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地域密着型サービスとは・・・ 
 

地域密着型サービスは、要介護や要支援状態となっても、可能な限り、住み慣れた自宅や

地域での生活を継続できるようにするためのサービス体型として、平成１８年４月に創設さ

れました。 

  住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的としているため、原則として、当該地域密着

型サービス事業所が所在する市町村の住民（被保険者）が利用できるサービスで、市町村が

指定・指導監督の権限を持ちます。 

  なお、有田町の地域密着型サービスを利用できる方は、要支援・要介護の認定を受けた有

田町の被保険者のみです。 

 

 

 

 

人員、設備及び運営に関する基準について 

 

総  則 

 
（趣旨）【基準第 1条】 

基準の性格[基準省令の解釈通知より抜粋] 

１．指定地域密着型サービスの事業が、その目的を達成するために必要な最低限度の基準を定め

たものであり、事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。 

 

２．指定地域密着型サービスの事業者は基準を満たさない場合には、指定地域密着型サービスの

指定又は更新は受けられない。 

   

３．基準違反には、厳正に対応する。 

※指定地域密着型サービス事業の多くの分野で、基準に合致することを前提に、自由に事業

への参入を認めているため。 

 

 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則）【基準第 3条、予防第 3 条】 
１．サービス提供の心構え 

事業者は、利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。 

 

２.他団体との連携 

事業者は、地域との結び付きを重視し、他団体との連携に努める。 

※他団体…市町村、他の地域密着型サービス事業者、居宅サービス事業者、その他の保健医

療サービスや福祉サービスを提供する者 

 

  



4 

１ 基本方針 【基準第89条、予防第69条】 

認知症対応型共同生活介護は、要介護や要支援であって認知症であるものについて、共同生活住

居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活

上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営

むことができるようにするもの（利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の

維持又は向上を目指すもの）でなければならない。 
 

２ 人員基準 【第 90 条～92条、予防第 70条～72 条】 
 

共同生活

住居（ユ

ニット）

ごとの介

護従事者 

 

 

(１) １以上の者は常勤であること。 

 

(２) 日中の時間帯（夜間及び深夜の時間帯以外） 

 利用者の数が３又はその端数を増すごとに、常勤換算方法で１人以上配置すること(３：１) 

※介護従業者については、利用者が認知症を有する者であることから、認知症の介護等に対

する知識、経験を有する者であることを原則とする。なお、これ以外の介護従業者にあって

も研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るものとする。 

※利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とす

る。 
 

(３) 夜間及び深夜の時間帯 

 共同生活住居ごとに夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上 の介護従事者に夜間及び深夜の

勤務（宿直を除く）を行わせるために必要な数以上配置すること。 

 

認知症対応型共同生活介護事業所に小規模多機能型居宅介護事業所が併設され、以下の

要件を満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められる場合に限り、夜勤職員の職

務を兼ねることができる。 

  ①認知症対応型共同生活介護事業所の定員と小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり

の定員の合計が９名以内であること。 

 ②認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接してお

り、一体的な運用が可能な構造であること。 
 

 

計画作成

担当者 

 

(１) 共同生活住居（ユニット）ごとに配置すること。 

※他の事業所及び共同生活住居（ユニット）間の兼務はできない。 
 

(２) 保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し、知識及び経験を有す

る者であること。 
 

(３) 厚生労働大臣が定める次の研修を修了していること。 

  「実践者研修」又は「基礎課程」 

  ※さらに専門性を高めるための研修を受講するよう努めること。 
 

(４) 専らその職務に従事する者であること。 

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務もしくは管理者

との兼務が可能とする。 

※介護従業者を兼務する場合は、担当の共同生活住居のみ兼務が可能となります。 
 

(５) 計画作成担当者のうち少なくとも１人は介護支援専門員を配置すること。 

ただし、次の場合は介護支援専門員を置かないことができる。 

⇒ 併設する小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所の介

護支援専門員との連携により当該認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待

することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないとき。 
 

(６) 介護支援専門員は介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督すること。 
 

(７) 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホ－ムの生活相談員や介護老人保

健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務

経験を有するものを充てることができる。 
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管理者 

 

(１) 共同生活住居ごとに配置すること。 
 

(２) 常勤であること。 
 

(３) 専ら管理者の職務に従事する者であること。 

 ただし、次の場合、共同生活住居の管理上支障がない場合に限り兼務することが可能です。 

・ 当該共同生活住居の他の職務に従事する場合 

・ 同一敷地内にある事業所、施設等の職務に従事する場合 

・ 併設する小規模多機能居宅介護事業所若しくは看護小規模多機能型居宅事業所の職務に従

事する場合 

※同じ法人内の他の事業所に勤務している場合でも、上記の要件を満たしていなければ兼務

とはならず、それぞれの事業所で「非常勤専従」となりますので、ご注意ください。 
 

(４) 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ－、介護老人保健施設、介護医療院、指定

認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である

者の介護に従事した経験を有する者であって（５）の研修を修了していること。 
 

(５) 厚生労働大臣が定める次の研修を修了していること。 

・ 「認知症対応型サービス事業管理者研修」 

※下記の研修修了者は、事業者の管理者として必要な研修を修了したものとみなされます。 

・ 「実践者研修」又は「基礎課程」を修了し、現に特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンタ－、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職

務に従事している。 

・ 「認知症高齢者グループホーム管理者研修」 
 

 

代表者 

 

(１) 以下のいずれかの経験を有していることが必要です。 

・ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ－、介護老人保健施設、介護医療院、指定

認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である

者の介護に従事した経験がある者であって（２）の研修を修了していること。 

・ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験がある者であって（２）の

研修を修了していること。 
 

(２) 厚生労働大臣が定める次の研修を修了していること。 

・ 「認知症対応型サービス事業開設者研修」 

 

※ただし、代表者の変更の届出を行う場合については、代表者交代時に「認知症対応型サービ

ス事業開設者研修」が開催されていないことにより、当該代表者が研修を修了していない場合、

代表者交代の半年後又は次回の開催日程のいずれか早い日までに修了することで差し支えな

い。 
 

※下記の研修修了者は事業者の代表者として必要な研修を修了したものとみなされます。 

・ 「実践者研修」又は「実践リーダー研修」、「認知症高齢者グループホーム管理者研修」 

・ 「基礎課程」又は「専門課程」 

・ 「認知症介護指導者養成研修」 

・ 「認知症高齢者グループホーム開設予定者研修」 

 

● 人員基準の用語の定義等 
 

(１) 常勤換算方法 

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週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

員数を常勤の員数に換算する方法をいう。 

 

【常勤換算方法による職員数の算定方法について】 

歴月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 
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※やむを得ない事情により、配置されていた従業員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合

は、１月を超えない期間内に従業員が補充されれば、従業員数が減少しなかったものとみなす

こととする。 
 

(２) 勤務延べ時間数 

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又は当該事業に係るサービス提供のた

めの準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付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、当該事業所において

常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 
 

(３) 常勤 

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。）に達している場合「常勤」となる。 

ただし、育児休業、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に規定する所

定労働時間の短縮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は、例外的に常勤の従業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。 

※事業者の雇用形態が正規職員であっても、上記の時間に達していない場合は、「非常勤」となり

ます。 
 

(４) 専ら従事する・専ら提供に当たる 

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

である。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事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。 
 

(５) 前年度の平均値 

① 当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。）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に当たっては、小数点第２位以下を切り上

げるものとする。 

② 新たに事業を開始し、若しくは再開した事業所においては、新設又は増床分のベッドに関して

は、前年度において１年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の

利用者数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の９０％を利用者

数等とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利用者等

の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床から１年以上経過している場合は、

直近１年間における全利用者数等の延数を１年間の日数で除して得た数とする。 

また、減床の場合には、減少後の実績が３月以上あるときは、減少後の利用者等の延数を延

日数で除して得た数とする。 
 

(６) 夜間及び深夜の時間帯の設定 

当該事業所を構成する共同生活住居ごとに利用者の生活サイクル等に応じて１日の活動の終了

時刻から開始時刻までを基本として設定する。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 
問 常勤換算の考え方 直接処遇職員の常勤換算の考え方   
  グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。 

（答）直接処遇職員（兼務も含む）の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で除したものが常勤換算

数となる。 
例えば、職員１０名、常勤職員の勤務時間が１週４０時間のグループホームにおいて、 
①管理者１名（常勤、介護職員兼務） 
②サービス計画作成担当者１名（常勤、介護職員兼務） 
③介護職員４名（常勤） 
④介護職員３名（非常勤、週３日、１日４時間･･･週１２時間） 
⑤事務職員１名（兼務無し）と配置されている場合は、 
（（①+②+③）×４０時間+④×１２時間）÷４０時間＝６.９（常勤換算人数）となる。 
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なお、この場合事務職員は算定されない。 
上記を参考に、各事業所における常勤職員の勤務時間等を考慮して算定されたい。 
 

 Ｑ＆Ａ（平成２４年３月３０日） 

問 ３つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を３名配置する必

要があるのか。 
（答）３つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所であっても、各共同生活住居ご

とに夜勤職員の配置が必要であるため、３名の夜勤職員を配置する必要がある。 
なお、事業所の判断により、人員基準を満たす夜勤職員を配置したうえで、さらに宿直職員を配

置する場合は、「社会福祉施設における宿直勤務のとり扱いについて」（昭和４９年８月２０日社施

第１６０号）に準じて適切に行うことが必要である。 
 

Ｑ＆Ａ（平成１５年３月３１日） 
問 夜間及び深夜の勤務従業者の休憩時間の取扱いについて 
  グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び

深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の

介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところで

ある。 
  一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも

４５分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中にあたえな

ければならないこととされている。 
  以上を踏まえると、グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業

者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を１人確

保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を２人確保するか、夜間及び深

夜の勤務に従事する介護従業者を１人、宿直勤務に従事する介護従業者を１人確保することが必要

となると解するがどうか。 
（答）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）

及び厚生労働大臣が定める基準（平成１２年厚生省告示第２５条）の中のグループホームにおける

夜間及び深夜の勤務に係る規定の取扱いは以下のとおりである。 
① グループホームにおいて夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者には、労働基準法第３４条

の規定に基づき、少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 
② この場合において、次に掲げる条件が満たされていれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以

上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせているものと取り扱って差し支えない。 
 「当該介護従業者は、休憩時間を事業所内で過ごすこと。仮に、当該介護従業者が休憩時間中

に当該事業所を離れる場合にあっては、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意

向を伝え、使用者が当該時間帯に必要な交替要員を当該事業所内に確保できるようにすること。」 
③ なお、グループホームにおいては、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者が労働基準法に

則って休憩時間を取得できるようにする必要があるが、労働基準法第８９条において、休憩時間

については、就業規則に明記しなければならないこととされているため、常時１０人以上の労働

者を使用するグループホームにあっては、就業規則において、夜間及び深夜の時間帯のうち休憩

時間とする１時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に定めておく必要がある。 
就業規則において休憩時間を一議的に定め難い場合にあっては、基本となる休憩時間として夜

間及び深夜の時間帯のうち休憩時間とする１時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に定めると

ともに、休憩時間については具体的には各人毎に個別の労働契約等で定める旨の委任規定を就業

規則に設ける必要があり、さらに、個別の労働契約等で具体的に定める場合にあっては、書面に

より明確に定めておく必要がある。 
なお、常時１０人未満の労働者を使用するグループホームにあっても、労働条件を明確化する

観点から、就業規則を作成することが望ましい。 
また、当該時間帯は当該介護従業者が就労しないことが保証されている時間帯であるが、仮に

入居者の様態の急変等に対応して当該介護従業者が労働した場合には、当該労働に要した時間に

相当する時間を当該夜間及び深夜の時間帯の中で別途休憩時間として取得する必要があるため、

別途の休憩時間を取得した場合にはその旨を記録しておく旨の取扱いを定めておくことが望ま

しい。 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

介護職Ａ 1 2 3 4 5 6 7 休 8

介護職Ｂ 9 10 11 12 13 14 休 15 16

介護職Ｃ 17 18 19 20

介護職Ｄ 21 22 23 24

介護職Ｅ 25 26

介護職Ｆ 27

夜間及び深夜の時間帯

① ７：００～１６：００（休憩１時間） ・夜間及び深夜の時間帯 ２１：００～翌７：００

② ９：００～１８：００（休憩１時間） ・日中の時間帯 ７：００～２１：００

③ １７：００～２１：００

④ ７：００～１１：００ ※『夜間及び深夜の時間帯』は、利用者の生活サイクルに

⑤ １９：００～２４：００ 　応じて、１日の活動修了時刻から開始時刻までを基本とし

⑥ ００：００～8：００（休憩１時間） 　て、各事業所ごとに設定する。また、その残りの時間帯を

常勤職員の1日の勤務時間数　８時間 　『日中の時間帯』と設定する。　

利用者　９名

【人員配置基準】

・『日中の時間帯』

　 基準：「日中の時間帯」に３人×８時間＝２４時間分以上の介護職員を配置

　　　　かつ、当該時間帯において１以上の介護職員を配置

上記表配置：介護職Ａ（８Ｈ）+介護職Ｂ（８Ｈ）+介護職Ｃ（４Ｈ）+介護職Ｄ（４Ｈ）

　+介護職Ｅ（２Ｈ）+介護職Ｆ（１Ｈ）

　また、日中の時間帯を通じて１以上の介護職員を配置

　　 ・『夜間及び深夜の時間帯』

グループホームにおける介護職員の人員配置基準の考え方について

夜間及び深
夜の時間帯

勤務時間

基準：「夜間及び深夜の時間帯」を通じて１以上の介護職員を配置

　合計２７時間分の介護職員を配置

グループホームにおける介護職員の必要な勤務時間数

日中の時間帯（１４時間）

（時）

・夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者の休憩時間について

労働基準法第３４条の規定に基づき、少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えな

ければならない。

この場合においては、「当該介護従業者は、休憩時間を事業所内で過ごすこと。仮に、当該介

護従業者が休憩時間中に当該事業所を離れる場合にあっては、あらかじめ、十分な時間的余

裕をもって使用者にその意向を伝え、使用者が当該時間帯に必要な交代要員を当該事業所内

に確保できるようにすること。」が条件となっている。

【詳細：厚生労働省 介護サービスＱ＆Ａ№１０２６】
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３ 設備基準 【第 93 条、予防第 70 条】 

 

４ 運営基準 【第 94 条～108 条、予防第 70 条】 
 

内容・手続の説

明と同意 

 

 

あらかじめ利用申込者または家族に対し、運営規程の概要等サービス選択に関係する重要

事項を文書で説明、同意を得て、提供を開始しなければならない。 

内容 ①運営規程の概要 ②介護従業者の勤務体制 ③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 ⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況 

⑥その他利用申込者がサービスを選択する為必要な重要事項 
 

 

提供拒否の禁

止 

 

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

※正当な理由がある場合とは 

 ①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事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

 ③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 
 

 

住居 共同生活住居の数は１または２とする。 

 

定員 
 

(１) 共同生活住居の入居定員は５人以上９人以下 
 

(２) 居室の定員は１人 

ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は２人とすることができる。 
 

 

居室 

 

(１) 個室であること(処遇に必要な場合は２人部屋も可) 
 

(２) 居室の床面積は７．４３㎡以上（約４．５畳）以上であること。 

※面積を計算する場合は有効面積（内法・内寸）によるものとする。 

※収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる十分な広さとする

こと。 
 

 

居間 

食堂 

台所 

浴室 

消火設備その他

の非常災害に際

して必要な設備 

その他日常生活

上で必要な設備 

 

(１) 事業所は、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備及び指定認知症対応型共同生活介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。 
 

(２) 居間・食堂は、同一の場所とすることができる。 

・居間及び食堂は同一の室内にできるが、その場合もそれぞれの機能が独立していること

が望ましい。 

・１つの事業所に複数の共同生活住居を設ける場合でも、居間、食堂、台所については、

各共同生活住居ごとに専用でなければならない。なお、管理上支障がない場合は、事務

室については、兼用であっても差し支えない。 
 

(３) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 

・消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること。 

・タバコ、ライタ－等の適切な管理や消火・避難訓練の徹底など、防火体制の強化を図る

こと。 

・平成２７年４月から、改正後の消防法施行令が施行され、原則として全ての事業所でス

プリンクラー設備の設置が義務付けられたので、留意されたい。 
 

 

立地 

 

住宅地の中又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される

地域の中にあること。 
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受給資格等の

確認 
 

 

被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無や有効期間を確認する。被保険者証

に認定審査会意見の記載があるときは、それに配慮してサービスを提供するよう努めなけれ

ばならない。 

 

要介護認定の

申請に係る援

助 

 

(１) 要介護認定を受けていない利用申込者について、要介護認定の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。 

(２) 居宅介護支援が利用者に行われていない等の場合であって、必要と認めるときは、要

介護認定の更新申請が、遅くとも利用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。 

 

 

入退居 
 

(１) 要介護者又は要支援者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活に支

障がない者に提供すること。 

(２) 入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により認知症であることの確認

をしなければならない。 

※認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、共同生活住居において共同生活を送

ることに支障があると考えられることから、サービスの対象とはならない。 

(３) 入院治療を要する等、サービスの提供が困難な場合は、他の事業者・介護保険施設・

病院・診療所の紹介等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

(４) 入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めな

ければならない。 

(５) 利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環

境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 

(６) 利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、

指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保険医療サービス又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。 

 

 

サービスの提

供の記録 

 

(１) 入居に際しては、入居年月日・共同生活住居の名称を、退居に際しては退居年月日を、

被保険者証に記載しなければならない。 

(２) サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等（サービス提供日、

サービスの内容、利用者の状態、その他必要な事項）を記録しなければならない。また、

当該記録は、２年間保存しなければならない。 

 

 

利用料等の受

領 

 

(１) 法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、

その利用者から利用料の一部として、サービス費用基準額から事業者に支払われる地域密

着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払をうけるものとする。 

(２) 法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際の

利用料の額と、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。 

(３) 前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けること

ができる。 

 ① 食材料費  ② 理美容代  ③ おむつ代  ④ 前三号に掲げるもののほか、指

定認知症対応型共同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、その利用者に負担させることが適当と認められるも

の。（⇒Ｐ２１-２３） 

※保険給付の対象とな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。 

 ※支払いを受ける費用については、算定根拠等を明確にしておく必要がある。 

 ※対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行う。 

(４) 事業者は、費用の額に係る指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該指定認知症対応型共同生活介護の内容及び費用

について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 
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保険給付の請

求の証明書の

交付 

 

法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払をうけた場合、内容、費用の額、その他

認められる事項等を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。 

 

 

認知症対応型

共同生活介護

の取扱方針 

 

(１) 利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、

利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行わなければならない。 

※「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラン（厚生労働省）」を

参照。 

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

で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。 

(３) 認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮

して行わなければならない。 

(４) 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっ

ては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

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。 

(５) 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は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。 

(６) 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。なお、当該記録は、２年間保

存しなければならない。 

(７) 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる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を三月に一回以上開催するとと

もに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③ 介護従業者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。（※身体拘束等の適正化について ⇒Ｐ１６） 

(８) 指定認知症対応型共同生活介護は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護

の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表

し、常にその改善を図らなければならない。(⇒ Ｐ１９-２０) 

 ※自己評価及び外部評価は、原則として少なくとも年１回実施すること。 
 

 

認知症対応型

共同生活介護

計画の作成 

 

(１) 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者に計画作成業務を担当させること。 

(２) 計画作成に当たっては、通所介護等の活用、地域活動への参加の機会の提供等により、

利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

※多様な活動：地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエーション、行事、園芸、

農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等 

(３) 計画作成担当者は、利用者の心身の状況や希望等を踏まえ、他の介護従業者と協議の

上、援助の目標、目標達成のための具体的なサービス内容等を記載した計画を作成しなけ

ればならない。 

(４) 計画作成担当者は、計画作成に当たりその内容を利用者又はその家族に対して説明

し、利用者の同意を得なければならない。 

(５) 計画作成担当者は、計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

(６) 計画作成担当者は、計画作成後、他の介護従業者や他の居宅サービス等提供者と連携

して実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更を行うこと。 

(７) 第２項から第５項までの規定は、前項に規定する計画の変更について準用する。 
 

 

介護等 

 

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

よう、適切な技術をもって行わなければならない。 

(２) その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以

外の者（付添者等）による介護を受けさせてはならない。 

(３) 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努

めること。 
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社会生活上の

便宜の提供等 

 

(１) 画一的なサービスを提供するのではなく、利用者の趣味嗜好に応じた活動の支援に努

めなければならない。 

(２) 利用者・家族が必要な行政手続等を行うことが困難な場合、同意を得て代わって行わ

なければならない。 

 ※特に金銭にかかるものについては、書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行し

た後は、その都度本人に確認を得るものとする。 

(３) 常に利用者の家族と連携を図り、利用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。 

 
 

利用者に関す

る市町村への

通知 

 

利用者が正当な理由なく指示に従わず要介護状態の程度を増進させたときや偽りその他

不正な受給があるとき等は、意見を付け市町村に通知する。 

 

 

緊急時等の対

応 

 

サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他の必要な場

合は、速やかに主治医・協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じる。 
 

 

管理者の責務 

 

管理者は、事業所の従業員の管理、利用の申し込みに係る調整、業務実施状況等の把握、

その他の管理を一元的に行い、規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

 

 

管理者による

管理 

 

管理者は、同時に施設・居宅・地域密着型・介護予防・地域密着型介護予防サービスの事

業所・病院・診療所・社会福祉施設の管理者であってはならない。（事業所・施設等が同一

敷地内にあること等により管理上支障がない場合は、この限りではない。） 

 

 

運営規程 

 

共同生活住居ごとに、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を定めてお

かなければならない。 

①事業の目的及び運営方針 ②従業者の職種、員数及び職務内容 ③利用定員 

④指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑤入居に当たっての留意事項 ⑥非常災害対策 ⑦その他運営に関する重要事項 

 

 

勤務体制の確

保等 

 

(１) 利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤

務の体制を定めておかなければならない。 

※介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜

の業務の担当者等を明確にすること 

(２) 前項の介護従業の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送る

ことができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 

(３) 介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

 

定員の遵守 

 

入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし災害等のやむを得ない事

情がある場合を除く。 

 

 

協力医療機関

等 

 

(１) 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければ

ならない。 

 ※協力医療機関等は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい。 

(２) 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。 

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

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

ない。 

 
 

非常災害対策 
 

(１) 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・連携体制を整
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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。 

(２) 前項に規定する訓練の実施に当たって、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。 

※「非常災害に関する具体的計画」とは、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する

ための計画をいう。その場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、防火

管理者に行わせるものとする。 

※火災等の災害時に地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業者へ周知す

るとともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協

力してもらえるような体制づくりが必要である。また、訓練の実施に当たっては、消防関

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

 
 

衛生管理等 
 

(１) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

(２) 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

※食中毒や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や

指導を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

※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について

は、国からの通知に基づき、適切な措置を講じること。 

※空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 

 

掲示 

 

見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制等利用申込者のサービス選択

に関係する重要事項を掲示しなければならない。 
 

 

秘密保持等 

 

(１) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはならない。 

(２) 事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はそ

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。 

(３) サービス担当者会議等で利用者等の個人情報を用いる場合は、利用者等の同意をあら

かじめ文書により得ておかなければならない。 

※サービス提供前に利用者及びその家族から文書により包括的な同意を得ておくこと。 
 

 

広告 

 

広告をする場合、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 
 

 

居宅介護支援

事業者に対す

る利益供与の

禁止 

 

(１) 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住

居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。 

(２) 指定介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介する

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。 
 

 

苦情処理 

 

(１) 利用者・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。 

 ※当該事業所における苦情を処理するための措置の概要（相談窓口の設置、苦情処理体制、

苦情処理の手順等）を明らかにし、その措置の概要を重要事項説明書等に記載し、また事

業所に掲示すること。 

(２) 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

※苦情の受付日やその内容等を記録しなければならない。 

※苦情が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行うこと。 

※苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければならない。 

(３) 提供したサービスに関し、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

提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び、利



14 

用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言

を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。 

(４) 市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければな

らない。 

(５) 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

法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号

の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

(６) 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康

保険団体連合会に報告しなければならない。 
 

 

調査への協力

等 

 

市町村が行う調査に協力し、指導・助言を受けた場合は必要な改善を行わなければならな

い。 
 

 

地域との連携

等 

 

(１) サービス提供に当たっては、利用者・家族・地域住民の代表者・事業所が所在する市

町村の職員又は地域包括支援センターの職員・知見を有する者等により構成される協議会

（運営推進会議）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報

告し、評価をうけるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 ※運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げ

る条件を満たす場合は、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催しても差し支えない。 

①利用者及び利用者家族については、匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護す

ること。 

②同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事務所間のネットワーク

の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事

業所であっても差し支えないこと。 

(２) 運営推進会議での報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し公表しなければ

ならない。 

(３) 事業の運営に当たっては、地域住民又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。 

(４) 提供した指定認知症対応型共同生活介護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・援助を行う事業等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 

 

(１) 指定認知症対応型共同生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利

用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者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。 

※事故発生時に対応方法を事前に定めておくことが望ましい。 

(２) 前項の事故の状況・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。 

 ※事故の発生原因を解明し、再発生防止策を講じること。 

(３) 指定認知症対応型共同生活介護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。 

 ※速やかに賠償するため、損害賠償保険に加入するか、賠償資力をもつことが望ましい。 
 

 

会計の区分 

 

事業所ごとに経理を区分するとともに、指定認知症対応型共同生活介護の事業の会計とそ

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 

 

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

(２) 利用者に対するサービス提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日

から２年間保存しなければならない。 

① 認知症対応型共同生活介護計画 

② 第９５条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

③ 第９７条第６項に規定する身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

④ 第３条の２６を準用する市町村への通知に係る記録 
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⑤ 第３条の３６第２項を準用する苦情の内容等の記録 

⑥ 第３条の３８第２項を準用する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 第８５条第２項を準用する運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録 
 

 
Ｑ＆Ａ（平成１２年３月３１日） 

問 家賃等の取扱いについて 

（答）認知症対応型共同生活介護の報酬には、いわゆる「ホテルコスト」は含まれていない（利用者の

自宅扱いである）ため、一般に借家の賃貸契約として必要な費用は利用者の負担とすることができ

る。 
したがって、家賃のほか、敷金・礼金、共益費といった名目のものも含まれる。なお、これらの

費用については、認知症対応型共同生活介護のサービスとして提供されるものにかかる費用ではな

いことから、「その他の日常生活費」とは区別されるべきものではあるが、こうした費用について

も、利用者等の受領と同様、予め利用者又はその家族に対し、当該費用について説明を行い、利用

者等の同意を得ることが必要である。 
 
 参 考 
老人福祉法第１４条の４（家賃等以外の金品受領の禁止等）[平成２４年４月改正] 
１ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、家賃、敷金及び入浴、排せつ、食事等の介護その

他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領

してはならない。 
２ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわたって受領すべき家賃その他厚生労

働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基

礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令

で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。 
３ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、

第５条の２第６項に規定する住居に入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日

までの間に、当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助につき契約が解除

され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により

算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。 
 
Ｑ＆Ａ（平成１８年９月４日） 

問 運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地

域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等」とあるが、これら

の者は必ず構成員とする必要があるのか。 
 また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者（町内会役員等）」、「地域住民の代表者（民生

委員等）」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。 

（答）１ 運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に

対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業者による利用者の「抱え込み」

を防止するとともに、地域との連携が確保され、かつ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、原則として、上記の者を構成員とす

る必要がある。 
２ 「利用者の家族」については、利用者の家族として事業運営を評価し、必要な要望等を行うも

のであり、利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立場が異なることから、

兼務することは想定していないが、「地域住民の代表者」と「知見を有する者」との兼務はあり得

ると考えられる。 
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身体拘束等の適正化について  

 

○身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の

管理者及び従業者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成

とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えられる。 

また、運営推進会議と一体的に設置・運営することも差し支えない。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

二 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、

結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 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。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

○身体拘束等の適正化のための指針 

指針には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 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 

ニ 事業所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 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト 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 

 

○身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修 

 研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の

研修を実施することが重要である。 

 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修事業所内で

の研修で差し支えない。 

 

参考：指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（抄）平成 18年 3月 31 日発

老計発第0331004 号老振発第0331004 号老老発第0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知） 
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介護サービス事業者の労働法規の遵守 

 

介護人材の確保には、事業者による労働環境整備の取組みの推進が重要ですが、介護事業を含む社

会福祉関係の事業は、全産業と比較して労働基準法の違反の割合が高いという調査結果が出ています。 

そこで、事業者による労働環境整備の取組みを推進するため、新たに、労働基準法に違反して罰金

刑をうけている者等については、都道府県知事または市町村長は、介護サービス事業者の指定等をし

てはならないものとされました。 

 

○ 欠格事由とその対象となる法令 

賃金の支払等に関する次の法律の規定により罰金刑に処され、その執行を終わるまでの者、または

執行をうけることがなくなるまでの者が、指定拒否の対象となります。 

・労働基準法・最低賃金法・賃金の支払の確保等に関する法律 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分をうけ、さらに

引き続き滞納している者についても、指定等をしてはならないものとされました。【法７０条２項等】 

 

介護保険法 第７８条の２ 

４ 市町村長は第 1 項の申請があった場合において、次の各号（…略）のいずれかに該当するときは、

第４２条の２第１項本文の指定をしてはならない。 

 五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

 五の三 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の

規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間に

わたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者

であるとき。 
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家賃等の前払金の返還（利用者保護規定・老人福祉法の一部改正） 

  

 老人福祉法では、有料老人ホーム等の利用者保護の観点から、権利金等の受領禁止と前払金の返還

ルールが明確化されました。 

老人福祉法施行規則 

家賃等の前払金の返還方法 第１条の１３の２・第２１条関係 

１ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者又は有料老人ホームの設置者が前払金を受領する

場合において、入居の日から次に掲げる一定期間を経過する日までの間に、契約が解除され、又 

は、入居者の死亡により終了した場合に、前払金の額から２に掲げる算定方法により算定される額 

に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならないとすること。 

（１）入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し 

た場合にあっては、３月 

（２）入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの 

間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合（（１）の場合を除く。）にあって 

は、当該期間 

 

２ 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者又は有料老人ホームの設置者が前払金を受領する 

場合において、前払金の額から次に掲げる算定方法により算定される額を控除した額に相当する 

額を返還する旨の契約を締結しなければならないとすること。 

（１）入居者の入居後、３月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了し

た場合にあっては、家賃等の月額を３０で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、

又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法 

ア 契約が解除された場合 

（家賃等の前払い金の額）―（家賃等の月額）÷３０×（入居日から契約解除日までの日数） 

イ 入居者の死亡による場合 

（家賃等の前払い金の額）―（家賃等の月額）÷３０×（入居日から契約終了日までの日数） 

（２）入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの 

間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合（（１）の場合を除く。）にあって

は、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算

出した家賃等の金額を、前払金の額から控除する方法 

ア 契約が解除された場合 

家賃等の月額（日割計算）×一時金の算定基礎として想定した入居期間のうち契約解除日以降

の期間 

イ 入居者の死亡による場合  

家賃等の月額（日割計算）×一時金の算定基礎として想定した入居期間のうち契約終了日以降

の期間 
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地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価実施について 

 

○自己評価及び外部評価について 

 自己評価：サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲にお

いて、指定基準を上回るものとして設定されるもの 

 外部評価：第三者による外部評価の結果と、当該結果を受ける前に行った自己評価の結果を対比し

て両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこと

とし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図るこ

とを狙いとするもの 

 

○自己評価及び外部評価の実施回数 

 原則、少なくとも年に１回は自己評価及び外部評価を行うこと。 

  新規開設事業所については、開設後概ね６ヶ月を経過した時点で自己評価を行い、開設後１年以

内に外部評価の実施及び結果の公表を行うこと 

 

○外部評価の隔年実施について 

 地域密着型サービスに係る外部評価については、平成２２年度から、所定の要件を満たす事業所に

おいては外部評価を隔年で受けることができることとなりました。 

 

１ 隔年実施の要件 

  以下の（１）から（５）までの要件を全て満たす事業所については、外部評価を隔年で受けるこ

とができることとします。 

（１）これまでに５年間継続して外部評価を実施している。 

   なお、保険者において外部評価の対象外事業所とされた年度については、当該年度について外

部評価が実施されたものとみなします。 

（２）自己評価、外部評価結果及び目標達成計画を保険者に提出している。 

（３）運営推進会議を、過去１年間におおむね６回開催している。 

（４）（３）の運営推進会議に、事業所が存在する保険者の職員又は地域包括支援センターの職員がお

おむね出席している。（６回のうち４回以上） 

（５）自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の２、３、４、６の実践状況が適切である。 

    項目２：事業所と地域の付き合い  項目３：運営推進会議を活かした取組み 

    項目４：市町村との連携      項目６：運営に関する利用者、家族等意見の反映 

 

２ 隔年実施に係る手続 

（１）１の要件をすべて満たす事業所は、外部評価を受けないことを希望する年度の４月１日から毎

年度通知する日（例年５月１５日）までの間に、保険者に申請を行って下さい。 

（２）申請様式は別記様式のとおりとします。必要事項を記載するとともに、提出に際しては直近６
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回の運営推進会議の実施報告書（様式任意）のコピーを添付してください。 

（３）申請書類を各保険者に提出した後、各保険者は、申請をした事業所が上記１の要件をみたして

いるかを確認します。その後、要件を満たすと認められる場合は、当該事業所に対して申請の

あった年度の外部評価を実施しなくてもよい旨を決定します。 

（４）外部評価の対象外となった年度の翌年度については、外部評価を受ける必要があります。 

 

参照 

 「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」第７２条第２項及び第９７

条第７項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について 

（平成１８年１０月１７日老計発第１０１７００１号） 
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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（抄） 

（平成１２年３月３０日 老企第５４号） 

１ 「その他の日常生活費」の趣旨 

  「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者（以下「利用者等」という。）又はそ

の家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提供する日常生

活上の便宜に係る経費がこれに該当する。 

  なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のないもの

（利用者等の嗜好品の購入等）については、その費用は「その他の日常生活費」と区別されるべき

ものである。 

 

２ 「その他の日常生活費」の受領に係る基準 

  「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日常生活

費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービスとの間に

重複関係がないこと。 

② 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受領

は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金といった

あいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らかにされる必要があること。  

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択に基づい

て行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」の受領について

利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得なければならないこと。 

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行

われるべきものであること。 

 ⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営規程にお

いて定められなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要事項として、

施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その他の日常生活費」の額

については、その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定め方が許さ

れるものであること。 

 

（別紙）各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について 

（６）認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

 ① 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係

る費用 

 ② 利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを事業者が提供する場合に係る

費用 
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（７）留意事項 

 ①「身の回り品として日常的に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と

考えられる物品（例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等）であって利用者等の希望を

確認した上で提供されるものをいう。したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利

用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められな

いものである。 

 ②「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービス提供の一環

として実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、すべての利用者又

は入所者に一律に提供される教養娯楽に係る費用（共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備

の使用料等）について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められないものである。 

 

【その他の日常生活費に関するＱ＆Ａ】（平成１２年３月３１日） 

問 個人用の日常品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」と

は、どういったものが想定されるのか。 

（答）歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるもの

ではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者（又は施設）

が提供するもの等が想定される。 

 

問 個人用の日常品について、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限ら

れることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の

徴収ができないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

問 個人の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、

例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当

するのか。 

（答）このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その他

の日常生活費」に該当しない。 

 

問 個人用の日常生活品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであ

れば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、

その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 

（答）個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはいえず、そ

の費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として徴

収を行うこととなる。 
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問 個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

（答）サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

問 施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の

日常生活費」に該当するのか。 

（答）このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活

費には該当しない。 

 

問 個人の希望に応じた事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「そ

の他の日常生活費」に該当するか。 

（答）全く個別の希望に応える場合は、事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その

他の日常生活費」には該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 

 

問 事業所が実施するクラブ活動や行事における材料費は、「その他の日常生活費」に該当するか。 

（答）事業所等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定さ

れるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加

する定例行事）における材料費等は、保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはで

きないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材

料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例えば、習字、お花、絵画、刺

繍等のクラブ活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽費に要する費用として「その他の日常生

活費」に該当する。 

なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲

を超えるもの（例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り実施

する旅行等）に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 
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介護報酬算定に関する基準について 
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１ 認知症対応型共同生活介護費の報酬について 

 

（１）サービス種類相互の算定関係 

認知症対応型共生活介護を受けている間は、居宅療養管理指導費を除くその他の居宅サービス費、

地域密着型サービス費は算定しない。 

※ただし、認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合、当該事業者の費用負担により、そ

の利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない。 

 

（２）基本報酬の算定について 

 指定基準第９０条に定める従業者及び夜勤職員基準に定める夜勤職員の員数を置いている認知症

対応型共同生活介護事業所において、認知症対応型共同生活介護を提供した場合、１日につきそれぞ

れ所定単位数を算定する。 

 

【基準】 

  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、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、届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所にお

いて、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者

の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）        認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

（１）要介護１   ７６１単位           （１）要介護１ ７４９単位 

（２）要介護２   ７９７単位           （２）要介護２ ７８４単位 

（３）要介護３   ８２０単位           （３）要介護３ ８０８単位 

（４）要介護４   ８３７単位           （４）要介護４ ８２４単位 

（５）要介護５   ８５４単位           （５）要介護５ ８４０単位 

 

介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）   介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

 （１）要支援２   ７５７単位           （１）要支援２ ７４５単位 

※令和元年 10 月 1 日に単位改正 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

イ 認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（予防も同様） 

（１） 共同生活住居の数が１であること。 

（２） 指定地域密着型サービス基準第９０条に定める従業者の員数を置いていること。 

ロ 認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）（予防も同様） 

（１） 共同生活住居の数が２以上であること。 

（２） 指定地域密着型サービス基準第９０条に定める従業者の員数を置いていること。 
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（３）短期利用認知症対応型共同生活介護費  

別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、あらかじめ３０日以内の期間を定めてサービスを提供し

た場合、１の共同生活住居（ユニット）において１名を限度として、１日につき、以下の短期利用認

知症対応型共同生活介護費を算定できる。 

※短期利用認知症対応型共同生活介護について、運営規程に盛り込んでおくこと。 

※短期利用の利用者には、事前に重要事項説明書等において説明を行い、契約を締結すること。 

短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）   短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

（１）要介護１ ７８９単位           （１）要介護１ ７７７単位 

（２）要介護２ ８２５単位           （２）要介護２ ８１３単位 

（３）要介護３ ８４９単位           （３）要介護３ ８３７単位 

（４）要介護４ ８６５単位           （４）要介護４ ８５３単位 

（５）要介護５ ８８２単位           （５）要介護５ ８６９単位 

 

介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）

（１）要支援２ ７８５単位           （１）要支援２ ７７３単位 

※令和元年 10 月 1 日に単位改正 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 

（１） 共同生活住居の数が１であること。 

（２） 当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着

型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービ

ス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設

の運営について３年以上の経験を有すること。 

（３） 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指

定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費

を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅

サービス計画において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供

する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、①及

び②の規定にかかわらず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活

住居の定員の合計数を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができるも

のとする。 

① 事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであるこ

と。 

② １の共同生活住居において、短期利用認知症対応型共同生活介護を受ける利用者の数

は１名とすること。 

※ハ(３)ただし書に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員

の合計数を超えて行う短期利用認知症対応型共同生活介護は、あくまでも、緊急に短期利
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用認知症対応型共同生活介護を受ける必要がある者にのみ提供が認められるものであり、

当該利用者に対する短期利用認知症対応型共同生活介護の提供は、７日を限度に行うもの

とする。 

また、「当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合」とは、当該利用者を当該事

業所の共同生活住居（複数の共同生活住居がある場合、当該利用者が日中の時間帯等に共

同生活を送る共同生活住居とする。）の利用者とみなして、当該利用者の利用期間を通じて

人員基準を満たしており、かつ、当該利用者が利用できる個室を有している場合とする。

特に個室の面積の最低基準は示していないが、当該利用者の処遇上、充分な広さを有して

いること。 

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の合計数を超えて受

け入れることができる利用者数は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに１人まで

認められるものであり、この場合、定員超過利用による減算の対象とはならない。 

（４） 利用の開始に当たって、あらかじめ３０日以内の利用期間を定めること。 

（５） 利用の開始に当たって、十分な知識を有する従業者が確保されていること。 

※「認知症介護実務者研修（専門課程）」又は、「認知症介護実践リーダー研修」若しくは

「認知症介護指導者養成研修」を修了した職員を配置していること。 

（６） 指定地域密着型サービス基準第９０条に定める従業者の員数を置いていること。 

二 短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

（１） 共同生活住居の数が２以上であること。 

（２） ハ（２）から（６）までに該当するものであること。 

 

（４）認知症対応型共同生活介護費の減算について 

 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の１００分の９７に相当

する単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当

する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

○定員超過利用時の減算 

 当該事業所の入居者数が利用定員を超える場合、次により単位数を算定する。 

【算定式】 

  
当該１月間（歴月）の全入居者の延数

当該月の日数
＞利用定員  ※少数点以下切り上げる。 

・対象期間：定員超過利用の発生月の翌月～定員超過利用の解消月 

  ・減算対象：入居者全員 

  ・減算方法：所定単位数×７０％で算定 

 ※定員超過利用が継続する場合には、その解消に向けて指導を行うが、当該指導に従わず、定員

超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討する

ものとなる。 
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○看護・介護職員の人員基準欠如時の減算 

 ①人員基準上、必要な人数から１割を超えて減少した場合 

  ・対象期間：人員基準欠如の発生月の翌月～人員基準欠如の解消月 

  ・対象者 ：利用者等全員 

  ・減算方法：所定単位数×７０％で算定 

 ②１割以内で減少した場合 

  ・対象期間 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

 ※翌月の末日で人員基準を満たす場合は、減算しない。 

・対象者  利用者等全員 

  ・減算方法 所定単位数×７０％で算定 

※従業者に欠員が出た場合だけでなく、病欠の場合も減算になる。 

※著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指

導することになるが、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消し

を検討するものとなる。 

※事業所が複数の共同生活住居を有しているときは、そのいずれか一つにでも職員の欠員等が生じ

ていれば、当該事業所全体につき人員基準違反となり、減算が適用される。 

 

○看護・介護職員以外の人員基準欠如 

 ・対象期間 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

 ・対象月  利用者等全員 

 ・減算方法 所定単位数×７０％で算定 

  ※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

  ※次の場合も同様に取り扱う 

   ①計画作成担当者が必要な研修を修了していない。 

   ②計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置していない。 

 

○夜勤体制による減算 

 ある月（歴月）において以下のいずれかの事態が発生した場合 

①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時間をいい、原則

として事業所ごとに設定する。以下同じ。）に夜勤職員数が夜勤職員基準（共同生活住居ごとに１

以上）に定める員数に満たない事態が２日以上連続した場合 

 ②夜勤時間帯に夜勤職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４日以上あった場合 

  ・対象期間 人員基準欠如の発生月の翌月 

  ・対象者  入居者全員 

  ・減算方法 所定単位数×９７％で算定 

※夜勤職員の不足状態が続く場合には、夜勤職員の確保を指導することになるが、当該指導に従

わない場合には、指定の取消を検討するものとなる。 
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Ｑ＆Ａ（平成１８年５月２５日） 

問 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及

び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修

了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算（所定単位数の１００分の７０）

に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。 

（答）認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等について、計画作成担当者や介護支援

専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合

や介護支援専門員を配置していない場合など減算対象となる場合の①減算の届出に係る記載②請

求に係るサービスコードについては、以下のとおり取り扱うこととする。 

＜介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表＞ 

②認知症対応型共同生活介護（短期利用型含む）及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合 

⇒「職員の欠員による減算の状況」欄の「２ 介護従業者」に○印をつける。 

＜介護給付費単位数等サービスコード表＞ 

②認知症対応型共同生活介護（短期利用型を含む）及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合 

⇒「算定項目」欄の「介護従業者が欠員の場合×７０％」欄に対応するサービスコードを使用する。 

 

 

○ 身体拘束廃止未実施減算（介護予防含む、短期利用型はなし）  

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位

数の１００分の１０に相当する単位数を１日につき所定単位数から減算する。 

身体拘束廃止未実施減算  １０％/日 減算 

 

【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９７条第６項及び第７項に規定する基準に適合していないこと。

（⇒Ｐ１１ 認知症対応型共同生活介護の取扱方針（６）及び（７）） 

【留意事項】 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体拘束等が行われていた場合ではなく、

指定地域密着型サービス基準第９７条第６項の記録（同条第５項に規定する身体拘束等を行う場

合の記録）を行っていない場合及び同条第７項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全

員について所定単位数から減算することとなる。 

具体的には、記録を行っていない、身体的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回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的

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（※参考 Ｐ１６）事実が生じた場合、

速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善

状況を保険者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につ

いて、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 
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Ｑ＆Ａ（平成３０年３月２３日） 

問 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点

から減算を適用するか。 
 

（答）施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針等を整備する

必要があるため、それ以降の減算になる。 

 

（５）認知症対応型共同生活介護費の加算等について  

 

➀ 夜間支援体制加算  （介護予防、短期利用含む） 

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届け出た指定認知症対応型共同生

活介護事業所については、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。 

 （１）夜間支援体制加算（Ⅰ） ５０単位/日 

 （２）夜間支援体制加算（Ⅱ） ２５単位/日 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

  イ 夜間支援体制加算（Ⅰ） 

（１）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（２）認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）又は、短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）に

該当するものであること。 

（３）夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が２以上であること。 

 ロ 夜間支援体制加算（Ⅱ） 

（１）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（２）認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）又は、短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）に

該当するものであること。 

（３）夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、当該指定認知症対応型共同生

活介護事業所を構成する共同生活住居の数に１を加えた数以上であること。 

【留意事項】 

当該加算は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の１の共同生活住居につき、夜間及び深夜

の時間帯を通じて１の介護従事者を配置している場合において、それに加えて常勤換算方法で１

以上の介護従業者又は１以上の宿直勤務に当たる者を配置した場合に算定するものとすること。

ただし、全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているも

のとする。 

 Ｑ＆Ａ（平成２７年４月１日） 

問 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直す

る必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算

定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。 

（答）事業所内での宿直が必要となる。 
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 なお、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算での宿直職員は、事業所内の利用

者の安全確保を更に強化するために配置されているものである一方で、小規模多機能型居宅介護

における夜間の宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するため

の配置であることから、その配置の考え方は異なるものである。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２７年４月１日） 

問 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場

合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として１名の宿直勤務をもっ

て、夜間支援体制加算を算定することは可能か。 

（答）本加算は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するためのものであ

ることから、原則として、算定は認められない。 

  ただし、認知症対応型共同生活介護事業所に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されて

いる場合で、以下の要件を満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められたことにより、１

名の夜勤職員が両事業所の夜勤の職務を兼ねることができることに準じて、同様の要件を満たし

ている場合には、建物に１名の宿直職員を配置することをもって、加算を算定することとしても

差し支えない。 

・ 指定認知症対応型共同生活介護事業の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり定員

の合計が９人以内であること 

・ 指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接し

ており、一体的な運用が可能な構造であること 

 

② 認知症行動・心理症状緊急対応加算 （短期利用型のみ・介護予防含む） 

医師が認知症（介護保険法第５条第２項に規定する認知症をいう。以下同じ。）の行動・心理症状

が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用する

ことが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入居を開

始した日から起算して７日を限度として、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。 

【留意事項】 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・

暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症対応型

共同生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業

所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用

を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に

利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、短期利用認知症対応型共同生活

介護ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに

適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計

らう必要がある。 
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③ 次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合には、当

該加算は算定できないものであること。 

・ 病院又は診療所に入院中の者 

・ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

・ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介

護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利

用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の

者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判

断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録

しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認めら

れる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８日

目以降の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用の継続を妨げるものではないことに留意

すること。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、

本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算定が可能か。 

（答）当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日間以内で

算定できる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。  

（答）本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定

どおりの入所は対象とならない。 

 

③ 若年性認知症利用者受入加算 （介護予防、短期利用含む） 

  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届け出た指定認知症対応型共同生活介

護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合に

は、若年性認知症利用者受入加算として、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利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

【留意事項】 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特

性やニーズに応じたサービスを行うこと。 
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Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 

（答）６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 

（答）若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただき

たい。人数や資格等の要件は問わない。 

 

④ 利用者の入院期間中の体制 （介護予防、短期利用含む）  

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届け出た指定認知症対応型共同生活

介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、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、入院の初日及び最終日は、算定で

きない。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後３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、退院後再び当該指

定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。 

【留意事項】 

① 入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるとき（※１）は、その者及びその家

族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与（※２）するとともに、やむを得

ない事情がある場合（※３）を除き、退院後再び当該事業所に円滑に入居することができ

る体制を確保していることについて、あらかじめ、利用者に対して説明を行うこと。 

② 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型共同生活介護等に利用しても差し

支えないが、当該利用者が退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は計画的なも

のでなければならない。 

③ 利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期間中にあっては、当該利用者が使

用していた居室を他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該

利用者の同意があれば、その居室を短期利用認知症対応型共同生活介護等に活用すること

は可能である。ただし、この場合に、入院時の費用は算定できない。 

④ 利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続きや家族、当該医療機関等への連

絡調整、情報提供などの業務にあたること。 

※１「退院することが明らかに見込まれるとき」 

該当するか否かは、利用者の入院先の病院又は診療所の当該主治医に確認するなどの方法

により判断すること。 

※２「必要に応じて適切な便宜を提供」 
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利用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

を図ることを指すものである。 

※３「やむを得ない事情がある場合」 

単に当初予定の退院日に居室の空きがないことをもって該当するものではなく、例えば、

利用者の退院が予定より早まるなどの理由により、居室の確保が間に合わない場合等を指

すものである。事業所側の都合は、基本的には該当しないことに留意すること。 

【算定日数の数え方について】 

・入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院を行う場合の入院期間は、

６日と計算される。（※例１） 

・利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居した日の入院時の費用は算定できる。 

・入院時の費用の算定にあたって、１回の入院で月をまたがる場合は、最大で連続１３泊（１２日

分）まで入院時の費用の算定が可能である。（※例３） 

（例１） 
入院期間：３月１日～３月８日 
３月１日 入院………所定単位数を算定 
３月２日～３月７日（６日間）………１日につき２４６ 単位を算定可 
３月８日 退院………所定単位数を算定 

 
（例２）月をまたがる入院の場合 ※算定日数が６日間 
入院期間：１月２３日～３月８日 
１月２３日 入院………所定単位数を算定 
１月２４日～１月２９日（６日間）………１日につき２４６単位を算定可 
１月３０日～３月７日………費用算定不可 
３月８日 退院………所定単位数を算定 

 

（例３）月をまたがる入院の場合 ※最大で連続１３泊（１２日間）の場合 
入院期間：１月２５日～３月８日 
１月２５日 入院………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単位を算定可 
２月１日～２月６日（６日間）………１日につき２４６単位を算定可 
２月７日～３月７日……費用算定不可 
３月８日 退院……所定単位数を算定 

 

 

 

 

 

 

 

月 1月 2月 3月
日 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 ～ 1 2 3 4 5 6 7 8

例1 所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 所

例2 所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 所

例3 所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 所

例4 所 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 所

色付き セル …入院期間　　　所…所定単位数　　数…算定日数

注：入院当初の期間（1～7泊
目）が月をまたがらないため
（例2）の算定日数は6日間のみ

注：入退院日は算定できない

（例 4）月をまたがる入院の場合 ※算定日数が８日間 
入院期間：１月２８日～２月６日 
１月２８日入院……所定単位数を算定 
１月２９日～１月３１日（３日間）……１日につき２４６単位を算定可 
２月１日～２月５日（５日間）……１日つき２４６単位を算定可 
２月６日 退院……所定単 位数を算定 
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⑤ 看取り介護加算（介護予防及び短期利用型はなし） 

  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、届け出た指定認知症対応型共同

生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者については、看取り介

護加算として、死亡日以前４日以上３０日以下については１日につき１４４単位を、死亡日の前日

及び前々日については、１日につき６８０単位を、死亡日については１日につき１，２８０単位を

死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定し

ていない場合は、算定しない。 

 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又は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。 

ロ 医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離に

ある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護職員、介護

支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該事業所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っていること。 

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。 

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等】（※１） 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者である

こと。 

ロ 医師、看護職員（事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離に

ある病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護支援専門員

その他の職種の者（以下「医師等」）が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、

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、当該計画について同意している

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。 

ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又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。 

【留意事項】 

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがな

いと診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族等（以下「利用者等」という。）

に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、

医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同して、随時、利用者等に対して十分

な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、利用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設けたものである。 

② 看護職員については、認知症対応型共同生活介護事業所において利用者の看取り介護を行

う場合、利用者の状態に応じて随時の対応が必要であることから、当該認知症対応型共同
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生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所若しくは訪問

看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）の職員に限るとしていると

ころである。具体的には、当該認知症対応型共同生活介護事業所と訪問看護ステーション

等が、同一市町村内に所在している又は同一市町村内に所在していないとしても、自動車

等による移動に要する時間がおおむね２０分以内の近距離に所在するなど、実態として必

要な連携をとることができることが必要である。 

③ 認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させて

いくためにも、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化し

ていくことが重要であり、具体的には、次のような取組が求められる。 

【看取り介護を実施する体制】 

・ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明らかにする

（Plan）。 

・ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提にして、介護に係

る計画に基づいて、利用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（Do）。 

・ 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（Check）。 

・ 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（Action）。 

なお、認知症対応型共同生活介護事業所は、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並びに利用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。 

④ 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、利用者等に対し、十分な説

明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。具体的には、認知症対応型共同

生活介護事業所は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、事業所等にお

いて看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについ

て、利用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である。加えて、説

明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用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。 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、看護職員、介護職員、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り、同指針

に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考えられる。 
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【看取りに関する指針】 

・ 当該事業所の看取りに関する考え方 

・ 終末期にたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応じた介護の考え方 

・ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

・ 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） 

・ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法 

・ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

・ 家族等への心理的支援に関する考え方 

・ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員が取るべき具体的な対応の方法 

⑥ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、施設基準第３４号（※医療連携体制加算算定

要件）に規定する重度化した場合の対応に係る指針に記載する場合は、その記載をもって

看取りに関する指針の作成に代えることができるものとする。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。 

⑦ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職

種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共有

に努めること。 

【介護記録等へ記録する事項】 

・ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

・ 療養や死別に関する利用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について

の記録 

・ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意向と、それに基づくアセスメント

及び対応についての記録 

⑧ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録

にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

ある。 

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれないよう

な場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する

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には、看

取り介護加算の算定は可能である。 

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、利用者の状態や、家族と連絡を取ったにも

かかわらず事業所への来訪がなかった旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用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、事業所は、

連絡を取ったにもかか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。 

⑨ 看取り介護加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等利用者等告示第４０号

（※１）に適合する看取り介護を受けた利用者が死亡した場合に、死亡日を含めて３０日
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を上限として、認知症対応型共同生活介護事業所において行った看取り介護を評価するも

のである。 

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

でも算定可能であるが、その際には、当該認知症対応型共同生活介護事業所において看取

り介護を直接行っていない退居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。（したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が３０日以上あった場合には、

看取り介護加算を算定することはできない。） 

⑩ 認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能

であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとっては、

事業所に入居していない月についても自己負担を請求されることになるため、利用者が退

居等する際、退居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、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑪ 認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継続して利用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であり、利用者の家族、入院先の医療機関等

との継続的な関わりの中で、利用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、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態

を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、退

居等の際、利用者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑫ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前３

０日の範囲内であれば、当該入院又は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。 

⑬ 入院若しくは外泊又は退居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。 

⑭ 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるようにするという認知症対応型共同生活介護の事業の性質に鑑み、

１月に２人以上が看取り介護加算を算定することが常態化することは、望ましくないもの

であること。 

 

⑥ 初期加算（介護予防含む、短期利用型はなし）  

入居した日から起算して３０日以内の期間については、初期加算として、１日につき３０単位を

加算する。３０日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再

び入居した場合も、同様とする。 

 

【留意事項】 

① 初期加算は、当該利用者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該

当する者の場合は過去１月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場合に限り

算定できることとする。 
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② 短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該事

業所に入居した場合（短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を終了した翌日に当該事業

所に入居した場合を含む。）については、初期加算は入居直前の短期利用認知症対応型共同生

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。 

③ ３０日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、①にかかわらず、初期加算

が算定される。 

 

⑦ 医療連携体制加算（介護予防及び短期利用はなし）  

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、届け出た指定認知症対応型共同生活

介護事業所において、指定認知症対応型共同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日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、医療連携体制加算の別区分同士の併算

定はできない。 

（１）医療連携体制加算（Ⅰ） ３９単位 

（２）医療連携体制加算（Ⅱ） ４９単位 

（３）医療連携体制加算（Ⅲ） ５９単位 

 

【厚生労働大臣が定める施設基準】 

 イ 医療連携体制加算(Ⅰ)  

（１）当該事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携に

より、看護師を１名以上確保していること。 

※准看護師では算定できない。 

※看護師の確保については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該認

知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として確保するこ

とも可能である。 

（２）看護師により２４時間連絡できる体制を確保していること。 

（３）重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又は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。 

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)  

（１）当該事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で１名以上配置していること。 

（２）当該事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの

看護師との連携により、２４時間連絡できる体制を確保していること。ただし、（１）の看護

職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師に

より、２４時間連絡できる体制を確保していること。 

（３）算定日が属する月の前１２月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が１人以

上であること。 

① 喀痰吸引を実施している状態 

※認知症対応型共同生活介護の利用中に喀痰吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸

引を実施している状態 
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② 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態 

※経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行って

いる状態 

（４）イ（３）に該当するものであること。 

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 

（１）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で１名以上

配置していること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護師又は病院、診療所若しくは

指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、２４時間連絡できる体制を確保している

こと。 

（３）イ（３）及びロ（３）に該当するものであること。 

【留意事項】 

① 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して

指定認知症対応型共同生活介護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行っ

たり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所

を評価するものである。 

② 医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、 

 ・ 利用者に対する日常的な健康管理 

 ・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

 ・ 看取りに関する指針の整備 

 等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが必要である。 

③ 医療連携体制加算(Ⅱ)又は医療連携体制加算(Ⅲ)を算定する事業所においては、②のサービ

ス提供に加えて、協力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利用者が、可

能な限り認知症対応型共同生活介護事業所で療養生活を継続できるように必要な支援を行う

ことが求められる。 

 加算の算定に当たっては、ロ（３）に規定する利用者による利用実績（短期利用認知症対

応型共同生活介護を利用する者を含む。）があり、当該利用者が療養生活を送るために必要な

支援を行っていることを要件としている。 

④ 「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の

事項が考えられる。 

【重度化した場合における対応に係る指針】 

・ 急性期における医師や医療機関との連携体制 

・ 入院期間中における指定認知症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い 

・ 看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関す

る指針 

⑤ 医療連携加算算定時には、契約を結んだ上で訪問看護ステーションを利用することが可能と

なったが、急性増悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、医療保険による訪
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問看護が利用可能であることについては、これまでと変わらないものである。 

 

Ｑ＆Ａ（平成１８年５月２日） 

問 看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従

であることが必要か。 

（答）職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）として看護師を配置している場合については、

医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確

保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従する

ことが必要である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成１８年５月２日） 

問 看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。（２４時間オンコールとされているが、

必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。） 

（答）看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要と

される具体的なサービスとしては、 

・ 利用者に対する日常的な健康管理 

・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関（主治医）との連絡・調整 

・ 看取りに関する指針の整備 

等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な

時間数の勤務が確保できていることが必要である。（事業所における勤務実態がなく、単に「オン

コール体制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は認められない｡） 

 

Ｑ＆Ａ（平成１８年５月２日） 

問 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連

携医療機関との連携体制（連携医療機関との契約書で可能か）による体制で加算が請求可能か。 

（答）医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認

知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な

健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備してい

る事業所を評価するものであるため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による

定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、協力医療機関との契約のみでは、算定できな

い。 

なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を

算定するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得る。 

 

Ｑ＆Ａ（平成１８年５月２日） 

問 同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられ

るのか。（他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか） 

（答）算定の留意事項（通知）にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事

業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 
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Ｑ＆Ａ（平成１８年９月４日） 

問 医療連携体制加算について、看護師により２４時間連絡体制を確保していることとあれが、同

一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて

夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて２４時間連絡体制が確保されていると考えて

よいか。 

（答）医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療

的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、特別養護老人ホーム

の看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホームからの連絡

を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となっていれば、24 時間連絡体制が確

保されていると考えられる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成１８年９月４日） 

問 医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、

急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。 

（答）診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成３０年３月２３日） 

問 新設された医療連携体制加算（Ⅱ）・（Ⅲ）の算定要件である前１２月間における利用実績と

算定期間の関係性如何。 
 

（答）算定要件に該当する者の利用実績と可否ついては以下のとおり。 

前年

度 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 
１
月 

２
月 

３
月 

利用 

実績 
 ◯ ◯ ◯    ◯ ◯ ◯ ◯  

算定 

可否 
☓ ☓ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 

当該 

年度 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 
１
月 

２
月 

３
月 

利用 

実績 
            

算定 

可否 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ☓ 
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⑧ 退居時相談援助加算（介護予防含む、短期利用型はなし） 

利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において介護サービスを受ける場合において、

退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の介護サービス、その他の保健医療サービス、

福祉サービスの利用について相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から２週

間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町及び老人介護支援センター又は地域包括支

援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る介護サービス等

に必要な情報を提供した場合に、利用者１人につき１回を限度として４００単位を算定する。 

 

【留意事項】 

① 退居時相談援助の内容は次のようなものであること。 

ａ 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 

ｂ 退居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 

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 

ｄ 退居する者の介助方法に関する相談援助 

② 退居時相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。 

ａ 退居して病院又は診療所へ入院する場合 

ｂ 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知症対応型共同生活介護、地域密

着型介護福祉施設入所者生活介護、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居

者生活介護の利用を開始する場合 

ｃ 死亡退居の場合 

③ 介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力し、退居者及び家族等のいずれに

も相談援助を行うこと。 

④ 当該相談援助を行った日付、相談援助内容の要点を記録していること。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。  

（答）本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行ったことを評

価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相談援助は居宅サービ

スのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とはならない。 

 

⑨ 認知症専門ケア加算（介護予防含む、短期利用型はなし） 

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、届け出た指定認知症対応型共同生活

介護事業所が、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には、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。ただし、認知症専門ケア加

算の別区分同士の併算定はできない。 

(１) 認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位 

(２) 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位 
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【厚生労働大臣が定める基準】 

 イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

（１） 事業所における利用者の総数のうち、「日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当

する利用者」の占める割合が２分の１以上であること。 

（２） 「認知症介護実践リーダー研修」を修了している者を、対象者の数が２０人未満であ

る場合にあっては、１以上、当該対象者の数が２０人以上である場合にあっては、１に、

当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上

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。 

（３） 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に

係る会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

（１） 上記イ（１）～（３）の基準のいずれにも適合すること。 

（２） 「認知症介護指導者研修」を修了している者を１名以上配置し、事業所全体の認知症

ケアの指導等を実施していること。 

（３） 当該事業所における介護職員、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、研修を実施又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おそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知

症の者 

※日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

【「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法】 

① 医師の判定結果又は主治医意見書を用いる。 

② 複数の判定結果がある場合は、最も新しいものを用いる。 

③ 医師の判定がない場合は、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる。 

※ 医師の判定結果は、判定した医師名、判定日とともに、認知症対応型共同生活介護計画に記載

すること。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。  

（答）認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っ

ている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 

（答）届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。 
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Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤

要件等はあるか。  

（答）専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認

知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を

実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。 

なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事

業所１か所のみである。  

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成１２年９月

５日老発第６２３号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成１２年１０月２５日老

計第４３号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

（答）含むものとする。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年４月１７日） 

問 加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実

践リーダー研修修了者１名と認知症介護指導者研修修了者１名の合計２名の配置が必要か。 

（答）加算対象となる者が１０名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修

の両方を修了した者が１名配置されていれば認知症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年４月１７日） 

問 グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めるこ

とが可能か。 

（答）短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者は当該加算の算定要

件に含めず、本加算の対象からも除くものとする。 

 

⑩ 生活機能向上連携加算（介護予防、短期利用含む）  

 利用者に対して、理学療法士等（※）が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、

計画作成担当者が当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機

能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士等

と連携し、当該介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行ったときは、初回の当該指定

認知症対応型共同生活介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき２００単位を加算す

る。 
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※理学療法士等…指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設（診療報酬における疾患別リハビリテーション料の

届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医

療院である。病院にあっては、許可病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４

キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の医師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士 

 

【留意事項】 

① 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画」とは、利用者の日常生活

において介助等を必要とする行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみならず、

利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、

その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従業者が提供する

介護の内容を定めたものでなければならない。 

② ①の介護計画の作成に当たっては、理学療法士等が指定認知症対応型共同生活介護事業所

を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、

排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の

状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同して、現在の状況及びその改善可能性

の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

③ ①の介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮ら

しの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

イ  利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ロ  生活機能アセスメントの結果に基づき、イの内容について定めた３月を目途とする達

成目標 

ハ  ロの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ニ  ロ及びハの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

④ ③のロ及びハの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用者自

身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該

目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又

は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標

を用いて設定すること。 

⑤ 本加算は②の評価に基づき、①の介護計画に基づき提供された初回の介護の提供日が属す

る月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようと

する場合は、再度②の評価に基づき介護計画を見直す必要があること。 

⑥ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法

士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を

得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び③のロの達成目標を踏まえた適切

な対応を行うこと。 
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Ｑ＆Ａ（平成３０年３月２３日） 

問 生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リ

ハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問

リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。 

なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。 

 

⑪ 口腔衛生管理体制加算（介護予防含む、短期利用型はなし）  

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科

医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び

指導を月 1 回以上行っている場合に、1 月につき３０単位を加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

イ 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的指導に基づき、

利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

【留意事項】 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔内状態の

評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴う

リスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる

事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用

者の口腔ケア計画をいうものではない。 

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 

【利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画】 

・当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

・当該事業所における目標 

・具体的方策 

・留意事項 

・当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

・歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛

生士が行った場合に限る。） 

・その他必要と思われる事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であ

っても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助

言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメント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、歯科訪問診療又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。 
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Ｑ＆Ａ（平成３０年３月２３日） 

問 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所

した場合にはどのように取り扱えばよいか。 

（答）入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算定

できる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成３０年３月２３日） 

問 口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又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」とあるが、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を算定した日と同一日であっても、歯

科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に

該当すると考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。 

 

⑫ 栄養スクリーニング加算（介護予防含む、短期利用型はなし）  

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利

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

する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）

を当該利用者を担当する計画作成担当者に提供した場合に、1回につき５単位を加算する。ただし、

当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあって

は算定しない。 

 

【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。 

【留意事項】 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関

する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

  イ  ＢＭＩが１８．５未満である者 

ロ  １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につい

て」（平成１８年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本

チェックリストのＮｏ.１１の項目が「１」に該当する者 

ハ  血清アルブミン値が３．５g/dl 以下である者 

ニ  食事摂取量が不良（７５％以下）である者 

※様式については、厚生労働省ホームページ「別紙（居宅サービスにおける栄養ケア・マ

ネジメント等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について）」の「栄養スクリーニン

グ（通所・居宅）（様式例）別紙１」を参考にすること。 
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Ｑ＆Ａ（平成３０年８月６日） 

問 栄養スクリーニング加算は当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合

にあっては算定しないこととされているが、当該事業所以外で算定してから６か月を空ければ当

該事業所で算定できるか。 

（答）６か月を空ければ算定は可能だが、算定事業者の決定については、「平成３０年度介護報酬改定

に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ.１）」（平成３０年３月２３日）の通所系・居住系サービスにおける栄養

スクリーニング加算に係る問３０を参照されたい。 

 

⑬ サービス提供体制強化加算 （介護予防、短期利用含む） 

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、届け出た指定認知症対応型共同生活

介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同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日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、サービス提供体制強化加算の

別区分同士の併算定はできない。 

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ １８単位 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ １２単位 

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   ６単位 

（４）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   ６単位 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

（１） 指定認知症対応型共同生活介護事業所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。 

 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

（１） 指定認知症対応型共同生活介護事業所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。 

（２） 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

（１） 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・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。 

（２） 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ニ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

（１） 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数

３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。 
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【留意事項】 

① 職員の割合の算出に当たっては、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。 

※介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

② 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、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。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４

月目以降届出が可能となるものであること。この場合、届出を行った月以降においても、

直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合につい

ては、直ちにその旨の届出を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年

数が３年以上である者をいう。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

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ものとする。 

⑤ 同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介護を一体的に行っている場合にお

いては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

⑥ なお、この場合の認知症対応型共同生活介護の職員に係る常勤換算にあっては、利用者へ

の介護業務（計画作成等介護を行うに当たって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。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

⑦ 認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員とは、介護従業者として勤務を行

う職員を指すものとする。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程

修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされている

が、その具体的取扱いについて示されたい。 

（答）要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるもので

はなく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又は養

成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士と

して含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書

の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センタ

ーのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとと

もに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 
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Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答）産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めること

ができる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２１年３月２３日） 

問 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる業種（直接

処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算

できるのか。 

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 

（答）同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇を行う職種

に限る。）における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人に

よる事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継

続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ

法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２７年４月３０日） 

問 サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同

様に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除く。）

をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事

業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 

（答）貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以

降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要が

ある。 

Ｑ＆Ａ（平成２７年４月３０日） 

問 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得するこ

とは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、実

地指導等によって、介護福祉士の割合が６０％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還と

なるのか。 

（答）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得するこ

とはできない。 

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないことが

判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっ

ている。 

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強

化加算（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であ
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り、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行

うことが可能である。 

 

⑭ 介護職員処遇改善加算（介護予防、短期利用含む） 

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

て、届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が利用者に対し指定認知症対応型共同生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和３年３月３１日までの間、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、介護職員処遇改善加算の別区分同士の併算定はできない。 

※所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とし、当該加算は区分支給限度

額の算定対象から除外する。 

  (１) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

   所定単位数にサービス別加算率（１１．１％）を乗じた単位数で算定 

  (２) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

   所定単位数にサービス別加算率（８．１％）を乗じた単位数で算定 

  (３) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

   所定単位数にサービス別加算率（４．５％）を乗じた単位数で算定 

  (４) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

   介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の９０％に相当する単位数で算定 

  (５) 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 

   介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の８０％に相当する単位数で算定 

  

 

【算定要件】 

 加算（Ⅰ）：下記基準のうち、① ～ ⑨ ＋ ⑩(ア)の全てを満たす。 

 加算（Ⅱ）：下記基準のうち、① ～ ⑧ ＋ ⑩(ア)の全てを満たす。 

 加算（Ⅲ）：下記基準のうち、① ～ ⑥ ＋ ⑦又は⑧ ＋ ⑩(イ) の全てを満たす。 

 加算（Ⅳ）：下記基準のうち、① ～ ⑥ ＋ ⑦、⑧、⑩(イ)のいずれかを満たす。 

 加算（Ⅴ）：下記基準のうち、① ～ ⑥の全てを満たす。 

 

 

【厚生労働大臣が定める基準】 

① 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用の見込額が、加算の見込額を上回

る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

  ② 認知症対応型共同生活介護事業所において、①の計画、当該計画に係る実施期間及び実施

方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、

全ての介護職員に周知し、指定権者に届け出ていること。 

  ③ 加算額に相当する賃金改善を実施すること。 

  ④ 事業所において、事業年度ごとに処遇改善に関する実績を指定権者に報告すること。 
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  ⑤ 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金

法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処

せられていないこと。 

  ⑥ 労働保険料の納付が適正に行われていること。 

  ⑦ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等の任用等の要件（介護職員の賃金

に関するものを含む。）を定め、当要件について就業規則等の根拠規定を書面で整備し、全

ての介護職員に周知していること。 

  ⑧ 介護職員の資質の向上の目標及び支援に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研

修の実施又は研修の機会を確保し、またこのことについて、全ての介護職員に周知してい

ること。 

  ⑨ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇

給を判定する仕組みも設け、当要件について就業規則等の根拠規定を書面で整備し、全て

の介護職員に周知していること。 

  ⑩ (ア)平成２７年４月から②の提出月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容（賃

金改善に関するものを除く。）及びそれに要した費用を全ての職員に周知していること。 

(イ)平成２０年１０月から②の提出月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容

（賃金改善に関するものを除く。）及びそれに要した費用を全ての職員に周知している

こと 

 

 

 

 

【留意事項】 

   ① 指定権者への届出 

     算定を受ける年度の前年度の２月末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サ

ービス事業所等の指定権者に提出するものとする。 

     ただし、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して指定権者に届け出

ることができる。 

     また、年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けよう

とする月の前々月の末日までに、指定権者に提出するものとする。 

② 賃金改善額として算入できないもの 

    退職手当、従業員が研修を受ける際の費用の支払いは計画の賃金改善額には含まれない。 

③ 賃金改善の実績報告 

   介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の

末日までに、指定権者に対して、介護職員処遇改善実績報告書を提出し、２年間保存するこ

ととする。 
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Ｑ＆Ａ（平成２７年４月３０日） 

問 事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつ

なのか。 

（答）賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改

善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃

金水準とは、以下のとおりである。 

なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員については、その職員

と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。 

○平成２６年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれか

の賃金水準 

  ・加算を取得する直前の時期の賃金水準（介護職員処遇改善交付金（以下「交付金」という。）

を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。） 

  ・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準（加算の取得による賃金改善の部分を除く。） 

○平成２６年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合 

  加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準 

 

Ｑ＆Ａ（平成２７年４月３０日） 

問 処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記

の取組に要した費用を賃金改善として計上して差支えないか。 

 ①法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上

乗せして支給すること。 

 ②研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。 

 ③介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わり

し、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。 

（答）処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善

の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費

用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれない。 

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための具

体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。 

 

Ｑ＆Ａ（平成２７年４月３０日） 

問 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響の

みを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。 

（答）特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱い

であることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で、介護職員

の賃金水準を引き下げることはできない。 

また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって一律に判断さ



55 

れるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切に把握可能となっている

必要がある。 

 ・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に限る。）

について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字

である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 

 ・介護職員の賃金水準の引き下げの内容 

 ・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

 ・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手

続きを行った旨 

 

⑮ 介護職員等特定処遇改善加算 （介護予防、短期利用含む）  

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

して市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応

型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の別区分同士の併算定はできない。 

※所定単位数は、基本サービス費に介護職員処遇改善加算を除く各種加算減算を加えた総単位数と

し、当該加算は区分支給限度額の算定対象から除外する。 

(1) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

 所定単位数の１０００分の３１（３．１％）に相当する単位数 

(2) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

 所定単位数の１０００分の２３（２．３％）に相当する単位で算定 

 

 

 

 

 

 

① 賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に

関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

② 経験・技能のある介護職員のうち１人は、賃金改善に要する費用の見込額が、月額８万円以上又

は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万以上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善加

算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限り

でないこと。 

③ 事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員

（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上である

こと。 

④ 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く）の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護

【算定要件】 

     加算(Ⅰ)：下記基準のうち、①～⑧の全てを満たす。 

     加算(Ⅱ)：下記基準のうち、①～⑧＋⑩～⑫の全てを満たす。 
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職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。ただし、介護職員

以外の職員の平均賃金額が介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回ら

ない場合はこの限りでないこと。 

⑤ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円を上回らないこと。 

⑥ 事業所において、賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該

事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての

職員に周知し、指定権者に届け出ていること。 

⑦ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化

等により事業の継続困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準（本

加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが、その内容について指定権者に

届け出ること。 

⑧ 事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を指定権者に報告す

ること。 

⑨ 認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定していること。（介

護福祉士の配置等要件）※加算Ⅰを算定する場合 

⑩ 認知症対応型共同生活介護費における介護職員処遇改善(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定して

いること。(現行加算要件) 

⑪ 平成２０年１０月から⑥の届出の日の属する月の前日までに実施した職員の処遇改善の内容（賃

金改善に関する者を除く。）及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知している

こと。（職場環境等要件） 

⑫ ⑪の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表している

こと。(見える化要件)※令和２年度より算定要件とする。 

参考：平成２７年３月２３日厚生労働省告示９５号厚生労働大臣が定める基準 六十の二 

 

【留意事項】 

 （１）指定権者への届出 

   算定を受ける年度の前年度の２月末日（令和元年度にあっては８月末）までに、介護サービス

事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の指定権者に提出するものとする。 

   ただし、介護職員等特定処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して指定権者に届け

出ることができる。 

   また、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者は、加算を取得しようとする

月の前々月の末日までに、指定権者に提出するものとする。 

      

（２）賃金改善の実績報告 

   介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

までに、指定権者に対して、介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出し、２年間保存すること

とする。 
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Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 介護職員等特定処遇改善加算は、勤続 10 年以上の介護福祉士がいなければ取得できないのか。 

(答)介護職員等特定処遇改善加算については、 

・現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること 

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行って

いること 

を満たす事業所が取得できることから、勤続 10 年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得 

可能である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施してい

る取組とは別の取組を実施する必要があるのか。 

(答) 介護職員等特定処遇改善加算における職場環境要件については、職場環境等の改善が行われる

ことを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具体的には、「資質

の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組を行うことが必

要である。 

   これまで介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要件を満

たす場合、介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと同様、これまでの取組に加えて新たな取組を

行うことまでを求めているものではない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 

(答) 事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 

 ・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況 

 ・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容 

 を公表することも可能である。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 経験・技能のある職員について、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を

有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされ

ているが、どのように考えるのか。 

（答）「勤続 10 年の考え方」については、 

・勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する 

・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上の勤続年数を

有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする 

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 
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Ｑ＆Ａ （平成 31 年 4 月 12 日） 

問 月額 8 万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて

計算することは可能か。 

（答）月額 8 万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善分で

判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要で

ある。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたっての

賃金に含める範囲はどこまでか。 

(答)「経験・技能のある介護職員」のうち設定することとしている「月額 8 万円の処遇改善」又は「処

遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金（440 万円）以上」の処遇改善となる者に係る処

遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、「月額 8 万円」の処

遇改善については、法廷福利費等の増加分を含めて判断し、処遇改善後の賃金「440 万円」につ

いては、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 2019 年度は 10 から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の賃

金が、役職者を除く全産業平均賃金（440 万円）以上かを判断するにあたり、考慮される点はある

のか。 

(答)処遇改善後の賃金が年額 440 万以上となることが原則であるが、介護職員等特定処遇改善加算が

10 月施行であることを踏まえ、2019 年度の算定に当たっては、6 月間又はそれ以下の期間の介護

職員等特定処遇改善加算を加えても年収 440 万円以上を満たすことが困難な場合、12 月間加算を

算定していれば年収 440 万円以上となることが見込まれる場合であっても、要件を満たすものと

して差し支えない。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのよ

うな例外を想定しているのか。 

 （答）各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある介護職員及

び他の介護職員については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。一方で、その他の職

種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ル

ールにも影響することを踏まえ、労使でよく話合いの上、適切に判断されたい。 
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Ｑ＆Ａ （平成 31 年 4 月 12 日） 

問 平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。 

 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うに

あたり職員の範囲に含めることとなる。 

 

Ｑ＆Ａ（平成 31 年 4 月 12 日） 

問 介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位で

の取扱いが認められる範囲はどこまでか。 

 (答) 法人単位での取扱いについては、 

     ・月額 8 万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金 

（440 万円）以上となる者を設定・確保 

 ・経験・技能のある介護職員、他の介護職員、その他の職種の設定 

が可能である。 

また、法人単位で月額 8 万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人で

はなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定

することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明すること

により、設定の人数から除くことが可能である。 

なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の取得

事業所間においては、一括の申請が可能である（未取得事業所や処遇改善加算の非対象サービ

スの事業所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認められない。）。 
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過去の実地指導等において指摘が多い事項及び留意事項について 

 

【基準関係】 

１ 看取り介護加算や若年性認知症利用者受入加算を算定する旨を届け出ているが、重要事項説明書

に記載されていない。 

２ 従事者の職種や員数は記載されているが、職務内容が重要事項説明書に記載されていない。 

３ 運営推進会議の開催回数が年６回開催されていない。 

４ 運営規程に算定できない加算の内容が記されている。 

５ 利用定員が重要事項説明書に記載されていない。 

６ 事故発生時の対応が重要事項説明書に記載されていない。 

７ 歯科協力医療機関が定められていない。 

８ 医療連携体制加算を算定しているが、看護師の確保について、現在の体制になる前の内容で記載

されており、現状とあっていない。 

９ 入居者が認知症であることが主治医の診断書等で確認していないものがあるなど、確認が十分に

行われていない。 

１０ 重要事項説明書と運営規程の内容が合致していないものがある。 

１１ 非常勤専従職員の勤務時間の記入はあるが、雇用関係等の確認が出来なかった。 

１２ 利用者と食事その他の家事等が、共同で行われていない。 

１３ 勤務表が月の途中までしか作成されていない。 

１４ 従業者の出退勤の管理が出来ていない。 

１５ 職員が安定して雇用出来ていない。 

１６ 職員研修が満足に行われていない。 

１７ 介護従業員との雇用契約がなされていない。 

１８ 食材料費等に関する会計の記録が出来ていない。 

１９ 誓約書を取っていない従業者がいる。 

２０ 利用者の家族との交流の機会が確保できていない。 

２１ 運営推進会議の記録がされていない。 

２２ 運営推進会議の記録が公表されていない。 

２３ 管理者が夜勤のみとなっており事業所の管理を一元的に行えていない。 

２４ ２ユニットの事業所において、計画作成担当者は２名いるが、１名で２ユニット分の計画作成

を行っている。 

２５ 代表者の変更があっているが変更届出の提出があっていない。 
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２６ 研修等に参加した際、復命、回覧がおこなわれておらず職員間での共有が行われていない。 

２７ 常勤の者が勤務すべき勤務時間に満たない常勤の職員がいる。 

２８ 苦情処理の相談窓口、体制、手順等が記載されていない。 

２９ 苦情の外部窓口として、有田町、佐賀県国民健康保険団体連合会が記載されていない。 

３０ 外部評価が毎年行われていない。 

３１ 身体拘束に関する記録が整備されていない。 

３２ 風水害に対するマニュアルの整備がされていない。 

３３ 管理者が共同生活住居の管理に支障が出ているにも関わらず兼務をしている。 

３４ 勤務表に常勤・非常勤の別、専従・兼務の別など必要な事項が記載されていない。 

３５ 勤務表が同一敷地内の他施設と一体的に作成されている。 

３６ 職員の健康診断が行われていない。 

３７ 共同生活住居間の仕切りを解放している。 

３８ 運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制等利用申込者のサービス選択に関係する重要事項等

が事務所内の見やすい場所に掲示されてしていない。 

 

【報酬関係】 

１ 看取り介護加算について 

・退居月と死亡月が異なる場合の、自己負担の同意書が作成されていない。 

  ・医療機関等がグループホームへ、利用者の状態を情報提供する場合の同意書が作成されていな

い。 

２ 医療連携加算について 

  ・重度化した場合の指針で、入院中のグループホームの居住費と食費の取り扱いが記載されてい

ない。 

  ・看護師の出勤簿が、別の事業所で管理されており、当該事業所で確認出来なかった。 

  ・利用者に対する日常的な健康管理に関する看護師による記録が不十分なものが見受けられた。 

３ 認知症専門ケア加算について 

  ・日常生活自立度の確認を主治医意見書で確認を行っていない。 

  ・日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当しない利用者に算定している。 
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【ケアプラン】 

１ 入居前に認知症である確認をしてはいるが、診断書等の書類が保管されていない。 

  あるいは入居後に確認を行っている。 

２ 基本情報の更新がされておらず、最新の認定情報等が記入されていない。 

 （認定期間更新時に基本情報も更新することが望ましい） 

３ アセスメントに具体的な記載が不足しており、課題とサービス内容との関連が明確でないものが

ある。 

４ 目標期間の設定が、認定期間を考慮していないものが見受けられる。 

 （目標期間は利用者の状態に応じて設定する必要があるが、認定期間も考慮に入れることが望まし

い） 

５ 目標が介護従事者主体になっているものが多く見受けられる。 

６ 計画書のニーズや目標、サービス内容が漠然としていて個別性がない。 

７ プランの同意署名が利用者名ではなく家族名となっている。また同意の確認は取れるが、説明や

交付についての記載がないため確認が出来ない。 

 （利用者が署名困難な場合は、代筆し、代筆者名欄（続柄）を設け、支援経過記録等に説明や交付

日についても記載することが望ましい）  

８ 支援経過記録の記載が不十分で、いつどのような支援を行ったかが明確でない。 

９ モニタリングや目標期間の評価がされていない、あるいは記録が不十分である。 

１０ 介護計画の継続や終了の根拠が明確に記載されていない。 

１１ 介護従事者とは随時ケアの方法等話し合いがなされているが、プランについての会議は開催さ

れていない。 

 （利用者をとりまく関係者が会議への参加が困難な場合は、事前に照会し、意見を取り入れること

が望ましい。その際は照会日や内容を記録しておくこと。） 
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変更の届出等について 

 

（変更の届出） 

１ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令

で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、

１０日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護を除く。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、その廃止又は休止の日の１月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

（介護保険法第７８条の５、１１５条の１５） 

 

指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域

密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項

について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なけ

ればならない。（介護保険法施行規則第１３１条の１３、１４０条の３０） 

 

届出必要項目 ＧＨ 

①事業所・施設の名称 ○ 

②事業所・施設の所在地 ○ 

③申請者の名称 ○ 

④主たる事務所の所在地 ○ 

⑤代表者の氏名、住所及び職名 ○ 

⑥定款・寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等 ○ 

⑦事業所・施設の建物の構造、専用区画等 ○ 

⑧事業所・施設の管理者の氏名及び住所 ○ 

⑨運営規程 ○ 

⑩協力医療機関（病院）・協力医療機関（歯科） ○ 

⑪介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連

携・支援体制 
○ 

⑫地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 ○ 

⑬役員の氏名及び住所 ○ 

⑭本体施設、本体施設との移動経路等 ― 

⑮併設施設の状況等 ― 

⑯介護支援専門員の氏名及びその登録番号 ○ 

⑰計画作成担当者の氏名、生年月日、住所及び経歴 〇 

 

 

 

 

提出する書類  
変更届出書 様式第２号（第３条関係）＋ 付表４（認知症対応型共同生活介護事業所用） 
（体制等に関する届出の場合は上記に加えて）                  ＋添付書類 
＋ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ＋ 体制等状況一覧表 
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変更届提出時の添付書類について 

項目 変更があった事項 必要な添付書類 

１ 事業所・施設の名称 運営規程（事業所の名称を記載している場合） 

２ 
事業所・施設の所在地 平面図、写真（外観及び各部屋）、土地及び建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書、

運営規程（事業所の所在地を記載している場合） 

３ 申請者の名称 定款・登記事項証明書、運営規程（事業所の名称を記載している場合） 

４ 主たる事務所の所在地 定款・登記事項証明書又は土地及び建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書 

５ 
代表者の氏名及び住所及

び職名 

誓約書（地域密着型サービス用・地域密着型介護予防サービス用）、役員名簿、

登記事項証明書又は理事会等の議事録 

６ 

定款・寄附行為等及びその

登録事項証明書又は条例

等 

（当該事業に関するもの） 

定款、登記事項証明書 

７ 
事業所・施設の建物の構

造、専用区画等 

平面図、写真（変更箇所） 

８ 
事業所・施設の管理者の氏

名及び住所 

勤務表（変更月の管理者の勤務状況がわかるもの）、経歴書、誓約書（地域密着

型サービス用・地域密着型介護予防サービス用）、役員名簿（管理者のもの） 

９ 

運営規程 運営規程（変更箇所が分かるようにすること）、以下の変更については適宜必要

な書類 

<従業者の職種、員数及び職務の内容> 

勤務表（変更月のもの）、組織図、資格証の写し 

<営業日及び営業時間> 

勤務表（変更月のもの）、サービス提供実施単位一覧表 

<利用定員> 

勤務表、平面図、サービス提供実施単位一覧表 

１３ 
役員の氏名及び住所 誓約書（地域密着型サービス用・地域密着型介護予防サービス用）、役員名簿、

理事会等の議事録 

１６ 
介護支援専門員の氏名及

びその登録番号 

勤務表（変更月のもの）、資格証の写し 

１７ 

計画作成担当者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

勤務表（変更月のもの）、資格証の写し 

・介護支援専門員以外 経歴書 

・介護支援専門員   専門員証の写し 

※変更する事項の内容によって、その他の添付書類の提出を求める場合があります。 
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様式第 2 号(第 3 条関係) 

変 更 届 出 書 

年  月  日 

 有田町長  様 

所在地              

事業者名 名 称            印 

代表者氏名            

 

 次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

  介護保険事業者番号           

指定内容を変更した事業所(施設) 
名称 

所在地 

サービスの種類   

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

1 事業所・施設の名称 (変更前) 

 2 事業所・施設の所在地 

3 申請者の名称 

4 主たる事務所の所在地 

5 代表者の氏名、住所及び職名 

6 
定款・寄附行為等及びその登録事項証明書又は条例

等(当該事業に関するものに限る。) 

7 事業所・施設の建物の構造、専用区画等 

8 事業所・施設の管理者の氏名及び住所 

9 運営規程 

10 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 (変更後) 

11 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との

連携・支援体制 

12 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 

13 役員の氏名及び住所 

14 本体施設、本体施設との移動経路等 

15 併設施設の状況等 

16 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

17 計画作成担当者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

変 更 年 月 日 年  月  日 

備考 1 該当項目番号に○を付してください。 

2 変更内容が分かる書類を添付してください。 
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「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、利用者または入所者

に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに有田町健康福祉課へ報告してく

ださい。 

１ 報告が必要な事故について 

 (1) サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故その他重大な人身事故の発生 

「サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故を含む。また、在宅の通所・入所サー

ビス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含

まれるものとする。※入院加療が必要な傷害や骨折の場合を原則とするが、それ以下のもので

も報告の必要があると事業者が判断すれば報告すること。 

事業者側の過失の有無は問わない。 

利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは、

報告すること。 

(2) 食中毒及び感染症、結核の発生 

感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、

原則として１、２、３及び４類とする。 

ただし、５類であっても、インフルエンザ等が施設又は事業所内に蔓延する等の状態になった

場合には、報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 職員（従業員）の法令違反、不祥事等の発生 

利用者からの預り金の横領など利用者の処遇に影響のあるものについては、報告すること。 

(4) その他、報告が必要と認められる事故の発生 

 ・救急搬送があった場合（近年、トラブルが増加していることから） 

 ・他者の薬を誤って服用した場合 

２ 報告書の様式 

有田町のホームページに掲載予定です。 

※ 報告には利用者の個人情報が含まれるため、その取扱いに十分注意すること。 

 

 

介護保険指定事業者等の事故発生時の報告について 

厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順 

（平成１８年３月３１日厚生労働省告示第２６８号） 

養護老人ホーム等（注：地域密着型サービス事業所等を含みます）の管理者等は、イからハまで

に掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を市町村又は保健所に迅速に報告すると

ともに、市町村又は保健所からの指示を求めることその他の必要な措置を講じなければならないこ

と。 

イ. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が１

週間内に２名以上発生した場合 

ロ. 同一の有症者等が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 
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