知的障害者、精神障害者（以下「視覚障害者等」）である入所者の占める割合が

30％である指定地域密着型介護老人福祉施設で、視覚障害者等に対する生活支援に関し、

専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者（以下「障害者生活支援員」）であ

り、専ら障害者支援員としての職務に従事する常勤の職員を1名以上配置しているものとし

て、市町村長に届出た指定地域密着型介護老人福祉施設は、障害者生活支援体制加算（Ⅰ）

として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。 

 

 障害者支援体制加算（Ⅱ） 

 入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が50％以上である指定地域密着型

介護老人福祉施設で、障害者生活支援員であり専ら障害者支援員としての職務に従事する

常勤の職員を2名以上配置しているものとして、市町村長に届出た指定地域密着型介護老人

福祉施設は、障害者支援体制加算（Ⅱ）として、1日につき41単位を所定単位数に加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

  視覚、聴覚、言語機能に重度の障害のある者、または重度の知的障害者・精神障害者。
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具体的には以下のとおり。 

 

  視覚障害者 

   身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定により、交付を受けた

身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」）の障害の程度が1級、2級、もしくはこれ

に準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支

障があると認められる視覚障害を有する者 

 

  聴覚障害者 

   身体障害者手帳の障害の程度が2級、またはこれに準ずる聴覚障害の状態にあり、日常

生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者。 

 

  言語機能障害者 

   身体障害者手帳の障害の程度が3級、またはこれに準ずる言語機能障害等の状態にあり、

日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者 

 

  知的障害者 

   「療育手帳制度について」の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が、「療

育手帳制度の実施について」の第3に規定するＡ（重度）の障害を有する者、知的障害

者福祉法第12条の規定に基づき各都道府県が設置する知的障害者更生相談所において

障害の程度が、局長通知の第3に規定する重度の障害を有する者 

 

  精神障害者 

   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により、交付を受けた精

神障害者保健福祉手帳の障害等級（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令

第6条第3項に規定する障害等級をいう）が1級または2級に該当する者であって、65歳

に達する日の前日までに同手帳の交付を受けた者 

 

障害者生活支援員に係る加算の算定要件 

 視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者、知的障害者、精神障害者の合計数が入所者に 

占める割合が30％以上、または50％以上であれば満たされる。この場合の障害者生活支援 

員の配置は、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されていることが望ま 

しいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加え、聴覚障害、 

言語機能障害、知的障害及び精神障害に対応できる非常勤職員の配置、または他の職種 

が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことができれば、当該加算の要件を満た 

すものとする。 

 

知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件 

 知的障害者福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、同法第19条第1

項に規定する知的障害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験5年以

上の者とする。 

 

【厚生労働大臣が定める者】 

  ■視覚障害  点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 

  ■聴覚障害または言語機能障害  手話通訳等を行うことができる者 

  ■知的障害  知的障害者福祉等第14条各号に掲げる者またはこれらに準ずる者 

  ■精神障害  精神保健福祉士または精神保健福祉法施行令第12条各号に掲げる者 
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外泊時等の取扱いについて 
 １．入所者が入院または外泊をした場合 

入所者が病院・診療所への入院を要した場合、入所者に対して外泊を認めた場合は、1

月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入

院または外泊の初日及び最終日は算定できない。 

 

  【実施上の留意点】 

    ■入院（外泊）時の費用の算定について、入院または外泊の初日及び最終日は含ま

ないので、連続して7泊の入院（外泊）を行う場合は6日と計算される。 

     

    （例）入院（外泊）期間が3月1日から3月8日（8日間）の場合 

       3月1日 入院（外泊）の開始・・・・・・所定単位数を算定 

       3月2日から3月7日（6日間）・・・・・・1日につき、246単位を算定 

       3月8日 入院（外泊）の終了・・・・・・所定単位数を算定 

    

      

 

    ■１回の入院（外泊）で月をまたがる場合は、最大で連続13泊（12日分）まで、入

院（外泊）時の費用の算定が可能であること。 

 

 （例）月をまたがる入院の場合（入院期間が1月25日から3月8日） 

   1月25日 入院の開始・・・・・・・・・・・所定単位数を算定 

   1月26日～1月31日（6日間）・・・・・・・・1日につき、246単位を算定 

   2月 1日～2月 6日（6日間）・・・・・・・・1日につき、246単位を算定 

   2月 7日～3月7日・・・・・・・・・・・・・費用算定不可 

   3月 8日・・・・・・・・・・・・・・・・・所定単数を算定 

       

  ※入所者の入院（外泊）の期間中にそのまま退所した場合 

    退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中に、そのま 

ま併設医療機関に入院した場合は、入院日以降については外泊時の費用は算定でき 

ない。 

 

  ※外泊について 

    外泊には、入所者の親戚の家における宿泊、子またはその家族と旅行に行く場合の

宿泊等も含むものであること。 

 

   ※外泊期間中は、当該入所者について、居宅介護サービス費は算定されないものであ 

ること。 

 

   ※入院の場合、必要に応じて、入退院手続きや家族等への連絡調整、情報提供等の業

務にあたること。 

 

        

 ２．入所者の居宅での外泊を認め、当該施設が居宅サービスを提供する場合 

入所者に対して居宅における外泊を認め、指定地域密着型介護老人福祉施設が居宅サ

ービスを提供する場合、1月に6日を限度として、所定単位数に代えて1日につき、560

単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、前述１に掲げる単位を
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算定する場合は、算定しない。 

 

   【実施上の留意点】 

 ■外泊時在宅サービスの提供を行うにあたり、その病状及び身体の状況に照らし、 

医師・看護師・介護職員、生活相談員、介護支援専門員等により、その居宅にお 

いて在宅サービス利用を行う必要性があるかどうか検討すること。 

 

■当該入所者・家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施す 

ること。 

 

    ■外泊時在宅サービスの提供にあたっては、地域密着型介護老人福祉施設の介護支

援専門員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービス計画を作成するとともに、

従業者または指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能

な限り、自宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが

できるように配慮した計画を作成すること。 

 

    ■家族に対し、次の指導を事前に行うことが望ましい。 

     ア 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

     イ 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行

う体位変換、離床訓練、起立訓練、食事訓練、排せつ訓練の指導 

     ウ 家屋の改善の指導 

     エ 当該入所者の介助方法の指導 

 

  ※外泊時在宅サービスの利用の費用算定期間中は、施設の従業者、または指定居宅サー 

ビス事業者等により、当該計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし、居 

宅サービスを行わない場合は、本加算は対象とならないこと。 

 

  ※算定方法は、入院（外出）時の場合を準用する。 

 

 

 

初期加算 
 初期加算  ３０単位/日 

 

入所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日につき所定単

位数を加算する。30日を超える病院・診療所への入院の後に、指定地域密着型介護老人福

祉施設に再び入所した場合も同様とする。 

 

 【実施上の留意事項】 

  入所した当初は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所

日から30日以内に限って、1日につき30単位を加算する。 

 

  ※「入所日から30日間」中に外泊を行った場合 

   当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できない。 

 

 ※当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 

  当該入所者が過去3月間（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Ｍに該当する者の場合は、
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過去1月間とする）の間に、当該施設に入所したことがない場合に限り算定できる。短

期入所を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合（短

期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む）について、初期加算は入

所直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り、算定する

ものとする。 

 

 30日を超える病院・診療所への入院後に再入所した場合 

初期加算が算定される。 

 

 

 

再入所時栄養連携加算 
 再入所時栄養連携加算   ２００単位 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設に入所（以下

ここでは「一次入所」）している者が退所し、当該者が病院・診療所に入院した場合であ

って、当該者が退院した後に再度、当該施設に入所（以下ここでは「二次入所」）する際、

二次入所で必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異

なるため、当該施設の管理栄養士が当該病院・診療所の管理栄養士と連携し、当該者に関

する栄養ケア計画を作成した場合、入所者1人につき1回を限度として、所定単位数を加算

する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

 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】 

 対象となる入所者 

  施設の入所時に経口により、食事を摂取していた者が、医療機関に入院し、当該入院中

に経管栄養、または嚥下調整食の新規導入となった場合で、当該者が退院した後、直ち

に再度当該施設に入所（二次入所）した場合を対象とすること。嚥下調整食は、硬さ、

付着性、凝集性等に配慮した食事であって、日本摂取嚥下リハビリテーション学会の分

類に基づくものをいう。 

 

 医療機関と連携した栄養ケア計画の作成 

  当該施設の管理栄養士が該当者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養

に関する指導、またはカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、

二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。 

 

 テレビ電話装置等の活用 

  指導、またはカンファレンスの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。

ただし、当該者・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き、当該者

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あたり、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。 
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 当該栄養ケア計画への同意 

  当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者、その家族の同意が得られた場合に算

定すること。 

 

 

 

退所時等相談援助加算 
 退所前訪問相談援助加算  ４６０単位/回 

 退所後訪問相談援助加算  ４６０単位/回 

 退所時相談援助加算    ４００単位/回 

 退所前連携加算      ５００単位/回 

 

 

 退所前訪問相談援助加算 

  入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立ち、介護支援専門員、生活相談

員、看護職員、機能訓練指導員、医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が退所後生

活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の居宅サービス等、

その他の保健医療サービス、福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入所中1

回（入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者は2回）を限度と

して算定する。 

 

  入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所、介護保険施設

を除く）に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪

問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも同様とする。 

 

  ※2回の訪問相談援助が行われる場合の留意点 

   １回目 ： 退所を念頭に置いた地域密着型施設サービス計画の作成にあたり行われ

るものであること。 

   ２回目 ： 退所後、在宅または社会福祉施設等における生活に向けた最終調整を目

的として行われるものであること。 

 

  ※加算の算定日 

   退所日に算定する。 

 

  ※算定できない場合 

   ■退所して病院・診療所へ入院する場合 

   ■退所して他の介護保険施設へ入院・入所する場合 

   ■死亡退所の場合 

 

  ※相談援助 

   介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、医師が協力して行い、入

所者、その家族等のいずれにも行うこと。 

   

※援助の記録 

   相談援助を行った日、相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 
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退所後訪問相談援助加算 

  入所者の退所後30日以内に、当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者・その家族等に対 

して、相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。 

 

入所者が退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合で、当該入所

者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときに

も同様に算定する。 

 

  ※加算の算定日 

   訪問日に算定する。 

 

  ※算定できない場合 

   ■退所して病院・診療所へ入院する場合 

   ■退所して他の介護保険施設へ入院・入所する場合 

   ■死亡退所の場合 

 

  ※相談援助 

   介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、医師が協力して行い、入

所者、その家族等のいずれにも行うこと。 

   

※援助の記録 

   相談援助を行った日、相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

  

 

 退所時相談援助加算 

  入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅で居宅サービス、地域密着型サービス

を利用する場合で、当該入所者の退所時に当該入所者・その家族等に対して、退所後の

居宅サービス、地域密着型サービス、その他の保健医療サービス・福祉サービスについ

て、相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に当該入

所者の退所後の居宅地を管轄する市町村及び地域包括支援センターに対して、当該入所

者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス等に必要な情報を提供

した場合に、入所者1人につき、1回を限度として算定する。 

  

入所者が退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合で、当該入所

者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して入所者の介護の状況を示す文書を添えて、

当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも同様に算定する。 

   

※退所時相談援助の内容 

   ■食事、入浴、健康管理等在宅、社会福祉施設等における生活に関する相談援助 

   ■退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種

訓練等に関する相談援助 

   ■家屋の改善に関する相談援助 

   ■退所する者の介助方法に関する相談援助 

 

  ※算定できない場合 

   ■退所して病院・診療所へ入院する場合 

   ■退所して他の介護保険施設へ入院・入所する場合 
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   ■死亡退所の場合 

 

  ※相談援助 

   介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、医師が協力して行い、入

所者、その家族等のいずれにも行うこと。 

   

※援助の記録 

   相談援助を行った日、相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

 退所前連携加算 

  入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅で居宅サービス、地域密着型サービス

を利用する場合、当該入所者の退所に先立ち、当該入所者が利用を希望する指定居宅介

護支援事業者に対し、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護の状況を示す文書を

添えて当該入所者に係る居宅サービス、地域密着型サービスに必要な情報を提供し、か

つ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス、または地域密着型

サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定す

る。なお、当該加算は退所日に算定するものとする。 

 

  ※算定できない場合 

   ■退所して病院・診療所へ入院する場合 

   ■退所して他の介護保険施設へ入院・入所する場合 

   ■死亡退所の場合 

 

  ※相談援助 

   介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、医師が協力して行い、入

所者、その家族等のいずれにも行うこと。 

 

  ※連携の記録 

   連携を行った日、連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

  ※在宅・入所相互利用加算の対象になる入所者 

   在宅・入所相互利用加算の対象になる入所者について、退所前連携加算を算定する場

合は、最初に在宅期間に移るときのみ算定できること。 

 

 

 

栄養マネジメント強化加算   ※事前の届出が必要 

 栄養ケアマネジメント強化加算 １１単位/日 

 

 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地域密着型

介護老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄

養マネジメント強化加算として、1日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】 

  次のいずれにも適合すること。 

  １．管理栄養士の配置 

    管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を50で除して得た数以上配置しているこ
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と。ただし、常勤の栄養士を1名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場

合は、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を70で除して得た数以上配置して

いること。 

 

  ２．栄養ケア計画 

    低栄養状態にある入所者、低栄養状態の恐れのある入所者に対し、医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケ

ア計画に従い、当該入所者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当

該入所者の栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。 

 

  ３．２に規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問

題があると認められる場合は、早期に対応していること。 

 

  ４．厚生労働省への情報の提出と必要な情報の活用 

    入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に

あたり、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情

報を活用していること。 

 

  ５．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

  【実施上の留意事項】 

  １．算定の対象 

    原則として入所者全員と対象として、入所者ごとに厚生労働大臣が定める基準に掲

げる要件を満たした場合、当該施設の入所者全員に対して算定できる。 

 

  ２．常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法 

    当該算出にあたり、調理業務の委託先に配置される栄養士、管理栄養士の数は含む

ことができない。給食管理を行う常勤の栄養士が1名以上配置されている場合は、管

理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏

まえ、当該常勤の栄養士1名に加え、管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を70

で除して得た数以上配置していることを要件とする。この場合の「給食管理」とは、

給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生

管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている場合が該当す

ること。なお、この場合においても特別な配慮を必要とする場合等、管理栄養士が

給食管理を行うことを妨げるものではない。 

 

    ■歴月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設での常勤職員が勤務すべき時間で除

することで算出する。小数点第2位以下を切り捨てる。なお、やむを得ない事情に

より、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、1月を超えない期間内に

職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなす。 

 

    ■員数を算定する際の入所者数 

     当該年度の前年度（毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる年度）の平均を用い

る。この場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数

で除して得た数とする。この平均入所者の算定は、小数点第2位以下を切り上げる。 
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   ３．低栄養状態のリスク評価 

     「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養管理及び口腔管理の実施に関する基

本的な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3月16日

老認発0316第3号、老老発0316第2号）に基づき行うこと。ただし、低栄養状態の

リスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法

以外のリスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

 

   ４．中リスク・高リスクに該当する者への管理栄養士等の対応 

     低栄養状態のリスクが中リスク・高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が

以下の対応を行うこと。 

 

     ア 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門

員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善

等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示す

こと。 

 

     イ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週3回以上行い、当該入所者の栄養

状態、食事摂取量、摂取・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえ

た食事の調整、姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施す

ること。食事の観察は、管理栄養士が行うことを基本とする。必要に応じ、

関連する職種と連携して行うこと。やむを得ない事情により、管理栄養士が

実施できない場合、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えな

いが、観察した結果は、管理栄養士に報告すること。 

        

なお、経口維持加算を算定している場合、当該加算算定に係る食事の観察を兼

ねても差し支えない。 

 

     ウ 食事の観察の際、問題点が見られた場合、速やかに関連する職種と情報共有

を行い、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応

すること。 

 

     エ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者・その家族に

対し、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の

介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場合は、入所中の栄養管理に関

する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コード）、

食事上の留意事項等）を入所先(入院先)に提供すること。 

     

    ５．低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者 

      ４のイに掲げる食事の観察の際に、併せて食事の状況を把握し、問題点が見ら

れた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画

を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

 

    ６．厚生労働省への情報の提出 

      ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等は「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を図るた

め、ＬＩＦＥへの提出情報、及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態
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に応じた栄養ケア計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援の提供（Ｄ

ｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画

の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクルにより、サービスの質の管

理を行うこと。 

 

 

 

経口移行加算 
 経口移行加算   ２８単位/日  180日以内の期間に限る 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設で、医師の指

示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同

して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに「経口による食事の摂取を進める

ための経口移行計画」を作成している場合で、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理

栄養士、または栄養士による栄養管理及び言語聴覚士、または看護職員による支援が行わ

れた場合は、当該計画が作成された日から起算して、180日以内の期間に限り、１日につき

所定単位数を加算する。 

 

 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士、または栄養士

が行う栄養管理及び言語聴覚士・看護師が行う支援が、当該計画が作成された日から起算

して180日を超えた期間に行われた場合でも、経口による食事の摂取が一部可能な者で、医

師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要

とされる者に対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  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．経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものは、次

のアからウまでの通り、実施するものとする。 

 

    ア 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進め

るための栄養管理及び支援が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象

とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専

門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養

管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のも

のとして作成すること）。また、当該計画については、経口による食事の摂取

を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所者・その家族に説明し、同

意を得ること。経口移行計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の

中に記載する場合は、その記載により経口移行計画の作成に代えることができ

る。 

 

    イ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を

実施すること。経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能とな

り経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者、

その家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限るものとする。そ

れを超えた場合は、原則として当該加算を算定しないこと。 
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    ウ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者・その家族

の同意を得られた日から起算して、180日を超えて実施される場合でも、経口に

よる食事の摂取が一部可能なものであり、医師の指示に基づき、継続して経口

による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合は、引

き続き当該加算を算定できる。ただし、この場合、医師の指示はおおむね2週間

ごとに受けるものとする。 

 

  ２．経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によって、誤嚥性肺炎の危険も生じう 

ることから、次のアからエまでについて確認した上で実施すること。 

 

ア 全身状態が安定していること。血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病

態が安定していること。 

 

イ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

 

ウ 嚥下反射が見られること。唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による咽頭挙上が認

められること。 

 

エ 咽頭内容物を吸引した後は、唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

 

   

３．経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、

期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、

当該加算は算定できない。 

 

４．入所者の口腔状態によって、歯科医療における対応を要する場合も想定されること

から、必要に応じて、介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施

する等の適切な措置を講じること。 

 

 

 

経口維持加算 
 経口維持加算（Ⅰ）  ４００単位/月 

 経口維持加算（Ⅱ）  １００単位 

 

 経口維持加算（Ⅰ） 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、現

に経口により食事を摂取する者で、摂取機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し、

医師、歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員

その他の職種の者が共同して、「入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等」

を行い、入所者ごとに経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成

している場合で、当該計画に従い、医師、または歯科医師の指示を受けた管理栄養士・栄

養士が、栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。 

 

 歯科医師が指示を行う場合は、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている

場合に限る。 
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 【厚生労働大臣が定める基準】 

  １．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

  ２．入所者の摂取・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。 

  ３．誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

  ４．食形態の配慮等誤嚥防止のための適切な配慮がなされていること。 

  ５．１から４までについて、医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員、その他の

職種の者が共同して実施するための体制が整備されていること。 

 

 

 経口維持加算（Ⅱ） 

 協力歯科医療機関を定めている指定地域密着型介護老人福祉施設が、経口維持加算（Ⅰ）

を算定している場合であって、入所者の経口による永続的な食事の摂取を支援するための

食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士、または言語聴覚士が加わった場

合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

 【実施上の留意点】 

  経口維持加算（Ⅰ） 

  経口維持加算（Ⅰ）は、次に掲げる１から３までの通り、実施するものとする。 

 

  １ 現に経口により食事を摂取している者で、摂取機能障害があり、水飲みテスト、頸

部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により誤嚥が認められることから、継続して経

口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるとして、医師、または

歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。 

 

ただし、歯科医師が指示を行う場合は、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象と

なる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うにあたり、主治の医師の

指導を受けている場合に限る。 

 

     

※摂取機能障害   食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。 

    ※水飲みテスト   「氷砕片飲み込み検査」「食物テスト」「改訂水飲みテスト」

等を含む。 

    ※造影撮影     医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。 

    ※内視鏡検査    医科診療報酬点数表中「咽頭ファイバースコピー」をいう。 

    ※誤嚥が認められる 咽頭侵入が認めらる場合及び食事の摂取に関する認知機能の

低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難で

ある場合を含む。  

 

 

  ２ 月1回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門 

員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会

議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を

示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこと。 

 

当該経口維持計画の作成及び見直しを行った場合 

特別な管理の対象となる入所者・その家族に説明し、同意を得ること。経口維持

計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、その
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記載により経口維持計画の作成に代えることができる。 

 

入所者の栄養管理をするための会議 

 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。 

 

  ３ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所 

者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、

摂取方法等における適切な配慮のことをいう。 

 

 

 経口維持加算（Ⅱ） 

  経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施にあたり、医師（指定地域密 

着型サービス基準第131条第1項第1号に規定する医師を除く）、歯科医師、歯科衛生士、 

言語聴覚士のいずれか１名以上が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い 

経口維持計画を策定した場合に算定できる。 

 

 経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）の算定にあたり実施する食事の観察及び会議等 

  関係職種が一同に会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参 

加するべき者の参加が得られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共 

有を行うことで、算定を可能とする。 

 

 

 ※管理体制とは 

  食事の中止、十分な排痰、医師・歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制とす 

ること。 

 

 

 

口腔衛生管理加算 
 口腔衛生管理加算（Ⅰ）  ９０単位/月 

 口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０単位/月 

  ※（Ⅰ）（Ⅱ）併算定不可 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、入

所者に対し、歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対し、口腔衛

生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及

び指導をした場合に、当該入所者ごとに算定する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 



69 

 

 １．歯科医師、または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき

入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

 

 ２．歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月2回以上

行うこと。 

 

 ３．歯科衛生士が前述１における入所者に係る口腔衛生等の管理につき、介護職員に対し、

具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 

 

 ４．歯科衛生士が前述１における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応

じ、対応すること。 

 

５．定員超過利用・人員基準欠如に該当していなこと。 

 

 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

  次に掲げるいずれにも適合すること。 

 

 １．口腔衛生管理加算（Ⅰ）の１から５までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

 ２．入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の

実施にあたり、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用していること。 

 

 

 

療養食加算   ※事前の届出が必要 

療養食加算  ６単位/回  ※1日につき3回を限度 

 

次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、市町村長に届出て当該基準による食事

の提供を行う指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提

供したときは、1日につき3回と限度として、所定単位数を加算する。 

 

 療養食加算は、入所者の病状等に応じて、主治の医師より入所者に対し疾病治療の直接手

段として発行された食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供された場合に、

算定する。当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要がある。 

  

 

 次のいずれにも適合すること。 

 １．食事の提供が管理栄養士、または栄養士によって管理されていること。 

 

 ２．入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われてい

ること。 

 

 ３．食事の提供が別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉

施設で行われていること。 
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【厚生労働大臣が定める療養食】 

  疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及

び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異

常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 

 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

  

 他の加算との関係 

  経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合は、経口移

行加算、経口維持加算を併せて算定することが可能であること。なお、療養食の摂取の

方法については、経口、または経管の別を問わないこと。 

 

 減塩食療法等について 

  心臓疾患等に対して、減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができ

るものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならない。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食は、総量6.0ｇ未満の

減塩食をいうこと。 

 

 肝臓病食について 

  肝臓病食は、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎による閉

鎖性黄疸の場合を含む）等をいうこと。 

 

 胃潰瘍食について 

  十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える

高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において、胃潰

瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン

病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食は、療

養食として取り扱って差し支えない。 

 

 貧血食の対象者となる入所者等について 

  療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10ｇ/

ｄｌ以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

 

 高度肥満症に対する食事療法について 

  高度肥満症（肥満度が+70％以上、またはＢＭＩが35以上）に対して、食事療法を行う場

合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。 

 

 特別な場合の検査食について 

  特別な場合の検査食とは、潜血食をいうほか、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために

特に残さの少ない調理済み食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り

扱って差し支えない。 

 

 脂質異常症食の対象となる入所者等について 

  療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけ
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るＬＤＬコレステロール値が140ｍｇ/ｄｌ以上である者、またはＨＤＬコレステロール

値が40ｍｇ/ｄｌ未満、もしくは血清中性脂肪値が150ｍｇ/ｄｌ以上である者であること。 

 

 

 

配置医師緊急時対応加算   ※事前の届出が必要 

 早朝・夜間の場合  ６５０単位/回 

 深夜の場合    １３００単位/回 

 

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地

域密着型介護老人福祉施設で、当該施設の配置医師が当該施設の求めに応じ、早朝、夜間、

深夜に当該施設を訪問し、入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した

場合は、診療が行われた時間が早朝、深夜の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回に

つき1300単位を加算する。ただし、看護体制加算（Ⅱ）を算定していない場合は、算定し

ない。 

 

 ※時間の定義 

   早朝 ： 午前6時から午前8時までの時間をいう 

   夜間 ： 午後6時から午後10時までの時間をいう 

   深夜 ： 午後10時から午前6時までの時間をいう 

 

 【厚生労働大臣が定める施設基準】 

  １．入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師と

の連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と当該施設と

の間で、具体的な取り決めがされていること。 

 

  ２．複数名の配置医師を置いていること、配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施

設の求めに応じ、24時間対応できる体制を確保していること。 

 

 【実施上の留意点】 

  当該加算は、入所者の看護・介護にあたる者が、配置医師に対し、電話等で直接施設へ 

の訪問を依頼し、当該配置医師が診療の必要性を認めた場合に、速やかに施設に赴き診 

療を行った場合に算定できる。定期的・計画的に施設に赴いて診療を行った場合は、算 

定できない。ただし、医師が「死期が迫った状態である」と判断し、施設の職員と家族 

等に説明した上で、当該入所者が死亡した場合は、早朝や日中の診療終了後の夜間に施 

設を訪問し、死亡診断を行うことを事前に決めている場合は、この限りでない。 

 

   配置医師 

事前に氏名等を届出た配置医師が実際に訪問し、診察したときに限り算定できる。 

 

   記録について 

   施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容について、記録を行 

わなければならない。 

 

   算定可能な診療時間 

   診療の開始時刻が、加算対象の時間帯にある場合に、当該加算を算定すること。診療 

時間が長時間にわたる場合、加算の対象となる時間帯における診療時間が全体の診療 
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時間に占める割合がごくわずかな場合は、当該加算は算定できない。 

 

 

   配置医師と当該施設との間で事前に取り決めること     

配置医師と当該施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、

曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決

めを事前に定めることにより、24時間配置医師による対応、またはその他の医師の往

診による対応が可能な体制を整えることとする。 

 

 

 

看取り介護加算   ※算定前に届出が必要 

 

看取り介護加算（Ⅰ） 

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地

域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者に

ついて、看取り介護を行った場合に、次の日数に応じ所定単位数を加算する。ただし、退

所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。 

 

  看取り加算（Ⅰ） 死亡日以前の日数と加算単位数の関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 看取り介護加算（Ⅱ） 

  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

地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所

者について、看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定地域密着型介

護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算（Ⅱ）として所定単位数を死

亡月に加算する。 

 

   看取り加算（Ⅱ） 死亡日以前の日数と加算単位数の関係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡日以前 31 日以上～45日以下 72単位/日  

死亡日以前の 4日以上～30日以下 144 単位/日  

死亡日前日及び前々日 680 単位/日  

死亡日 1,280 単位/日  

死亡日以前 31 日以上～45日以下 72単位/日  

死亡日以前の 4日以上～30日以下 144 単位/日  

死亡日前日及び前々日 780 単位/日  

死亡日 1,580 単位/日  
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【厚生労働大臣が定める施設基準】 

  看取り加算（Ⅰ） 

  １．常勤の看護師を1名以上配置し、当該施設の看護職員により、病院・診療所、指定訪

問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間連絡できる体制を確保して

いること。 

 

２．看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者・その家族等に対して、当該指針

の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

３．医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職

種の者による協議の上、当該施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜看取りに

関する指針の見直しを行うこと。 

 

４．看取りに関する職員研修を行っていること。 

 

５．看取りを行う際に個室、または静養室の利用が可能となるよう配慮すること。 

 

 

看取り加算（Ⅱ） 

１．配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当するものであること。 

 

２．看取り加算（Ⅰ）の１から５までのいずれにも該当するものであること。 

 

【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している入所者であること。 

 

１．医師が一般に認め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．医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者（以

下「医師等」）が共同で作成した入所者の介護に係る計画につき、医師等のうちそ

の内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画に同意している者（その家族等

が説明を受けた上で、同意している者を含む）であること。 

 

  ３．看取りに関する指針に基づき、入所者の状態、または家族の求め等に応じ随時、医

師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護につ

いての説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、

同意した上で介護を受けている者を含む）であること。 

 

【実施上の留意点】 

当加算は、医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者につい

て、その旨を入所者・その家族等に対して説明し、その後の療養及び介護に関する

方針への合意を得た場合に、入所者等とともに、医師、看護職員、生活相談員、介

護職員、介護支援専門員、管理栄養士等が共同して、随時、入所者等に対して十分

な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、

その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼としている。 
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１．看取り介護の質の向上のための施設の取り組み 

施設は、入所者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため、計画

(Plan)、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡ

サイクル）により、看取り介護を実施する体制を構築し、それを強化していく

ことが重要である。具体的には、次のような取り組みが求められる。 

 

Ｐｌａｎ 

看取りに関する指針を定め、施設の看取りに対する方針等を明らかにする。 

 

 Ｄｏ 

看取り介護の実施にあたり、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介護に

係る計画に基づき、入所者が「その人らしく生き、その人らしい最期」が迎えら

れるよう支援を行う。 

 

Ｃｈｅｃｋ 

多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、

職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う。 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

 看取りに関する指針の内容、その他看取り介護の実施体制について、適宜、適

切な見直しを行う。 

 

※施設は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看取り介護に関す

る報告会、入所者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行う

ことが望ましい。 

 

 

    ２．多職種連携により十分な説明を行い、理解を得ることの具体例 

 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、入所者等に対し、

十分な説明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、

施設は、看取り介護を実施するにあたり、終末期にたどる経過、施設等で看取

りに際し、行い得る医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制等につい

て、入所者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要。加えて、

説明の際には、入所者等の理解を助けるため、入所者に関する記録を活用した

説明資料を作成し、その写しを提供すること。 

 

    ３．「看取りに関する指針」に盛り込むべき項目の例 

 看取り介護の実施には、管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職

員、介護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められ

ていることが必要である。同指針に盛り込むべき項目の例は、以下の事項が考

えられる。 

１．当該施設の看取りに関する考え方 

２．終末期の経過（時期、プロセスごと）の考え方 

３．施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

４．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） 

５．入所者等への情報提供及び意思確認の方法 

６．入所者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 
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７．家族等への心理的支援に関する考え方 

８．その他看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取るべき具体的

対応の方法   

 

※看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、「重度化した場合の対応に係 

る指針」に記載することで看取りに関する指針の作成に代えることができる。

また、重度化した場合の対応に係る指針をもって、看取りに関する指針とし

て扱う場合は、適宜見直しを行うこと。 

 

  ４．介護記録等に記録すべき事項 

看取り介護の実施にあたり、次の事項を介護記録等に記録し、多職種連携を

図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員、管理栄養士等によ

る適切な情報共有に努めること。 

 

１．終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等の記録 

 

２．療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに

対するケアの記録 

 

３．看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向と、それに

基づくアセスメント及び対応についての記録 

 

５．随時の説明に対する同意等 

 入所者等に対する随時の説明について、 

 

■口頭で同意を得た場合 

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

要である。 

 

■入所者が十分に判断できる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれな

いような場合 

医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対

する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認め

られる場合は、看取り介護加算の算定は可能。この場合には、適切な看取

り介護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、内容等を記載するとともに、入所者の状態や、家族と連絡を取ったに

も関わらず、施設に来訪がなかった旨を記載しておくことが必要。 

 

 

※家族が入所者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、施設

は、連絡を取ったにも関わらず、来訪がなかったとしても、継続的に連絡

を取り続け、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

とが重要である。 

 

６．看取り介護加算の算定の上限 

看取り介護加算は、利用者等告示第48号に定める基準に適合する看取り介護を

受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を 含めて45日を上限として、当該
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事業所で行った看取り介護を評価する。 

 

     ７．死亡前に自宅・医療機関へ移った場合 

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、自宅や入院先で死

亡した場合でも、算定は可能である。その際は、当該施設で看取り介護を直

接行っていない退所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。従って退所した日の翌日から死亡日までの期間が、45日以上あった

場合は、看取り介護加算を算定することはできない。 

 

 

     ８．施設を退所等した月と死亡日が異なる場合 

施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能。ただし、看取

り介護加算は、死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、

施設に入所していない月も自己負担を請求されることになるため、入所者が

退所等する際、退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算

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。 

 

９．施設退所後の継続支援と医療機関等から情報提供を受けることへの同意 

 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族への指導や医療機関に対

する情報提供等を行うことが必要。入所者の家族、入院先の医療機関等との

継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認することができる。なお、情報

の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に入所者の状態を

尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることにつ

いて、施設退所等の際、入所者等に対して説明をし、文書で同意を得ておく

ことが必要。 

 

     １０．入所者が入退院、または外泊した場合 

入所者が入退院、または外泊した場合で、当該入院・外泊期間が死亡日以

前45日の範囲内であれば、当該入院・外泊期間を除いた期間について、看 

取り介護加算の算定が可能である。 

 

１１．入院・外泊・退所当日の加算算定について 

入院・外泊、退所の当日について、看取り介護加算を算定できるかどうか

は、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

 

   １２．24時間連絡できる体制 

         施設内で勤務することを要するものではなく。夜間も施設から連絡でき、

必要な場合は施設からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいう。具

体的には次のとおり。 

 

 １．管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間の

連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュ

アル等）の整備がなされていること。 

 

         ２．管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職

員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのようなこ
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とが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。 

 

 ３．施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対し、１及び２の内容

が周知されていること。 

 

        ４．施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合は、電話や 

FAX等により入所者の状態に関する引継ぎを行うとともに、オンコール

体制終了時にも同様の引継ぎを行うこと。 

 

 以上のような体制をとることが想定されていること。 

 

 

     ※看取り介護に係る計画作成・実施にあたり、厚生労働省「人生の最終段階にお

ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本

人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本

人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

 

 

 

在宅復帰支援機能加算    

 在宅復帰支援機能加算  １０単位/日 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設であって、次

に掲げる基準のいずれにも適合している場合は、1日につき所定単位数を加算する。 

 

 ■入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

 

 ■入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービス

に必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

 
  【厚生労働大臣が定める基準】 

  １．算定日が属する月の前6月間に、当該施設から退所した者の占める割合が20％を超 

    えていること。 

     

    ※退所した者 

在宅・入所相互利用加算を算定している者を除く、退所者総数のうち、当該期間

内に退所し、在宅で介護を受けることとなった者をいう。 

 

  ２．退所者の退所後30日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること、

または指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在

宅における生活が1月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。 

 

 【実施上の留意点】 

   １．入所者の家族との連絡調整とは 

     入所者が在宅へ退所するにあたり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる

支援を行うこと。 
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     退所後の居宅サービスその他保健医療サービス、または福祉サービスについて、

相談援助を行うこと。また、必要に応じ、当該入所者の同意を得て、退所後の居

住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター、老人介護支援センターに対し、

当該入所者の介護状況を示す文書を添えて、当該入所者に係る居宅サービスに必

要な情報を提供すること。 

 

   ２．本人家族に対する相談援助の内容 

     ア 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

     イ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行

う各種訓練等に関する相談助言 

     ウ 家屋の改善に関する相談援助 

     エ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

    

   ※在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備し 

ておくこと。 

 

 

 

在宅・入所相互利用加算   ※事前の届出が必要 

 在宅・入所相互利用加算 ４０単位/日 

 

別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地 

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合は1日につき所定単位数を加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める者】 

 在宅生活を継続する観点から、複数の者で、あらかじめ在宅期間及び入所期間（入所期 

間が3月を超えるときは、3月を限度）を定めて、当該施設の居室を計画的に利用して 

いる者。 

  

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  在宅での生活期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で、情報交換を十

分に行い、双方合意の上、介護に関する目標及び方針を定め、入所者・その家族等に対

して当該目標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

 

 

認知症専門ケア加算   ※事前に届出が必要 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）  ３単位/日 

 認知症専門ケア加算（Ⅱ）  ４単位/日 

 

 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地域密 

着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケアを行 

った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日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】 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

  次のいずれにも適合すること。 
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  １．施設における入所者総数のうち、日常生活に支障を来す恐れのある症状、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（以下「対象者」）の占める割

合が2分の1以上であること。 

 

  ２．認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満であ

る場合は1以上、当該対象者の数が20人以上である場合は、1に当該対象者の数が

19を超えて10、またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上を配置し、チー

ムとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

 

    ※認知症介護に係る専門的な研修 

     認知症介護実践リーダー研修、認知症看護に係る適切な研修をさす。 

 

  ３．当該施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達、技術的指導に係

る介護を定期的に開催していること。 

 

    ※会議の開催はテレビ電話装置等を活用して行うことができる。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」等を遵守していること。 

 

 

 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

  次のいずれにも適合すること。 

 

 １．認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。 

 

 ２．認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、施設全 

体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

   ※認知症介護の指導に係る専門的な研修 

    認知症介護指導者養成研修、認知症看護に係る適切な研修をさす。 

 

 ３．当該施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、 

当該計画に従い、研修を実施、または実施を予定していること。 

 

 

  【厚生労働大臣が定める者】 

   日常生活に支障を来す恐れのある症状、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。具体的には、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Мに該当する者をいう。 

 

 

 

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 

 

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

入所することが適当であると判断した者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護を行った場合は、入所した日から起算して7日を限度とし、1日につき所定単位数
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を加算する。 

 

本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際

に、地域密着型介護老人福祉施設に一時的に入所することにより、当該利用者の在宅での

療養が継続されることを評価するものである。 

 

※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。 

 

【実施上の留意点】 

 １．在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、

緊急に地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断した場合で、

介護支援専門員、受入施設の職員と連携し、利用者またはその家族の同意の上、当該

施設に入所した場合に、算定できる。また、本加算は医師が判断した当該日、または

その次の日に利用を開始した場合に限り算定できる。この際、当該施設への入所では

なく、医療機関における対応が必要であると判断される場合は、速やかに適当な医療

機関の紹介、情報提供を行うことで、適切な医療が受けられるうように配慮する必要

がある。 

 

 ２．本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、

入所後速やかに退所に向けた地域密着型施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認

知症の行動・心理症状」が安定した際は、速やかに在宅復帰が可能となるようにする

こと。 

 

 ３．次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合は、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、地域密着型介護老人福祉施設に入院中・入所中の者 

   ■短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施

設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介

護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者生

活介護を利用中の者 

 

 ４．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、施設 

も判断を行った医師名、日付及び利用開始にあたっての留意事項を介護サービス計画 

書に記録しておくこと。 

 

 ５．個室等、認知症の行動・心理症状の憎悪した者の療養に相応しい設備を整備すること。 

 

 ６．本加算は、当該入所者が入所前1月の間に、当該地域密着型介護老人福祉施設に入所し

たことがない場合及び過去1月の間に当該加算（他のサービスを含む）を算定したこと

がない場合に限り算定できる。 
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褥瘡マネジメント加算   ※事前の届出が必要 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位／月 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）１３単位／月 

  ※（Ⅰ）（Ⅱ）は併算定不可 

 

 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地域密

着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。 

 

 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入

所者が褥瘡管理を必要とする要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Plan）、当該計

画に基づく褥瘡管理の実施（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その結果を踏まえた当

該計画の見直し（Action）といったＰＤＣＡサイクルの構築を通じ、継続的に褥瘡管理に

係る質の管理を行った場合に加算するものである。 

  

【厚生労働大臣が定める基準】 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

 次のいずれにも適合すること。 

 

１．入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価し、

その後少なくとも3月に1回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省

に提出し、褥瘡管理の実施にあたって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な

実施のために必要な情報を活用していること。 

 

２．１の評価結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、

介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、「褥瘡管理

に関する褥瘡ケア計画」を作成していること。 

 

３．入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い、褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容

や入所者の状態について、定期的に記録していること。 

 

４．１の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直してい

ること。 

 

 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 

  １．褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の1から4までのいずれにも適合すること。 

 

  ２．褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の1に記載する評価の結果、施設入所時、または利用開

始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者、または利用者につき、褥瘡の

発生がないこと。 

 

  

【実施上の留意点】 

 １．褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）は原則として、入所者全員を対象として、入所者ごとに 
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厚生労働大臣基準に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（当該加算 

の他の加算を算定する者を除く）に対して算定できるものであること。 

 

 ２．基準に定める評価は、所定の様式を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連のある 

リスクについて実施すること。 

 

 ３．基準に定める施設入所時の評価は、厚生労働大臣が定める基準の要件に適合している 

ものとして届出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施 

設入所時に評価を行うこととし、届出日の属する月の前月において、既に入所してい 

る者は、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

  

４．評価結果等の情報提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの提出情報、提出

頻度等は、「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。 

 

 ５．褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にしながら、入所者ごと

に、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所者の

状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、所定の様式を用いて作成すること。なお、

褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載に

より褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線または枠で囲む等

により、他の記載と区別できるようにすること。 

 

 ６．褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際は、褥瘡ケア・マネジメントの対象となる

入所者・その家族に説明し、同意を得ること。 

 

 7． 褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題（褥瘡管理の変更の必要性、

関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば、直ちに実施す

ること。その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、ＬＩ

ＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

 

 ８．褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）は、（Ⅰ）の算定要件を満たす施設で、評価の結果、施

設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の属す

る月の翌月以降に所定の様式を用いて評価を実施し、当該月に所定の様式に示す持続

する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場合に、所定の単位数を算定できる。ただ

し、施設入所時に褥瘡があった入所者は、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場

合に算定できる。 

 

 

 

排せつ支援加算   ※事前の届出が必要 

 排せつ支援加算（Ⅰ）  １０単位/月 

 排せつ支援加算（Ⅱ）  １５単位/月 

 排せつ支援加算（Ⅲ）  ２０単位/月 

  ※（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）は併算定不可 

 

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地域密

着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、
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当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。 

 

排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排

せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該支援計画に

基づく排せつ支援の実施（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏ま

えた当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）といったＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、

継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものである。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

 排せつ支援加算（Ⅰ） 

  次のいずれにも適合すること。 

  

 １．入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師、または医師と連携した

看護師が施設入所時に評価し、その後少なくとも6月に1回評価するとともに、その

評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施にあたり、当該情報そ

の他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

 ２．1の評価の結果、排せつに介護を要する入所者で、適切な対応を行うことにより、要

介護状態の軽減が見込まれる者については、医師、看護師、介護支援専門員その他

の職種の者が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに

基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施しているこ

と。 

 

 ３．1の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

 

  ※当該加算は原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに基準に掲げる要件を

満たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算（Ⅱ）（Ⅲ）を算定する

者を除く）に対し算定できるもの。 

 

 

 

 排せつ支援加算（Ⅱ） 

  次のいずれにも適合すること。 

 

  １．排せつ支援加算（Ⅰ）の１から３までのいずれにも適合すること。 

 

  ２．次のいずれかに適合すること。 

    ア 評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時と比較

して、排尿、または排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いず

れにも悪化がないこと。 

 

    イ 評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であって、要介護状態の

軽減が見込まれる者について、おむつを使用しなくなったこと。 

 

 排せつ支援加算（Ⅲ） 

  排せつ支援加算（Ⅰ）１から３までに掲げる基準及び排せつ支援加算（Ⅱ）の２．ア、 

イに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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  【実施上の留意事項】 

すべての入所者につき、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつ 

つ、さらに特別な支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつの状態が改 

善することを評価したものである。従って、例えば、施設入所時に、入所者が尿意・ 

便意を職員へ訴えることができるにも関わらず、職員が適時に排せつを介助できる 

とは限らないことを主たる理由として、おむつへの排せつとしていた場合、支援を 

行って排せつの状態を改善したとしても加算の対象にはならない。 

 

１．評価 

評価は所定の様式（別紙様式６）を用いて、排尿・排便の状態及びおむつ使用の

有無、特別な支援が行われた場合における、それらの3か月後の見込みについて実

施する。 

 

２．施設入所時の評価 

施設入所時の評価は、厚生労働大臣基準に掲げる要件に適合しているものとして

届出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者は、当該者の施設入所時に評価

を行うこととし、届出日の属する月の前月以前から既に入所している者は、介護

記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

 

３．評価を医師と連携した看護師が行った場合 

前述１、２の上記の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支

援の開始前に医師へ報告すること。また、医師と連携した看護師が、１の評価を

行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談す

ること。 

 

４．評価結果等の情報の提出 

評価結果等の情報の提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等は、「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。 

 

   ５．「排せつに介護を要する入所者」とは 

     要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009改訂版（平成30年4

月改訂）の方法を用いて、排尿・排便の状態が「一部介助」、もしくは「全介助」

と評価される者、またはおむつを使用している者をいう。 

 

   ６．「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは 

     特別な支援を行わなかった場合には、当該排尿・排便、またはおむつ使用に係る

状態の評価が不変、または低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行

った場合は、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善、または「おむつ使用あ

り」から「使用なし」に改善すること、あるいは、排尿・排便の状態の少なくと

も一方が改善し、かつ、「おむつ使用あり」から「使用なし」に改善することが

見込まれることをいう。 

 

   ７．支援計画の作成と関わる職種等 

支援に先立ち、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せ 

つに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて別紙様式６の 

様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及び支援計画作成に関わる職種は、 
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１の評価を行った医師、または看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者 

の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬 

剤、食生活、生活機能の状態等に応じ、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業 

療法士等を適宜加える。当該支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に 

記載する場合は、その記載により当該支援計画の作成に代えることができるが、 

下線または枠で囲む等により、他の記載と区別できるようにすること。 

 

     支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の 

     入所者の特性に配慮しながら、個別に作成し、画一的な支援計画とならないよう 

     留意すること。また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する 

     こと。 

 

   ８．支援計画の実施 

当該支援計画の実施にあたり、計画作成に関与した者が、入所者・その家族に対

し、 

  

・排せつの状態及び今後の見込み 

・支援の必要性 

・要因分析並びに支援計画の内容 

・当該支援は入所者・その家族が、これらの説明を理解した上で、支援の実施を 

希望する場合に行うものであること 

 

・支援開始後であっても、いつでも入所者及びその家族の希望に応じて支援計 

画を中断、または中止できること 

 

を説明し、入所者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

 

    ９．支援計画の見直し 

支援計画に実施上の問題（排せつ支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して

取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば、直ちに実施すること。その際、

ＰＤＣＡ推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報

及びフィードバック情報を活用すること。 

 

   １０．排せつ支援加算（Ⅱ） 

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設で、施設入所時と比較して、排

尿・排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合、

または「おむつ使用あり」から「使用なし」に改善した場合に、算定できる。 

 

   １１．排せつ支援加算（Ⅲ） 

排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設で、施設入所時と比較して、排

尿・排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、「お

むつ使用あり」から「使用なし」に改善した場合に算定できる。 
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自立支援促進加算   ※事前の届出が必要 

 自立支援促進加算  ３００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地域密

着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につ

き所定単位数を加算する。 

 

自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、

多職種共同による、入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作

成（Ｐｌａｎ）、当該支援計画に基づく自立支援の促進（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃ

ｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）といったＰＤＣ

Ａサイクルの構築を通じ、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援に係る質の管理を行

った場合に、加算するものである。 

 

 【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．医師による自立支援に係る医学的評価等 

医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少な

くとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、その医学的評価の結果等の情報を厚

生労働省に提出し、自立支援の促進にあたり、当該情報その他自立支援の適切かつ

有効な促進のために必要な情報を活用していること。 

 

  ２．支援計画の策定 

前述１の医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、

医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支

援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 

 

  ３．医師の医学的評価に基づく支援計画の見直し 

前述１の医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直

していること。 

  

  ４．支援計画策定に係る医師の参加 

医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

 

 

 【実施上の留意事項】 

   本加算は、すべての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていること 

を前提としつつ、介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する 

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特に必要な支援を実施してい 

ることを評価するものである。このため、医師が、定期的に、すべての入所者に対す 

る医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセスメントを 

実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医 

学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要と 

された者について、生活全般において、適切な介護を実施するための包括的な支援計 

画を策定し、個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取り組みや本 

人を尊重する個別ケア、寝たきり防止に資する取り組み、自立した生活を支える取り 
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組み、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自立支援の取り組み等 

の特別な支援を行っている場合に算定できるものである。 

 

なお、本加算は、画一的・集団的な介護、または個別であっても画一的な支援計画に

よる取り組みを評価するものではないこと。また、リハビリテーションや機能訓練の

実施を評価するものではないことから、個別のリハビリテーションや機能訓練を実施

することのみでは、加算の対象とはならない。 

 

   １．加算算定の対象 

原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに厚生労働大臣基準に掲げる要

件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものである。 

 

   ２．自立支援に係る医学的評価の実施 

医師が必要に応じて関連職種と連携し、所定の様式（別紙様式７）を用いて、当

該時点における自立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施することによる入

所者の状態の改善可能性等について、実施すること。 

 

   ３．支援計画の作成について 

厚生労働大臣基準の支援計画は、関係職種が共同し、所定の様式（別紙様式７）

を用いて、訓練の提供に係る事項（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々の過ごし

方及び訓練時間等）のすべての項目について、作成すること。作成にあたり、前

述２の医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性に配慮しながら、

個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意すること。 

 

   ４．当該支援計画の各項目について 

      当該支援計画の各項目は、原則として以下のとおり実施すること。その際、入

所者及びその家族の希望も確認し、入所者の尊厳が支援にあたり十分確保され

るように留意すること。 

 

     ａ 寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持、立ち上がり

を計画的に支援する。 

 

     ｂ 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車いすではなく普通のいすを用いる

等、施設においても本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮らし

を維持できるようにする。食事の時間や嗜好等への対応について、画一的で

はなく個人の習慣や希望を尊重する。 

 

     ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮し

たトイレを使用することとし、特に多床室は、ポータブルトイレの使用を前

提とした支援計画を作成してはならない。 

 

     ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法につ

いても、個人の習慣や希望を尊重すること。 

 

     ｅ 生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と

同様の暮らしを続けられるようにする。 
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     ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施は、本加算において評価をするもの

ではないが、２の評価に基づき、必要な場合は入所者本人や家族の希望も確

認して施設サービス計画の見直しを行う。 

 

    ５．説明と同意について 

支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象となる入所者、その家族に説 

明し、その同意を得ること。 

 

    ６．支援計画の見直しについて 

支援計画の見直しは、支援計画に実施上にあたっての課題（入所者の自立に 

係る状態の変化、支援の実施時における医学的観点からの留意事項に関する大

きな変更、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、

必要に応じた見直しを行うこと。その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図

る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報とフィードバック情報を活用すること。 

 

    ７．厚生労働省への情報提出 

       評価結果等の情報の提出は、ＬＩＦＥを用いて行うこと。ＬＩＦＥへの提出

情報、提出頻度等は「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。 

 

 

 

科学的介護推進体制加算   ※事前に届出が必要 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）  ４０単位/月 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）  ５０単位/月 

  ※（Ⅰ）（Ⅱ）は併算定不可 

 

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地域密

着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算す

る。 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  

  科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 

１．厚生労働省への情報の提出 

    入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心

身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省へ提出していること。 

 

  ２．情報の活用 

    必要に応じて、施設サービス計画を見直す等、サービスの提供にあたり、1に規定す

る情報その他サービス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。 
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  科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

   次のいずれにも適合すること。 

  １．厚生労働省への情報の提出 

    科学的介護推進体制加算（Ⅰ）に規定される情報に加え、入所者ごとの疾病等の状

況等の情報を、厚生労働省に提出していること。 

 

  ２．情報の活用 

必要に応じて施設サービス計画を見直す等、サービスの提供にあたり、科学的介護

推進体制加算（Ⅰ）の1に規定する情報、入所者ごとの疾病の状況等の情報その他サ

ービス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】 

  科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに厚生労

働大臣が定める基準に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算

定できるものであること。 

 

  厚生労働省への情報提出 

   厚生労働省の情報提出については、LIFEを用いて行うこと。 

LIFEへの提出情報、提出頻度等は、「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。 

 

  ＰＤＣＡ際サイクルによる質の向上 

   施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌ

ａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、そ

の更なる向上に努めることが重要であり、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出するだけでは、本加算の対象にならない。 

 

   ＰＤＣＡサイクルによる一連の取り組みとは 

   Ｐｌａｎ 

    入所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

めの施設サービス計画を作成する。 

 

   Ｄｏ 

    サービスの提供にあたっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や

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、施

設の特性やサービス提供の在り方について検証を行う。 

 

   Ａｃｔｉｏｎ 

    検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、

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こと。 
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安全対策体制加算   ※事前の届出が必要 

 安全対策体制加算  ２０単位 

 

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地

域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  １．指定地域密着型サービス基準第155条第1項に規定する基準に適合していること。 

 

  ２．指定地域密着型サービス基準第155条第1項第4号に規定する担当者が安全対策に係る 

  外部における研修を受けていること。 

 

  ※安全対策に係る外部の研修 

     介護現場での事故の内容、発生防止の取り組み、発生時の対応、施設のマネジメ

ント等の内容を含むものであること。 

 

３．当該施設内に、安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備さ

れていること。組織的な安全対策を実施するにあたり、施設内に安全管理対策部門

を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業

者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要である。 

 

   

 

サービス提供体制強化加算   ※事前に届出が必要 
サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／回 

 サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／回 

 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ６単位／回 

 

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地域密

着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

を行った場合、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。 

 

【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．介護福祉士の配置について 

     以下のいずれかに適合すること。 

 

■当該施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が、80％以上であ 

 ること。 

 

■当該施設の介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が、

35％以上であること 

  

   ２．質の向上の取り組み 

     提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取 
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り組みを実施していること。 

 

   ３．定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

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．介護福祉士の配置 

当該施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が、60％以上であ

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。 

 

 

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．職員の配置 

以下のいずれかに適合すること。 

 

■当該施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が、50％以上で

あること。 

 

■当該施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が、75％以

上であること。 

 

      ■指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職

員の総数のうち、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。  

  

     

２．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．職員の割合の算出について 

    職員の割合の算出は、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 

いることとする。前年度の実績が6月に満たない事業所は、届出日の属する月の前3

月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。これにより、

新たに事業を開始・再開した事業者は、4月目以降届出が可能となる。 

 

※前3月の平均を用いた場合 

届出を行った以降も、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、直ちに所定の手続きを行うこと。 

 

  ２．介護福祉士 

    各月の前月の末日時点で資格を取得している者とする。 
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  ３．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。 

    勤続年数の算定は、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他 

の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提 

供する職員として勤務した年数を含めることができる。 

 

    （例）令和3年4月における勤続年数3年以上の者は、令和3年3月31日時点で勤続

年数が3年以上ある者をいう 

 

    ４．サービス提供体制強化加算の取り扱い 

    地域密着型介護老人福祉施設の職員に係る常勤換算は、利用者への介護業務に従事 

している時間を用いても差し支えない。ただし、計画作成等介護を行うにあたり、 

必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除くこと。 

   

５．質の向上に資する取り組み 

    提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取り 

組みは、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、施設として継続 

的に行う取り組みを指すものとする。 

 

（例） 

 ・ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

 

 ・ＩＣＴ、テクノロジーの活用 

 

 ・高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳、経理や労務、広報

等も含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

 

 ・ケアにあたり、居室の定員が2以上である場合、原則としてポータブルトイレを

使用しない方針を立てて、取り組みを行っていること。 

   

実施にあたり、当該取り組みの意義・目的を職員に周知し、適時のフォローアッ

プや職員間の意見交換等により、当該取り組みの意義・目的に則ったケアの実現

に向けて、継続的に取り組むものでなければならない。 

 

  ６．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職員 

    生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員として勤務を行う職員をさす。 

 

 

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 ※事前の届出が必要 

 

 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の実施を行って

いる施設が、入居者に対してサービスを行った場合に令和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。 
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※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地域密着型介護老人福祉施設が入所者に対し、当

該サービスを提供した場合は、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護処遇改善加算（Ⅰ） 
介護報酬総単位数(基本サービス費＋各種加算減算)により算

定した単位数の 1000 分の 83 に相当する単位数 

介護処遇改善加算（Ⅱ） 
介護報酬総単位数(基本サービス費＋各種加算減算)により算

定した単位数の 1000 分の 60 

介護処遇改善加算（Ⅲ） 
介護報酬総単位数(基本サービス費＋各種加算減算)により算

定した単位数の 1000 分の 33 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の 1000 分の 27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 1000 分の 23に相当する単位数 
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減算について 
 

ユニットにおける職員に係る減算１日につき、100分の97に相当する単位数を算定 

 

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算は、

ある月（歴月）で基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない

状況が解消されるに至った月まで、入所者全員につき、所定単位数を減算する。ただし、

翌月の末日において、基準を満たすに至っている場合を除く。 

 

 

 

身体拘束廃止未実施減算  所定単位数の100分の10に相当する単位数 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束未実施減算として、所定単

位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

 当該減算は、施設で身体拘束等が行われていた場合ではなく、以下の場合に減算を行う

ものとする。 

 

■身体拘束等を行う場合の記録を行っていない 

■身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回開催していない 

■身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない 

■身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない 

 

これらの事実が生じた場合、速やかに改善計画を市長に提出した後、事実が生じた月

から3月後に改善計画に基づく改善状況を市長に報告することとし、事実が生じた月の

翌月から改善が認められた月までの間、入所者全員について所定単位数から減算する

こと。 

 

 

 

安全管理体制未実施減算   ５単位/日 減算 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1

日につき、5単位を所定単位数から減算する。 

 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  指定地域密着型サービス基準第155条第1項に規定する基準に適合していること。 

 

  上記基準を満たさない事実が生じた場合、その翌月から基準に満たない状況が解消され 

るに至った月まで、入所者全員について、所定単位数から減算すること。 
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栄養管理に係る減算   １４単位/日 減算 

 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき14単位を所定単位数から

減算する。 

 【厚生労働大臣が定める基準】 

  指定地域密着型サービス基準第131条に定める栄養士、または管理栄養士の員数を置いて

いること及び指定地域密着型サービス基準第143条の2（指定地域密着型サービス基準第

169条において準用する場合を含む）に基準のいずれにも適合していることが必要である

が、当該基準を満たさない事実が生じた場合、その翌々月から基準を満たさない状況が

解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数から減算する。ただし、

翌月の末日において、基準を満たすに至っている場合を除く。 

 

  ※令和6年3月31日までは適用しない 


