平成

年度

【指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 自 主 点 検 表 】
事 業 所 名

事業所番号
〒

所

在

地
電話番号：

ファックス番号：

指 定 年 月 日
開設者（法人名等）
（所在地も記入）
代 表 者 名 等
代表者

職名：

氏名：

管理者

職名：

氏名：

併設施設・居宅事業所等
があれば、名称
（同一法人に限る）
※ 記入と提出時に関する注意事項：

1. 特に指定されていない場合は、記入日現在の状況をチェックポイント欄の□に レ（チェック）を入れて回答してください。
2. また、数値で回答する箇所も、特に指定されていない場合は、記入日現在の状況で回答してください。
3. 実地指導の 2 週間前までに、１部提出してください。なお提出時には「控え」をとっておいてください。

記入者

職名：

氏名：

記入年月日
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【認知症対応型共同生活介護】
第１ 基本方針

13 緊急時等の対応

32 記録の整備

第２ 人員に関する基準

14 管理者の責務

第５ 変更の届出等

１ 従事者の員数

15 社会生活上の便宜の提供等

第６ 介護給付費の算定及び取扱い

２ 管理者

16 管理者による管理

１ 基本的事項

３ 代表者

17 運営規程

２ 夜勤職員の勤務条件が基準を満たさない又は利用

第３ 設備に関する基準

18 勤務体制の確保等

者定数超過若しくは職員数が基準を満たさない場

第４ 運営に関する基準

19 掲示

合の算定

１ 内容及び手続きの説明及び同意

20 秘密保持等

３ 初期加算

２ 提供拒否の禁止

21 広告

４ 医療連携体制加算

３ 受給資格等の確認

22 定員の遵守

５ 夜間ケア加算

４ 要介護認定の申請に係る援助

23 地域等との連携

６ 若年性認知症利用者受入加算

５ 入退居

24 非常災害対策

７ 看取り介護加算

６ サービスの提供の記録

25 衛生管理等

８ 退去時相談援助加算

７ 利用料等の受領

26 協力医療機関等

９ 認知症専門ケア加算

８ 保険給付の請求のための証明書の交付

27 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

10 サービス提供体制強化加算

９ 認知症対応型共同生活介護の取扱方針

28 調査への協力等

11 短期利用共同生活介護費

10 認知症対応型共同生活介護計画の作成

29 苦情処理

12 認知症行動・心理症状緊急時対応加算

11 介護等

30 事故発生時の対応

13 介護職員処遇改善加算

12 利用者に関する市町村への通知

31 会計の区分

※根拠となる基準等について（以下略称を使用する。）
・厚労省令第３４号・・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 ・厚労省告示第１２６号・・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・留意事項・・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・厚労省告示第９５号・・厚生労働大臣が定める者等 ・厚労省告示第９６号・・厚生労働大臣が定める基準 ・条例・・草津市市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例
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指定認知症対応型共同生活介護自主点検表
第１ 基本方針
項 目

基

準

チェックポイント

確認書類等

指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者 ⇒事業運営の方針は、左記の基本方針に沿ったものとな
定款・寄附行為
っているか。
であって認知症の状態にある者（当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及
□なっている
び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因とな
運営規程
□なっていない
る疾患が急性の状態にある者を除く。）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、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 ⇒運営規程、パンフレット、その他利用者に説明する文 パンフレット
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 書は、法令、規則等に反した内容になっていないか。
常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
□なっていない
（厚労省令第３４号第８９条）
□なっている
第２ 人員に関する基準
項

目

(1)従業者の員数

基

準

チェックポイント

確認書類等

⇒夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯において、介
勤務表（参考書式）
事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の
護従業者を左記により配置しているか。
時間帯以外の時間帯にサービスの提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、利
□配置している
職員名簿
用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上とする。
□配置していない
（厚労省令第３４号第９０条第１項）
・当該事業所の日中時間帯（
時～
時）
※常勤換算方法とは、当該事業所の総従業者の１週間の勤務延時間数を
当該事業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数（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
所の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。
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
せるために必要な数以上とする。
（厚労省令第３４号第９０条第１項）
※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、
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、
これ以外の従業者で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。
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⇒夜間及び深夜の時間帯を通じて、介護従業者を左
記により配置しているか。
□配置している
□配置していない
⇒介護従業者は、認知症介護の知識経験を有する者 勤務表
であるか。
職員履歴書
□知識、経験を有する者である
研修資料等
□知識、経験を有していない
・介護従業者の研修の機会の確保状況を確認

従業者の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とする。
（厚労省令第３４号第９０条第２項）
※利用者の数について
①「前年度の平均値」は、当該年度の前年度の平均を用いる。この場合
、利用者数等の平均は、前年度の全利用者数等の延べ数を当該前年度の
日数で除して得た数とする。
②新たに事業を開始、若しくは再開し、又は増床した事業者においては
、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数等の延べ数
を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から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べ数を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、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後
の利用者数等の延べ数を延べ日数で除して得た数とする。

⇒従業者の員数の算定を、左記により適正に行って
利用者数がわかる書類
いるか。
□適正に行っている
□適正に行っていない
・前年度の総延利用者数＝（
）人
・前年度の運営日数
＝（
）日
・平均値＝前年度の総延利用者数÷前年度の運営
日数＝（
）人／日
必ず、「前年度の総延利用者数」、
「前年度の運営日数」、「平均値」
を記入してください。

介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。
⇒常勤の介護従業者を１以上配置しているか。
（厚労省令第３４号第９０条第３項）
□配置している
※利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事す
□配置していない
ることは差し支えない。

勤務表
常勤・非常勤職員の員数が
分かる職員名簿

共同生活住居ごとに、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 ⇒共同生活住居ごとに専従の計画作成担当者を配
に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を
置しているか。
担当させるのに適当と認められる者を専らその職務に従事する計画作成担当者と
□配置している
しなければならない。
□配置していない
（厚労省令第３４号第９０条第５項）
・計画の作成に関し知識及び経験を有するか確認
・事業所における勤務時間において他のサービス
に従事していないか確認

共同生活介護計画書
勤務表
職務分担表
職員履歴書
研修資料等
研修修了証

計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければ ⇒計画作成担当者は研修受講済みであるか
ならない。（厚労省令第３４号第９０条第６項）
□受講済み
□受講していない
・今後の体制確認
※別に厚生労働大臣が定める研修は、都道府県知事及び指定都市が実施
する「実践者研修」又は｢基礎課程｣
※指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定を受ける際（指定を受
⇒計画作成担当者の変更の際、研修受講済みの者を 研修資料等
けた後に計画作成担当者の変更の届出を行う場合を含む。）に計画作成
充てているか。
研修修了証
担当者について、都道府県知事及び指定都市が実施する研修を修了して
□研修受講済者を充てている
いる者とする。
□研修受講済者を充てていない
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指定認知症対応型共同生活介護事業者は、計画作成担当者のうち１以上の者は、 ⇒計画作成担当者のうち１以上は介護支援専門員
介護支援専門員をもって充てなければならない。
をもって充てているか。
※ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能
□介護支援専門員である
型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対
□介護支援専門員でない
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
・併設する小規模多機能型居宅介護事業者の介
用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができる。
護支援専門員と連携している。
（厚労省令第３４号第９０条第７項）
⇒計画作成担当者である介護支援専門員は資格の
有効期限内の者であるか。
□有効期限内。（平成
年
月
日）
□有効期限切れている。

(2)管理者

職員履歴書

介護支援専門員証

認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当する介護支援専門員は、介護支援専門 ⇒計画作成担当者である介護支援専門員は他の計
職務分担表
員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
画作成担当者の業務を監督しているか。
（厚労省令第３４号第９０条第８項）
□監督している。
□監督していない。
計画作成担当者について、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成するため ⇒計画作成に必要な時間が確保されているか。
勤務表
に、利用者の日常の変化を把握するに足りる勤務時間（各ユニットごとに少なくと
□確保されている
も１週当たりにおいて、当該事業所における常勤の従業者の１日当たりの勤務時間
□確保されていない。
の２日相当を確保している。
共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を配置しなければなら ⇒常勤の管理者を配置しているか。
勤務表
ない。（厚労省令第３４号第９１条第１項）
□配置している（□専従 □兼務）
□配置していない
組織図
⇒兼務の場合、当該事業所の管理に支障がないか。
□支障がない
※共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職
□支障がある（併設される訪問系サービスのサー
務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設す
ビス提供を行う従業者との兼務）
る指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型
□該当なし
居宅介護事業所の職務に従事することは差し支えない。
・兼務の状況

管理者は、適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を有する者であっ ⇒管理者は、必要な知識及び経験を有しているか。 職員履歴書
て特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療
□有している
院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者等の職員又は訪問介護員等と
□有していない
して、３年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有し別に厚生労働大臣が定め
・必要な知識及び経験があるか確認
る研修を修了しているものでなければならない。
（厚労省令第３４号第９１条第２項）
⇒管理者は研修を修了しているか。
研修資料等
※別に厚生労働大臣が定める研修は、都道府県及び指定都市が実施する
□修了している
研修修了証
「認知症対応型サービス事業管理者研修」とする。
□修了していない
・研修を受講させる計画について確認
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※指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定を受ける際（指定を受
けた後に管理者の変更の届出を行う場合を含む。）に管理者について、
都道府県知事及び指定都市が実施する研修を修了している者とする。

（３）代表者

⇒管理者の変更の際、研修受講済みの者を充ててい 研修資料等
るか。
研修修了証
□研修受講済者を充てている
□研修受講済者を充てていない
□管理者の変更なし

代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、 ⇒代表者は、必要な知識及び経験を有しているか。
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
□有している
等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス
□有していない
若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であっ
・必要な知識及び経験があるか確認
て、別に厚生労働大臣が定めた研修を修了しているものでなければならない。
（厚労省令第３４号第９２条）
⇒代表者は研修を修了しているか。
□修了している
※別に厚生労働大臣が定める研修は、都道府県及び指定都市が実施する
□修了していない
「認知症対応型サービス事業開設者研修」等とする。
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第３ 設備に関する基準
項 目
基
準
チェックポイント
確認書類等
事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は１又は２とする。
⇒共同生活住居の数は１又は２であるか。
平面図
ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であること
□１又は２ （ユニット数
）
運営規程
その他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必
□３以上
（ユニット数
）
設備・備品台帳
要と認められる場合は、1の事業所における共同生活住居の数を３とすることがで
・経過措置該当分か確認
きる。（厚労省令第３４号第９３条第１項）
【経過措置】平成１８年４月１日に現に２を超える共同生活住居を有しているもの
は、当分の間、当該共同生活住居を有することができる。
（厚労省令第３４号附則第７条）
共同生活住居は、その入居定員を５人以上９人以下とし、居室、居間、食堂、台所 ⇒入居定員が５人以上９人以下であるか。
、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、その他利用者が日常生活
□５人以上９人以下である（定員
人）
を営む上で必要な設備を設けるものとする。（厚労省令第３４号第９３条第２項） □５人以上９人以下でない（定員
人）
・必要な設備があるか確認
※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
□居室 □居間 □食堂 □台所 □浴室
クラー設備の設置が義務付けられています。※経過措置あり
□消火設備(誘導灯､消火器等)
消火器の設置について、利用者、入所者又は入居者が直接触れることができない措置を講じ
□その他必要な設備（
）
なければならない。（条例第９条）
※ 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
⇒居間及び食堂は同一の場所であるか。
（厚労省令第３４号９３条第５項）
□同一でない
□同一である
⇒同一である場合、居間・食堂のそれぞれの機能は
独立しているか。
□独立している
□独立していない
⇒利用者及び介護従事者が一堂に会するのに十分
な広さか。
□十分な広さである
□十分な広さでない
※複数の共同生活住居を設ける場合であっても、居間、食堂及び台所に
⇒左記の場合も共同生活住居ごとに専用の設備と
ついては,それぞれ共同生活住居ごとの専用の設備でなければならない。
なっているか。
□なっている
□なっていない
□該当なし
一の居室の定員は、１人とする。（厚労省令第３４号第９３条第３項）
⇒一の居室の定員が、１人となっているか。
□なっている
※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。
□なっていない
・定員２人の居室がある場合、処遇上必要と認め
られるか確認
一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。
⇒一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上と
（厚労省令第３４号第９３条第４項）
なっているか。
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※（経過措置）
平成１８年４月１日に現に存する共同生活住居であってサービスの提
供に支障がないと認められる場合は、この限りではない。
（厚労省令第34号附則第7条）

□なっている
□なっていない
・なっていない場合、床面積、利用者の状況等に
ついて確認
・経過措置の適用の有無を確認
居室のうち居間又は共同生活室に面しているものについて、利用者又は入居者のプ ⇒プライバシーを確保する措置を講じているか
ライバシーを確保する措置を講じなければならない。（条例第１０条）
□講じている
□講じていない

第４ 運営に関する基準
項 目
基
準
チェックポイント
確認書類等
(1)内容及び手続 サービス提供開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、サービスの選択に資す ⇒重要事項を記した文書を交付して、説明を行っ 重要事項を記した文書
の説明及び同意 ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス提供の開始
ているか。
説明書
について利用申込者の同意を得なければならない。
□行っている
利用申込書
（厚労省令第３４号第３条の７準用）
□行っていない
※サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書の内容は
⇒重要事項を記した文書は、適切な内容となって
、以下の項目等である。
いるか。
ア．運営規程の概要
□なっている
イ．介護従業者の勤務の体制
□なっていない
ウ．事故発生時の対応
エ．苦情処理の体制
オ．提供するサービスの第三者評価の実施状況 等
（実施の有無、実施した直近の年月日、評価機関の名称、結果の開示状況）

※わかりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧に説明を
行い、同意を得ること。

※同意は、利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面によって確認
することが望ましい。
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⇒説明書やパンフレットを準備しているか。
□準備している
□準備していない
・わかりやすいものになっているか確認
⇒懇切丁寧な説明を行っているか
□行っている
□行っていない
⇒サービスの提供開始について同意を得ている
か。
□同意を得ている
□同意を得ていない
⇒サービス提供開始についての同意は、書面によ
って確認しているか。
□書面で確認している
□書面で確認していない

説明書
パンフレット

同意に関する記録

契約書等の書面

※事業者は、自己評価結果について、利用申込者又はその家族に対する
説明の際に交付する重要事項を記した文書に添付の上説明すること。

⇒自己評価結果を添付して説明しているか。
□行っている
□行っていない

※事業者は、外部評価の結果の詳細版（評価調査員のコメント等が付さ
れたもの）を、利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重
要事項を記した文書に添付の上説明すること。

⇒外部評価結果を添付して説明しているか。
外部評価結果
□行っている
□行っていない
□外部評価未実施
⇒正当な理由なくサービスの提供を拒んでいな
いか。
□拒んでいない
□拒んでいる
・サービスの提供を拒んだ場合、左記のどの理
由に該当するか確認
⇒要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提 要介護度の分布が分かる資
供を拒否していないか。
料
□拒否していない
□拒否している

(2)提供拒否の禁 正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
止
（厚労省令第３４号第３条の８準用）
※サービスの提供を拒む場合の正当な理由とは、次の場合である。
ア．申込者が入院治療を要する者である場合
イ．入居者が定員に達している場合
※要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止
する。

自己評価結果

(3)受給資格等の サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって被保 ⇒利用申込者の受給資格等について確認を行っ
確認
険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確かめるものとする。
ているか。
（厚労省令第３４号第３条の１０第１項準用）
□行っている
□行っていない

利用者に関する記録

被保険者証に認定審査会の意見の記載がある場合には、当該意見に配慮してサービ ⇒認定審査会の意見に配慮してサービスを提供
スを提供するように努めなければならない。
しているか。
（厚労省令第３４号第３条の１０第２項準用）
□提供している
□提供していない
□審査会の意見記載事例なし

利用者に関する記録

(4)要介護認定の 要介護認定の申請が行われていない場合には、利用者の意思を踏まえて速やかに当 ⇒利用者の意思を踏まえ､必要な援助を行ってい 利用者に関する記録
申請に係る援助 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。
るか。
（厚労省令第３４号第３条の１１第１項準用）
□行っている
□行っていない
□該当なし
要介護認定の更新の申請が行われていない場合は、遅くとも有効期間が終了する３ ⇒左記の場合に、必要な援助を行っているか。
０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。
□行っている
（厚労省令第３４号第３条の１１第２項準用）
□行っていない
□該当なし
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(5)入退居

サービスの提供は、要介護者であって認知症である者のうち、少人数による共同生 ⇒入居対象者の受入は適切であるか。
利用者に関する記録
活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
□適切である
（厚労省令第３４号第９４条第１項）
□適切でない
・適切でない場合、当該入居者への対応につい
て確認
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当該入居申込者が認知 ⇒主治医の診断書等により入居申込者の認知症 診断書等
症である者であることの確認をしなければならない。
の状態について確認を行っているか。
（厚労省令第３４号第９４条第２項）
□行っている
□行っていない
入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサー ⇒自らサービスを提供することが困難であると 紹介の記録
ビスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の認知症対応型共同生
認めた場合、左記により適切な措置を講じてい
活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やか
るか。
に講じなければならない。
□適切な措置を講じている
（厚労省令第３４号第９４条第３項）
□適切な措置を講じていない
□該当なし
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 ⇒入居申込者の心身の状況等の把握に努めてい 利用者に関する記録
なければならない。
るか。
（厚労省令第３４号第９４条第４項）
□把握に努めている
□把握に努めていない
・把握する方法について、具体的に確認
利用者の退居の際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境 ⇒利用者が退居する際に、左記のとおり必要な援 家族への相談・情報提供記録
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。
助を行っているか。
（厚労省令第３４号第９４条第５項）
□行っている
□行っていない
□該当なし
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 ⇒利用者が退居する際に、利用者又はその家族に 指導に関する記録
、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを
対し、適切な指導を行っているか。
提供する者との密接な連携に努めなければならない。
□行っている
（厚労省令第３４号第９４条第６項）
□行っていない
□該当なし
⇒利用者が退居する際に、居宅介護支援事業者等 情報提供に関する記録
への情報の提供及び他のサービス提供者との
連携に努めているか。
□行っている
□行っていない
□該当なし
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(6)サービスの提 入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際し ⇒入居及び退居の年月日等を利用者の被保険者
供の記録
ては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
証に記載しているか。
（厚労省令第３４号第９５条第１項）
□記載している
□記載していない
□入居年月日 □共同生活住居の名称
□退去年月日
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を記録しなければ
ならない。
（厚労省令第３４号第９５条第２項）

⇒具体的なサービスの内容等記録しているか。
□記録している
□記録していない

利用者に関する記録

サービス提供記録

(7)利用料等の受 法定代理受領サービスに該当する認知症対応型共同生活介護を提供した際には、そ ⇒利用者から左記の費用の額（１割又は２割相当 運営規程
領
の利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費
額）の支払を受けているか。
領収証控
用基準額から当該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
□受けている
得た額（１割又は2割相当額）の支払を受けるものとする。
□受けていない
（厚労省令第３４号第９６条第１項）
法定代理受領サービスに該当しない認知症対応型共同生活介護を提供した際に、そ ⇒不合理な差額を設けていないか。
の利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る地域密着型介護サー
□設けていない
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。
□設けている
（厚労省令第３４号第９６条第２項）

運営規程
領収証控

※一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはなら
ない。
事業者は、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 ⇒適切に食材料費の支払を受けているか。
運営規程
ら受けることができる。（厚労省令第３４号第９６条第３項）
□適切に受けている
領収証控
ア 食材料費
□適切に受けていない
□該当なし
⇒適切に理美容代の支払を受けているか。
運営規程
□適切に受けている
領収証控
イ 理美容代
□適切に受けていない
□該当なし
⇒適切におむつ代の支払を受けているか。
運営規程
□適切に受けている
領収証控
ウ おむつ代
□適切に受けていない
□該当なし
⇒左記の費用について、適切に支払を受けている 運営規程
か。
領収証控
エ アからウに掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る
□適切に受けている
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
□適切に受けていない
□該当なし
※エについては、利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に
・その他の日常生活に要する費用の取扱いは、
必要なものを事業者が提供する場合に係る費用を指す。
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適切に行われているか確認
※保険給付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
による費用の徴収は認められない。
前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその ⇒左記の場合、サービスの内容及び費用について 説明文書
家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得
説明を行い、利用者の同意を得ているか。
同意書
なければならない。（厚労省令第３４号第９６条第４項）
□同意を得ている
□同意を得ていない
□該当なし
認知症対応型共同生活介護その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払 ⇒利用者から支払を受けた際、領収証を交付して 領収証控
を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。 いるか。
（介護保険法第４２条の２第９項）
□交付している
□交付していない
交付する領収証に、認知症対応型共同生活介護について被保険者から支払を受けた ⇒領収証には費用区分を明確にしているか。
領収証控
費用の額のうち、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現
□区分して記載している
に認知症対応型共同生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費
□区分して記載していない
用の額とする）に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の
・領収証の費用区分を確認
費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 ①基準により算定した費用の額又は現に要し
（介護保険法施行規則第６５条準用）
た費用の額
②その他の費用（個別の費用ごとに区分）
(8)保険給付の請 法定代理受領サービスに該当しない認知症対応型共同生活介護の利用料の支払を ⇒法定代理受領サービス以外の認知症対応型共 サービス提供証明書控
求のための証明 受けた場合は提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記
同生活介護の利用料の支払を受けた場合、サー
書の交付
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。
ビス提供証明書を作成し,利用者に交付してい
（厚労省令第３４号第３条の２０準用）
るか。
□交付している
□交付していない
□該当なし
(9)指定認知症対 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 ⇒左記のとおりサービスの提供を妥当適切に行
応型共同生活介 、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。
っているか。
護の取扱方針
（厚労省令第３４号第９７条第１項）
□行っている
□行っていない
認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、利用者一人一人の人格を尊重し、利 ⇒左記のとおり配慮してサービスが行われてい
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
るか。
よう配慮して行われなければならない。（厚労省令第３４号第９７条第２項）
□配慮して行われている
□配慮して行われていない
認知症対応型共同生活介護の提供に当たって、認知症対応型共同生活介護計画に基 ⇒左記のとおり配慮してサービスを行っている
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。
か。
（厚労省令第３４号第９７条第３項）
□配慮して行っている
□配慮して行っていない
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介護従業者は、認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし ⇒認知症対応型共同生活介護の提供を懇切丁寧
、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
に行っているか。
に説明を行わなければならない。（厚労省令第３４号第９７条第４項）
□行っている
□行っていない
⇒サービス提供方法等について、利用者又はその パンフレット等
家族に理解しやすいよう説明を行っているか。
□行っている
□行っていない
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 ⇒左記のとおり制限する行為を行っていないか。 身体拘束に関する記録
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
□行っていない
ならない。（厚労省令第３４号第９７条第５項）
□行っている

※身体拘束禁止の対象となる具体的行為
①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で
縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛
る。
⑤点滴･経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむ
しらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ
字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用す
る。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せ
る。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等
で縛る
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

事業者は、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 ⇒身体的拘束等を行った場合、適切に記録されて 身体拘束に関する記録
用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
いるか。
（厚労省令第３４号第９７条第６項）
□適切に記録されている
□適切に記録されていない
※なお、記録に当たっては、「身体拘束ゼロへの手引き」に例示されて
□該当なし
いる「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」などを参考として、適
・緊急やむを得なかった理由が妥当かどうか確認
切な記録を作成し、保存することとする。
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指定認知症対応型共同生活介護事業者は、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。
一 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 ⇒左記のとおり取り組んでいるか。
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
□取り組んでいる
ること。
□取り組んでいない
【具体的には、次のようなことを想定している。】

委員会の記録
報告様式

イ 身体的拘束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、身体的拘束について報告すること。
ハ 身体的拘束適正化のための委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析す
ること。
ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束の発生時の状況等を分析し、身体的拘束の発生原
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。
ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
【指針には次のような項目を盛り込むこととする。】
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト

事業所における身体的拘束適正化に関する基本的考え方
身体的拘束適正化のための委員会その他事業所内の組織に関する事項
身体的拘束適正化のための職員研修に関する基本方針
事業所内で発生した身体的拘束の報告方法等のための方策に関する基本方針
身体的拘束発生時の対応に関する基本方針
利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
その他身体的拘束適正化の推進のために必要な基本方針

⇒指針を整備しているか。
□整備している
□整備していない

当該指針

三

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 ⇒研修を実施しているか。
研修の記録
的（年２回以上）に実施すること。
□している
□していない
自ら提供するサービス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 ⇒サービスの質の評価を行い、改善を図っている 評価を実施した記録
受けて、常にその改善を図らなければならない。
か。
（厚労省令第３４号第９７条第８項）
□行っている
□行っていない
⇒評価結果を入居者及びその家族に対して開示 評価を実施した記録
しているか。
※評価の実施を担保する観点から、評価結果を入居（申込）者及びその
□開示している
家族に対して開示すること。
□開示していない
⇒自己評価は年１回以上実施しているか。
□実施している（年
回）
□実施していない
⇒外部評価は年１回以上実施しているか。
□実施している（年
回）
□実施している（緩和事業所）（２年
□実施していない

※自己評価は、少なくとも年１回は実施すること。

※外部評価は、原則として少なくとも年１回受けること。
外部評価実施回数緩和事業所は２年に１回の実施で可能
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評価を実施した記録

外部評価記録
回）

(10)認知症対応
型共同生活介護
計画の作成

管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を ⇒計画作成担当者に計画作成業務を行わせてい
担当させるものとする。（厚労省令第３４号第９８条第１項）
るか。
□行わせている
□行わせていない
認知症対応型共同生活介護計画作成に当たっては、通所介護等の活用、地域におけ ⇒計画の作成に当たっては、通所介護の活用等多
る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
様な活動の確保に努めているか。
ならない。
□努めている
（厚労省令第３４号第９８条第２項）
□努めていない
・通所介護その他の多様な活動（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、行
事、園芸等）の確保の状況について確認

運営規程
職務分担表

利用者に関する記録
共同生活介護計画書

計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ ⇒計画作成担当者は、左記により計画作成業務を 共同生活介護計画書
て、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的な
行っているか。
サービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければな
□行っている
らない。（厚労省令第３４号第９８条第３項）
□行っていない
計画作成担当者は各種サービス（居宅療養管理指導・訪問看護等の医療系サービス ⇒計画に位置づけられているか。
・その他介護保険外サービス）を認知症対応型共同生活介護計画に位置付けている
□位置付けている。
か。（厚労省令第３４号第98条第３項）
□位置付けていない。

共同生活介護計画書

計画作成担当者は,認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,その内容に ⇒計画作成担当者は、利用者又はその家族に対し 共同生活介護計画書
ついて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。 内容等の説明を行い、同意を得ているか。
（厚労省令第３４号第９８条第４項）
□行っている
□行っていない
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該計画を ⇒計画を利用者に交付しているか。
共同生活介護計画書
利用者に交付しなければならない。（厚労省令第３４号第９８条第５項）
□交付している
□交付していない

(11)介護等

計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護 ⇒計画作成担当者は、計画の実施状況の把握を行
従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居
い、必要に応じて計画の変更を行っているか。
宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活
□行っている
介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の
□行っていない
変更を行うものとする。
（厚労省令第３４号第９８条第６項）
計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の変更を行う際も計画の作成に ⇒計画作成担当者は、計画変更の際に、計画作成
準じて取り扱わなければならない。（厚労省令第３４号第９８条第７項）
の際に準じた取り扱いを行っているか。
□行っている
□行っていない
介護に当たっては、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 ⇒左記により適切な技術で介護を行っているか。
充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
□行っている
（厚労省令第３４号第９９条第１項）
□行っていない
※サービスの提供に当たっては、利用者の人格に十分配慮して実施するこ
⇒利用者の人格に十分配慮しているか。
と。
□配慮している
□配慮していない
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共同生活介護計画書

共同生活介護計画書

利用者に関する記録

利用者に関する記録

利用者の負担により、当該共同生活住居の従業者以外の者による介護を受けさせて ⇒利用者の負担により、当該共同生活住居の従業
者以外の者による介護を受けさせていないか。
はならない。（厚労省令第３４号第９９条第２項）
□受けさせていない
※事業者の負担により、通所介護等のサービスを利用に供することは差し
□受けさせている
支えない。

(12)利用者に関
する市町村への
通知

(13)緊急時等の
対応

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 ⇒利用者と介護従業者が共同して行うよう努め
努めるものとする。（厚労省令第３４号第９９条第３項）
ているか。
□努めている
□努めていない
利用者が、正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、 ⇒左記の場合、遅滞なく当該利用者について意見
要介護状態の程度を増進させたと認められるときには、遅滞なく意見を付して市町
を付し、市町村に通知しているか。
村に通知しなければならない。（厚労省令第３４号第３条の２６準用）
□通知している
□通知していない
□市町村へ通知を要する事例なし
・具体的な意見の内容等について確認
利用者が偽り又は不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときに ⇒左記の場合、遅滞なく当該利用者について意見
は、遅滞なく意見を付して市町村に通知しなければならない。
を付し、市町村に通知しているか。
（厚労省令第３４号第３条の２６準用）
□通知している
□通知していない
□市町村へ通知を要する事例なし
・具体的な意見の内容等について確認
現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他 ⇒左記の場合必要な措置を講じているか。
必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関へ
□必要な措置を講じている
の連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。
□必要な措置を講じていない
（厚労省令第３４号第８０条準用）
□緊急時対応必要事例なし
※緊急時において円滑な協力を得るため、協力医療機関との間であらか
じめ必要な事項を取り決めておくこと。

(14)管理者の責
務

⇒医療機関との間であらかじめ必要な事項を取
り決めているか。
□取り決めている
□取り決めていない
・具体的な取り決めの内容等について確認

共同生活介護計画書

意見通知文書

意見通知文書

運営規程
利用者に係る記録
事故対応マニュアル
事故記録
取り決め書類

管理者は、当該事業所の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状 ⇒管理者は左記の管理を一元的に行っているか。 組織図
況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
□行っている
組織規程
（厚労省令第３４号第５３条第１項準用）
□行っていない
職員分担表
業務日誌等
管理者は、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 ⇒管理者は、必要な指揮命令を行っているか。 組織図
うものとする。（厚労省令第３４号第５３条第２項準用）
□行っている
組織規程
□行っていない
職員分担表
・管理者の業務について具体的に確認
業務日誌等
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(15)社会生活上
の便宜の提供等

利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
（厚労省令第３４号第１００条第１項）

⇒利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に
努めているか。
□努めている
□努めていない

利用者に係る記録

利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又 ⇒行政機関に対する手続き等を利用者等に代わ 同意書（同意後の確認方法）
はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わな
って行っているか。
ければならない。（厚労省令第３４号第１００条第２項）
□行っている
□行っていない
□該当なし
・実施状況について、その都度同意を得て代行
しているか確認

※特に金銭に係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同意を得るものとする。

⇒金銭に係る代行の前後において、左記のとおり 同意書
同意を得ているか。
□得ている
□得ていない
□該当なし
・実施状況について書面等を確認

常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を ⇒利用者の家族との連携、利用者と家族との交流 利用者に関する記録
確保するよう努めなければならない。（厚労省令第３４号第１００条第３項）
の機会の確保に努めているか。
□努めている
□努めていない
・実施状況について具体的に確認

※利用者と家族の面会の場所や時間等についても、利用者やその家族の
利便を図ること。

(16)管理者によ
る管理

⇒利用者と家族との面会の場所及び時間等が適
切に設定されているか。
□適切に設定されている
□適切に設定されていない

面会記録

管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービ ⇒管理者が、同時に他の施設等の管理者を兼務し 組織図
ス、指定介護予防サービスもしくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う
ていないか。
運営規程
事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。
□兼務していない
（厚労省令第３４号第１０１条）
□兼務している
・兼務している場合、兼務状況について具体的
※事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の
に確認
管理上支障がない場合は、この限りではない。
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(17)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程（運 ⇒運営規程は適切に定められているか。
運営規程
営規程）を定めておかなければならない。
□適切に定められている
指定申請書（控）
（厚労省令第３４号第１０２条）
□適切に定められていない
変更届出書（控）
・運営規程の内容が適切であるか確認
※運営規程には、次の事項を定めるものとする。
・指定申請時から変更があった内容について変
①事業の目的及び運営の方針
更の届出がなされているかどうか確認
②従業者の職種、員数及び職務内容
③利用定員
④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
※④の「認知症対応型共同生活介護の内容」とは、通所介護等を利用す
る場合については当該サービスを含めたサービスの具体的な内容を指す
ものであること。
「利用料」には、法定代理受領サービスである認知症対応型共同生活介
護にかかる利用料（１割又は２割負担）及び法定代理受領サービスでな
い認知症対応型共同生活介護の利用料を、「その他の費用の額」として
は、必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであ
ること。
⑦の「その他運営に関する重要事項」として、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に身体的拘
束等を行う際の手続きについて定めておくことが望ましい。

(18)勤務体制の
確保等

利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めてお ⇒左記により従業者について勤務の体制を定め
かなければならない。（厚労省令第３４号第１０３条第１項）
ているか。
□定めている
□定めていない

就業規則
運営規程
雇用契約書
勤務表
事務分担表

※共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の
別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務の担当者等を明確にする
こと。
介護従業者の勤務の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 ⇒従業者の勤務体制を定めるに当たって、継続性 勤務表
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。 を重視したサービス提供に配慮しているか。
（厚労省令第３４号第１０３条第２項）
□継続性を重視している
□継続性を重視していない
・担当の介護従業者を固定する等の継続性につ
いて確認
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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。
（厚労省令第３４号第１０３条第３項）
※介護従業者は、要介護者であって認知症の状態にある者の介護を専
ら担当することにかんがみ、特に認知症介護に関する知識及び技術の
修得を主たる目的とする研修を受講する機会を確保するよう努めるこ
ととする。
(19)掲示

研修資料等
研修計画
出張命令

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申 ⇒当該事業所の見やすい場所に重要事項の掲示 重要事項掲示物
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。 を行っているか。
（厚労省令第３４号第３条の３２準用）
□掲示を行っている
□掲示を行っていない
・記載事項、文字の大きさ、掲示方法等につい
て掲示物を確認
※自己評価結果について、共同生活住居内の見やすい場所に掲示する
ほか、入居者の家族に送付するなどにより開示すること。
※外部評価結果の詳細版（評価調査員のコメント等が付されたもの）
を、共同生活住居内の見やすい場所に掲示するほか、入居者の家族に
送付等行うこと。

(20)秘密保持等

⇒研修の機会が確保されているか。
□確保されている
□確保されていない
・研修の実施状況について確認

⇒自己評価結果を左記により開示されているか。 自己評価結果掲示物
□開示されている
□開示されていない
⇒外部評価結果を左記により開示されているか。 外部評価結果掲示物
□開示されている
□開示されていない
□外部評価未実施

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 ⇒利用者又はその家族の秘密保持のために、必要 取り決め書類
らしてはならない。（厚労省令第３４号第３条の３３第１項準用）
な措置を講じているか。
□必要な措置を講じている
□必要な措置を講じていない
・雇用契約時の従業者との取り決め等について
確認
※秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約時に取り決め、例えば違
約金について定める等の措置を講じるべきものとする。
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 ⇒従業者であった者に対して、秘密保持のために 取り決め書類
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。
必要な措置を講じているか。
（厚労省令第３４号第３条の３３第２項準用）
□必要な措置を講じている
□必要な措置を講じていない
□退職者事例なし
・従業者であった者との取り決め等について確
認
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(21)広告

(22)定員の遵守

(23)地域等との
連携

サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、 ⇒個人情報を用いる場合は、文書により利用者及
あらかじめ文書による同意を得ておかなければならない。
びその家族から同意を得ているか。
（厚労省令第３４号第３条の３３第３項準用）
□同意を得ている
□同意を得ていない
※この同意は、サービス担当者会議開始時に利用者及びその家族から包
□該当なし
括的な同意を得ておくことで足りるものである。
・文書の内容について確認
事業所について広告する場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであって ⇒運営規程等と比較して、広告内容に虚偽、誇大
はならない。（厚労省令第３４号第３条の３４準用）
な表現がないか。
□虚偽、誇大な表現はない
□虚偽、誇大な表現がある
□該当なし
・広告の内容について確認
⇒入居定員及び居室定員を遵守しているか。
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。
□定員を遵守している
（厚労省令第３４号第１０４条）
□定員を遵守していない
※災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
・定員を遵守していない場合、その理由を確認

同意書
会議資料等

事業者はサービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者 ⇒左記により運営推進会議を設置しているか。
、事業所が所在する市町村の職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包
□設置している
括支援センターの職員等により構成される協議会（運営推進会議）を設置しなけれ
□設置していない
ばならない。
・ おおむね2月に1回以上開催すること。
⇒概ね2月に1回以上開催しているか。
・ 活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、必要な要望、 □開催している
助言等を聴く機会を設けなければならない。
□開催していない
※運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、１ ⇒合同開催しているか。
年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととする。
□開催している
（厚労省令第３４号第３４条第１項準用）
□開催していない

会議録
構成員名簿

パンフレット
ポスター
広告書類

入居者名簿

事業者は報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を ⇒左記により記録の作成・公表をしているか。
公表しなければならない。（厚労省令第３４号第３４条第２項準用）
□している
活動状況報告
□していない
交流記録
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に努 ⇒左記により地域との交流に努めているか。
めなければならない。（厚労省令第３４号第３４条第３項準用）
□努めている
□努めていない
提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が
・地域との交流、ボランティアの受入等の状況
相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなけ
について確認
ればならない。
（厚労省令第３４号第３４条第４項準用）
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(24)非常災害対
策

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制 ⇒非常災害に関する具体的計画を立てているか。 消防計画
を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その
□立てている
訓練記録
他必要な訓練を行わなければならない。（厚労省令第３４号第８２条の２準用）
□立てていない
⇒非常災害時の関係機関への通報及び連携体制
を整備しているか。
□整備している
□整備していない
⇒上記について定期的に従業者に周知している
か。
□周知している
□周知していない
※非常災害に対して必要な具体的計画の策定、避難、救出の実施等の対
⇒非常災害に備えて避難、救出等の訓練を行って
策の万全を期さなければならない。
いるか。
※「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に規定
□行っている
する消防計画（これに準ずる計画も含む）及び風水害、地震等の災害に
□行っていない
対処するための計画をいう。
※消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の
規定により防火管理者に行わせること。
(防火管理者氏名
)
⇒消防計画の樹立及び消防業務の実施は、防火管
理者が行っているか。
□行っている
□行っていない

(25)衛生管理等

利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な ⇒衛生管理等について必要な措置を講じている
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。
か。
（厚労省令第３４号第５８条第１項準用）
□講じている
□講じていない

受水槽の清掃記録
衛生管理マニュアル

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 ⇒感染症の予防に必要な措置を講じているか。
ように努めなければならない。（厚労省令第３４号第５８条第２項準用）
□講じている
□講じていない
・措置について具体的に確認
※必要な措置について
①メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、結核、疥癬、インフルエン
ザ疾患等に対する対策
②タオルの共用の禁止
③手指消毒薬剤の配置、消毒器の設置

定期消毒の記録等
食中毒防止等の研修記録

※食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ
保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。
※空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。
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⇒必要に応じ、保健所の助言、指導を求めている 助言・指導に関する記録
か。
□求めている
□求めていない
・助言、指導内容について具体的に確認

(26)協力医療機
関等

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。（厚労省令第３４号第１０５条第１項）
少なくとも１の協力医療機関について、本市の区域内に所在するものとしなければ
ならない。（条例第１１条第１項）
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。
（厚労省令第３４号第１０５条第２項）

サービス提供体制の確保､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。
（厚労省令第３４号第１０５条第３項）

※

※
(27)居宅介護支
援事業者に対す
る利益供与の禁
止

(28)調査への協
力等

利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得る
ため、協力医療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決める
こと。
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。

⇒空調設備等により施設内の適温の確保に努め
ているか。
□努めている
□努めていない
⇒協力医療機関を定めているか。（１以上は本市
区域内に所在しているか）
□定めている
□定めていない
・協力医療機関名（
）
⇒協力歯科医療機関を定めているか。
□定めている
□定めていない
・協力歯科医療機関名（
）
⇒介護老人福祉施設等との連携及び支援の体制
が整えられているか。
□整えられている
□整えられていない
・連携及び支援の体制について具体的に確認
⇒協力医療機関等との間で、左記のとおり取り決
めているか。
□取り決めている
□取り決めていない
⇒協力医療機関等は近距離であるか。
□近距離である
□近距離でない
⇒左記により利益を供与していないか。
□供与していない
□供与している

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。
（厚労省令第３４号第１０６条第１項）
居宅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 ⇒左記により利益を収受していないか。
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。
□収受していない
（厚労省令第３４号第１０６条第２項）
□収受している
提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切なサービスが行 ⇒市町村が行う調査に協力しているか。
われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町
□協力している
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
□協力していない
善を行わなければならない。（厚労省令第３４号第８４条準用）
□市町村調査事例なし
・具体的な調査の内容について確認
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平面図

重要事項説明書
協力医療機関との契約書等

重要事項説明書
協力歯科医療機関との契約
書等
連携先施設との契約書等

(29)苦情処理

⇒市町村から指導又は助言を受けた場合、その指
導又は助言に従って必要な改善を行っている
か。
□行っている
□行っていない
□市町村からの指導・助言事例なし
・具体的な指導又は助言及び改善状況について
確認
提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す ⇒苦情処理について必要な措置を講じているか。
るために、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな
□必要な措置を講じている
い。
□必要な措置を講じていない
（厚労省令第３４号第３条の３６第１項準用）
・具体的な苦情及び措置の内容について確認
※必要な措置とは、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所に
おける苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、サ
ービスの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
と等である。
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。
（厚労省令第３４号第３条の３６第２項準用）

※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組みを自ら
行っているか。

指導等に関する記録

運営規程
掲示物
指定申請書（写）
苦情に関する記録

⇒苦情内容等について記録をしているか。
□記録をしている
□記録をしていない
□該当なし
⇒質の向上に向けた取組みを自ら行っているか。 各種会議記録等
□行っている
□行っていない

提供したサービスに関し、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 ⇒市町村が行う文書その他の物件の提出の求め、 指導等に関する記録
め、又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して
照会・調査等に協力しているか。
市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当
□協力している
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。
□協力していない
（厚労省令第３４号第３条の３６第３項準用）
□市町村からの要求事例なし
⇒指導・助言があった場合、必要な改善を行った
か。
□必要な改善を行った
□必要な改善を行っていない
□指導・助言事例なし
・具体的改善内容について確認
市町村からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市町村に報告しなければな ⇒市町村から求めがあった場合、改善内容を報告 改善報告書
らない。（厚労省令第３４号第３条の３６第４項準用）
したか。
□改善内容を報告した
□改善内容を報告していない
□市町村からの要求事例なし
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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 ⇒国民健康保険団体連合会が行う調査に協力し
う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は
ているか。
助言に従って必要な改善を行わなければならない。
□協力している
（厚労省令第３４号第３条の３６第５項準用）
□協力していない
□国保連調査事例なし
⇒指導・助言があった場合、必要な改善を行った
か。
□必要な改善を行った
□必要な改善を行っていない
□国保連指導・助言事例なし
国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合、前項の改善の内容を国民健康保 ⇒国民健康保険団体連合会から求めがあった場
険団体連合会に報告しなければならない。
合、改善内容を報告したか。
（厚労省令第３４号第３条の３６第６項準用）
□改善内容を報告した
□改善内容を報告していない
□国保連からの要求事例なし
(30) 事故発生時 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者 ⇒事故発生時には、左記により必要な措置を講じ
の対応
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
ているか。
置を講じなければならない。（厚労省令第３４号第３条の３８第１項準用）
□必要な措置を講じている
□必要な措置を講じていない
□事故発生事例なし
⇒事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ
※事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ定めておくことが望ましい。
定めているか。
□定めている
□定めていない
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。
⇒事故の状況及び事故に際して採った処置を記
（厚労省令第３４号第３条の３８第２項準用）
録しているか。
□記録している
□記録していない
□事故発生事例なし
利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償 ⇒左記の場合損害賠償を速やかに行っているか。
を速やかに行わなければならない。（厚労省令第３４号第３条の３８第３項準用） □行っている
□行っていない
□該当なし
※速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入、又は賠償資力を有す
⇒損害賠償保険に加入､又は賠償資力を有してい
ることが望ましい。
るか。
□有している
□有していない
※事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講
⇒再発防止対策を講じているか。
じているか。
□講じている
□講じていない
□該当なし

- 24 -

指導等に関する記録

改善に関する記録

改善報告書

事故対応マニュアル

事故報告書等

損害賠償記録等

保険証書等

各種会議記録等

(31)会計の区分

事業所ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事業の会計を区 ⇒経理・会計を区分しているか。
分しなければならない。（厚労省令第３４号第３条の３９準用）
□区分している
□区分していない
※具体的な会計処理の方法については､別に通知された「介護保険の給付
対象事業における会計の区分について」を参考として適切に行うこと。

(32)記録の整備

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。
（厚労省令第３４号第１０７条第１項）

⇒左記の通知を参考とした会計処理となってい
るか。
□なっている
□なっていない
⇒諸記録を整備しているか。
□整備している
□整備していない
・記録の内容について確認

利用者に対するサービス提供に関する次に掲げる記録を整備し、次に掲げる日から ⇒左記の記録を整備し、保存しているか。
５年間保存しなければならない。（条例第８条）
□保存している
□保存していない
・記録の内容について確認
・過去の記録の保存について確認

①認知症対応型共同生活介護計画：計画完了の日
②提供した具体的なサービスの内容等の記録（基準第９５条第２項に規
定）：サービスを提供した日
③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（基準第９７条第６項に規定）：サービスを
提供した日
④市町村への通知に係る記録（基準第３条の２６の規定を準用）：通知
の日
⑤苦情の内容等の記録（基準第３条の３６第２項の規定を準用）：サー
ビスを提供した日
⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
（基準第３条の３８第２項の規定を準用）：サービスを提供した日
⑦報告、評価、要望、助言等の記録（基準第85条第2項の規定を準用）
：記録を行った日
（３３）高齢者虐 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のための次の措置を講じるものとす ⇒左記のとおり措置を講じているか。
待防止等
る。
□措置を講じている。
（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第20条）
□措置を講じていない。
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会計に関する書類

職員名簿
会計に関する書類
設備・備品に関する書類
共同生活介護計画
サービスに関する記録
緊急やむを得ない場合に行
った身体的拘束等に関する
記録
意見通知に係る記録
苦情記録
事故記録

（１） 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
（２） 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
（３） 従業者が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制の整備
及び利用者等の権利擁護に取組める環境の整備
・虐待防止に関する責任者の選定及び措置
・成年後見制度の利用支援
・介護相談員の受入れ
事業者は、従業者等に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市 ⇒左記の通り行なっているか。
町村に通報している。
□行なっている。
（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第２１条）
□行なっていない。
□該当なし。

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家
族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発
見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

（３４）集団指導 草津市が実施した直近の集団指導の内容について、事業所職員に周知している。
の伝達

⇒左記の通り行なっているか。
□行なっている。
□行なっていない。

第５ 変更の届出等
指定に係る事業所の名称及び所在地その他介護保険法施行規則第１３１条の１３ ⇒変更の届出は適切に行われているか。
で定める事項に変更があったとき、休止し、若しくは再開したときは、施行規則で
□行われている
定めるところにより、１０日以内に、その旨を草津市長に届け出ているか。また事
□行われていない
業所を廃止をするときは、1月前に、その旨を草津市長に届け出ているか。（介護
□該当なし
保険法第７８条の５）
⇒廃止の届出は適切に行われているか。
□行われている
□行われていない
□該当なし
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届出書類の控
定款・寄附行為
登記簿謄本
平面図
運営規程
職員名簿

※届出事項
①法人の名称・所在地・役員（代表者含む）氏名・住所
②法人の電話番号・FAX番号
③事業所の名称
④事業所の電話番号・FAX番号
⑤事業所の所在地
⑥事業所又は施設の建物の構造・専用区画等
⑦代表者の氏名及び住所
⑧管理者の氏名及び住所
⑨計画作成担当者の氏名及び住所
⑩介護保険施設との連携・支援体制・協力医療機関（病院・歯科など）
⑪運営規程（運営推進会議の構成員・利用定員・従業者・利用料）
⑫夜間ケア加算
⑬若年性認知症利用者受入加算
⑭看取り介護加算
⑮医療連携体制
⑯認知症専門ケア加算
⑰サービス提供体制強化加算
⑱介護職員処遇改善加算
⑲短期利用共同生活介護
⑳休止
○
21 休止からの再開
22 事業の廃止
○
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第６ 介護給付費の算定及び取り扱い
(1)基本的事項
認知症対応型共同生活介護事業に要する費用の額は、「指定地域密着型サービス介 ⇒所定の単位数により適正に算定しているか。
護給付費単位数表」により算定すること。（厚労省告示第１２６号の一）
□適正に算定している
□適正に算定していない

共同生活介護計画書
介護給付費請求書
サービス提供証明書控

※事業者が、事業所毎に所定単位数より低い単位数を設定する旨を、市
に事前に届出を行った場合は、この限りではない。
認知症対応型共同生活介護事業に要する費用の額は、「厚生労働大臣が定める１単 ⇒地域区分について適正に算定しているか。
位の単価」に別表に定める単位数を乗じて算定すること。
□適正に算定している
（厚労省告示第１２６号の二）
□適正に算定していない
１単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、その端数金 ⇒１円未満の端数は切り捨てて適正に計算してい
額は切り捨てて計算すること。（厚労省告示第１２６号の三）
るか。
□適正に計算している
□適正に計算していない
(2)夜勤職員の勤
務条件が基準
を満たさない
又は利用者定
数超過若しく
は職員数が基
準を満たさな
い場合の算定

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こと。
⇒左記により適正に算定しているか。
ただし、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又は利用者の数
□適正に算定している
若しくは介護従業者の員数が平成１２年厚生省告示第２７号の五（利用者定数超過
□適正に算定していない
又は職員数が基準に満たさない場合）に該当する場合は、同告示により算定するこ ⇒夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た
と。（厚労省告示第１２６号の別表の５の注１）
さない場合は所定単位数の97/100で算定して
いるか。
□算定している
□算定していない
□減算算定事例なし
⇒月平均の利用者の数が運営規程に定められてい
る入居定員を超えている場合又は介護従業者の
員数が基準を満たしていない場合は、所定単位数
の70/100で算定しているか。
□算定している
□算定していない
□減算算定事例なし
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介護給付費請求書
介護給付費明細書
サービス提供証明書控
職員名簿

（３）身体拘束未 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 ⇒左記の措置を講じていない場合、所定単位数の１
実施減算
合ではなく、以下の措置を講じていない場合、事実が生じた月の翌月から改善が認
００分の１０に相当する単位数を所定単位数か
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
ら減算しているか。
なる。
□算定している
【講じる措置の内容】
□算定していない
・身体的拘束の記録を行う
□当該減算に該当しない
・身体的拘束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、そ
の結果について周知徹底を行う
・身体的拘束適正化のための指針を整備する
・身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施する
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 ⇒左記により改善の取り組みをしているか。
ら３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告すること。
□している
□していない
□該当しない
（４）初期加算 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 ⇒左記により適正に算定しているか。
き３０単位を所定単位数に加算すること。
□適正に算定している
（厚労省告示第１２６号の別表の５のハ）
□適正に算定していない
※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
き続き当該認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合（短期利用の利用を
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
居直前の短期利用の利用日数を30 日から控除して得た日数に限り算定するも
のとする。
※30 日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場合は、初期加算が算定
される。
（５）医療連携体 医療連携体制加算（Ⅰ）として、1日につき39単位を所定単位数に加算すること ⇒左記により体制を整え適正に算定しているか。
制加算（Ⅰ）
。
□適正に算定している
（厚労省告示第１２６号の別表の５のニ）
□適正に算定していない
□当該加算をとっていない
下記の体制を整えること
・グループホームの職員として又は訪問看護ステーション等との契約によ
り看護師を１名以上確保し、２４時間連絡体制を確保している。

介護給付費請求書
介護給付費明細書

勤務表
契約書

重度化した場合の対応に係る指針を定め、入所者又はその家族に対して、当該方針の内容を ⇒指針を定め、内容について説明し同意を得ているか。 指針
説明し、同意を得ている。
□同意を得ている。
同意書
□同意を得ていない。

看護師による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 ⇒看取りに関する指針を整備しているか。
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の業務を行い、利用者 □整備できている。
全員に対する日常的な健康管理については最低週１回以上実施するとともに、実施した内容 □整備できていない。
については適切に記録を作成している。
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指針

利用者の日常的な健康管理は次のとおり行なっていること。
・介護職員から利用者の生活・受診・服薬状況等の把握を行い記録する。
・利用者全員の全身状態の観察（バイタルチェック等）を行い記録する。
・把握した利用者の健康状態について、事業所内で記録を作成する。
・把握した利用者ごとの健康状態に基づき、介護職員に利用者全員の医療
面の適切な助言、指導を行ない、その助言・指導は適切に記録する。

医療連携体制加
算（Ⅱ）

⇒行った日常的な健康管理や主治医との連絡・調整した 記録簿等
事項を適切に記録しているか。
□記録できている。
□記録できていない。
⇒上記の日常的な健康管理は、週１回以上行うために必 勤務表
要な時間を確保しているか。
□確保できている。
□確保できていない。

医療連携体制加算（Ⅱ）として、1日につき４9単位を所定単位数に加算すること ⇒左記により体制を整え適正に算定しているか。
。
□適正に算定している
（厚労省告示第１２６号の別表の５のニ）
□適正に算定していない
□当該加算をとっていない
下記の体制を整えること
・グループホームの職員として看護師又は准看護師を常勤換算方法により
１名以上配置し、２４時間連絡体制を確保していること
・当該看護職員が准看護師のみの体制である場合には、病院、診療所又は
訪問看護ステーションの看護師と２４時間連絡体制を確保している

勤務表
契約書

重度化した場合の対応に係る指針を定め、入所者又はその家族に対して、当該方針の内容を ⇒指針を定め、内容について説明し同意を得ているか。 指針
説明し、同意を得ている。
□同意を得ている。
同意書
□同意を得ていない。

看護師による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 ⇒看取りに関する指針を整備しているか。
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の業務を行い、利用者 □整備できている。
全員に対する日常的な健康管理については最低週１回以上実施するとともに、実施した内容 □整備できていない。
については適切に記録を作成している。

利用者の日常的な健康管理は次のとおり行なっていること。
・介護職員から利用者の生活・受診・服薬状況等の把握を行い記録する。
・利用者全員の全身状態の観察（バイタルチェック等）を行い記録する。
・把握した利用者の健康状態について、事業所内で記録を作成する。
・把握した利用者ごとの健康状態に基づき、介護職員に利用者全員の医療
面の適切な助言、指導を行ない、その助言・指導は適切に記録する。

⇒行った日常的な健康管理や主治医との連絡・調整した 記録簿等
事項を適切に記録しているか。
□記録できている。
□記録できていない。
⇒上記の日常的な健康管理は、週１回以上行うために必
要な時間を確保しているか。
□確保できている。
□確保できていない。

算定日が属する月の前１２ヶ月において、次のいずれかに該当する状態の入居者が１人以上 ⇒左記の当該機関に該当する者が１人以上いるか。
であること
□いる。
・喀痰吸引を実施している状態
□いない。
・経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態
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指針

医療連携体制加
算（Ⅲ）

医療連携体制加算（Ⅲ）として、1日につき５9単位を所定単位数に加算すること ⇒左記により体制を整え適正に算定しているか。
。
□適正に算定している
（厚労省告示第１２６号の別表の５のニ）
□適正に算定していない
□当該加算をとっていない
下記の体制を整えること
・グループホームの職員として看護師を常勤換算方法により１名以上配置
し、２４時間連絡体制を確保していること

勤務表
契約書

重度化した場合の対応に係る指針を定め、入所者又はその家族に対して、当該方針の内容を ⇒指針を定め、内容について説明し同意を得ているか。 指針
説明し、同意を得ている。
□同意を得ている。
同意書
□同意を得ていない。
看護師による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 ⇒看取りに関する指針を整備しているか。
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の業務を行い、利用者 □整備できている。
全員に対する日常的な健康管理については最低週１回以上実施するとともに、実施した内容 □整備できていない。
については適切に記録を作成している。

利用者の日常的な健康管理は次のとおり行なっていること。
・介護職員から利用者の生活・受診・服薬状況等の把握を行い記録する。
・利用者全員の全身状態の観察（バイタルチェック等）を行い記録する。
・把握した利用者の健康状態について、事業所内で記録を作成する。
・把握した利用者ごとの健康状態に基づき、介護職員に利用者全員の医療
面の適切な助言、指導を行ない、その助言・指導は適切に記録する。

⇒行った日常的な健康管理や主治医との連絡・調整した 記録簿等
事項を適切に記録しているか。
□記録できている。
□記録できていない。
⇒上記の日常的な健康管理は、週１回以上行うために必
要な時間を確保しているか。
□確保できている。
□確保できていない。

算定日が属する月の前１２ヶ月において、次のいずれかに該当する状態の入居者が１人以上 ⇒左記の当該機関に該当する者が１人以上いるか。
であること
□いる。
・喀痰吸引を実施している状態
□いない。
・経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態
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指針

（６）夜間支援体 夜間支援体制加算として、夜勤を行う介護従業者（指定地域密着型サービス基準第 ⇒左記の体制を整え適正に算定しているか。
制加算
90条第１項に規定する介護従業者）及び宿直勤務に当たる者の合計数が当該事業
□適正に算定している。
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。（厚労省告示第１
□適正に算定できていない。
２６号の別表の５の注３）
□夜間ケア加算をとっていない。
※

契約書・勤務表・タイムカ
ード

事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、共同生活住居ごとに、夜間及び深
夜の時間帯以外の時間帯にサービスの提供に当たる介護従業者を、常勤換算で、
利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上とする。（指定地域密着型サー
ビス基準第90条第１項）

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基準を上回っているも ⇒左記の体制基準を整備できているか。
とする。（留意事項 第二-６-（３））
□整備できている。
□整備できていない。
（７）若年性認知 若年性認知症利用者受入加算として、１日につき１２０単位を算定している。
症利用者受入加 （厚労省告示第１２６号の別表の５の注５）
算

勤務表・タイムカード

⇒左記により適正に算定しているか。
契約書
□算定している。
介護給付費請求書
□算定していない。
介護給付費明細書
□若年性認知症利用者受入加算をとっていない。

初老期における認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症）のものに算定して ⇒左記の対象者であるか確認しているか。
いる。
□確認している。
□確認していない。

利用者に関する記録等
（主治医意見者書の写し
等）

※ 居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変
化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知症機能が低下した状態
（以下「認知症」という。） 《一部抜粋》

６５歳の誕生日の前々日までを算定しているか。

⇒左記の対象者であるか確認しているか。
□確認している。
□確認していない。

介護保険被保険者証等
（生年月日の確認できる
もの）

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、利用 ⇒左記の体制を整えているか。
者の特性やニーズに応じたサービスの提供を行い算定している。
□整えている。
（留意事項 第二-６-（５） ３の２-（１３）準用）
□整えていない。

共同生活介護計画書
利用者に関する記録

認知症行動・心理症状緊急対応加算算定している場合は算定していない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５の注４）

介護給付費請求書
介護給付費明細書

⇒左記の加算を算定しているか確認しているか。
□確認している。
□確認していない。

（８）利用者の入 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 ⇒左記により適正に算定しているか。
院期間中の体制 位数に代えて１日につき２４６単位を算定する。
□適正に算定している。
ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。
□適正に算定していない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５の注６）
□該当なし

- 32 -

介護給付費請求書
介護給付費明細書

・入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれるか否かを、利用者の入院先 ⇒左記により適正なサービス提供しているか。
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している。
□提供している。
・必要に応じて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
□提供していない。
々の状況に応じた便宜を提供している。
・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、その旨を利用者等へ説
明している。
・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
する場合、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
的なものである。
（９）看取り介護 看取り加算として、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 ⇒左記により適正に算定しているか。
加算
位を、死亡日の前日及び前々日については１日６８０単位を、死亡日については１
□適正に算定している。
日につき１，２８０単位を死亡月に算定している。
□適正に算定していない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５の注７）
□看取り介護加算をとっていない。
医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族に対し十分な説明を ⇒左記のように適切なサービス提供しているか。
行い、療養及び介護に関する合意をえて、その人らしさを尊重した看取りができる
□提供している。
よう支援すること。
□提供していない。
（留意事項 第二-６-（７）-①）
利用者は、次のイからハのいずれにも適合しているか。
⇒左記のとおりいずれも適合しているか。
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
□適合している。
した者
□適合していない。
ロ 医師、看護職員、介護支援専門その他の職種の者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、当該計画にについて同意しているも者（その家族が説明を受けた上で、同
意しているものを含む）であること。
ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態または家族の求め等に応じ随時、
医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し、行われる
介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が
説明を受け、同意した上で介護を受けているものを含む。）であること。
看取り介護を実施する体制として、以下の取り組みを行っているか。
⇒左記のような取り組みを行っているか。
イ 看取りに関する指針を定め、事業所の看取りに対する方針等を明らかにしてい
□行っている。
るか。
□行っていない。
ロ 看取りの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おこなっている。
ハ 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っている。
二 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
見直しを行っている。また、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うの意見交換に
よる地域への啓発活動を行うことが望ましい。
（留意事項 第二-６-（７）-③）
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利用者に関する記録

介護給付費請求書
介護給付費明細書

利用者に関する記録等

医師の診断書等
看取りに関する指針
利用者の同意書

質の高い看取り介護を実施するために、多職種連携により利用者等に対し、十分な ⇒左記のように努めているか。
説明を行い、理解を得るように努めているか。
□努めている。
また、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
□努めていない。
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つとめているか。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
、その写しを提供しているか。
（留意事項 第二-６-（７）-④）

利用者に関する記録を活
用した説明資料

看取りに関する指針は、管理者を中心として多職種による協議の上定めているか。 ⇒左記のように定めているか。
また、以下の事項が含まれているか。
□定めている。
イ 当該事業所の看取りに関する考え方
□定めていない。
ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセス毎）とそれに応じた介護の考え方
ハ 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
二 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）
ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法
へ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式
ト 家族等への心理的支援に関する考え方
チ 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
（留意事項 第二-６-（７）-⑤）
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し、多職種連 ⇒左記のように努めているか。
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
□努めている。
有に努めること。
□努めていない。
イ 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
ロ 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
ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者の意向と、それに基づくアセ
スメント及び対応についての記録
（留意事項 第二-６-（７）-⑦）
退居した日の翌日から死亡日までの間は算定していない。
⇒左記により適正に算定しているか。
（留意事項 第二-６-（７）-⑨）
□適正に算定している。
□適正に算定していない。

利用者に関する記録等

医療連携体制加算を算定していない場合は算定しない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５の注５）

介護給付費請求書
介護給費費明細書

⇒左記の加算を算定しているか確認しているか。
□確認している。
□確認していない。

退居した日の翌日から死亡日までの期間が30日以上である場合には算定しない。 ⇒左記のこと確認し算定しているか。
□算定している。
（留意事項 第二-６-（７）-⑨）
□算定していない。
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介護給付費請求書
介護給付費明細書
利用者に関する記録等

介護給付費請求書
介護給付費明細書
利用者に関する記録等

退居した月と死亡した月が異なる場合でも、死亡月にまとめて算定している。

⇒左記のように適正に算定しているか。
□算定している。
（留意事項 第二-６-（７）-⑩）
□算定していない。
利用者が退居する際は、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 ⇒説明し、文書にて同意を得ているか。
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いる
□得ている。
。
□得ていない。
（留意事項 第二-６-（７）-⑩）
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 ⇒説明し、文書にて同意を得ているか。
尋ねたときに、医療機関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
□同意を得ている。
の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ている。
□同意を得ていない。
（留意事項 第二-６-（７）-⑪）
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人以上算定することが常 ⇒左記のように適正に算定しているか。
態化していない。
□適正に算定している。
□適正に算定していない。
（留意事項 第二-６-（７）-⑭）
（１０）退居時相 退居時相談援助加算として、利用者の介護情報を示す文書を添えて当該利用者に係 ⇒左記にように適正に算定しているか。
談援助加算
る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に利用者1
□適正に算定している。
人につき1回につき４００単位を算定している。
□適正に算定していない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５のホ）
□退居時相談援助加算をとっていない。
利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に利用者の退所後の居宅地を管轄す ⇒利用者に同意を得ているか。
る市町村又は地域包括支援センターに対して、利用者の介護状況を示す文書を添え
□同意を得ている。
て利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報提供した場合
□同意を得ていない。
に算定している。
（厚労省告示第１２６号の別表の５のホ）
⇒退居日より2週間以内に必要な文書を添えて情
報提供しているか。
□行っている。
□行っていない。
相談援助内容は以下のようなものである。
⇒左記のような相談内容になっているか。
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
□項目のようになっている。
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
□項目のようになっていない。
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
（留意事項

第二-６-（１０）-①）
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介護給付費請求書
介護給費費明細書
利用者に関する記録等
同意書
利用者に関する記録等

同意書
利用者に関する記録等

介護給付費請求書
介護給付費明細書

介護給付費請求書
介護給付費明細書

利用者に関する記録等
介護情報を示す文書

利用者に関する記録等

退居時相談援助加算は、次の場合には算定していない。
⇒左記のように適正に算定しているか。
ａ 退居して病院又は診療所への入院する場合
□適正に算定している。
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
□適正に算定していない。
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
（留意事項

介護給付費請求書
介護給付費明細書
利用者に関する記録

第二-６-（１０）-②）

退居時相談援助は、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て ⇒左記のように協力しているか。
いる。
□協力している。
□協力していない。
（留意事項 第二-６-（１０）-③）
退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行っている。
⇒左記のように行っている。
□行っている。
（留意事項 第二-６-（１０）-④）
□行っていない。

共同生活介護計画
利用者に関する記録

相談援助を行った日付及び相談援助の内容の要点に関する記録を行っている。

共同生活介護計画
利用者に関する記録

（留意事項

第二-６-（１０）-⑤）

⇒左記のように記録を行っているか。
□行っている。
□行っていない。

共同生活介護計画
利用者に関する記録

（１１）認知症専 認知症専門ケア加算として体制を整え、下記対象者に専門的な認知症ケアを行った ⇒左記により体制を整え、適正に算定しているか。 介護給付費請求書
門ケア加算
場合に1日につき（Ⅰ）の場合は3単位、（Ⅱ）の場合は4単位を適正に算定して
□認知症専門ケア加算（Ⅰ）を算定している。 介護給付費明細書
いるか。
□認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定している。 職員名簿
（厚労省告示第１２６号の別表の５のへ）
□認知症専門ケア加算をとっていない。
研修計画及び報告書
【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、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行
動が認められることから介護を必要とする認知症のもの（以下「対象者」という。）の占める割
合が 2 分の１以上であること。
（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が 20 人未満である場合に
あたっては、１以上、 対象者の数が 20 人以上である場合にあたっては、１に、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）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。
（厚生労働大臣が定める基準（厚生労働省告示第９６号３７のイ）
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【認知症専門ケア加算（Ⅱ）】
（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。
（２）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を 1 名以上配置し、事業所全体
の認知症ケアの指導を実施していること。
（３）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基準（厚生労働省告示第９６号３７のロ）

対象利用者及び配置すべき人員は以下に該当している。
⇒左記のような対象者かどうか確認しているか。
・「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから
□確認している。
介護を必要とする認知症のものとは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該
□確認していない。
当する利用者
・「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施 ⇒左記のような人員を配置しているか。
について」（平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及
□配置している。
び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（「平成18年3月３１
□配置していない。
日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リ
ーダー研修」
・「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業
の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に
規定する「認知症介護指導者研修」
（留意事項 第二-６-（１１））
（１２）生活機能 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（以下「介護計画」と ⇒左記にように適正に算定しているか。
向上連携加算
いう。）に基づき提供された介護の提供日が属する月以降３月を限度として、１月
□適正に算定している。
につき２００単位を加算する。
□適正に算定していない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５のト）
□生活機能向上連携加算をとっていない。
介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ ⇒左記のとおり共同で評価をしているか。
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（病院
□評価している。
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
□評価していない。
ロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」という。）が当該事業所を訪問した
際に、当該利用者の身体状況等について、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。
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共同介護計画書
利用者に関する記録
主治医意見者書又は認定
調査票
勤務表
研修終了証

介護給付費請求書
介護給付費明細書

評価の記録

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 ⇒左記の内容を記載しているか。
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。
□記載している。
ア 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
□記載していない。
イ 生活機能アセスメントの結果に基づき、アの内容について定めた３月を目途と
する達成目標
ウ イ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
エ イ及びウ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

介護計画

※イ及びウ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、
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。
（例：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）
３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度評価に基づき介護計画を見直 ⇒左記の場合、見直しているか。
す必要があること。
□見直している。
□見直していない。
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、利用者及び指 ⇒左記のとおり、適切に対応しているか。
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
□対応している。
リテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等に報告し、必要に応じて
□対応していない。
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、利用者の身
体状況等の改善状況及び達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。
（１３）口腔衛生 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 ⇒左記にように適正に算定しているか。
管理体制加算
係る技術的助言及び指導を月１回以上行い、利用者の口腔ケア・マネジメントに係
□適正に算定している。
る計画を整備している場合に、１月につき３０単位を加算する。
□適正に算定していない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５のチ）
□口腔衛生管理体制加算をとっていない。
口腔ケアに係る技術的助言及び指導とは下記のうち、いずれかに係る技術的助言及 ⇒左記のいずれかに該当するか。
び指導をうけていることをいう。
□該当している。
・当該事業所における利用者の口腔内状態の評価方法
□該当していない。
・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
※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入所者の口腔ケア・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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介護計画

意向・助言や対応の記録

介護給付費請求書
介護給付費明細書

指示の記録

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。 ⇒左記の事項を記載しているか。
イ 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
□記載している。
ロ 当該事業所における目標
□記載していない。
ハ 具体的方策
ニ 留意事項
ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況
ヘ 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。）
ト その他必要と思われる事項
（１４）栄養スク 介護従業者が、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 ⇒左記にように適正に算定しているか。
リーニング加算 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
□適正に算定している。
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
□適正に算定していない。
担当者に提供した場合に、１回につき５単位を加算する。
□栄養スクリーニング加算をとっていない。
（厚労省告示第１２６号の別表の５のリ）

利用者の口腔ケア・マネジ
メントに係る計画

介護給付費請求書
介護給付費明細書

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 ⇒左記にように確認し、情報を計画作成担当者へ提 確認した栄養状態の記録
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。 供しているか。
計画作成担当者へ提供し
イ ＢＭＩが18.5 未満である者
□している。
た記録
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
□していない
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
（１５）サービス サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとして体制を整え、1日につき１８単位を適正 ⇒左記により体制を整え、適正に算定しているか。 介護給付費請求書
提供体制強化加 に算定しているか。
□適正に算定している。
介護給付費明細書
算（Ⅰ）
（厚労省告示第１２６号の別表の５のヌ）
□適正に算定していない。
職員名簿 雇用契約書
□サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イをとってい 資格者証
イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
（１）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 100 分 60 以上であること。
ない
（２）通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
（厚生労働大臣が定める基準（厚生労働省告示第９６号３８のイ）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロとして体制を整え、1日につき１２単位を適正 ⇒左記により体制を整え、適正に算定しているか。 介護給付費請求書
に算定しているか。
□適正に算定している。
介護給付費明細書
□適正に算定していない。
職員名簿 雇用契約書
イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
□サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロをとってい 資格者証
（３）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 100 分５０以上であること。 ない
（４）通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
（厚生労働大臣が定める基準（厚生労働省告示第９６号３８のイ）
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職員の割合の算定方法について以下の項目により適正に算定している。
・

⇒左記により人員配置等について適正に算定して
いるか。
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（前年4
□適正に算定している。
月から翌2月まで（3月を除く））の平均を用いることとする。なお、介護福
□適正に算定していない。
祉士又は介護職員基礎研修過程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取
得又は研修の課程を修了した者とすること。
※毎月の状況を常に記録することが望ましい。
（例）

・

・

４月
５月

⇒
⇒

職員名簿
雇用契約書
資格者証
勤務表
タイムカード

３月末時点の資格取得者の状況で判断
４月末時点
〃

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、また再開した事 ⇒左記により職員の割合について記録を行ってい
業所を含む。）の場合は、届出を行った月以降においても直近3月間の職員の るか。（前年度実績が6月に満たない事業所）
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
□毎月記録している。
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
□毎月記録していない。
は、直ちに加算を取り下げる届出を提出しなければならない。
⇒左記により所定の割合を下回った場合に届出を
（例） ４月 ⇒ １月、２月、３月の平均が所定の割合を上回る。
しているか。（前年度実績が6月に満たない事業所
５月 ⇒ ２月、３月、４月
〃
）
６月 ⇒ ３月、４月、５月
〃
□加算の取り下げの届出をしている。
□加算の取り下げの届けをしていない。
⇒左記により所定の割合を下回った場合には算定
していないか。（前年度実績が6月に満たない事業
所）
同一の事業所においては介護予防を一体的に行った場合においては、本加算の
□事実発生した日後も算定している。
計算も一体的に行うこととする。
□事実発生した日より算定していない。

（留意事項

第二-６-（１５））

サービス提供体 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）として体制を整え、1日につき６単位を適正に算 ⇒左記により体制を整え、適正に算定しているか。 職員名簿
制強化加算（Ⅱ） 定しているか。
□適正に算定している。
雇用契約書
□適正に算定していない。
資格者証
ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
□サービス提供体制強化加算（Ⅱ）をとっていな 勤務表
（１）事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤の占める割合が１００分７５以上であること。
い。
タイムカード
（２）イ（２）に該当するものであること。
（厚生労働大臣が定める基準（厚生労働省告示第 96 号３８のロ）
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職員の割合の算定方法について以下の項目により適正に算定している。
・

⇒左記により人員配置等について適正に算定して
いるか。
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（4月1
□適正に算定している。
日から翌2月末までの11月分（3月を除く））の平均を用いることとする。た
□適正に算定していない。
だし、前年度の実績が6月に満たない事業所（新たに事業を開始し、また再開
した事業所を含む。）についてのみ、届出日の属する月の前３月について、常 ※毎月の状況を常に記録することが望ましい。
勤換算方法により算出した平均を用いることとする。

前年度の実績が6月に満たない事業所（新たに事業を開始し、また再開した事業所 ⇒左記により職員の割合について記録を行ってい
を含む。）の場合は、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 るか。（前年度実績が6月に満たない事業所）
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
□毎月記録している。
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、直ちに加算を
□毎月記録していない。
取り下げる届出を提出しなければならない。
⇒左記により所定の割合を下回った場合に届出を
（例） ４月 ⇒ １月、２月、３月の平均が所定の割合を上回る。
しているか。（前年度実績が6月に満たない事業所
５月 ⇒ ２月、３月、４月
〃
）
６月 ⇒ ３月、４月、５月
〃
□加算の取り下げの届出をしている。
□加算の取り下げの届けをしていない。
⇒左記により所定の割合を下回った場合には算定
同一の事業所においては介護予防を一体的に行った場合においては、本加算の計算 していないか。（前年度実績が6月に満たない事業
も一体的に行うこととする。
所）
□事実発生した日後も算定している。
（留意事項 第二-６-（１５））
□事実発生した日より算定していない。

サービス提供体 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）として体制を整え、1日につき６単位を適正に算 ⇒左記により体制を整え、適正に算定しているか。 職員名簿
制強化加算（Ⅲ） 定しているか。
□適正に算定している。
雇用契約書
□適正に算定していない。
資格者証
ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
□サービス提供体制強化加算
（Ⅲ）
をとっていな
勤務表
（１）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１００分
い。
タイムカード
３０以上であること。
（２）イ（２）に該当するものであること。
（厚生労働大臣が定める基準（厚生労働省告示第９６号３８のハ）

・

勤続年数とは、各月の前月末時点における勤続年数をいうものとする。
（例） ４月 ⇒ ３月末時点に勤続年数３年以上かで判断
５月 ⇒ ４月末時点
〃
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・

・

なおこの場合の常勤換算方法に当たっては、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。
勤続年数の算定に当たっては、当該事業所に置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。

職員の割合の算定方法について以下の項目により適正に算定している。
・

⇒左記により人員配置等について適正に算定して
いるか。
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（前年4
□適正に算定している。
月から翌2月まで（3月を除く））の平均を用いることとする。
□適正に算定していない。
※毎月の状況を常に記録することが望ましい。

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、また再開した事業所 ⇒左記により職員の割合について記録を行ってい
を含む。）の場合は、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 るか。（前年度実績が6月に満たない事業所）
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
□毎月記録している。
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、直ちに加算を
□毎月記録していない。
取り下げる届出を提出しなければならない。
⇒左記により所定の割合を下回った場合に届出を
しているか。（前年度実績が6月に満たない事業所
（例） ４月 ⇒ １月、２月、３月の平均が所定の割合を上回る。
）
５月 ⇒ ２月、３月、４月
〃
□加算の取り下げの届出をしている。
６月 ⇒ ３月、４月、５月
〃
□加算の取り下げの届けをしていない。
⇒左記により所定の割合を下回った場合には算定
していないか。（前年度実績が6月に満たない事業
所）
□事実発生した日後も算定している。
□事実発生した日より算定していない。
同一の事業所においては介護予防を一体的に行った場合においては、本加算の計算
も一体的に行うこととする。
（留意事項

第二-６-（１５））
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（１６）短期利用 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こと。
共同生活介護費 （厚労省告示第１２６号の別表の５のロ）

⇒左記により要件を満たし適正に算定しているか。 同意書、契約書
□適正に算定している。
職員履歴書
□適正に算定していない。
研修修了証
□短期利用共同生活介護を実施しない。

下記の要件を満たすこと
・認知症対応型共同生活介護に既に入居している者又は家族に対し、短期利用
共同生活介護（ショートステイ）を行う旨、説明を行い同意を得ている。
※利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居
・当該認知症対応型共同生活介護事業を行う者が介護保険法のいずれかのサービ 宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用
スの事業運営の経験が３年以上ある。
認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症
・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範囲内で空いてい
対応型共同生活介護（以下「短期利用認知症対応型共同
る居室や短期利用者専用の居室等を利用するものである。※
生活介護」という。）を受けることが必要と認めた者に
・１つの共同生活住居に1名を上限としている。
対し、居宅サービス計画において位置付けられていない
・あらかじめ30日以内の利用期間を定めている。
短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合で
・短期利用を実施するために必要な職員の資質（認知症介護実務者研修のうち
あって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない
「専門課程」又は認知症介護実践権のうち「実践リーダー研修」若しくは
場合にあっては、当該事業所を構成する共同生活住居の
「認知症介護指導者養成研修」のいずれかを受講した者）が確保されている。
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。（厚労省告示第９
６号三十一ハ）
（１７）認知症行 認知症行動・心理症状緊急対応加算として、入居を開始した日から起算して７日を ⇒左記により体制を整え、適正に算定しているか。 介護給付費請求書
動・心理症状緊急 限度として１日につき２００単位を算定している。
□適正に算定している。
介護給付費明細書
対応加算
（厚労省告示第１２６号の別表の５の注４）
□適正に算定していない。
利用者に関する記録
□認知症行動・心理症状緊急対応加算をとってい
ない。
「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用共同生活介護が必要と医 ⇒左記のことを確認できるか。
師が判断している。
□確認している。
□確認していない。
（留意事項 第二-６-（４）-①）

利用者に関する記録等

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開始 ⇒関係者と連携をしているか。
している。
□行っている。
□行っていない。
（留意事項 第二-６-（４）-②）
⇒利用者に同意を得て開始しているか。
□同意を得ている。
□同意をえていない。
医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始して場合に算定している。
⇒左記のように適正に算定しているか。
□適正に算定している。
（留意事項 第二-６-（４）-②）
□適正に算定していない。

利用者に関する記録等

短期利用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 ⇒左記のように適切なサービス提供を行っている
場合にあたっては、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 か。
切な医療か受けられるように取り計らっている。
□行っている。
□行っていない。
（留意事項 第二-６-（４）-②）

利用者に関する記録等
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介護給付費請求書
介護給付費明細書
医師の判断がわかるもの

判断を行った医師は診療録等に症状、判断した内容等を記録し、また事業所も判断 ⇒左記のように記録を行っているか。
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
□記録を行っている。
に記録している。
□記録を行っていない。
（留意事項

共同生活介護計画
利用者に関する記録

第二-６-（４）-④）

利用開始後８日目以降の短期利用共同生活介護の利用の継続を妨げるものでない ⇒左記のことを考慮しているか。
ことを留意している。
□考慮している。
□考慮していない。
（留意事項 第二-６-（４）-⑤）

利用者に関する記録

（１８） 介護職
下記基準に適合し、届け出ている場合、各区分に応じた単位数を算定している。
員処遇改善加算 ※ 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定できない。
（留意事項 第二-６-（１６））
就業規則
介護職員処遇改善加算（Ⅰ）…介護報酬総単位数の1000分の１１１に相 ⇒左記のように適正に算定しているか。
□適正に算定している。
給与規程
当する単位数
□適正に算定していない。
研修計画
□介護職員処遇改善加算（Ⅰ）をとっていない。 賃金台帳
次に掲げる(1)と(2)のいずれにも適合していること。
●

(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⇒左記のことに適合しているか。
①次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関
□適合していない。
するものを含む。）を定めている。
ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知している。
⇒左記のことに適合しているか。
②次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実
□適合していない。
施又は研修の機会を確保していること。
ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。
③次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 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を設けていること。
b a について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

⇒左記のことに適合しているか。
□適合している。
□適合していない。

(2) 平成27年4月から届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処 ⇒左記のことに適合しているか。
遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要
□適合している。
した費用を全ての職員に周知していること。
□適合していない。
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就業規則
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）…介護報酬総単位数の1000分の８１に相当 ⇒左記のように適正に算定しているか。
□適正に算定している。
給与規程
する単位数
□適正に算定していない。
研修計画
□介護職員処遇改善加算（Ⅱ）をとっていない。 賃金台帳
次に掲げる(1)と(2)のいずれにも適合していること。
●

(1) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⇒左記のことに適合しているか。
①次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関
□適合していない。
するものを含む。）を定めている。
ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知している。
⇒左記のことに適合しているか。
②次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実
□適合していない。
施又は研修の機会を確保していること。
ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。
(2) 平成27年4月から届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処 ⇒左記のことに適合しているか。
遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要
□適合している。
した費用を全ての職員に周知していること。
□適合していない。
就業規則
介護職員処遇改善加算（Ⅲ）…介護報酬総単位数の1000分の４５に相当 ⇒左記のように適正に算定しているか。
□適正に算定している。
給与規程
する単位数
□適正に算定していない。
研修計画
□介護職員処遇改善加算（Ⅲ）をとっていない。 賃金台帳
次に掲げる(1)と(2)のいずれにも適合していること。
●

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
⇒左記のことに適合しているか。
①次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関
□適合していない。
するものを含む。）を定めている。
ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知している。
⇒左記のことに適合しているか。
②次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実
□適合していない。
施又は研修の機会を確保していること。
ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。
(2) 平成2０年１０月から届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の ⇒左記のことに適合しているか。
処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に
□適合している。
要した費用を全ての職員に周知していること。
□適合していない。
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●

就業規則
介護職員処遇改善加算（Ⅳ）…介護報酬総単位数の1000分の４５に相当する ⇒左記のように適正に算定しているか。
□適正に算定している。
給与規程
単位数の100分の90に相当する単位数
□適正に算定していない。
研修計画
□介護職員処遇改善加算（Ⅳ）をとっていない。 賃金台帳
次に掲げる(1)と(2)のいずれかに適合していること。

(1) 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
⇒左記のことに適合しているか。
①次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関
□適合していない。
するものを含む。）を定めている。
ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知している。
⇒左記のことに適合しているか。
②次に掲げる要件の全てに適合すること。
□適合している。
ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実
□適合していない。
施又は研修の機会を確保していること。
ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。
(2) 平成20年10月から届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処 ⇒左記のことに適合しているか。
遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要
□適合している。
した費用を全ての介護職員に周知していること。
□適合していない。
●

介護職員処遇改善加算（Ⅴ）…介護報酬総単位数の1000分の４５に相当する ⇒左記のように適正に算定しているか。
□適正に算定している。
単位数の100分の80に相当する単位数
□適正に算定していない。
□介護職員処遇改善加算（Ⅴ）をとっていない。

⇒左記のように行っているか。
【共通】
□行っている。
(1) 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に
□行っていない。
要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み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。

介護職員処遇改善計画書
計画書添付書類
キャリアパス要件等届出
書

(2) 当該事業所において、(1)の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施 ⇒左記のように行っているか。
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
□行っている。
改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、届け出ている。
□行っていない。
(3) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施している（する予定 ⇒左記のように行っているか。
である）。
□行っている。
□行っていない。
(4) 当該事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を草津 ⇒左記のように行っているか。
市長に報告している（する予定である）。
□行っている。
□行っていない。
(5) 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法（昭和22年法律第49号 ⇒左記のように処せられていないか。
）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、最低賃金法（昭和34年法
□処せられたことはない。
律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、雇用保険法（昭和49
□処せられたことがある。
年法律第116号）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。
- 46 -

実績報告書

(6) 当該事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（ ⇒左記のように行っているか。
昭和四十四年法律第八十四号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。）の納
□行っている。
付を適正に行っている。
□行っていない。
(7) 別途通知（「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順 ⇒左記のように行っているか。
及び様式例の提示について」）に基づいて、処理を行っている。
□行っている。
□行っていない。
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労働保険に加入している
ことが確認できる書類

