
実地指導における主な指摘事項

認知症対応型共同生活介護

令和４年３月２３日～３１日

杉並区 保健福祉部介護保険課

令和３年度 杉並区介護保険サービス事業者集団指導



入居・退居

主な指摘事項（１）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】
●入居に際して、利用者の被保険者証に入居の年月日を記載していなかった。
●退居に際して、利用者の被保険者証に退居の年月日を記載していなかった。

利用者の入退居の際、被保険者証に必要な事項を記入していますか？



入居・退居主な指摘事項（１）

【杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例
（H25.3.5 杉並区条例第4号）】
（サービスの提供の記録）
第115条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、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。

人員・設備・運営等基準

【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
（H18.3.31 老計発0331004号・老振発0331004号・老老発0331017号）第三.五.４】
（２）サービスの提供の記録
① 基準第95条第1項（条例第115条第1項）は、指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けている
者が居宅療養管理指導以外の居宅サービス及び施設サービスについて保険給付を受けることがで
きないことを踏まえ、他の居宅サービス事業者等が当該利用者が指定認知症対応型共同生活介護
の提供を受けていることを確認できるよう、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、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こととしたものである。

解釈通知



入居・退居主な指摘事項（１）

介護保険被保険者証への記載

見本

☑ 他のサービス事業者が保険給付を受けることが可能であるか利用者の被保険者証を確認するため、
入居及び退居の際に、漏れなく記入してください。

退居の際、記入してください

入居の際、記入してください



介護等

主な指摘事項（２）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】
●入居者（利用者）の負担によって、福祉用具貸与を利用させていた。
●入居者（利用者）の負担によって、訪問リハビリテーションを利用させていた。

利用者の負担によって、居宅サービスを利用していませんか？



介護等主な指摘事項（２）

【杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例
（H25.3.5 杉並区条例第4号）】
（介護等）
第119条第2項 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、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による介護を受けさせてはならない。

人員・設備・運営等基準

【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
（H18.3.31 老計発0331004号・老振発0331004号・老老発0331017号）第三.五.４】
（６）介護等
②同条第2項は、指定認知症対応型共同生活介護事業所で提供されるサービスは施設サービスに準じ、
当該共同生活住居において完結する内容であることを踏まえ、当該事業所の従業者でないいわゆる
付添者による介護や、居宅療養管理指導を除く他の居宅サービスを、入居者にその負担によって利
用させることができないこととしたものである。ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業者の
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支えない。

解釈通知



介護等主な指摘事項（２）

原則

必要 不要
事業者の負担

利用者の負担により利用するこ
とも考えられるが、自立支援の
観点から要検討

計画作成担当者等を中心に行われる総合的なアセスメントを実施し、
利用者の処遇上、福祉用具が必要か否か

居宅サービスの費用負担について

不適切な例（福祉用具の場合）

× 計画作成担当者等が利用者の処遇上、福祉用具の利用が必要であると判断したにもかかわらず、事業所
が福祉用具を準備せずに、利用者に福祉用具の購入を求める。

× 事業所が福祉用具を準備するが、毎月、リース料を請求し、入居者に負担を求める。

例外（福祉用具の場合）

● アセスメントの結果、福祉用具の利用が必要であると判断し、事業所が福祉用具を準備しているにもか
かわらず、入居者に必要とされる福祉用具よりも高い機能を有する別の福祉用具を入居者が希望する場
合

● 事業所が福祉用具を準備しているが、利用者の好みにより別製品を希望する場合

福祉用具を例に…

※上記の例外に該当する場合であっても共同生活住居の生活において、利用者の自立支援の観点から必要であるか検討することが重要



他の介護従業者との協議

利用者の
心身状況・希望・環境等の把握

プランの作成
〔説明・同意・交付〕

グループホームにおけるケアマネジメントのプロセス

介護サービスの提供
（プランの実行）

プランの実施状況の把握

【杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営等の基準に関する条例（H25.3.5 杉並区条例第4号）】

（認知症対応型共同生活介護計画の作成）
第118条
（第１項及び第２項は省略）
３ 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
ための具体的なサービスの内容等を記載した計画（以下「認知症対応型共同
生活介護計画」という。）を作成しなければならない。

４ 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。

５ 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
該認知症対応型共同生活介護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、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変更を行うものとする。

７ 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生活介護
計画の変更について準用する。



主な指摘事項（３）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】

●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て、認知症対応型共同生活介護
計画を作成していなかった。

プランの作成にあたり、利用者の心身の状況、希望、環境等
の把握は行っていますか？

利用者の
心身状況・希望・環境等の把握



主な指摘事項（３） 利用者の
心身状況・希望・環境等の把握 具体例

以下の２つのアセスメントの記録（ＩＡＤＬの部分）を比較してみましょう。計画作成担当者ＹさんとＸさんが作成した利
用者「杉並 花子」さんについてのアセスメントシートの記録です。利用者によって、できること・できないこと、残存能
力、得手不得手、好き嫌いがあると思いますが…

▼ 計画作成担当者Ｙが記録したアセスメントシート ▼ 計画作成担当者Ｘが記録したアセスメントシート



主な指摘事項（３） 利用者の
心身状況・希望・環境等の把握

計画作成担当者Ｙのアセスメントにより作成したケアプランです。…

⓵アセスメント

② 認知症対応型共同生活介護計画

※計画書やアセスメントシートを掲載していますが、当該様式や項
目の記載を求めるものではありません。計画書、その他関係書類
については、適切なケアマネジメント及び介護の提供ができるよ
う事業所ごとに創意工夫し、作成してください。

▶達成感や自信回復が得られるような目標と
なっているでしょうか？

▶誰にでも当てはまる、個別性のないプラン
になっていませんか？

☝プラン作成にあたって、利用者の心身状況や希望、
置かれている環境等をしっかり把握できていると言
えるでしょうか？

▼ 計画作成担当者Ｙ

具体例

☝利用者が主体的に行うことができるような配
慮（記載）をしていますか？



主な指摘事項（３） 利用者の
心身状況・希望・環境等の把握

⓵アセスメント

②認知症対応型共同生活介護計画

☝グループホームで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ものですが、認
知症である利用者の尊厳を尊重し、グループホームでの役割で達成感や満足感を得て自信回復の効果を求
めるには、利用者が好きなことや得意なことを実践してもらうことが効果的です。

▼ 計画作成担当者Ｘ

具体例



主な指摘事項（４）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】

●他の介護従業者と協議の上、認知症対応型共同生活介護計画を作成していない事例があった。

プランの作成にあたり、介護従業者と協議を行っていますか？

他の介護従業者との協議



主な指摘事項（４） 他の介護従業者との協議
具体例

☑ 計画作成に先立ち行う協議では、利用者についての情報を共有するだけではなく、どのような目標
を設定することが妥当なのか、その目標を達成するために必要な具体的サービスは何なのかを話し合
うことが重要です。利用者がどのような生活を望んでいるのか、介護従業者が日々の支援の中で把握
した利用者の言動を通して検討するとよいでしょう。あわせて、従業者が支援すれば利用者ができ
る生活上の行為についても話し合い、具体的に何をどの程度、サポートするのか検討し、実効性のあ
る計画を作成しましょう。

▶具体的な検討・結論の内容を記録していま
すか？

☝例えば、腰痛発生の原因、状況、今後必要
な対応等について情報共有を行ったのであ
れば、そうした情報も記録しておきましょ
う。また、計画の目標や提供するサービス
について、見直しの要否を協議・検討した
場合は、その過程を記録し、計画作成に活
用してください。

？



主な指摘事項（４） 他の介護従業者との協議
具体例

☝この事例では、２月２８日に計画を作成し
ていますが、３月１０日に協議を行ってい
ます。計画作成のための協議は、作成（計
画の確定）前に行いましょう。



主な指摘事項（５）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】

●認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握が適切でない事例があった。

プランの実施状況はどのように確認していますか？

プランの実施状況の把握



主な指摘事項（５） プランの実施状況の把握
具体例

▶作成した計画に基づきどの程度サービスを提供できたのか、目標はどの程度達成できたの
か具体的に記録していますか？

☝計画の実施状況の把握にあたっては、計画の変更の要否に必要な情報や今後の計画作成に
有効な情報を意識して記録しましょう。

？



主な指摘事項（５） プランの実施状況の把握
具体例

▶曖昧な目標や抽象的な目標を設定していませんか？

☝計画の実施状況の把握にあたっては…

①提供する具体的なサービスが計画通りに実施されているか
②目標を達成するためにサービスの内容に過不足はないか
③計画の目標がどの程度達成しているか
等を確認しますが、曖昧な目標に対する評価は非常に困難です。

？



介護報酬の根拠となる単位数表は厚生労働省の告示で示されており、このほか、解釈を補う通知（留意事項
通知）や、別に定めるものなどを規定する関係告示、事務連絡によるＱ＆Ａがあります。
介護報酬の算定にあたっては、必ず、介護報酬の根拠となる規定や通知の内容を確認してください。

認知症対応型共同生活介護に係る介護報酬について

単位数表（告示） 単位数表（留意事項通知） 関係告示 事務連絡・その他通知

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（H18.3.14

厚労告126）

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（H18.3.31

老計発第0331005号・老振発第0331005

号・老老発第0331018号）

厚生労働大臣が定める基準に適合
する利用者等（H27.3.23 厚労告
94）

●介護職員処遇改善及び介護
職員等特定処遇改善加算に関
する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示に
ついて（R3.3.16 老発0316

第4号）
●リハビリテーション・個別
機能訓練、栄養管理及び口腔
管理の実施に関する基本的な
考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について
（R3.3.16 老認発0316第3

号・老老発0316第2号）
●令和３年度介護報酬改定関
連通知の正誤等について
（R3.4.22 老高発0422第1号・
老認発0422第1号・老老発
0422第1号） 等

厚生労働大臣が定める基準
（H27.3.23 厚労告95）

厚生労働大臣が定める施設基準
（H27.3.23 厚労告96）

厚生労働大臣が定める利用者等の
数の基準及び看護職員等の員数の
基準並びに通所介護費等の算定方
法（H12.2.10 厚告27）

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
（H12.2.10 厚告29）

▼主な告示・通知等

※この資料では告示番号や通知名等を一部略称で表記しています。



看取り介護
加算

主な指摘事項（６）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】

●看取り介護加算について、看取りに関する職員研修を行っていなかった。

看取り介護加算の算定要件を確認してください。



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（H18.3.14 厚労告126 別表 5・ロ）】
注８ イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出
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31日以上45日以下については1日につき72単位
を、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。

単位数表（告示）

この施設基準に適合している必要があります。

【厚生労働大臣が定める施設基準（H27.3.23

厚労告96）】
第33号
指定認知症対応型共同生活介護における看取
り介護加算に係る施設基準

関係告示①

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用
者等（H27.3.23 厚労告94）】

第40号
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
の認知症対応型共同生活介護費の注８の厚生
労働大臣が定める基準に適合する利用者

関係告示②

加算の対象となる利用者について規定しています。



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【厚生労働大臣が定める施設基準（H27.3.23 厚労告96 第33号）】
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（指定認知症対応型共同生活事業所の職員又は当該指定認知症対応型共同生活事業
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、当該指定認知症
対応型共同生活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う
こと。

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること

関係告示①

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号）】
第二６（７）
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。
イ 当該事業所の看取りに関する考え方
ロ 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
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

留意事項通知



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号）】

第二６（７）
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号イ（３）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。

留意事項通知

参考



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【厚生労働大臣が定める施設基準（H27.3.23 厚労告96 第33号）】
イ・ロ 略
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること

関係告示①

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号）】

第二６（７）
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（PDCA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。
イ 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）。
ロ 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）。
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 ）。
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。

留意事項通知（参考）

研修の際に、看取り介護加算の趣旨の確認や手順などを周知することも重要です。看
取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、留意事項通知や事務
連絡のほか、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す
るガイドライン」等を参考にしてください。



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（H27.3.23 厚労告94 第40号）】
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
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（指定認知症対応型共同生活介護事業所（中略）の職員又は当該指定認知症対応型
共同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若しくは診療所若しくは指定
訪問看護ステーション（中略）の職員に限る。）、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号に
おいて「医師等」という。）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。

関係告示②



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（H27.3.23 厚労告94 第40号）】
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
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・ハ 略

関係告示②

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を確認してください。



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（H27.3.23 厚労告94 第40号）】

次のいずれにも適合している利用者
イ 略
ロ 医師、看護職員（指定認知症対応型共同生活介護事業所（中略）の職員又は当該指定認知症対応型
共同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若しくは診療所若しくは指定
訪問看護ステーション（中略）の職員に限る。）、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号に
おいて「医師等」という。）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。

関係告示②



看取り介護加算主な指摘事項（６）

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号）】

第二６（７）
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。

留意事項通知

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。（後略）



主な指摘事項（６）

▼単位数（参考）

死亡日以前31日以上45日以下 死亡日以前4日以上30日以内 前々日 前日 死亡日

72単位 144単位 680単位 1,280単位

☑ 医療連携体制加算を算定していない場合は、算定できません。
☑ 死亡日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すが、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、
算定できません。

看取り介護加算

その他算定にあたり留意すべき点



認知症専門
ケア加算

主な指摘事項（７）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】

●認知症専門ケア加算（Ⅰ）の対象者ではない利用者について算定している事例があった。

認知症専門ケア加算（Ⅰ）の算定要件を確認してください。



認知症専門ケア加算主な指摘事項（７）

【指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（H18.3.14 厚労告126 別表 5）】
ヘ 認知症専門ケア加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定
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、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し
ない。

（１） 認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位
（２） 略

単位数表（告示）

【厚生労働大臣が定める基準
（H27.3.23 厚労告95）】
第３号の２
イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総

数のうち、日常生活に支障を来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者（以
下この号において「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）・（３） 略

【厚生労働大臣が定める基準
に適合する利用者等

（H27.3.23 厚労告94）】
第41号（第23号の2準用）
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

関係告示① 関係告示②



認知症専門ケア加算主な指摘事項（７）

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（H27.3.23 厚労告94）】
第41号（第23号の2準用）
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

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号）】
第二 ６（１１）
①「日常生活に支障を来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者」とは、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。

②～④ 略

留意事項通知

関係告示②

第二 １（１２）
① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成5年10月26日老健第135号厚生省老
人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生
活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）を用いるものとす
る。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。ま
た、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成２１年９月３０日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）に基
づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する意見（１）日
常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合に
あっては、最も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等
の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２（４）認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票
（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。



認知症専門ケア加算主な指摘事項（７）

【厚生労働大臣が定める基準（H27.3.23 厚労告95）】
第３号の２
イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
（１）事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すお

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者（以下この号
において「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）・（３） 略

関係告示①

「対象者」
＝認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、
Ⅳ又はＭに該当する利用者

事業所における利用者の総数のうち、「対象者」の
占める割合が２分の１以上



認知症専門ケア加算主な指摘事項（７）

☑ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が2分の1以上の計算は、算定日が属する月の前3月
間の利用者実人数又は利用者延人数の平均で算出します。また、届出を行った月以降においても、
直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上
であることが必要です。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、直ちに届出を提出してください。
〔厚生労働省 電話確認〕

【介護保険最新情報（Vol.69）平成21年3月23日】
（問１１４）
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。



認知症専門ケア加算主な指摘事項（７）

☑ 対象者（認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者）以外の利用者
は、当該加算を算定できませんので注意してください。
〔厚生労働省 電話確認〕

【指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（H18.3.14 厚労告126 別表 5）】
ヘ 認知症専門ケア加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定
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、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し
ない。（後略）

単位数表（告示）



口腔・栄養
スクリーニング

加算

主な指摘事項（８）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】

●栄養スクリーニングを行うに当たり、算出可能なＢＭＩを計算していないなど、利用者の栄養状態
に関する情報を把握していなかった。

口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件を確認してください。



口腔・栄養
スクリーニング加算主な指摘事項（８）

【リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について （R3.3.16 老認発0316第３号 ・老老発0316第2号）】

第６ 口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示
について

１ 口腔・栄養スクリーニングの基本的考え方
平成30年度介護報酬改定において、通所系サービスにおける栄養状態のスクリーニングを行う栄養

スクリーニング加算が新設された。令和３年度介護報酬改定において、口腔の健康状態のスクリーニ
ングを併せて実施する口腔・栄養スクリーニング加算として評価する見直しを行った。
口腔・栄養スクリーニングは、事業所において、口腔の健康状態及び栄養状態についての簡易な評

価を継続的に実施することにより、利用者の状態に応じて必要な医療や口腔機能向上サービス、栄養
改善サービス等の提供に繋げるとともに、当該事業所の従業者の口腔・栄養に関する意識の向上を図
ることを目的とするものである。

継続的なスクリーニングを実施し、利用者の状態に応じ必要な医療や口腔機能向上
サービス、栄養改善サービスの提供につなげてください。



口腔・栄養
スクリーニング加算主な指摘事項（８）

【指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（H18.3.14 厚労告126 別表 5）】
ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算 ２０単位
注 イについて、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を行った場合に、1回につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者につ
いて、当該事業所以外で既に口腔・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。

単位数表（告示）

【厚生労働大臣が定める基準（H27.3.23 厚労告95）】
第４２号の６
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 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こ
と。

ロ 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こと。

ハ 通所介護費等算定方法第5号、第7号から第9号まで、第19号、第21号及び第22号に規定する基準
のいずれにも該当しないこと。

関係告示

（参考）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと



口腔・栄養
スクリーニング加算主な指摘事項（８）

【厚生労働大臣が定める基準（H27.3.23 厚労告95）】
第４２号の６
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 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こ
と。

ロ・ハ 略

関係告示

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018

号）】
第二 ６（１５）（３の２（１７）①及び③を準用）
①口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び
栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）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。

③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 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 略



口腔・栄養
スクリーニング加算主な指摘事項（８）

【厚生労働大臣が定める基準（H27.3.23 厚労告95）】
第４２号の６
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 略
ロ 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こと。

ハ 略

関係告示

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018

号）】
第二 ６（１５）（３の２（１７）①及び③を準用）
①口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び
栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）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。

③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 略
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

６か月間で２～３㎏以上の体重減少



口腔・栄養
スクリーニング加算主な指摘事項（８）

☑ 「リハビリテーション・個別機能訓練、
栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本
的な考え方並びに事務処理手順及び様式例
の提示について 」（R3.3.16 老認発0316

第３号 ・老老発0316第2号）が示されてい
るため、確認の上、栄養管理及び口腔管理
の実施にあたってください。

様式例

●スクリーニング表を用いて、リスク
の有無等を確認してください。

●リスクを有する利用者がいる場合や
栄養ケアに係る助言・指導が必要な
場合等は、介護支援専門員に対し、
栄養改善サービスの提供や管理栄養
士等の検討を依頼しましょう。

▼



医療連携
体制加算

主な指摘事項（９）

【令和３年度 実地指導での指摘事項】

●入居の際に、利用者又はその家族に対して「重度化した場合における対応に係る指針」の内容につ
いて、同意を得ていることが確認できなかった。（医療連携体制加算（Ⅰ））

医療連携体制加算（Ⅰ）の算定要件を確認してください。



医療連携体制加算主な指摘事項（９）

【指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準（H18.3.14 厚労告126 別表 5）】
二 医療連携体制加算
注 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、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しない。
（１）医療連携体制加算（Ⅰ） ３９単位
（２）・（３） 略

単位数表（告示）

【厚生労働大臣が定める施設基準（H27.3.23 厚労告96）】
第34号
イ 医療連携体制加算（Ⅰ）を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
（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。
（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。

関係告示



医療連携体制加算主な指摘事項（９）

【厚生労働大臣が定める施設基準（H27.3.23 厚労告96）】
第34号
イ 医療連携体制加算（Ⅰ）を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
（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。
（２）・（３） 略

関係告示

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018

号）】

第二６（９）
② 医療連携体制加算（Ⅰ）の体制について、利用者の状態の判断や、認知症対応型共同生活介護事
業所の介護従業者に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護師
の確保を要することとしており、准看護師では本加算は認められない。
また、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。

留意事項通知



医療連携体制加算主な指摘事項（９）

【厚生労働大臣が定める施設基準（H27.3.23 厚労告96）】
第34号
イ 医療連携体制加算（Ⅰ）を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
（１） 略
（２）看護師により２４時間連携できる体制を確保していること。
（３） 略

関係告示

【指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａについて（H18.5.2 厚生労働省発出 事務連絡）】

（問７）
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
時間数の勤務を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。）

【杉並区解釈】少なくとも週１回以上



医療連携体制加算主な指摘事項（９）

【厚生労働大臣が定める施設基準（H27.3.23 厚労告96）】
第34号
イ 医療連携体制加算（Ⅰ）を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
（１）・（２） 略
（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。

関係告示

【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（H18.3.31老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018

号）】

第二６（９）
⑥ 医療連携体制加算の算定要件である「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、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における認
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、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、などが考えられる。 （後略）

留意事項通知

☑ 「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要です。指
針についての様式は示されていませんが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、
その補足資料として添付しましょう。



「受講報告兼アンケート」の入力のお願い

集団指導の受講状況等を確認するため、視聴後に事業所ごと（サービス種別ごと）に下記入力
フォームから「受講報告兼アンケート」の入力をお願いします。

（注１）併設の事業者がある場合、それぞれのサービス事業所で回答してください。
（注２）管理者等が事業所内の回答・質問事項を取りまとめ、事業所として回答・質問してください（事業所で視聴した方全員が

回答する必要はありません）。

区公式ホームページからアクセスする場合 二次元コードを読み取ってアクセスする場合

🕒入力期限：３月３１日（木曜日）まで

ここをクリック

【ホームページの階層】
トップページ＞くらしのガイド＞
税金・保険・年金＞介護保険＞
介護保険事業者の方向け情報＞
令和３年度介護保険サービス事業者
集団指導

受講報告兼アンケート 二次元コード



ご視聴ありがとうございました。

事業所の皆様におかれましては、
新型コロナウイルス感染症への対応等、
困難な状況のなか、利用者の生活を支えていただき
誠にありがとうございます。
引き続き、感染予防を徹底していただき、
介護サービスの更なる向上に努めていただきますよう
お願いいたします。



制作・著作 杉並区


