
施設サービス編



� 施設系サービス事業者の共通の主な指導事項
� 短期入所生活介護の主な指導事項
� 介護⽼⼈福祉施設（短期入所生活介護含む）の主な指導事項
� 介護⽼⼈保健施設（短期入所療養介護含む）の主な指導事項
� 通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション（各予防サービス含む）

の主な指導事項
� 介護療養型医療施設の主な指導事項
※「(地域密着型)特定施設入居者生活介護（予防サービス含む）」は、

有料⽼⼈ホーム編をご覧ください。
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栄養管理（第17条の２等）
○入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、⾃⽴した⽇常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を

計画的に⾏うこと。
イ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養⼠、⻭科医師、看護師、介護⽀援専門員その他の職種の者が共同

して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たって
は、施設サービス計画との整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合
は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとする。

ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養⼠が栄養管理を⾏うとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録すること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を⾒直すこと。

二 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練加算、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」を参考とすること。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・計画的栄養管理を⾏っていない場合は、「栄養管理に係る減算」として、介護報酬が

１⽇につき14単位の減算になります。（令和６年４⽉１⽇から適⽤）



勤務体制の確保等（第24条等）
・全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉⼠、介護⽀援専門員、法第８条第２項に規定する

政令に定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る
基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じていない。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉⼠、介護⽀援専門員、法第８条第２項に規定する政令に
定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修
を受講させるために必要な措置を講じるよう努めること。（訪問リハビリテーション事業を除く）

※令和６年３⽉31⽇まで努⼒義務

（右記のページから受講申込できます。）https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000464228.html



勤務体制の確保等（第24条等）
・職場において⾏われる性的な⾔動⼜は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための⽅針
の明確化等の必要な措置を講じていなかった。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・職場において⾏われる性的な⾔動⼜は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務上必要かつ相当な範囲を超
えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための⽅針の明確化等の必要な措置を講じること。

・事業主が講ずべき措置の具体的内容
a 事業主の⽅針等の明確化及びその周知・啓発
b 相談（苦情を含む）に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

・事業主が講じることが望ましい取組について
① 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
② 被害者への配慮のための取組
③ 被害防止のための取組 ※令和４年４⽉１⽇から義務

【参考】厚生労働省のページ（介護現場におけるハラスメント対策）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html



業務継続計画の策定等（第24条の２等）
・感染症や非常災害の発生時に業務継続、早期で業務再開を図るための計画が作成されていな

かった。
・業務継続計画について必要な研修及び訓練が実施されていなかった。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・業務継続計画を作成し周知すること。
感染症に係る計画（平時からの備え、初動対応、感染症拡⼤防止体制の確⽴などを記載）
災害に係る計画 （平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携などを記載）

・定期的(年２回以上)に、業務継続計画の具体的内容などの研修を実施すること。(ショートステイは年１回以上）
・定期的(年２回以上)に、業務継続計画に基づく対応などの訓練を実施すること。(ショートステイは年１回以上）

※令和６年３⽉31⽇まで努⼒義務

【参考】厚生労働省のページ（介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html



業務継続計画の策定等、非常災害（第24条の２等）
・「非常災害対策計画作成・⾒直しのための⼿引き」が作成されています。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

※ 一般財団法人日本総合研究所HPにおいて掲載中

目次■
解説編
Ⅰ．⾼齢者施設・事業所において作成が求められる主な防災計画等の関係の整理
Ⅱ．本手引きで示す「非常災害対策計画」の概要と活用方法
１．本手引きで想定している計画作成・⾒直しの目的と対象範囲（期間）
２．本手引きで取り上げる内容（「非常災害対策計画」と「避難確保計画」の項目の整理）
３．本手引きの活用方法
Ⅲ．「非常災害対策計画」作成・⾒直しにあたっての留意点
Ⅳ．「非常災害対策計画」に盛り込む内容
１．計画作成の目的
２．計画の適用範囲
３．施設・事業所の⽴地条件の把握と災害予測
４．施設・事業所の設備の理解、安全対策（通信手段の確保を含む）
５．⼊所者（利用者）の避難方法に関する情報整理
６．避難場所、避難経路、移動手段
７．避難を開始するタイミング、判断の考え方
８．災害に関する情報収集、整理
９．災害時の人員体制、指揮系統の検討、整理
10．連絡体制の整備
11．関係機関（⾃治体、関係団体等）、地域住⺠等とのネットワークづくり
12．備蓄品等の準備・確保
13．職員への防災教育、人材育成、避難訓練の実施
【参考】「計画作成・⾒直しの手順チェックリスト」
Ⅴ.災害時の対応（⾏動手順）
１．火災
２．地震
３．風水害、土砂災害
４．津波
参考資料
Ⅵ．記⼊様式（記⼊例）
Ⅶ.「⾼齢者施設における非常災害対策の在り方に関する研究事業」検討委員会委員名簿



衛生管理等（第27条等）
・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催していない。
・感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備していない。
・従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施していない。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活⽤して⾏うこと
ができる）をおおむね３⽉に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
こと。

・感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的（年２回以上）に実施す

ること。(ショートステイは年１回以上)

※令和６年３⽉31⽇まで努⼒義務

【参考】厚生労働省のページ（介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_1
3635.html



事故発生の防止及び発生時の対応（第35条等）
○事故の発生⼜はその再発を防止するため、以下の措置を講じていなかった。

・事故が発生した場合の対応、事故報告の⽅法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備
すること。

・事故が発生した場合⼜はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、そ
の分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

・事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に⾏うこと。
・上記３つの措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・事故の発生⼜はその再発を防止するための措置⾏っていない場合、安全管理体制未実施減算として、
介護報酬が１⽇につき５単位の減算になります。



虐待の防止（第35条の２等）
・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活⽤して⾏うことができるものとする。）

を定期的に開催できていない。
・虐待の防止のための指針を整備していない。
・虐待の防止のための研修を定期的に実施していない。
・上記３つに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いていない。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活⽤して⾏うことができるものとする）
を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・虐待の防止のための指針を整備すること。
・虐待の防止のための研修を定期的（年２回以上）に実施すること。(ショートステイは年１回以上)

・上記３つに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
※令和６年３⽉31⽇まで努⼒義務

【参考】厚生労働省のページ（⾼齢者虐待防止に資する研修・検証資料等）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html



⾝体拘束廃止未実施減算（⽼計発第0331005号 第２の６(2)）
・⾝体拘束等を⾏う場合の記録を⾏っていない。
・⾝体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３⽉に１回以上開催していない。
・⾝体拘束等の適正化のための指針を整備していない。
・⾝体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・⾝体拘束等を⾏う場合には、その態様及び時間、その際の利⽤者の⼼⾝の状況並びに緊急やむを
得ない理由を記録すること。

・⾝体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３⽉に１回以上開催すること。
・⾝体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・⾝体拘束等の適正化のための定期的（年２回以上）な研修を実施すること。

【参考】⾝体拘束等の廃止に関する指導及び⾝体拘束廃止未実施減算の適⽤の考え⽅について
（疑義照会回答）事務連絡（令和３年２月１８日）



療養食加算（⽼企第40号第２の５(28)等）
・⼼臓疾患等に対して減塩食療法を⾏う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができる。
この場合の減塩食の塩分量は、総量6.0mg未満のものであるが、塩分量6.0mgを超えた減塩食を
提供しながら、当該加算を算定しているケースがあった。

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・利⽤者の病状等に応じて、主治の医師より利⽤者に対し疾患治療の直接⼿段として発⾏された
食事箋に基づき、利⽤者等告⽰に⽰された療養食が提供された場合に算定すること。

・腎臓病食に準じて取り扱うことができる⼼臓疾患等の減塩食については、塩分量の総量6.0g

未満の減塩食をいうこと。



サービス提供体制強化加算（⽼企第40号第２の７（35）等）
・算定要件に該当する職員の割合（常勤換算⽅法により算出した前年度（３⽉を除く）の平均）を

把握せず算定していた。
・提供するサービスの質の向上に資する取組が⾏われていなかった。

(介護⽼⼈福祉施設、介護⽼⼈保健施設のみ)

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項

・算定要件に該当する職員の割合（常勤換算⽅法により算出した前年度（３⽉を除く）の平均）を適切に

算出・確認し、算定根拠となる職員の割合を記録し、保管しておくこと。

・提供するサービスの質の向上に資する取組を実施すること。(介護⽼⼈福祉施設、介護⽼⼈保健施設のみ)

【参考】⼤阪市のページ（介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈ホーム）事業者に係る各種届出の取扱いについて）
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000246409.html



サービス提供体制強化加算（⽼企第40号第２の７（35）等）
○提供するサービスの質の向上に資する取組の例

・ＬＩＦＥを活⽤したＰＤＣＡサイクルの構築
・ＩＣＴ・テクノロジーの活⽤
・⾼齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理

や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の
明確化

・ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイ
レを使⽤しない⽅針を⽴てて取組を⾏っていること

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項



介護職員によるたん吸引等の取扱いについて
○登録特定⾏為事業者の登録を⾏うこと。
○登録研修機関等において、一定の研修を受け、都道府県による認定を受けた職員⼜は、公益財団法⼈ 社会

福祉振興・試験センターで登録を⾏った介護福祉⼠のみが、喀痰吸引や経管栄養を実施可能。
○毎朝⼜は当該⽇の第1回目の吸引実施時において、看護職員が入所者の状態を観察し、看護職員と介護職員

の協働による実施が可能であるか等を確認すること。
○看護師から、看護職員⼜は介護職員に対して研修・技術的指導が⾏われていること。
○実施する際に、標準的な⼿順を実施した記録を作成すること。
○定期的（1年に1回以上）に⾃主点検を⾏い、⾃主点検結果を保存するよう努めること。

参考︓「喀痰吸引等（たんの吸引等）の制度について」（⼤阪府HP）
http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/tan/index.html
参考︓「喀痰吸引等制度について」（厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

施設系サービス事業者の共通の主な指導事項



地域との連携等（第157条準⽤等）
・運営推進会議がおおむね２⽉に１回以上開催されていない。

地域密着型介護老人福祉施設の主な指導事項

・運営推進会議をおおむね２⽉に１回以上開催し、当該会議に対し活動状況等
を報告し、当該会議による評価を受けるとともに、必要な要望、助⾔等を聴
く機会を設けること。
また、感染症拡⼤防止の観点から、やむを得ず延期・中止する場合は、その
理由を適切に記録すること。

【参考】厚生労働省のページ（「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の⼈員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html



併設事業所における看護体制加算の算定（⽼企第40号第２の２(10)等）
・看護師や看護職員の配置要件が満たされていない。

(介護予防)短期入所生活介護の主な指導事項

・併設事業所における看護体制加算の算定に当たっては、本体施設における看護師・看護職員の
配置とは別に、必要な看護職員の配置を⾏う必要がある。
a 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設における看護師の配置にかかわらず、指定短期入

所生活介護事業所として別に１名以上の常勤看護師の配置を⾏った場合に算定が可能である。
b 看護体制加算（Ⅱ）については、本体施設における看護職員の配置にかかわらず、看護職員

の指定短期入所生活介護事業所(空床利⽤を除く)における勤務時間を当該事業所において
常勤の従業者が勤務すべき時間数(１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時
間を基本とする)で除した数が、利⽤者の数が25⼜はその端数を増すごとに１以上となる場
合に算定が可能である。



内容及び⼿続の説明及び同意（第４条等）
・重要事項説明書に「提供するサービスの第三者評価の実施状況」の記載がなかった。

(地域密着型)介護老人福祉施設(短期入所生活介護含
む)の共通の主な指導事項

・提供するサービスの第三者評価の実施状況として実施の有無、実施した直近の年⽉⽇、
実施した評価機関の名称、評価結果の開⽰状況を重要事項説明書に記載すること。

「福祉サービス第三者評価」は「地域密着型サービス外部評価」とは異なる制度であり、受審は任意です。
任意である「福祉サービス第三者評価」を受審し、サービスの質の向上や事業の透明性を確保しようとし
ているのかを説明する必要があるとして、重要事項説明書への記載が義務化されました。

参考 「⾼齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について」
（平成30年3⽉26⽇付 社援発0326第8号 ⽼発0326第8号）



第三者評価の実施機関は、
ワムネット・⼤阪府のホームページに記載されています。

（⼤阪府ホームページ）
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/

（ワムネット）
https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyok

anri2.nsf/aHyokaTop

(地域密着型)介護老人福祉施設(短期入所生活介護含
む)の共通の主な指導事項



ユニット型施設の勤務体制の確保等（第47条等）
・勤務表がユニットごとに作成されていなかった。
・勤務表にユニットリーダーの記載をしていなかった。
・⽇中に常時１⼈以上、介護⼜は看護職員が配置されていることが不明確だった。

(地域密着型)介護老人福祉施設(短期入所生活介護含
む)の共通の主な指導事項

・勤務表はユニットごとに作成し、常勤のユニットリーダーが誰かわかるように記載すること。
・⽇中には、ユニットごとに常時１⼈以上の介護⼜は看護職員を配置すること。

※昼間に、ユニットごとに常時１以上の介護⼜は看護職員を配置していない場合、夜間及び深夜に
２ユニットごとに１以上の介護職員⼜は看護職員を配置していない場合、ユニットごとに常勤の
ユニットリーダーを配置していない場合、減算の対象となります。



指定短期入所生活(療養)介護の取扱⽅針等（第128条、第146条等）

・相当期間以上（概ね4⽇以上）継続して入所する利⽤者について、短期入所生活（療養）介護

計画を作成していなかった。

短期入所生活介護、短期入所療養介護の共通の主な指
導事項

・相当期間以上（概ね4⽇以上）継続して入所する利⽤者には、短期入所生活（療養）介護計画
を作成すること。
※計画内容を入所者やその家族に説明し、同意を得て、交付したことが記録上確認できるよ

うに適切に保管すること。
また、短期入所生活（療養）介護計画は居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。



短期集中リハビリテーション実施加算（⽼企第40号第２の６(11)）
・20分以上の個別リハビリテーションを、１週につきおおむね３⽇以上実施したことが確認できなかった。

介護老人保健施設の共通の主な指導事項

①短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、20分以上の個別リハビリテーショ
ンを１週につきおおむね３⽇以上実施する場合をいう。

②当該加算は、当該入所者が過去３⽉間の間に、介護⽼⼈保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることと
する。ただし③及び④の場合はこの限りではない。

③入所者が過去３⽉間の間に、介護⽼⼈保健施設に入所したことがあり、４週間以上の入院後に介護⽼⼈保健施設に再
入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することがで
きる。

④入所者が過去３⽉間の間に、介護⽼⼈保健施設に入所したことがあり、４週間未満の入院後に介護⽼⼈保健施設に
再入所した場合であって、以下に定める状態である者は、当該加算を算定できる。
ア 脳梗塞、脳出⾎、くも膜下出⾎、脳外傷、脳炎、急性脳症（低酸素脳症等）、髄膜炎等を急性発症した者
イ 上・下肢の複合損傷（骨、筋・腱・靭帯、神経、⾎管のうち３種類以上の複合損傷）、脊椎損傷による四肢麻痺

（一肢以上）、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断（義肢）、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器
疾患等⼜はその⼿術後の者



認知症短期集中リハビリテーション実施加算（⽼企第40号第２の６(12))

・入所者が認知症であると判断したことが不明確だった。
・集中的なリハビリテーションを⾏う明確な必要性が確認できなかった。
・当該入所者が過去３⽉の間に、当該加算を算定していたにもかかわらず、再度算定していた。

介護老人保健施設の共通の主な指導事項

・認知症であると医師が判断したことを明確に記録し、保管すること。
・集中的なリハビリテーションを⾏う明確な必要性を計画に位置付けること。
・20分以上の個別リハビリテーションを週に３⽇実施することを標準とすること。また、未実施の場合は、その理由を

明確に記録し保管すること。
・リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等）を利⽤者ごとに保管すること。
・当該リハビリテーションに関わる医師は、精神科もしくは神経内科の医師であるか、全国⽼⼈保健施設協会が主催す

る「認知症短期集中リハビリテーション研修」、⽇本慢性期医療協会、⽇本リハビリテーション病院・施設協会及び
全国⽼⼈デイ・ケア連絡協議会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション医師研修会」、都道府県等が実施す
る「認知症サポート医養成研修」のいずれかを修了していること。

・短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定する場合には、それぞれ
の加算が基準を満たしていることを記録し保管すること。

・当該入所者が過去３⽉の間に、当該加算を算定していた場合、（別法⼈であり別事業の場合を除いて）算定不可。



所定疾患施設療養費（⽼企第40号第２の６(33)）
・実施状況を公表していることが不明確であった。

介護老人保健施設の共通の主な指導事項

所定疾患施設療養費（Ⅰ）
①診断、診断を⾏った⽇、実施した投薬、検査、注射、処置等（近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む）の内容等を

診療録に記載していること。
②所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、

注射、処置等の実施状況を公表していること。
所定疾患施設療養費（Ⅱ）
①診断及び診断に至った根拠、診断を⾏った⽇、実施した投薬、検査、注射、処置等（近隣の医療機関と連携し実施した

検査等を含む）の内容等を診療録に記載していること。
②所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、

注射、処置等の実施状況を公表していること。
③当該介護保健施設サービスを⾏う介護⽼⼈保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。



本体報酬共通（⽼企第36号第２の５(１)等）
①指定訪問（通所）リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問（通所）リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法⼠、

作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠に対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前⼜は実施中の留意事項、やむを
得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利⽤者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指⽰を⾏う。

②①における指⽰を⾏った医師⼜は当該指⽰を受けた理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠が、当該指⽰に基づき⾏った内容を明確に記録する。
③訪問（通所）リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を⾒直す。初回の評価は、訪問（通所）リハビリ
テーション計画に基づくリ

ハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３⽉ごとに評価を⾏う。

訪問（通所）リハビリテーションの共通の主な指導事項

訪問リハビリテーション
④指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、利⽤者に対して３⽉以上の指定訪問リハビリテーションの継続利⽤が必要な

理由、具体的な終了⽇目安となる時期、その他指定居宅サービスの併⽤と移⾏の⾒直しを記載する。
⑤指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠が、介護⽀援専門員を通じて、指定訪問介護

事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、⽇常生活上の留意点、
介護の工夫などの情報の伝達をする。

通所リハビリテーション
④指定通所リハビリテーション事業所の医師が利⽤者に対して３⽉以上の指定通所リハビリテーションの継続利⽤が必要と判断する場合には、リハビリテー

ション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利⽤が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他の指定居宅サービスの併⽤と移⾏の⾒通しを
記載し、本⼈・家族に説明を⾏う。

⑤新規に、通所リハビリテーション計画を作成した利⽤者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師⼜は医師の指⽰を受けた理学療法⼠、作業療
法⼠⼜は⾔語聴覚⼠が、当該計画の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能⼒検査等を⾏うよう努めることが必要である。

⑥指定通所リハビリテーション事業所の理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠が、介護⽀援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービ
スに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、⽇常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。



リハビリテーションマネジメント加算（⽼企第36号第２の８(11)等）
・訪問(通所)リハビリテーション計画の内容を利⽤者やその家族に対して、誰が説明したのか、記録上

不明確であった。

訪問（通所）リハビリテーションの共通の主な指導事項

加算(Ａ)イ、ロ
訪問（通所）リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法⼠、作業療法⼠⼜

は⾔語聴覚⼠が利⽤者⼜は家族に対して説明し、利⽤者の同意を得るとともに、説明した内容等について
医師へ報告すること。

加算(Ｂ)イ、ロ
訪問（通所）リハビリテーション計画について、指定訪問（通所）リハビリテーション事業所の医師が

利⽤者⼜はその家族に対して説明し、利⽤者の同意を得ること。



移⾏計画未提出減算
（⽼企第40号第２の７(15)等）

令和６年４⽉１⽇までの介護医療院
等への移⾏等に関する計画を、４⽉
から９⽉まで及び10⽉から翌年３
⽉までの半期ごとに届け出ていない
場合は、移⾏計画未提出減算として、
当該半期経過後６⽉の期間、１⽇に
つき所定単位数の100分の10に相当
する単位数を所定単位数から減算す
る。

介護療養型医療施設の共通の主な指導事項



Q１ 各計画書等へ署名、捺印は必要ですか。
A１ 計画内容に同意を得て、交付したことがわかるのであれば、署名(サイン)は不要で
すが、

利⽤者や家族に対して説明、同意、交付を⾏った⽇を記録しておくことが望ましい。
（参考）押印についてのQ＆A（令和２年６⽉19⽇内閣府・法務省・経済産業省）

よくある質問

Q２ LIFEの入⼒について、発症年⽉⽇が不明な場合、どのように入⼒すればよいか。
A２ 「年」については、70 歳頃あるいは80 歳頃のように、⼤体の発症年について、

対応する「年」を入⼒すれば差し⽀えない。「⽉」については、不明な場合は、
「６⽉」と入⼒すれば差し⽀えない。「⽇」については、不明な場合は、「15
⽇」と入⼒すれば差し⽀えない。

（参考）ＬＩＦＥの入⼒⽅法に関するＱ＆Ａ https://life.mhlw.go.jp/help



Q３ サービス提供の記録は何年間保存する必要がありますか。

A３ ⼤阪市条例でサービスを提供した⽇から5年間の保存が義務付けされています。
（参考）⼤阪市指定介護⽼⼈福祉施設の⼈員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 等

よくある質問

Q４ 新型コロナウイルスの影響により、⼈員が不⾜する可能性がありますどうすればいいですか。

A４ 一時的に⼈員基準を満たせなくなる場合、利⽤者の処遇に⽀障のない範囲で運営して構わ
ない。また、介護報酬の減額を⾏わない等の柔軟な取扱いも可能です。また、一時的に⼈
員基準を満たせなくなる場合、その満たせなくなった旨を記録してください。

（参考）新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の⼈員基準等の臨時的な取扱いについて等


