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報酬告示

予防報酬告示

留意事項通知

夜勤職員の勤務条件
基準

基準省令 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（平成18年3月14日厚生労働省令第３４号

基準省令解釈通知

利用者等告示

大臣基準告示

施設基準

青本

緑本

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（平成１２年厚生労働省告示第２９号）

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）

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成２７年厚生労働省告示第９４号）

厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号）

厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号）

介護報酬の解釈1　単位数表編（令和3年4月版）

介護報酬の解釈３　ＱＡ・法令編（令和3年4月版）

根拠・備考欄の略名

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（厚生労働省告示第１２８号）

指定地域密着型サービスに要する 費用の額算関基準及び介護予防費用の額算定に関する基準制伴う実施上留意事 項について （抄）
（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号老振発第 0331005 号老発第 0331018 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（平成 18 年３月１４日厚生労働省告示第１２６号）
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点検項目 点検事項 根拠・備考

夜勤減算

介護従業者の数が共同生活住居ごとに１以上 □ 満たす

青本 P702
施設基準三十一
夜勤職員の勤務条件基準三

青本 P1530
施設基準八十五
夜勤職員の勤務条件基準十

夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が2
日以上連続して発生
または
夜勤時間帯において夜勤を行う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
日以上発生

□ 該当しない

青本 P567

定員超過利用減算
利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させている □ 該当しない

青本 P564(6)

人員基準欠如減算
人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少している □ 該当しない

青本 P566(8)

605 認知症対応型共同生活介護費・703 介護予防認知症対応型共同生活介護費

点検結果
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

身体拘束廃止未実施減
算

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（以下「身体的拘束適正化検討委
員会」という。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員そ
の他従業者に周知徹底を図る。
　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。
　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。
　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。
　ニ 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。
　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。
　ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価する。

□ 満たす

青本 P702　　　赤本671
報酬告示第5のイロ注２
留意事項通知第2の6（2）
基準省令第97条

青本 P1532　　　　赤本1368
予防報酬告示第3のイロ注２
留意事項通知第2の6（2）
基準省令第77条

身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
　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

□ 満たす

介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す
ること。
　・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、
　　当該指定認知症対応型共同生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹
　　底を行う。
　・職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型共同生活
　　介護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。
　・研修の実施内容についても記録する。
　（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。）

□ 満たす
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

夜間支援体制加算
(Ⅰ・Ⅱ共通)

夜間及び深夜の時間帯を通じて一の介護従事者に加えて、常勤換算で一以上の介護従業
者又は一以上の宿直勤務に当たる者を配置
　・全ての開所日において基準を満たしていること
　・宿直の場合は事業所内での宿直であり、併設事業所との同時並行的勤務は認め
　　られない

□ 満たす

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)を算定
□ 満たす

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
□ 満たす

定員超過利用、人員基準欠如がない
□ 該当

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)を算定
□ 満たす

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、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 □ 満たす

定員超過利用、人員基準欠如がない
□ 該当

認知症行動・心理症状
緊急対応加算
【短期利用のみ】

次のａ～ｃに該当しない
　ａ　病院又は診療所に入院中の者
　ｂ　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
　ｃ　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の利用中の者

□ 該当

青本 P704
報酬告示第5のイロ注５
留意事項通知第2の6（4）

青本 P1532
予防報酬告示第3のイロ注５
留意事項通知第2の6（4）

緑本 P278
医師が緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を利用することが適当と判断した場合
で、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る □ 該当

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を得ている
□ 該当

判断を行った医師は症状、判断の内容等を診療録等に記録し、事業所は判断を行った医
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いる □ 該当

利用開始日から起算して７日以内
□ 該当

定員、人員基準に適合
□ 該当

施設基準三十一ハ(6)・ニ(2)

青本 P704
報酬告示第5のイロ注４
留意事項通知第2の6（3）

青本 P1532
予防報酬告示第3のイロ注４
留意事項通知第2の6（3）

緑本 P277

夜間支援体制加算
（Ⅰ）

夜間支援体制加算
（Ⅱ）
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

若年性認知症利用者
受入加算

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定めている

□ 該当

担当者中心に利用者の特性やニーズに応じた適切なサービス提供を行う

□ 実施

認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定していない

□ 該当

入院期間中の体制加算 入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれることについて、利用者の入院先の
病院又は診療所の当該主治医に確認している □ 実施

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
宜を図っている □ 実施

やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び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 □ 実施

１月に６日を限度として、算定している
（毎月ごとに6 日間の費用が算定できるものではない） □ 該当

初日及び最終日は算定していない
□ 該当

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
なものになっている
また、その場合の期間は算定していない

□ 該当

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
算定をしている □ 該当

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を行っている □ 該当

青本 P704
報酬告示第5のイロ注６
留意事項通知第2の6（5）
大臣基準告示十八

青本 P1534
予防報酬告示第3のイロ注６
留意事項通知第2の6（5）
大臣基準告示十八

緑本 P279

青本 P706
報酬告示第5のイロ注７
留意事項通知第2の6（6）
大臣基準告示五十八の四

青本 P1534
予防報酬告示第3のイロ注７
留意事項通知第2の6（6）
大臣基準告示百二十七の四

緑本 P281
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又は家族等に説明、同意を得ている
□ 該当

医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、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を見直している □ 該当

看取りに関する職員研修を行っている
□ 該当

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
□ 該当

医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護に係る計画について、利用者
又は家族等に説明し、同意を得ている □ 該当

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、看護
職員、介護支援専門員等の相互連携の下、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、利用者又は家族等に説明し、同意を得ている

□ 該当

※随時の説明について口頭で同意を得た場合は、介護記録に説明日時、内容、同意を得
た旨を記録する □ 該当

看護職員が事業所の職員でない場合、当該事業所が連携を確保する病院、診療所、訪問
看護ステーション等からおおむね２０分以内の近距離に所在するなどにより、必要な連
携をとることができる距離にあるか。

□ 該当

看取り介護の質を常に向上させていくために、PDCAサイクル（計画、実行、評価、改
善）を実践している □ 該当

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継続的な説明に努めている □ 該当

説明の際には、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 □ 該当

看取りの指針について、その内容が適切か
□ 該当

以下の事項について介護記録等に記録し、適切な情報共有に努めているか。
　・終末期の身体状況の変化及びこれに対する介護等
　・療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な変化及びこれに対するケア
　・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

□ 該当

死亡月に発生する自己負担の請求について利用者側に説明し文書にて同意を得ている
□ 該当

青本 P708
地域密着報酬告示第5のイロ注８
地域密着留意事項通知第2の6（7）
施設基準三十三

看取り介護加算
【介護予防なし】
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

（続）看取り介護加算
【介護予防なし】

退居等の際、入院先の医療機関等に利用者の状態等の情報提供について利用者又は家族
に説明し文書にて同意を得ている □ 該当

本人が十分に判断できる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれない場合、介護記録
に職員間の相談日時、内容等及び利用者や家族の状況が記載されている □ 該当

算定は死亡日を含めて４５日以内になっているか
　・入院、外泊、退所後の日数は算定できない
　・請求は死亡月になるため、退所後になる可能性があることについての説明同意

□ 該当

死亡日以前３１日以上４５日以下　（７２単位／日）
□ 該当

死亡日以前４日以上３０日以下　（１４４単位／日）
□ 該当

死亡日の前日及び前々日　　　　（６８０単位／日）
□ 該当

死亡日　　　　　　　　　　　（１２８０単位／日）
□ 該当

退居した日の翌日から死亡日の間は算定しない
□ 該当

医療連携体制加算を算定している
□ 該当

初期加算 入居日から起算して３０日以内

□ 該当

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）の間に入居したことがない □ 該当

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

□ 該当

青本 P711
報酬告示第5のハ
留意事項通知第2の6（8）

青本 P1536
予防報酬告示第3のハ
留意事項通知第2の6（8）

緑本 P282
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

職員として、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により看護師
（準看護師は該当しない）を１名以上確保 □ 該当

看護師による24時間連絡体制の確保
□ 該当

重度化した場合における対応の指針の有無
　・盛り込むべき項目
　　①急性期における医師や医療機関との連携体制
　　②入院期間中の当該施設における居住費・食費の取扱い
　　③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

□ 該当

入居の際に利用者等に対する指針の説明、同意の有無
□ あり

事業所が行うべき具体的なサービスを行うために必要な勤務時間を確保
　①利用者に対する日常的な健康管理
　②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
　③看取りに関する指針の整備

□ 該当

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
□ 該当

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 □ 該当

看護職員が准看護師のみである場合には，病院，診療所若しくは指定訪問看護ステー
ションの看護師により、２４時間連絡できる体制を確保 □ 該当

重度化した場合における対応の指針の有無
　・盛り込むべき項目
　　①急性期における医師や医療機関との連携体制
　　②入院期間中の当該施設における居住費・食費の取扱い
　　③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

□ 該当

入居の際に利用者等に対する指針の説明、同意の有無
□ 該当

青本 P712
地域密着報酬告示第5のニ
地域密着留意事項通知第2の6（9）
施設基準・三十四

緑本 P282

医療連携体制加算
（Ⅰ）
【介護予防なし】

医療連携体制加算
（Ⅱ）
【介護予防なし】

青本 P712
地域密着報酬告示第5のニ
地域密着留意事項通知第2の6（9）
施設基準・三十四

緑本 P282
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

（続）医療連携体制加
算
（Ⅱ）
【介護予防なし】

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入居者が１人以
上であること。
　(１)喀痰(かくたん)吸引を実施している状態
　(２)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
　(３)中心静脈注射を実施している状態
　(４)人工腎臓を実施している状態
　(５)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
　(６)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
　(７)経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態
　(８)褥瘡に対する治療を実施している状態
　(９)気管切開が行われている状態

□ 該当

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
□ 該当

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 □ 該当

重度化した場合における対応の指針の有無
　・盛り込むべき項目
　　①急性期における医師や医療機関との連携体制
　　②入院期間中の当該施設における居住費・食費の取扱い
　　③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

□ 該当

入居の際に利用者等に対する指針の説明、同意の有無
□ 該当

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入居者が１人以
上であること。
　(１)喀痰(かくたん)吸引を実施している状態
　(２)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
　(３)中心静脈注射を実施している状態
　(４)人工腎臓を実施している状態
　(５)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
　(６)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
　(７)経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態
　(８)褥瘡に対する治療を実施している状態
　(９)気管切開が行われている状態

□ 該当

医療連携体制加算
（Ⅲ）
【介護予防なし】

青本 P712
地域密着報酬告示第5のニ
地域密着留意事項通知第2の6（9）
施設基準・三十四

緑本 P282
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

退居時相談援助加算 利用期間が1ヶ月を超える利用者が退居
□ 該当

退居後の居宅サービス又は地域密着サービスその他の保健医療、福祉サービスについて
の相談援助 □ 該当

利用者の同意の上、退居日から2週間以内に市町村等に利用者の介護状況を示す文書及
び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 □ 該当

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、退居者及びその家族等
のいずれにも相談援助を行い、当該相談援助を行った日及び内容の要点を記録している □ 該当

利用者一人につき1回が限度
□ 該当

認知症専門ケア加算
Ⅰ，Ⅱ

利用者総数のうち、日常生活に支障をきたす症状又は行動があるため介護を必要とする
認知症の者（日常生活自立度Ⅲ以上）の割合が５割以上 □ 該当

対象者の数が２０人未満で認知症介護に係る専門的な研修（認知症介護実践リーダー研
修）修了者が１人以上、対象者が２０人以上の場合は、１に対象者が１９を超えて１０
又は端数を増すごとに１を加えた人数を配置し、チームとして専門的な認知症ケアの実
施

□ 該当

留意事項の伝達又は技術的指導の会議を定期的に実施
□ 該当

認知症専門ケア加算
Ⅱ

上記の基準に加え認知症介護の指導に係る専門的な研修（認知症介護指導者研修）修了
者を１名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施 □ 該当

介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画の作成及び研修の実施
□ 該当

青本 P714
報酬告示第5のホ
留意事項通知第2の6（10）

青本 P1536
予防報酬告示第3のニ
留意事項通知第2の6（10）

緑本 P285

青本 P714
報酬告示第5のヘ
留意事項通知第2の6（11）
利用者等告示三の二

青本 P1536
予防報酬告示第3のホ
留意事項通知第2の6（11）
利用者等告示三の二

緑本 P279
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

生活機能向上連携加算
（Ⅰ）

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
□ 該当

理学療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関
する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成担当者に助言を行い、計画作成
担当者が、助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を作成（変更）するとともに、
計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告す
ることを定期的に実施

□ 該当

理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リ
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の場において把握し、又は、指定認知症対応型共同生活介
護事業所の計画作成担当者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握
した上で、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者に助言を行う

□ 該当

計画作成担当者は、助言に基づき、生活機能アセスメントを行った上で、認知症対応型
共同生活介護計画の作成を行う。なお、介護計画には、助言の内容を記載する □ 該当

初回の介護が行われた日の属する月に算定。利用者の急性増悪等により介護計画を見直
した場合を除き、介護計画に基づき介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しな
い

□ 該当

３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。再度
助言に基づき介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能 □ 該当

生活機能向上連携加算
（Ⅱ）

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
□ 該当

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（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。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が訪問

□ 該当

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（生
活機能アセスメント）

□ 該当

青本 P716
報酬告示第5のト
留意事項通知第2の6（12）

青本 P1538
予防酬告示第3のヘ
留意事項通知第2の6（12）

緑本 P285

青本 P716
報酬告示第5のト
留意事項通知第2の6（12）

青本 P1538
予防酬告示第3のヘ
留意事項通知第2の6（12）

緑本 P285
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

（続）生活機能向上連
携加算（Ⅱ）

介護計画には、生活機能アセスメントの結果を記載
□ 該当

介護計画には、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
　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

□ 該当

達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定
　また、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
　例えば
　・当該目標に係る生活行為の回数
　・当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）
　　の時間数といった数値を用いる等

□ 該当

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ＡＤ
Ｌ及びＩＡＤＬの改善状況及び達成目標を踏まえた適切な対応を行う □ 該当

初回の介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき算定
□ 該当

３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度、生活機能アセスメントの評価に
基づき介護計画を見直している □ 該当

栄養管理体制加算 管理栄養士（当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。）が、従業者に対する栄養
ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上 □ 該当

「栄養ケアに係る技術的助言及び指導」を行うにあたって、以下の事項を記録
　イ　当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題
　ロ　当該事業所における目標
　ハ　具体的方策
　ニ　留意事項
　ホ　その他必要と思われる事項

□ 該当

定員超過利用、人員基準欠如がない
□ 該当

青本 P718
報酬告示第5のチ
留意事項通知第2の6（13）
大臣基準告示五十八の五

青本 P1540
予防報酬告示第3のト
留意事項通知第2の6（13）
大臣基準告示百二十七の五
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

口腔衛生管理体制加算 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 □ 該当

利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成
　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
　ロ 当該事業所における目標
　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

□ 該当

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 □ 該当

定員超過利用、人員基準欠如がない
□ 該当

口腔・栄養スクリーニ
ング加算

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利
用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそ
れのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介
護支援専門員に提供しているか

□ 該当

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介護支援専門員に提供しているか □ 該当

口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、そ
れぞれ次に掲げる確認を行う
　イ　口腔スクリーニング
　　ａ　硬いものを避け，柔らかいものを中心に食べる者
　　ｂ　入れ歯を使っている者
　　ｃ　むせやすい者
　ロ　栄養スクリーニング
　　ａ　ＢＭＩが18.5未満である者
　　ｂ　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№11の項目が「１」に該当する者
　　ｃ　血清アルブミン値が3.5ｇ／ dl以下である者
　　ｄ　食事摂取量が不良（75％以下）である者

□ 該当

青本 P718
報酬告示第5のリ
留意事項通知第2の6（14）
大臣基準告示六十八

青本 P1540
予防報酬告示第3のチ
留意事項通知第2の6（14）
大臣基準告示六十八

緑本 P286

青本 P720
報酬告示第5のヌ
留意事項通知第2の6（15）
大臣基準告示四十二の六

青本 P1542
予防報酬告示第3のリ
留意事項通知第2の6（15）
大臣基準告示四十二の六
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

（続）口腔・栄養スク
リーニング加算

６月に１回を限度として算定
□ 該当

利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定していな
い

□ 該当

口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングは、利用者ごとに行っ
ているか □ 該当

定員超過利用、人員基準欠如がない
□ 該当

科学的介護推進体制加
算

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状
況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出 □ 該当

必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、指定認知症対応型共同生活
介護の提供に当たって、規定する情報その他指定認知症対応型共同生活介護を適切かつ
有効に提供するために必要な情報を活用

□ 該当

利用者ごとに、アからエまでに定める月の翌月10日までにLIFEへ情報を提出
　ア　既利用者については、算定を開始しようとする月
　イ　新規利用者については、サービス利用を開始した日の属する月
　ウ　ア又はイの月のほか、少なくとも6月ごと
　エ　サービスの利用を終了する日の属する月

□ 該当

原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満たした場合に、当該事業所
の利用者全員に対して算定 □ 該当

ＰＤＣＡサイクルにより、質の高いサービスを実施する体制を構築している □ 該当

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

①又は②のいずれかを満たすこと
①介護職員の総数のうち介護福祉士の数が７０％以上
②介護職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護福祉士の占める割合が２５％以上

□ 該当

定員超過利用、人員基準欠如がない □ 該当

介護職員の総数のうち介護福祉士の数が６０％以上 □ 該当

定員超過利用、人員基準欠如がない
□ 該当

以下のいずれかを満たす
①介護職員の総数のうち介護福祉士の数が５０％以上
②看護・介護職員の総数のうち、常勤職員が７５％以上
③利用者に直接処遇する職員のうち、勤続年数７年以上の者が３０％以上

□ 該当

定員超過利用、人員基準欠如がない
□ 該当

青本 P722
報酬告示第5のヲ
留意事項通知第2の6（17）
大臣基準告示五十九イ・ロ・ハ

青本 P1544
予防報酬告示第3のル
留意事項通知第2の6（17）
大臣基準告示百二十八イ・ロ・ハ

緑本 P15

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

青本 P720
報酬告示第5のル
留意事項通知第2の6（16）

青本 P1542
予防報酬告示第3のヌ
留意事項通知第2の6（16）

サービス提供体制
強化加算（Ⅲ）
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

(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。）に要す
る費用の見込額が、加算算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、適切な措
置を講じていること。 □ 満たす

処遇改善加算計画書
処遇改善加算届出書
その他添付書類
別掲告示95号第六十（第四十八号イ（１）準
用）

(2) (1)の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、市に届け出ていること。 □ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（２）準
用）

(3) 加算算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営悪化等により事業の
継続が困難な場合に、当該事業の継続を図るため賃金水準を見直したときは、その内容
を市に届け出ること。

□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（３）準
用）

(4) 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市に報告すること。
□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（４）準
用）

(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。

□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（５）準
用）

(6) 労働保険料の納付が適正に行われていること。
□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（６）準
用）

(7)-1 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す
るものを含む。）を定めていること。 □ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（７）（一）
準用）

(7)-2 (7)-1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こ
と。 □ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（７）（二）
準用）

(7)-3 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施
又は研修の機会を確保していること。 □ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（７）（三）
準用）

(7)-4 (7)-3について、全ての介護職員に周知していること。
□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（７）（四）
準用）

(7)-5 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。 □ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（７）（五）
準用）

(7)-6 (7)-5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こ
と。 □ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（７）（六）
準用）

(8) 平成27年4月から(2)の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する費用
の見込額を全ての介護職員に周知していること。

□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号イ（８）準
用）

介護職員処遇改善加算
(Ⅰ)
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

介護職員処遇改善加算
（Ⅱ）

(1) （Ⅰ）の算定要件(1)から(6)、(7)-1から(7)-4まで及び(8)に適合すること。
□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号ロ準用）

介護職員処遇改善加算
（Ⅲ）

(1) （Ⅰ）の算定要件(1)から(6)まで及び(8)に適合すること。
□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号ハ（１）準
用）

(2) 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する
ものを含む。）を定め、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。又
は、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施又
は研修の機会を確保し、全ての介護職員に周知していること。

□ 満たす

別掲告示95号第六十（第四十八号ハ（２）準
用）

介護職員処遇改善加算
(Ⅳ)

（Ⅰ）の算定要件(1)から(6)に適合していること。かつ、（Ⅲ）の算定要件(2)又は(3)
のいずれかに適合していること。

※R3.3.31において届出を行っている施設について、R4.3.31までの経過措置

□ 満たす

介護職員処遇改善加算
(Ⅴ)

（Ⅰ）の算定要件(1)から(6)に適合すること。

※R3.3.31において届出を行っている施設について、R4.3.31までの経過措置
□ 満たす

介護職員等特定処遇改
善加算（Ⅰ） (1) 介護職員その他の職員の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、適切な措置を講じている
こと。

□ 満たす

(1)-1 経験・技能のある介護職員のうち一人は、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440万円以上であること。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。

□ 満たす

(1)-2 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を上回っ
ていること。

□ 満たす

(1)-3 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その限りでないでないこと。

□ 満たす

(1)-4 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。

□ 満たす

(2) (1)の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、市に届け出ていること。

□ 満たす

処遇改善加算計画書
処遇改善加算届出書
その他添付書類
別掲告示95号第六十の二（第四十八号の二
準用）
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点検項目 点検事項 根拠・備考点検結果

(続）介護職員等特定処
遇改善加算（Ⅰ）

(3) 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が困難な場合、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、その内容について市に届け出ること。

□ 満たす

(4) 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市に報告すること。 □ 満たす

(5) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は（Ⅱ）のいずれかを届け出ていること。 □ 満たす

(6) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 □ 満たす

(7) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関する
ものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知して
いること。

□ 満たす

(8) (7)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。

□ 満たす

介護職員等特定処遇改
善加算（Ⅱ）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準の
いずれにも適合すること。

□ 満たす
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