
1 

 

 

 令和3年度版 

 

居宅介護支援      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. 事業の基本方針  

 

指定居宅介護支援事業、事業者は、 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者が可能な限り、その居宅において、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て行われるものでなければならない。 

 

■利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

 

■利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供さ

れる居宅サービス等が特定の種類または特定のサービス事業者等に不当に偏る

ことがないよう公正中立に行われなければならない。 

 

■市町村、地域包括支援センター、他の居宅（予防）介護支援事業者、介護保険

施設、障害者自立支援法に規定される指定特定相談支援事業者等との連携に努

めなければならない。 

 
■利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、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 

（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） 

 

■指定居宅介護支援を提供するに当たっては、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。 
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2. 人員に関する基準  
 

用語の定義 
 

「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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「専ら従事する、専ら提供に当たる」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。 

 

 

 

人員について 

 
① 介護支援専門員の員数 
 

事業所ごとに1人以上の介護支援専門員を常勤で置かなければならない。 

事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整え

ている必要があるという趣旨である。介護支援専門員がその業務上の必要性から、または他

の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合でも、管理者、その他の従業者

等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡がとれる体制をとる必要がある。 

 

当該常勤の介護支援専門員の配置は、利用者の数35人に対し１人が基準 

従業員数の基準は、「利用者の数が35またはその端数を増すごとに1」とされている。この

ため、利用者の数が35人またはその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当

該増員に係る介護支援専門員は、非常勤とすることを妨げるものではない。 

 

 

② 管理者 
 

主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならない。 

管理者がその管理する居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び同一

敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（管理する指定居宅介護支援事業所の管理に

支障がない場合に限る）は、必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し

支えない。 

 

居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、管理者の要件

を介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その

適用を猶予するとの経過措置がありましたが、令和2年6月5日に基準省令が改正され、経過

措置が延長されています。 

 
1. 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所

については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適

用を令和9年3月31日まで猶予する（届出不要）。ただし、業務管理や人材育成の取組を推進

する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置する

ことが望ましい。 

 
2. 令和3年4月1日以降に管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員

である必要があるが、以下のようなやむを得ない理由がある場合等については、福津市に届

出の上、許可を得た場合について、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取り扱いを

可能とする（届出必要）。 
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主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由 

1. 主任介護支援専門員である管理者が、死亡または長期療養等、健康上の理由により

他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合 

 

2. 主任介護支援専門員である管理者が、急な退職により他に管理者となる主任介護支

援専門員がいない場合 

 

3. その他、上記に準ずる理由により主任介護支援専門員である管理者の確保が困難で

あると認められる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

指定申請、役員・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すること。 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定

する「暴力団」及び第2条第6号に規定する「暴力団員」でないこと。 
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3. 運営に関する基準  

 

内容及び手続の説明及び同意（基準第４条） 

 

事業所に関する説明と当該事業所から居宅介護支援を受けることへの同意 

（基準第4条第1項） 

利用者は指定居宅サービスだけでなく、指定居宅介護支援事業者についても自由に選択

できることが基本である。このため、事業者は利用者・その家族に対して、運営規定の概

要・介護支援専門員の勤務体制・秘密の保持・事故発生時の対応・苦情処理の体制等、利

用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を、説明書やパンフレット等の文書

を交付して説明し、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることについ

て、同意を得なければならない。同意については、利用者及び事業者、双方の保護の観点

から書面によって確認することが望ましい。 

 

 

複数のサービス事業者等の紹介や原案に位置付けたサービスの選定理由の 

説明を求めることができる旨等の説明（基準第4条第2項） 

居宅サービス計画は、基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものである。この

ため、指定居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であり、居宅サービス計画

の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対し、複数の指定居宅サービス事業者等の

紹介を求めることや計画原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明を求めるこ

とが可能であること等につき、十分に説明しなければならない。この内容を利用申込者や

その家族に説明を行うにあたり、文書の交付に加え、口頭での説明を懇切丁寧に行うとと

もに、それを理解したことについて必ず利用者から署名を得なければならない。 

 

   位置付けられたサービスの占める割合 

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行う観点から、利用者

に提供されるサービスが特定の種類または特定のサービス提供事業者に不当にかたよ

ることなく公正中立に行われなければならない。このことから事業所で、前6か月間

に作成された居宅サービス介護支援計画の総数のうち、次に掲げるサービスが位置付

けられた居宅サービス計画の数が占める割合等について、十分に説明しなければなら

ない。なお、この内容を利用者・その家族に説明を行うにあたり、理解が得られるよ

う文書の交付に加え、口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したこと

について、必ず利用者から署名を得なければならない。 

 

当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうち、以

下のサービスがそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画が占める割合 

 ・訪問介護 

 ・通所介護 

 ・福祉用具貸与 

 ・地域密着型通所介護 

                

   サービスごとの回数のうちに同一事業者によって提供されたものの占める割合 

当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられ

た上記サービスごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者、または指定地域

密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3つまで)等につき
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説明を行い、理解を得なければならない。この内容を利用申込者・その家族に説明を

行うにあたり、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に

行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければな

らない。 

   

  前6月間の考え方 

   毎年度2回、次の期間に事業所にて作成された居宅サービス計画を対象とする。 

①  前期（3月1日から8月末日） 

②  後期（9月1日から2月末日） 

   

※説明は、居宅介護支援の提供の開始に際し行うこと。その際に用いる割合等は、

直近の①もしくは②の期間とする。 

 

 

入院時における担当介護支援専門員の氏名及び連絡先の伝達依頼（基準第4条3項） 

 居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ、仮に入院の必要が生じた際には担当の介

護支援専門員の氏名・連絡先を医療機関に伝えるよう、利用者・その家族に事前に協力を

求めることを規定したもの。 

入院先医療機関との早期連携を想定している。利用者が医療機関に入院する場合に、利

用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先

医療機関と共有することで、医療機関の利用者への退院支援、退院後の円滑な在宅生活へ

の移行支援へとつなげることにある。より実効性を高めるためには、日頃から介護支援専

門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管

することを依頼しておくことが望ましい。 

 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・重要事項説明書の記載内容が不十分。 

（例）苦情相談窓口（事業所・国保連・市町村）、事故発生時の対応の記載がない 

・重要事項説明書の内容が運営規定と異なる。※特に実施地域や営業日 

・実施地域を越えたサービス提供に係る交通費の記載が不適切 

  

 

 重要事項説明等電磁的方法の活用について（基準第4条第4項） 

  利用者・その家族からの申出があった場合、文書の交付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いて電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの（以下「電磁的方法」）

により提供することができる。この場合、当該居宅介護支援事業者は、当該文書を交付

したものとみなす。 

 

◎電子情報処理組織を使用する方法のうち、イまたはロに掲げるもの 

  

イ 指定介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者・その家族の使用に係

る電子計算機を接続する電気通信回線を通じて、送信し、受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

 

 ロ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ
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れた第1項に規定する重要事項につき、電気通信回線を通じて利用申込者・その

家族の閲覧に供し、当該利用者・その家族に係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、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルにその旨記録する方法） 

 

    

 ◎磁気ディスク、ＣＤ-ＲＯＭその他これらに準ずる方法 

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に複製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録

したものを交付する方法 

 

  

※ 上記の電子情報処理組織を使用する場合、または磁気ディスク等に一定事項を記録する

場合、いずれの場合でも利用申込者・その家族がファイルへの記録を出力することによ

る文書を作成すことができるものでなければならない。 

 

  

 

重要事項の提供につき電磁的方法を活用する際の承諾（基準第4条第7項） 

  電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者・

その家族に対し、用い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。 

   

   ・基準第4条第4項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの 

   ・ファイルへの記録の方法 

 

 電磁的方法の活用ができない場合（基準第4条第8項） 

  前項の規定により、当該利用申込者・その家族から文書または電磁的方法により、「電

磁的方法による提供を受けない」旨の申出があったときには、当該利用申込者・その家

族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によって行ってはならない。 

 

 

 

提供拒否の禁止（基準第5条） 

正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 

 

正当な理由とは 

 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当該利用申込者が他の居宅介護支援事業者にも併せて居宅介護支援の依頼を行ってい

ることが明らかな場合                

                                等々 
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サービス提供困難時の対応（基準第6条） 

通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供 

することが困難であると認めた場合は、他の事業者の紹介、その他必要な措置を講じなけ 

ればならない。 

 

 

 

受給資格等の確認（基準第7条） 

被保険者証によって、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 

かめるものとする。 

 

 

 

要介護認定の申請に係る援助（基準第8条第1項から第3項） 

被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行 

わなければならない。 

 

指定居宅介護支援の提供開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、 

要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、 

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

ればならない。 

 

要介護認定の更新申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了 

日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 

 

 

身分を証する書類の携行（基準第9条） 

事業者は、介護支援専門員に介護支援専門員証を携行させ、初回訪問時及び利用者・家族

から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 

 

 

利用料等の受領（基準第10条第1項から第3項） 

 

償還払いの場合と代理受領がなされる場合の不合理な差額設定の禁止 

保険給付がいわゆる償還払いとなる場合と保険給付が利用者に代わり指定居宅介護支援

事業者に支払われる場合（以下「代理受領がなされる場合」）の間で、一方の経費が他

方へ転嫁されることがないよう、償還払いの場合と代理受領がなされる場合との間に、

不合理な差額を設けてはならない。これにより、償還払いの場合であっても原則とし

て、利用者負担が生じないこととする趣旨である。 

 

実施地域以外に提供した場合の交通費 

通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を実施する場合

は、それに要した交通費の支払いを利用者から受けることができる。その場合は、あら

かじめ利用者・その家族に対して額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければ
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ならない。保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目

による費用の支払いを受けることは認められない。 

 

 

 

保険給付の請求のための証明書の交付（基準第11条） 

利用者から利用料の支払いを受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支

援提供証明書を利用者に交付しなければならない。 

 

 

 

指定居宅介護支援の基本取扱方針（基準第12条第1項から第2項） 

居宅介護支援は、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するように行われるとともに、

医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。事業者は、自らその提供

する居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 

 

 

指定居宅介護支援の具体的取扱方針（基準第13条） 

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

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

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

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

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

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

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

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

て必要に応じて居宅サービス計画を見直す等、適切に対応しなければならない。 

 

（1号）介護支援専門員による居宅サービス計画の作成 

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

させること。 

 

（2号）基本的留意点 

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

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

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

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

いように説明を行うことが肝要。 

 

（3号）継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用 

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

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

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

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

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

必要性に乏しい居宅サービス利用を助長することがあってはならない。 
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＜想定される不適正事例＞ 

・毎月のようにサービス内容、利用頻度、時間が変更になっている。 

   ・支給限度額いっぱいにするために、必要のないサービスまで組んでいる。 

   ・課題から必要性が導き出されていない 

 

（4号）総合的な居宅サービス計画の作成 

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

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

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

ることにより総合的な計画となるように努めなければならない。 

 

介護給付等対象サービス以外のサービスの例 

・配食サービス 

・当該住民による自発的活動（見守り、配食、会食等の自発的活動） 

   

   

（5号）利用者自身によるサービスの選択 

  利用者自身がサービスを選択することが基本であり、介護支援専門員はこれを支援する 

ものである。このため、利用者によるサービスの選択に資するよう、利用者から居宅サ 

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

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

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

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

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

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

とがあってはならない。 

 

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

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

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

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

 

＜想定される不適正事例＞ 

計画を作成する際に、同一事業主体のサービス事業所以外のサービス事業者等の情報

を利用者やその家族に提供していない。 

 

（6号）課題分析の実施 

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

宅サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うことが必要である。 

 

課題分析とは 

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

や介護者の状況等、利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維

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

むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。利用者の生活全
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般について、その状態を十分に把握することが重要。 

     

課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはなら

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

切な方法を用いなければならない。 

     

 

 

 

              国が示す課題分析標準項目 

 

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

書の様式及び課題分析標準項目の提示について」別紙４の別添より 

 

   基本情報に関する項目 

No. 標準項目名 項目の主な内容（例） 

１ 基本情報 

（受付、利

用者等基

本情報 

居宅サービス計画作成についての利用者受付情報（受付

日時、受付対応者、受付方法等）、利用者の基本情報

（氏名、性別、生年月日、住所・電話番号等の連絡

先）、利用者以外の家族等の基本情報について記載する

項目 

２ 生活状況 利用者の現在の生活状況、生活歴等について記載する項

目 

３ 利用者の被

保険者情報 

利用者の被保険者情報（介護保険、医療保険、生活保

護、身体障害者手帳の有無等）について記載する項目 

４ 現在利用し

ているサー

ビスの状況 

介護保険給付の内外を問わず、利用者が現在受けている

サービスの状況について記載する項目 

５ 障害老人の

日常生活自

立度 

障害老人の日常生活自立度について記載する項目 

６ 痴呆性老人

の日常生活

自立度 

痴呆性老人の日常生活自立度について記載する項目 

７ 主訴 利用者及びその家族の主訴や要望について記載する項目 

８ 認定情報 利用者の認定結果（要介護状態区分、審査会の意見、支

給限度額等）について記載する項目 

９ 課題分析

（アセスメ

ント）理由 

当該課題分析（アセスメント）の理由（初回、定期、退

院退所時等）について記載する項目 
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課題分析（アセスメント）に関する項目 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 

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

書の様式及び課題分析標準項目の提示について」別紙４の別添 

 

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

の提示について」の一部改正について（介護保険最新情報vol.958） 

 

 

No. 標準項目名 項目の主な内容（例） 

10 健康状態 利用者の健康状態（既往歴、主傷病、症状、痛み

等）について記載する項目 

11 ＡＤＬ ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着

衣、入浴、排せつ等） 

12 ＩＡＤＬ ＩＡＤＬ（調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬

状況等）に関する項目 

13 認知 日常の意思決定を行うための認知能力の程度に関

する項目 

14 コミュニケ

ーション能

力 

 

意思の伝達、視力、聴力等のコミュニケーション

に関する項目 

15 社会との関

わり 

社会との関わり（社会的活動への参加意欲、社会

との関わりの変化、喪失感や孤独感等）に関する

項目 

16 排尿・排便 失禁の状況、排尿排せつ後の後始末、コントロー

ル方法、頻度などに関する項目 

17 褥瘡・皮膚

の問題 

褥瘡の程度、皮膚の清潔状況等に関する項目 

18 口腔衛生 歯・口腔内の状態や口腔衛生に関する項目 

19 食事摂取 食事摂取（栄養、食事回数、水分量等）に関する

項目 

20 問題行動 問題行動（暴言膀胱、徘徊、介護の抵抗、収集

癖、火の不始末、不潔行為、異食行動）に関する

項目 

21 介護力 利用者の介護力（介護者の有無、介護者の介護意

思、介護負担、主な介護者に関する情報等）に関

する項目 

22 居住環境 住宅改修の必要性、危険個所等の現在の居住環境

について記載する項目 

23 特別な状況 特別な状況（虐待、ターミナルケア等）に関する

項目 
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（7号）課題分析における留意点 

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

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

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

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

該アセスメントの結果を記録するとともに2年間（基準上）保存しなければならない。 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・利用者の解決すべき課題の把握（アセスメント）またはその結果の記録が不十分。 

・アセスメントにあたり利用者の居宅を訪問し、利用者や家族に面接していない。 

※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、対応することとする。 

・家族への説明がなされていない。 

 

 

 

（8号）居宅サービス計画原案の作成 

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

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

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

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

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

は、保険給付の対象となるか否か区分しておくこと。 

 

計画原案に記載されるべき事項 

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

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

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

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

の達成時期を明確に盛り込み、評価を行い得るようにすること。 

 

提供されるサービスの目標 

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

業者側の個別サービス行為を意味するものではないことに留意すること。 

     

 

～チェックポイント～ 

 

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

課題分析標準項目は、国から示されています。福津市において実施するケアプラン

チェックで、この標準項目が確認されていない、あるいは確認したが記録されていな

いケースが多く見られます。課題分析の基本となるものです。通知内容及び作成して

いるケアプランの再確認をお願いします。 
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＜想定される不適正事例＞ 

・第1表「生活援助中心型の算定理由」が明示されていない。 

・第2表「目標に対する期間」「援助の期間」「保険給付の対象か否かの区分」等が明示

されていない。「目標」「サービス内容」が具体的でない。目標が「安心・安

全」の漠然としたものになっている 

・第3表「週単位以外のサービス」が記載されていない。「主な日常生活上の活動」が明

示されていない。 

・アセスメントにより把握した課題と計画に位置付けたサービスが対応していない。 

・居宅サービス計画書の各表の記載内容に不整合がある。 

 

（9号）サービス担当者会議による専門的意見の聴取 

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

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

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

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

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

等）には、必ずしも参加を求めるものではない。 

 

サービス担当者を招集して行う会議の実施方法 

従来の方法のほか、テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置

等」）を活用して行うことができる。ただし、利用者・その家族が参加する場合

は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。

テレビ電話装置等の活用については、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

   やむを得ない理由がある場合の意見照会等 

やむを得ない理由がある場合は、照会により意見を求めることができるが、この場

合にも緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報や

居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにすること。 

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

る）の心身の状況等により、主治の医師または歯科医師の意見を勘案して必要と認

める場合のほか、開催の日程調整を行ったがサービス担当者の事由によりサービス

担当者会議への参加が得られなかった場合等が、想定される。 

      

末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認められる場合とは 

主治の医師等が日常生活の障害が1か月以内に出現すると判断した時点以降におい

て、主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者会議に対す

る照会等により意見を求めることが必要と判断した場合を想定している。ここでい

う「主治の医師等」とは、利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内

容等を一元的に把握している医師であり、要介護認定の申請のために主治医意見書

を記載した医師に限定されない。サービス種類や利用回数の変更等を利用者の状態

変化が生じるたびに迅速に行っていくことが求められるため、日常生活上の障害が

出現する前に、今後利用が必要と見込まれる指定居宅サービス等の担当者を含めた

関係者を招集した上で、予測される状態変化と支援の方向性について関係者間で共

有しておくことが望ましい。 
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サービス担当者会議の記録 

    サービス担当者会議の要点または当該担当者への照会内容について、記録するとと

もに、2年間（基準上）保存しなければならない。 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・計画の新規作成、変更の際にサービス担当者会議等を行っていない。 

・居宅サービス計画原案に位置付けたすべての居宅サービス事業者等の担当者に意見を

求めていない。 

・サービス担当者会議における検討内容が不十分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～チェックポイント～ 

 

何を全員で議論する必要があるのか、開催の趣旨を明確に！ 

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

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

とが重要です。 

 

（主な論点のポイント） 

□利用者及び家族のニーズの共有化 

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

すること。 

 

□目標・プランの共有化 

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

上させるため、「課題解決に向けた共通の目標」に向かうためには、共通認識を持

って行われることが重要。 

 

□役割分担の明確化 

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

割が明確にされることが必要。また、それぞれの専門サービスを実施する上で課題

となること、その解決方法、今後の方針等についても確認すること。利用者等を支

えるためのチーム形成、そして常に相互連携し、一体となって支援が行われること

が重要。 
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 （10号）居宅サービス計画の説明及び同意 

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

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

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

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

表（利用票）及び第7表（別表）に相当するものすべてを指す。 

 

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

れている標準様式を指す。 

 

（11号）居宅サービス計画の交付 

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

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

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

サービスが当該計画における位置付けを理解できるように配慮する必要がある。 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・説明が不十分なため、利用者が本来対象とならないサービスが保険給付の対象にな 

ると誤解している。 

・計画の原案について利用者の同意を得ていない。 

・居宅サービス計画書を利用者に交付した旨の記録がない。 

・計画書に計画作成日を記載していない。 

・居宅サービス計画書を、利用者及び居宅サービス計画に位置づけた各サービス担当者 

に交付していない（特に第1表から第3表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックポイント 

 

ケアプランの作成日 

ケアプランは、サービス担当者会議等必要な手続きを経て、利用者の同意を得る

までは、あくまで「原案」です。最終的に利用者の同意を得て、はじめて正式な

「ケアプラン」となります。このため、様式中に記載する「作成日」はケアマネ

ジャーがケアプラン原案を作成した日を指すものではないため、少なくとも同意

を得た日以降（同意を得た日を含む）、サービス提供開始前の日付でなければな

りません。事業所のシステム上、出力日が印字されてしまう等の理由がある場合

は、二重線の見え消しで修正してください（修正ペン等使用不可）。空欄で印刷

可能な場合は、空欄で出力し、手書きで書き込んでください。この場合の訂正印

は不要とします。（当該修正方法は福津市の取り扱いです） 

 

サービス利用票の作成日 

給付管理業務は、月を単位として行うため、当該「居宅サービス計画の説明及び 

同意」についても、月ごとに確認することが必要です。月ごとのサービス利用票 

の作成年月日は、利用者の同意を得た日を記載してください。 
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  （12号）担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 

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

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

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

と個別サービス計画の連動性や整合性について確認すること。 

     

居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認 

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

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

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

て情報の共有や調整を図る等の手法も有効である。 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

（13号・13号の2）居宅サービス計画の実施状況の把握及び評価等 

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

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

画事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。 

 

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

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

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

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

図り、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならない。 

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

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

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

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

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

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

いう主治の医師は、要介護認定の申請で主治医意見書を記載した医師に限定されな

い。 

 

（例） 

    ・薬が大量に余っているまたは複数回分の薬を一度に服用している 

    ・薬の服用を拒絶している 

    ・使い切らないうちに新たな薬が処方されている 

    ・口臭や口腔内出血がある 

～チェックポイント～ 

 

各事業所が作成する個別計画の提供を求め、ケアプランとの確認を！ 

必ず各事業所から個別サービス計画を入手し、同じ目標に向かっているか、ケア

プランとの連動性や整合性がとれているかを確認してください。提供を求めたに

も関わらず、事業所から提供されない場合は、その旨を記録に残しつつ、引き続

き提供を求めてください。 
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    ・体重の増減が推測される見た目の変化がある 

    ・食事量や食事回数に変化がある 

    ・下痢や便秘が続いている 

    ・皮膚が乾燥していたり湿疹等がある 

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

いない状況 

                                  等 

＜想定される不適正事例＞ 

・居宅サービス計画作成後の課題把握・連絡調整等が不十分である。 

・提供されたサービス内容が居宅サービス計画と異なっている。 

 

（14号）モニタリングの実施 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 ＜モニタリングのポイント＞ 

 

① 初期のモニタリングのポイント（利用者の現状から） 

□居宅サービスに組込まれたサービスが的確に提供されているか 

□サービス内容は適切で、目標に沿って提供されているか 

□介護者が、サービスの導入にうまく適合できているか 

□利用者が変更や取消しを、繰り返していないか 

□現実にサービスを利用した新しい生活状況が、利用者にとってどうか 

 

② 継続期のモニタリングのポイント 

□提供されているサービスの有効性を確認しているか 

□提供されているサービスに対する、利用者からの苦情等がないか 

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

境などの変化を把握しているか 

□利用者の状態変化の兆候の早期発見を心がけているか 

□目標の達成度を把握しているか 

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

いるか 

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

 

＜想定される不適正事例＞ 

・1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない。 

・モニタリングの記録がない。 

・モニタリングの内容が不十分である。 
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（15号）居宅サービス計画変更の必要性についてのサービス担当者会議等による専門的意見 

の聴取 

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

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

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

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

も、記録の記載およびその記録を保存することが必要。 

 

   やむを得ない理由がある場合の想定 

・開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議

への参加が認められなかった場合 

・居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られ

ない場合 

                               等 

   サービス担当者会議の開催が必要になる場合 

   ・要介護更新認定を受けた場合 

    ・要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

    

＜想定される不適正事例＞ 

・更新、区分変更認定時に、サービス担当者会議を開催していない。 

・更新、区分変更認定時に、サービス担当者会議等で計画変更の必要性について検討さ

れていない。 

 

（16号）居宅サービス計画の変更 

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

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

利用者の希望により軽微な変更を行う場合には、この必要性はないものとする。 

   

ケアプランの軽微な変更の内容の例 

     

・サービス提供の曜日変更 

（例）利用者の体調不良や家族の都合等の臨時的一時的なもので、かつ単なる

曜日、日付の変更の場合 

    ・サービス提供の回数の変更 

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

体調不良により、1回お休みした等） 

    ・利用者の住所変更 

 ・事業所の名称変更 

    ・目標期間の延長 

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

間）を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合等）について

は、軽微な変更に該当する場合がある。 

 ・福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合 

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

該当する場合がある 

・目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合 

    ・担当介護支援専門員の変更（同一事業所内での変更） 
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 ※参考 平成22年7月30日老介発0730第1号「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直 

しに関するご意見への対応について（介護保険最新情報 vol.155） 

 

 

（17号）介護保険施設への紹介その他便宜の提供 

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

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

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

 

（18号）介護保険施設等との連携による居宅生活への円滑な移行 

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

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

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

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

を行うこととする。 

 

（18号の2）居宅サービス計画の届出 

 居宅介護サービスに、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護（生活援助が中心である 

指定訪問介護に限る）を位置づける場合、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス 

計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該計画を市町村に届出なければなら 

ないことを規定したものである。市町村は、訪問介護の利用回数が統計的に見て通常の 

居宅サービス計画よりかけ離れている場合は、市町村は利用者の自立支援・重度化防止や 

地域資源の有効活用の観点から、必要に応じて是正を促していくことが必要になるため、 

届出を求めている。届出は、当該月において作成または変更した居宅サービス計画のうち 

一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届出るこ 

ととされている。 

  

  届出の時期 

   当該月に作成または変更した居宅サービス計画のうち、一定回数以上の訪問介護（生

活援助中心型）を位置付けたもので、翌月の末日まで。当該月に作成または変更した

居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス

計画をいう。 

 

 

 

～チェックポイント～ 
 

軽微な変更と判断した場合は、その理由について記録を残すこと 

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

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

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

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

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

残してください。 
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居宅サービス計画の届出頻度 

一度、市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後で可。 

    

   厚生労働大臣が定める回数 

要介護 回数 

要介護１ ２７回 

要介護２ ３４回 

要介護３ ４３回 

要介護４ ３８回 

要介護５ ３１回 

           ※平成30年5月2日厚生労働省告示第218号 

       

 

（18号の3）居宅サービス計画の届出 ※令和3年10月1日から施行 

 介護支援専門員は、勤務する指定居宅介護支援事業所において、作成された居宅介護サー 

ビス計画に位置付けられた指定居宅介護サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅 

介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費（以下「サ 

ービス費」）の総額が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介 

護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基 

準に該当する場合であって、かつ市町村からの求めがあった場合には、当該居宅サービス 

計画を市町村に届出なければならない。この規定は令和3年10月1日から施行されるため、 

同年10月1日以降に作成または変更した居宅介護サービス計画が対象となること。 

 

※ 参考 

・平成30年5月10日老振発0510第1号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布

について（介護保険最新情報Vol.652） 

 

・平成30年10月9日厚生労働省老健局振興課事務連絡「多職種による自立に向けたケア

プランに係る議論の手引き」について（介護保険最新情報Vol.685） 

 

・平成30年11月7日厚生労働省老健局振興課事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関す

るQ&A（Vol.7）（平成30年11月7日）」の送付について（介護保険最新情報Vol.690） 

 

・令和3年度介護報酬改定における改定事項について（抜粋版）居宅介護支援P.152 

 

（19号・19号の2・20号）主治の医師等の意見等 

 訪問看護・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期 

入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護サービスを利用する場合に 

限る）及び看護小規模多機能型居宅介護（訪問看護サービスを利用する場合に限る）は、 

主治の医師等がその必要性を認めたものに限られるものであることから、これらの医療サ 

ービスを居宅サービス計画に位置付ける場合は、主治の医師等の指示があることを確認し 

なければならない。このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他 

必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじめ、利用者の同意を得て主治の医師等の意 

見を求めなければならない。また、主治の医師等とのより円滑な連携がとれるよう、意見 
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を求めた主治の医師等に対し、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画を交付しな 

ければならない。意見を求める「主治の医師等」は、要介護認定申請のために主治医意見 

書を記載した医師に限定されないことに留意すること。 

 

指示を行った主治の医師への居宅サービス計画の交付方法 

対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。 

 

医療サービス以外に留意事項が示されている場合 

医療サービス以外の指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合で、当

該指定居宅サービス等に係る主治の医師の医学的観点からの留意事項が示されている

ときは、介護支援専門員は、その留意点を尊重して居宅介護支援を行うこと。 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・事前に主治医に意見を求めないまま訪問看護等の医療サービスを、計画に位置付け

ている。 

・主治医の意見について、口頭確認のみ行いその内容が記録に残されていない。 

 

（21号）短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サービス計画の位置付け 

 短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものである。 

短期入所サービスを位置付ける居宅サービスの計画の作成にあたり、利用者にとってこれ 

らの居宅サービスが在宅生活の維持につながるように十分に留意しなければならない。利 

用者の心身の状況等を勘案し、特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利 

用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにする必要がある。 

「おおむね半数を超えない」という目安については、個々の利用者の心身の状況やその置 

かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持の必要性に応じて弾力的に運用 

することとする。 

 

（22号・23号）福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映 

 居宅サービス計画に福祉用具貸与及び福祉用具販売を位置付ける場合は、サービス担当者 

会議を開催し、当該計画に福祉用具貸与及び福祉用具販売が必要な理由を記載しなければ 

ならない。なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後、必要に応じて随時 

サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について 

専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合に 

は、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければならない。 

 

※ 福祉用具貸与の留意事項～軽度者の福祉用具の取扱いについて～ 

ア 介護支援専門員は、要介護1の利用者（以下「軽度者」）の居宅サービス計画に指

定福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚生労働大臣が定める基準に適合する利

用者等」（平成27年厚生労働省告示第94号）第31号のイで定める状態像の者である

ことを確認するため、当該軽度者の「要介護認定基準時間の推計の方法」別表第１

の調査票について必要な部分の写しを市町村から入手しなければならない。ただし

軽度者がこれらの結果を介護支援専門員へ提示することに同意していない場合は、

調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手しなければならない。 

 

イ 当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ提示することに同意を得た

上で、市町村から入手した調査票の写しにつき、その内容が確認できる文書を指定

福祉用具貸与事業者へ送付しなければならない。 
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ウ 当該軽度者が「指定居宅サービスに要する費用の額に算定に関する基準（訪問通所

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援

に要する費用の額の算定に関する基準の判定に伴う実施上の留意事項について」

（平成12年老企第36号）の第二の9（2）①ウの判断方法による場合は、福祉用具の

必要性を判断するため、利用者の状態像が同ｉ）からiii）までのいずれかに該当

する旨について、主治医意見書による方法のほか医師の診断書、医師から所見を聴

取する方法により当該医師の所見及び医師の氏名を居宅介護サービス計画に記載し

なければならない。この場合、指定福祉用具貸与事業者から当該軽度者に係る医師

の所見及び医師の氏名について確認があったときは、介護支援専門員は利用者の同

意を得て、適切にその内容について情報提供をしなければならない。 

 

（24号）認定審査会意見等の居宅サービス計画への反映 

指定居宅サービス事業者は、法第73条第2項の規定に基づき認定審査会意見が被保険者に

記されているときは、意見に従って、被保険者に提供するように努める必要がある。介護

支援専門員は、利用者が提示する被保険者証にこれらの記載がある場合には、利用者にそ

の趣旨（法第37条第1項の指定に係る居宅サービスもしくは地域密着型サービス種類につ

いては、その変更申請ができることを含む）について説明し、理解を得た上でその内容に

沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。 

 

（25号）指定介護予防支援事業者との連携 

要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者

が利用者の介護予防サービス計画を作成することになるため、速やかに適切な介護予防サ

ービス計画の作成に着手できるよう、指定介護予防支援事業者と利用者に係る必要な情報

を提供する等の連携を図ること。 

 

（26号）指定介護予防支援業務の受託に関する留意点 

 指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援業務を受託するにあたり、その業務量等を 

勘案し、業務を受託することにより、当該指定居宅介護支援事業者が本来行うべき指定居 

宅介護支援業務の適正な実施に影響を及ぼす事がないよう配慮しなければならない。 

 

（27号）地域ケア会議への協力 

 地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア会議が介護保険上に位置付けられ 

関係者等は同会議から資料または情報の提供が求められた場合に、これに協力するよう努 

めることについて規定されている。 

 

 

 

～チェックポイント～ 
 

福津市の地域ケア会議 

個別ケースの支援内容の検討を通じ、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケ 

アマネジメントの支援、多職種（作業療法士、理学療法士、薬剤師、管理栄養士、言語 

聴覚士、歯科衛生士等）からの視点による意見を聞くことで、今後のケアプランに活か 

していただくこと等を目的に開催しています。この機会を活かしていただき、支援する 

上で、行き詰っていること等、ぜひ専門職に聞いてみてください。 
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法定代理受領サービスに係る報告：給付管理票（基準第14条） 

居宅サービス費を利用者に代わり、指定居宅サービス事業者に支払うための手続きとし

て、市町村（国民保険団体連合会に委託している場合にあっては国民健康保険団体連合

会）に対して、給付管理票を毎月提出することを義務付けたものである。 

 

 居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービ

ス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、市町村（事務を国民健康保険団体

連合会に委託している場合は、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなければな

らない。同条第2項は、指定居宅介護支援事業者が居宅サービス計画に位置付けられてい

る基準当該居宅サービスに係る情報を指定居宅サービスに係る情報と合わせて市町村（国

民健康保険団体連合会に委託している場合は、当該国民健康保険団体連合会）に対して提

供することにより、基準該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費または特例居宅

支援サービス費の支払い事務が、居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービ

スに係る居宅介護サービス費の支払いを待つことなく、これと同時並行的に行うことがで

きるようにするための規定である。 

 

 

利用者に対する居宅サービス計画等の書類交付（基準第15条） 

 指定居宅介護支援事業者は、以下の場合、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及

びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

   

・利用者が指定居宅介護支援事業所を変更した場合 

  ・要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合 

  ・その他利用者からの申出があった場合 

 

 

利用者に関する市町村への通知（基準第16条） 

 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

 

 ・正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等によ

り、要介護状態の程度を増進させたと認められる場合 

  ・偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、または受けようとした場合 

  

 

管理者の責務（基準第17条） 

事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用申込みに係る調 

整、業務の実施状況の把握その他管理を一元的に行わなければならない。また、当該事業 

所の従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

 

 

運営規定（基準第18条1号から7号） 

 指定介護支援事業者は、指定介護支援事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規定（以下「運営規定」）として次に掲げる事項を定めるものとする。 

 

1号 事業の目的及び運営の方針 
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2号 職員の職種、員数及び職務内容 

介護護支援専門員とその他の職員に区分し、員数及び職務内容を記載すること。     

職員の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規

定を定めるにあたり、基準第2条において置くべきとされる員数を満たす範囲にお

いて「〇人以上」と記載することも差し支えない。基準第4条に規定する重要事項

を記した文書に記載する場合も同様とする。 

 

3号 営業日及び営業時間 

 

4号 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

   指定居宅介護支援の提供方法及び内容について、利用者の相談を受ける場所、課題 

分析の手順等を記載するものとする。 

 

5号 通常の事業の実施地域 

 客観的にその区域が特定されるものとすること。通常の事業の実施地域は、利用申

込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えて指定居宅介護支援が行

われることを妨げるものではない。 

 

6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、組織内体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画） 

や虐待や虐待が疑われる事案（以下「虐待等」）が発生した場合の対応方法等を指 

す内容であること。 

 

7号 その他運営に関する重要事項 

 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・運営規定と重要事項説明書の実施地域が異なっている。 

・掲示されている運営規定や重要事項の内容が最新のものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

～チェックポイント～ 
 

・虐待の防止に係る措置は、令和6年3月31日まで努力義務です。令和6年4月1日か

らは義務化となります。ただし、高齢者の尊厳を守るために重要な事項となりま

すので、義務化の開始を待たず、可能な限り早急に対応いただくことをお願いし

ます。 

 
・運営規定等の重要事項の掲示については、閲覧可能な形でファイル等により据え置く

こと等が可能です（令和 3年 4月から掲示の柔軟化） 
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勤務体制の確保（基準第19条第1項から第4項） 

利用者に対する適切な指定居宅介護支援の提供を確保するため、職員の勤務体制等を規定

している。第4項では、事業者は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動または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介護支援専門員の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならないとされた。新たな規定も踏ま

え、以下の点に留意すること。 

 

原則、月ごとの勤務表の作成 

原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、日々の勤務時間、常

勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

 

 管理者による勤務状況等の管理 

勤務の状況等は、基準第17条により指定居宅介護支援事業所の管理者が管理すること。

非常勤の介護支援専門員を含めて、当該事業所の業務として一体的に管理されているこ

とが必要。 

 

事業所の介護支援専門員による業務担当 

事業所ごとに、事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させること。 

 

研修機会の確保 

介護支援専門員の資質の向上を図る研修の機会を確保しなければならない。 

 

職場におけるハラスメントの防止 

事業者は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動または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

超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化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項等により、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ている。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じる

ことが望ましい取り組みについては、以下のとおり。なお、セクシュアルハラスメント

については、上司や同僚に限らず、利用者やそ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＞ 

 

 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。 

 

  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



28 

 

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、適切な勤務体制の確保等の

観点から、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・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 

 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・月ごとの勤務（予定）表が作成されておらず、出勤した時間及び退勤した時間が確認で

きない。 

・勤務表上、勤務時間・常勤非常勤の別・職員間の兼務関係が不明確。 

 

 

業務継続計画の策定等（基準第19条の2） 

  

 感染症・非常災害発生時の業務継続計画策定 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に

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。当該規

定は、3年間の猶予期間が設けられており、令和6年3月31日までは努力義務、令和6年4月1
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日から義務化となる。しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況等を踏まえ、

義務化開始を待たず、可能な限り早期に策定していただくことをお願いする。 

 

業務継続計画には以下の項目を記載すること。 

 

◎感染症に係る業務継続計画 

   ・平時からの備え 

体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等 

  ・初動対応 

  ・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 

   ・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 

   ・緊急時の対応 

    業務継続計画発動基準、対応体制等 

   ・他施設及び地域との連携 

 

業務継続計画の周知と研修・訓練の定期的実施 

事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、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。感染症や災害発生時には、

従業者が連携し取り組むことが必要になることから、研修や訓練の実施は、すべての従業者が

参加できるようにすることが望ましい。 

 

◎研修の内容について 

・感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するもの 

 

・平常時の対応の必要性や緊急時の対応にかかる理解の励行を行うもの 

 

・定期的（年1回以上の開催）に行い、新規採用時には別に研修を実施すること 

 

・研修の実施内容は、記録すること 

 

・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可。 

    

 

◎訓練（シュミレーション）について 

   ・感染症や災害が発生した際、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践するケアの演習等を定期的（年1回以上）に

実施する 

 

   ・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防止のための訓練

と一体的に実施することも可。 
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   ・机上を含め、訓練の実施方法を問わないが、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。 

 

定期的な業務継続計画の見直し等 

 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

計画は策定して終わりではなく、研修や訓練を通じ、気づいた点があれば修正を加えていく等

事業所の実態に即したものになっていることが重要である。 

 

 

設備及び備品等（基準第20条） 

 事業者は事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供

に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

  

 事務室 

  専用の事務室を設けることが望ましいが、他の事業の用に供するものと明確に区分され

る場合は、他の事業所との同一の事務室であっても差し支えない。なお、同一の事業所

において、他の事業を行う場合に、業務に支障がないときは、それぞれの事業を行うた

めの区画が明確に特定されていれば可。 

 

 専用の事務室または区画 

  相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保すること。 

 

 設備及び備品等 

  事業に必要な設備及び備品等を確保すること。ただし、他の事業所及び施設等と同一敷

地内にある場合で、指定居宅介護支援の事業及び当該他の事業所及び施設等の運営に支

障がない場合は、当該他の事業所及び施設等に備え付けられた備品及び備品等を使用す

ることができる。 

 

 

従業者の健康管理（基準第21条） 

事業者は介護支援専門員の清潔保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければな 

らない。 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・雇入れ時健康診断及び定期健康診断を雇用主側において実施していない。 

・定期的に健康診断が行われていない。 

・健康診断記録が事務所に保管されていない。 

 

 

感染症の予防及びまん延防止のための措置（基準第21条の2） 

 事業者は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の措置を講じ

なければならない。 

 

 感染対策検討委員会の開催 

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をおおむね6月に1回以

上、定期的に開催すること。また、感染症が流行する時期等を勘案し、必要に応じて随
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時開催すること。検討した結果については、介護支援専門員に周知徹底を図ること。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。他の会議体を設置している場

合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求

められるが、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。 

  

 ※従業者が1名の事業所の取り扱い 

  感染症予防及びまん延の防止のための指針を整備することで、委員会を開催しない

ことも差し支えない。この場合は、指針の整備について、外部の感染管理等の専門

家等と積極的に連携することが望ましい。 

 

 

 

感染症予防及びまん延防止のための指針の整備 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針には、平常時の対策及

び発生時の対応を規定すること。 

 

平常時の対策 

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

策等） 

 

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（福津市は高齢者サー

ビス課介護事業所指導係）の関係課等との連携・報告等が想定される。発生時の事業

所内の連絡体制や関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくこと。 

 

※参考 厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き」 

 

  

感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練 

 

研修について 

事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練を定期的に実施すること。研修内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するとともに、当該事業所の指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生

的ケアの励行を行うものとする。当該事業所が定期的な研修（年1回以上）を開催

し、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。研修計画や実施した研

修内容については、記録すること。研修の実施にあっては、厚生労働省「介護施設・

事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修素材」等を活用する等、事業所内で

行うもので差し支えない。ただし、当該事業所の実態に応じて行われること。 

 

  訓練（シュミレーション）について 

  平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ュミレーション）を定期的（年1回以上）に行うことが必要である。訓練では、感染

症発生時に迅速に行動できるよう発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、

事業所内の役割分担の確認、感染症対策をした上でのケアの演習等を実施すること。

訓練の実施については、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されることが望ましいとされている。 
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掲示（基準第22条） 

事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務体制、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。運営規定の概要等を

記載した書面（ファイル等）を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、いつでも関係者

に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。事業所の見やすい場所と

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

い場所を指すものである。介護支援専門員の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常

勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、介護支援専門員の氏名まで掲示することを求める

ものではない。 

 

 ※事業所の見やすい場所 

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

い場所を指すものであることに留意すること 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・事業所に重要事項等が掲示されていない。 

・利用者が見えにくい場所に、重要事項が掲示されている。 

 

 

 

 

秘密保持（基準第23条第1項から第3項） 

 

従業者としての秘密保持 

介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者・その

家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

事業者がとるべき必要な措置 

事業者は、介護支援専門員その他の従業者が、従業者でなくなった後においても利用

者・家族の秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時に取り決め、例えば違約金につい

て定める等の措置を講ずるべきものであること。 

 

サービス担当者会議で個人情報を用いる場合の同意 

第23条第3項では、サービス担当者会議等で、利用者の個人情報を用いる場合は利用者

～チェックポイント～ 

 
指定通知の掲示も忘れずに！ 

新規・更新問わず、指定申請を受け、指定の通知を受けたら、事業所の見やすい場

所に標示してください。事業所の見やすい場所とは、利用者・その家族等にとって

見やすい場所です。介護事業所として、指定を受けていることを対外的に示すもの

です。 

   根拠：福津市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則第 2 条第 2 項 
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の同意を、家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得てお

かなければならないと規定している。この同意については、指定居宅介護支援事業者

が、指定居宅介護支援開始時に、利用者及びその家族の代表者から、連携するサービス

担当者間で個人情報を用いることについて、包括的に同意を得ることで差し支えないも

のである。 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・在職中、退職後の秘密保持について措置が講じられていない。 

 ・個人情報（家族を含む）使用の同意を、文書で得ていない。 

 

 

広告（基準第24条） 

指定居宅介護支援事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽または誇大なもので

あってはならない。 

 

 

居宅サービス事業者からの利益収受の禁止等（基準第25条） 

事業者及び管理者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、介護支援専門員に対し

て、利益誘導のために、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付ける旨の指

示等を行ってはならない。介護支援専門員は居宅サービス計画の作成または変更に関し、

利用者に対して、利益誘導のために特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用す

べき旨の指示等を行ってはならない。居宅介護サービスは、あくまで利用者の解決すべき

課題に則したものである必要があり、公正中立に行われるべきものであることに留意する

こと。 

また、事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対

して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居

宅サービス事業者等から金品その他財産上の利益を収受してはならない。 

 

 

苦情処理（基準第26条） 

 

苦情への対応 

自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置付けたサービスに対する利用

者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

 

苦情内容等の記録 

 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。苦情に対し指

定居宅介護支援事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため当該苦情（指定居宅介

護支援事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く）の内容等を義務づけたも

の。苦情はサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の

内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行うこと。 

 

市町村への調査等への協力等 

また、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、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もしくは提示の求め、当該市町村職員からの質問・照会に

応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導・助言を受けた場合は、

当該指導・助言に従って必要な改善を行わなければならない。また、市町村からの求め
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があった場合、その改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

 

利用者が苦情を申し立てることへの支援 

 居宅サービス計画に位置付けた介護サービスに対する苦情を国民健康保険団体連合会へ

申し立てることに関し、利用者に対し、必要な援助を行わなければならない。 

 

国民健康保険団体連合会が行う調査等への協力等 

 指定居宅介護支援等に対す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

う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体

連合会から指導・助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って、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求めがあった場合は、その改善

内容について報告しなければならない。 

 

苦情処理をするために講ずる措置の掲示 

 当該事業所の苦情を処理するために講じる措置の概要について明らかにする必要があ

る。相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサービス内容を説明

する文書に記載するとともに、事業所に掲示すること。 

 

＜想定される不適正事例＞ 

・苦情を処理するために講ずる措置の概要が事務所に掲示されていない。 

・苦情に対する処理経過を記録する様式が整備されていない。 

・相談窓口連絡先として、市町村（保険者）、国保連の窓口が記載されていない。 

・苦情処理マニュアルが事業所の実情に即した内容になっていない。 

 

 

事故発生時の対応（基準第27条） 

基準第27条は事故発生時の速やかな対応を規定したものである。事故発生については、原

因を解明し、再発防止の対策を講じることが必要。 

 

事故発生時の連絡等 

 事業者は、事故が発生した場合には、速やかに市町村・利用者の家族等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じなければならない。利用者に対する指定居宅介護支援の提供

により事故が発生した場合の対応方法について、あらかじめ定めておくこと。 

 

事故の記録 

事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しなければならない。 

 

損害賠償 

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とが規

定されている。このため、事業者は賠償すべき事態となった場合、速やかに対応するた

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。 

  

 ＜想定される不適正事例＞ 

・事故発生時の連絡マニュアル等がない。 

・事故報告等の記録が整備されていない。 

・病院受診等、保険者への報告義務がある事故について報告がなされていない。 
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虐待の防止（基準第27条の2） 

 虐待の発生またはその再発を防止するため、下記の措置を講じなければならない。 

 

 虐待防止検討委員会の定期的開催 

  虐待の防止のための対策を検討する委員会（以下「虐待防止検討委員会」）は、虐待等

の発生防止・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あり、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

や役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要。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。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービ

ス事業者との連携により行うことも差し支えない。テレビ電話装置等を活用して行うこと

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

療・介護関係事業者における個人情報の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 

   イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。 

   ロ 虐待防止のための指針の整備に関すること 

   ハ 虐待防止のための職員研修の内容に関すること 

   ニ 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 

   ホ 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 

   へ 虐待等が発生した場合、その発生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 

   ト 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 

 

 

  虐待防止のための指針整備 

   事業者が整備する虐待の防止のための指針には、次のような項目を盛り込むこと。 

   

   指針に盛り込まれるべき項目 

   イ 事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方 

   ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

～チェックポイント～ 
 

福津市への事故報告書の提出について 

福津市の事故報告書は、福岡県と同様の様式を使用し、報告基準も福岡県の内容に準

じています。様式は福津市公式ホームページ～健康・福祉→介護保険→介護事業者向

け情報→介護サービス事業所共通事項に掲載しています。 
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   ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

   ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

   ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

   へ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

   ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

   チ 利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項 

   リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

研修の定期的開催 

  当該事業所において、介護支援専門員に対し虐待の防止のための研修を定期的に実施す

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

るものであるとともに、当該事業所の指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとす

ること。組織的に徹底させるには、当該事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な研修（年1回以上）を実施するとともに、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。 

  研修の実施内容を記録することも必要。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えな

い。 

 

担当者の配置 

  事業所における虐待を防止するための体制として、上記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。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（基準第28条） 

事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその

他の事業の会計とを区分しなければならない。 

 

 

記録の整備等（基準第29条） 

事業者は、従業者、設備、備品、会計に関する記録を整備しなければならない、事業者

は、次の書類を整備し、その完結の日から、2年間（基準上）保存しなければならない。 

  

  保存が必要となる記録 

・指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 

  ・個々の利用者ごとに次の事項を記載した居宅介護支援台帳 

     イ  居宅サービス計画 

     ロ  アセスメントの結果の記録 

     ハ  サービス担当者会議等の記録 

     ニ  モニタリングの結果の記録 

  ・市町村への通知に係る記録 

  ・苦情の内容等の記録 

  ・事故の状況及び事故に際して採った処置の記録 
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  「その完結の日」とは 

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

死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的記録等（基準第 31条） 

 事業者及び居宅介護支援の提供にあたる者は、作成、保存その他これらに類するものの

うち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ)で行うことが規定されている、または想定されるものは、書面に

代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも

のをいう)により行うことができる。 

 

 電磁的記録による作成と保存 

  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。保存は以下のいずれかによること。 

  

  ・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、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 

 

   

  

 電磁的方法による同意等（基準第 31条第 2項） 

事業者及び居宅介護支援の提供にあたる者は、交付、説明、同意、承諾その他これら

に類するもの(以下「交付等」)のうち、書面で行うことが規定されているまたは想定

されるものは、相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう)によることがで

きる。 

 

 ①電磁的方法による交付 

  基準第 4条第 2項から第 8項までの規定に準じた方法によること。この集団指導資料 

の 6から 8ページ参照のこと。 

チェックポイント 

 
基準上、記録の保存は２年となっていますが、請求誤り等が発覚した際、地方

自治法に基づき、遡って報酬返還を求めることがありうることから、介護報酬

に関わる記録は、５年間の保存をお願いします。 
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 ②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。令和

2年 6月 19日内閣府・法務省・経済産業省通知「押印についてＱ＆Ａ」を参考にする

こと。 

 

③電磁的方法による締結 

  電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の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、電子署名を活用することが望まし

いこと。令和 2年 6月 19日内閣府・法務省・経済産業省通知「押印についてＱ＆

Ａ」を参考にすること。 

 

④その他 

 基準第 31条第 2項において、電磁的方法によることができるとされているものは、

①から③までに準じた方法によること。ただし、基準またはこの通知の規定により電

磁的方法の定めがあるものは、当該定めに従うこと。 

 

 電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「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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4. 報酬に関する基準  

 

 

 

居宅介護支援費（１月につき） 

■居宅介護支援費（Ⅰ） 

 利用者に対して、指定居宅介護支援を行い、かつ、月末において指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出して

いる指定居宅介護支援事業者について、区分に応じ、所定単位数を算定する。 

 

居宅介護支援費（ⅰ） 

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40未満である場合または40以上である場合におい

て、40未満の部分 

介護度 

要介護 1 1,076単位 11,211円 

要介護 2 1,076単位 11,211円 

要介護 3 1,398単位 14,567円 

要介護 4 1,398単位 14,567円 

要介護 5 1,398単位 14,567円 

 

 

居宅介護支援費（ⅱ） 

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分 

介護度 

要介護 1 539単位 5,616円 

要介護 2 539単位 5,616円 

要介護 3 698単位 7,273円 

要介護 4 698単位 7,273円 

要介護 5 698単位 7,273円 

 

 

居宅介護支援費（ⅲ） 

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分 

介護度 

要介護 1 323単位 3,365円 

要介護 2 323単位 3,365円 

要介護 3 418単位 4,355円 

要介護 4 418単位 4,355円 

要介護 5 418単位 4,355円 

 

地域区分別 1単位の単価・・・福津市（6級地）： 10.42円 
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■居宅介護支援費（Ⅱ） 
情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む）の活用または事務職員の配置

を行っている指定居宅介護支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ

月末において基準第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している場合、

区分に応じてそれぞれ所定単位数を算定する。 

 

居宅介護支援費（ⅰ） 

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45未満である場合または45以上である場合におい

て、45未満の部分 

介護度 

要介護 1 1,076単位 11,211円 

要介護 2 1,076単位 11,211円 

要介護 3 1,398単位 14,567円 

要介護 4 1,398単位 14,567円 

要介護 5 1,398単位 14,567円 

 

居宅介護支援費（ⅱ） 

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分 

介護度 

要介護 1 522単位 5,439円 

要介護 2 522単位 5,439円 

要介護 3 677単位 7,054円 

要介護 4 677単位 7,054円 

要介護 5 677単位 7,054円 

 

居宅介護支援費（ⅲ） 

ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合において、60以上の部分 

介護度 

要介護 1 313単位 3,261円 

要介護 2 313単位 3,261円 

要介護 3 406単位 4,230円 

要介護 4 406単位 4,230円 

要介護 5 406単位 4,230円 

 

 

情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用 

当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等

の負担軽減や効率化に資するものとする。 

 

（例）当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備

えたスマートフォン 

  

   訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込んだタブ

レット 

                                    等 
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 ※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。 

 

 

事務職員の配置 

当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等 

の負担軽減や効率化に資する職員とする。勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。 

当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支専 

門員1人あたり、1月24時間以上の勤務が必要。 

 

 

介護予防支援費  ４３８単位（１月につき） 
 

 

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスにつ 

いて、令和3年9月30日までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。 

 

 

基本報酬算定に係る留意事項 

 

取扱件数の算定方法 

基本単位数の（ｉ）（ii）（iii）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該事業所全

体の利用者（月末に給付管理を行っている者）の総数に、指定介護予防支援事業者から委託

を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の

常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

 

 

サービス利用票を作成した月に利用実績がない場合 

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用

実績がない月は、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただ

し、病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設から退院・退所する者等で

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

利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、

給付管理票の作成等、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は、請求すること

ができる。ただし、報酬算定の旨を適切に説明できるよう個々のケアプラン等において記録

し、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 

 

具体的には 

・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の（原案の）作成等、請

求にあたっての必要な書類の整備を行っていること 

・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録

で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 
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減算が適用される場合 

 

居宅介護支援の業務が適切に行われない場合（運営基準減算） 

 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、所定単位数の100分の50に相当する単

位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定し

ない。 

 
 厚生労働大臣が定める基準 

 ①指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ利用者に対して下記の事項に文書を交

付して説明を行っていない場合 

 

 ◎利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

  ◎利用者はケアプランに位置付けたサービス事業者等の選定理由の説明を求めることが

できること 

  ◎前 6 月間に当該指定居宅介護支援事業所で作成されたケアプラン総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下、「訪問介護等」）がそれぞ

れ位置付けられたケアプランの数が占める割合及び前 6 月間に作成されたケアプラン

に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の事業者によって提供されたも

のが占める割合 

 
 ②ケアプランの新規作成及びその変更にあたり、手続きに不備がある場合 

 

  ◎利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合 

  ◎サービス担当者会議の開催等を行っていない場合 

（やむを得ない事情がある場合を除く） 

  ◎ケアプランの原案の内容につき、利用者・その家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得た上で、ケアプランを利用者及び担当者に交付していない場合 

  
 ③以下の場合で、サービス担当者会議等を行っていない場合 

  ◎ケアプランを新規に作成した場合 

  ◎要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

  ◎要介護認定を受けている利用者が区分変更の認定を受けた場合 

 

 ④モニタリングに際し、以下の手続きがされていない場合 

  ◎1月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合 

  ◎モニタリングの結果を記録していない状態が 1月以上継続する場合 

 

特定事業所集中減算 

 毎年度 2回、次の判定期間における当該事業所において作成されたケアプランを対象とし、

減算の要件に該当した場合、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてに

減算を適用する。 

 ①判定期間が前期（3月 1日から 8月末）の場合は、減算適用期間を 10月 1日から 3月 31

日までとする。 

 ②判定期間が後期（9 月 1 日から 2 月末）の場合は、減算適用期間を 4 月 1 日から 9 月 30

日までとする。 
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各種加算について 
 

初回加算 ３００単位/月 
 新規にケアプランを作成する利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合、1月につき所

定単位を加算する。具体的には下記の場合に算定できる。ただし、運営基準減算に該当す

る場合は、当該加算は算定しない。 

 

 ①新規にケアプランを作成する場合 

 ②要支援者が要介護認定を受けた場合にケアプランを作成する場合 

 ③要介護状態区分が 2区分以上変更された場合にケアプランを作成する場合 

 

 

特定事業所加算  ※事前の届出が必要 
  

 特定事業所加算（Ⅰ） ５０５単位/月 

 特定事業所加算（Ⅱ） ４０７単位/月 

 特定事業所加算（Ⅲ） ３０９単位/月 

 特定事業所加算（Ａ） １００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居宅介護支

援事業所は、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。各

加算における厚生労働大臣が定める基準については、下記のとおり。 

 

特定事業所加算Ⅰ ５０５単位/月 

 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を 2名以上配置している 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員を 3名以上配置している 

□利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした

会議を定期的に開催している 

□24時間連絡体制、かつ、必要に応じ利用者等の相談に対応する体制を確保している 

□算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護 3、要介護 4 または要

介護 5である者の占める割合が 40％以上である（当該割合が 40％以上であることについて

は、毎月、その割合を記録しておくこと） 

□当該事業所の介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している 

□地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合でも、支援が困難な事例に

係る者に指定居宅介護支援を提供している 

□地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している 

□居宅介護支援費に係る運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていない 

□指定居宅介護支援費事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定

居宅介護支援事業所の介護支援専門員 1人当たり 40名未満（居宅介護支援費Ⅱを算定して

いる場合は 45名未満）であること 

□介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に

協力または協力体制を確保している（平成 28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合

格発表の日から適用） 

□他法人運営の指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

□必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス含
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む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している 

 

 

特定事業所加算Ⅱ ４０７単位/月 
 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を 1名以上配置している 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員を 3名以上配置している 

□利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした

会議を定期的に開催している 

□24時間の連絡体制、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している 

□当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している 

□地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合でも、当該支援が困難な事

例に係る者に指定居宅介護支援を提供している 

□地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している 

□居宅介護支援費に係る運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていない 

□指定居宅介護支援費事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定

居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり 40名未満（居宅介護支援費Ⅱを算定して

いる場合は 45名未満）であること 

□介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に

協力または協力体制を確保している（平成 28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合

格発表の日から適用） 

□他法人運営の指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

□必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス含

む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している 

 

 

特定事業所加算Ⅲ ３０９単位/月 
 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を 1名以上配置している 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員を 2名以上配置している 

□利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした

会議を定期的に開催している 

□24時間の連絡体制、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している 

□当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している 

□地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困

難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供しているか 

□地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している 

□居宅介護支援費に係る運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていないか 

□指定居宅介護支援費事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定

居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり 40名未満（居宅介護支援費Ⅱを算定して

いる場合は 45名未満）であること 

□介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に

協力または協力体制を確保している（平成 28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合

格発表の日から適用） 

□他法人運営の指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

□必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス含

む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 
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特定事業所加算 A １００単位/月 
 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の主任介護支援専門員を 1名以上配置している 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員を 1名以上配置している 

□専ら指定居宅介護支援の提供にあたる常勤の介護支援専門員を常勤換算方法で 1 以上配置

している 

□利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした

会議を定期的に開催している 

□24時間の連絡体制、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している 

□当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している 

□地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困

難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供している 

□地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している 

□居宅介護支援費に係る運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていない 

□指定居宅介護支援費事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定

居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり 40名未満（居宅介護支援費Ⅱを算定して

いる場合は 45名未満）であること 

□介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に

協力または協力体制を確保している（平成 28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合

格発表の日から適用） 

□他法人運営の指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

□必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービス含

む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 

 

 

特定事業所加算を算定する事業所は 

 特定事業所加算は、中重度者や支援困難ケースへの積極的対応や専門性の高い人材の確保、

質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事

業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としている。このため、算定する

事業所は 

  ・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所である 

  

  ・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援

困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、モデル的な事業所である 

 

  ことが求められる。 

 

 

利用者に関する情報、サービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議 

 会議については、以下の要件を満たすものでなければならない。 

  

 ■議題の内容 

  議題には、少なくとも次のような議事を含めること 

 

  ・現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

  ・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

  ・地域における事業者や活用できる社会資源の状況 
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  ・保健医療及び福祉に関する諸制度 

  ・ケアマネジメントに関する技術 

  ・利用者から苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

  ・その他必要な事項 

 

  ■議事の記録と保存 

議事について、記録を作成し、２年間保存（基準上）しなければならない。 

 

  ■「定期的」の頻度 

おおむね週１回以上であること。 

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

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

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

 

  ■２４時間連絡可能な体制 

常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じる

ことが可能な体制をとる必要があること。当該事業所の介護支援専門員が輪番制によ

る対応等も可能。 

 

特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、携帯電話等の転送による対応等も

可能であるが、連絡先事業所の利用者に関する情報を共有することから、指定居宅介

護支援等基準第 23条の規定の順守とともに、利用者・その家族に対し、当該加算算定

事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い、同意を得ること。 

 

  ■「計画的に研修を実施している」とは 

   当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のた

めの勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の

目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまで

に次年度の計画を定めなければならない。管理者は研修目標の達成状況を適宜、確認

し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。 

 

   年度の途中で、特定事業所加算を算定する場合は、当該届出を行うまでに当該計画を

策定すればよい。 

 

   特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所は、連携先事業所との共同開催による研修実

施も可能。 

 

  ■地域包括支援センターとの連携 

   特定事業所加算を算定する事業所は、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるもの

でなければならず、このため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければな

らないこと。 

 

  ■「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制 

   協力または協力体制とは、現に研修における実習等の受け入れが行われていることに

限らず、受け入れが可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介

護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意しているこ
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とを書面等によって提示できるようにすること。 

 

   特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所は、連携先事業所との共同による協力及び協

力体制も可能である。 

 

  ■他法人運営の指定居宅介護支援事業者と共同での事例検討会等の実施 

   特定事業所加算を算定する事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所と

して、地域の介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場であるこ

とから、同一法人内にとどまらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例

検討会等の取り組みを、自ら率先して実施していかなければならない。事例検討会等

の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が

始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。年度の途中で加算取得の届をす

る場合は、届出までに当該計画を策定すればよいこと。 

 

   特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所は、連携先事業所との協力による研修会等の

実施も可能である。 

 

 

  ■記録 

   毎月末までに、基準の順守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存（基準上）す

るとともに市町村長からの求めがあった場合は、提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

特定事業所医療介護連携加算 １２５単位/月  ※事前の届出が必要 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届出た指定介護支援

事業所は、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 

 

■退院・退所加算の算定に係る病院等との連携回数合計が 35回以上 

前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間において、退院・退所加算の算定に係る病院

等との連携の回数（情報の提供を受けた回数）の合計が 35回以上。退院・退所加算の算

定回数ではない。 

 

～チェックポイント～ 

 

加算取得の要件となっているものは、常に記録をとるようにしてください。届出を

行っている体制を満たさない場合は、所定の手続きを行ってください。届出なしに、

既に算定していた特定事業所加算よりも下位の加算の算定をすることは認められま

せん。 
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■ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が 5回以上 

前々年度の 3 月から前年度の 2 月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を

5回以上算定していること。 

 

■特定事業所加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを算定していること 

  特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業

所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものである。このため、

上記の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）のいずれかを算定

していない月は、特定事業所医療介護連携加算の算定はできない。 

 
 

 

入院時情報連携加算  

 入院時情報連携加算（Ⅰ） 200単位 

 入院時情報連携加算（Ⅱ） 100単位 
  ※（Ⅰ）（Ⅱ）は併算定不可 

 

 利用者が病院または診療所に入院するにあたり、当該病院または診療所の職員に対し、当

該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別

に厚生労働大臣が定める基準に従い、利用者 1 人につき、1 月に 1 回を限度として所定単

位数を加算する。情報提供方法として、居宅サービス計画等を活用して可。 

 

 入院時情報連携加算（Ⅰ）の算定要件 

 当該利用者が入院して 3 日以内に、当該医療機関等の職員に対し、当該利用者に係る必要

な情報を提供していること。 

 

 入院時情報連携加算（Ⅱ）の算定要件 

 当該利用者が入院してから 4 日以上 7 日以内に、当該医療機関等の職員に対し、当該利用

者に係る必要な情報を提供していること。 
 

 必要な情報とは 

 当該利用者の入院日、心身の状況（例えば、疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有

無等）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況等）

及びサービスの利用状況をいう。 

  

居宅サービス計画等への記録 

 情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、ＦＡＸ

等）等について、居宅サービス計画等へ記録すること。 

 

 

 

退院・退所加算  
 病院または診療所に入院していた者、介護保険施設に入所していた者が退院・退所し、そ

の居宅において、居宅サービス・地域密着型サービスを利用する場合、当該病院等または

介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、

居宅サービス計画を作成し、居宅サービス・地域密着型サービスの利用調整を行った場合、

当該利用者が当該調整を行ったサービスの利用開始月に所定単位数を加算する。面談はテ
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レビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用者・その家族が参加する場合

は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得る必要がある。初回加算を

算定する場合は、退院・退所加算は算定しない。 

 

退院・退所加算の単位数（厚生労働大臣が定める基準） 

 （ Ⅰ ） イ

450単位 

（ Ⅰ ） ロ

600単位 

（ Ⅱ ） イ

600単位 

（Ⅱ）ロ 

750単位 

（Ⅲ） 

900単位 

関係者から

の利用者に

係る必要な

情報提供の

回数 

1回 

（カンファ

レンス以外

の方法） 

1回 

（カンファ

レンスによ

る） 

2回以上 

（カンファ

レンス以外

の方法） 

2回 

（うち 1 回

以上はカン

ファレンス

による） 

3回以上 

（うち 1 回

以上はカン

ファレンス

による） 

※初回加算を算定する場合は算定しない。 

 

留意事項 

①カンファレンスについて 

 退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や

居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

 

②回数の算定 

 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合、またはカンファレンスに参加した場合で

も、1回として算定する。 

 

③退院・退所後の情報を得た場合 

 退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることを原則とされつつ、退院後 7 日以内

に情報を得た場合は、算定できる。 

 

④記録の整備 

 カンファレンスに参加した場合は、カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要

点等について、居宅サービス計画書等に記録し、利用者・家族に提供した文書の写しを添

付すること。 

 

 

 

通院時情報連携加算 ５０単位 

利用者が医療機関で、医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等に対して

当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報提供を行い、医師等

から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場

合は、利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。同席する際は、

利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行うこと。 

 

算定要件等 

・利用者 1人につき、1月に 1回の算定を限度とする。 

・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必

要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サー

ビス計画（ケアプラン）に記録すること。 
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緊急時等居宅カンファレンス加算  ２００単位 
 病院・診療所の求めにより、当該病院・診療所の医師・看護師等とともに利用者の居宅を

訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス・地域

密着型サービスの調整を行った場合は、利用者１人につき１月に２回を限度として所定単

位数を加算する。 

 

算定要件 

・カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあわせて）、カンファレンス

に参加した医療関係職種等の氏名、そのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記

載すること。 

 

・当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大

幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大

きく変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画

を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行う等、適切に対応すること。 

 

 

 

ターミナルケアマネジメント加算  ４００単位/月 ※事前の届が必要 
 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届出ている場合に

おいて、在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る）に対し、その死亡日及び

死亡日前 14日以内に 2日以上、当該利用者・その家族の同意を得て、当該利用者の居宅を

訪問し、当該利用者の心身状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付け

た居宅サービス事業者に提供した場合は、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 

 ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できる

体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整

備していること。 

 

 

 留意事項 

 ①算定月 

  在宅で死亡した利用者の死亡月に加算する。利用者の居宅を最後に訪問した日の属する

月と利用者の死亡月が異なる場合は、死亡月に算定する。 

 

 ②算定できる事業所 

  本加算は、1人の利用者に対し、1か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できる。要

件を満たす事業所が複数ある場合は、当該利用者が死亡日またはそれに最も近い日に利

用した指定居宅サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した事業所が算定する。 

 

③支援の記録 

  ターミナルケアマネジメントを受けていることにつき、利用者・その家族が同意した時

点以降は、次の事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。 

 

  ・終末期の利用者の心身または家族の状況の変化、環境の変化及びこれらに対して居宅

介護支援事業所が行った支援についての記録 



51 

 

  ・利用者の支援にあたり、主治の医師及び居宅介護サービス計画に位置付けた指定居宅

サービス事業者等と行った連絡調整に関する記録 

 

 ④死亡診断を目的とし医療機関へ搬送された場合 

  ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が死亡診断を目的として医療機関へ搬

送され、24時間以内に死亡が確認される場合等は、本加算を算定できる。 

 
 ⑤人生の最終段階における医療・ケア 

  ターミナルケアマネジメントにあたっては、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。 
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5. その他 
 

短期入所生活介護の長期利用について 
 

1 短期入所生活介護の目的及び基本方針 

 短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、短期間の入所により、利

用者の心身機能の維持または療養生活の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るもの

です。 

 

 短期入所サービスの連続した利用は 30 日までと制限されており、連続 30 日を超える利用

日は保険給付の対象とならず、費用の全額を利用者が負担します。 

 

 短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えない

ようにします。在宅生活の維持という観点からの目安であるため、一律に機械的に適用され

るものではなく、特に必要になる場合には超過が認められている場合があります。 

 

2 長期利用をする場合 

① 短期入所生活介護の長期利用を希望する場合、担当者会議で下記の内容等を検討して必要

性を判断する。 

・在宅でのサービスを検討したか（介護できる家族や他のサービスの利用は検討したか） 

・短期入所生活介護の利用期間は一時的なものか（介護者の介護困難な理由） 

・施設の入所の申込をしているか（複数の施設の申込をしているか） 

・入所は可能な状態か（施設に入所できる状態であり、入居の優先順位はどのくらいか） 

・短期入所先の受け入れは可能か 

 

② 原則、ケアマネジャーは、短期入所生活介護利用開始前に下記の書類を市に提出をする。

（窓口持参または郵送） 

・短期入所生活介護の長期利用に係る確認書 

・ケアプラン（1表、2表、3表）、サービス担当者会議の要点（4表） 

 

3 利用終了後の対応 

  ・短期入所生活介護の長期利用が終了した場合は、市へ連絡をしてください。（電話連絡

可） 

 

 

 

介護報酬の請求等の消滅時効 
  

 

請求の消滅時効 

 介護報酬の請求 

介護保険において、事業者が受け取る介護報酬（9 割・8 割・7 割分）は、利用者を代理し

て受領するという構成になっていることから、介護保険法第 200 条第 1 項の規定により、

２年となる。このため、2年を過ぎると請求ができなくなることに留意いただきたい。請求

の消滅時効の起算日は、介護報酬は各利用月分について、翌月 10日までに請求し、審査後、

その翌月末までに支払うこととなっているため、サービスを提供した日の属する月の

翌々々月の 1日となる。 
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介護予防・日常生活支援総合事業費の請求 

介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が実施主体であることから、地方自治法第 236

条第 1項の規定により、5年となる。 

 

 

報酬等返還の消滅時効 

 

過払いの場合の返還請求（不正請求の場合を除く） 

 過払いの場合（不正請求の場合を含まない）の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であ

ることから、地方自治法第 236条第 1項の規定により、5年となる。このため、仮に認識の

誤りで悪意がなかったとしても、その報酬を受けていた場合、市は 5 年さかのぼって報酬

等の返還を求めることとなる。各事業所においては、定期的に行われる介護報酬改定の際

は特に注意し、算定要件に変更がないか確認を行うこと、人員配置の変更等の折には、算

定要件を満たしているか等必ず確認を行うこと。また、法で定められた手続きに従い、必

要な手続きを行った上で、必ず記録に残すこと、加えて、日々の業務の中で生じる疑義に

ついては、その都度、確認を行うことにより、報酬返還を求められることがないよう努め

ていただきたい。 

 

（例） 

 ・必要な手続きを行っていなかった（サービス担当者会議の未実施、記録する必要がある

ものの記録を行っていなかった 

 

  

 ※参考 地方自治法第 236条第 1項 

     金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定め

がある場合を除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通

地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同

様とする。 

 

 ※参考 平成 27年 4月 1日厚生労働省老健局事務連絡「介護給付費請求書等の保管につい

て」の一部改正について（介護保険最新情報 Vol.462） 
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自立支援・重度化防止に資するケアプランの作成 

 福津市においては、要介護３以上の給付費が福岡県下でも多くなっており、介護を必要と

する前の段階で自立につなげること、介護度の重度化を防ぐことがより一層求められる状

況です。今期計画において、介護保険料は現状維持をしておりますが、今後の給付費の増

大は、介護保険料の値上げへとつながることにもなります。多くの高齢者を支援する中で、

大変な作業とは思いますが、一層のご協力をお願いします。また、プランを作成するにあ

たり、以下の視点にも配慮ください。 

 

 

 

６．福津市からのお知らせ  
 

 福津市役所公式ホームページに介護事業所向けのページを開設 
  福津市役所公式ホームページトップページ～健康・福祉～介護保険・介護事業所向けの

情報に、介護事業所向けの情報をまとめています。居宅介護支援事業所に特に関係する事

項は、「介護サービス事業所共通事項」「指定居宅介護支援事業所」のページに掲載して

います。事業所の質問に対する回答等も含め、今後、充実させていきたいと考えていま

す。 

 

 指定申請等様式からの押印廃止 
  指定申請等各様式から事業者に押印を求めることや原本証明等の押印は廃止していま

す。法人の方針等で、押印された上で提出することについては差し支えありません。 

 

～チェックポイント～ 
 

返還請求は場合によって、5年さかのぼる！！ 

定められた手続きの手順が踏まれていない場合、記録が求められる事項の記録がな

い等正しい保険請求がなされていないと判断する場合、加算要件を満たさないにも

関わらず、算定していた等の事案が生じた場合、報酬の返還を求めることになりま

す。時効が成立していない限り、原則として 5年さかのぼることになります。意図的

な不正は 2年ですが、指定取消にもつながります。基本的事項を再確認し、事業所と

して適切な運営をお願いします！！ 

 

 

チェックポイント 

 
福祉用具の長期レンタルについて 

 福祉用具貸与を長期間レンタルすることは、長い目で見れば利用者負担も介護給付 

費も双方に負担になります。例えば、住宅改修で手すりを設置することで代替となる 

手段がある場合、そちらもご検討いただくようお願いします。 
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令和３年度 

集団指導資料 居宅介護支援事業所 

 

福津市高齢者サービス課介護事業所指導係 


