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１１１１    変更届出書及び体制届出書等の提出について変更届出書及び体制届出書等の提出について変更届出書及び体制届出書等の提出について変更届出書及び体制届出書等の提出について    

   次のような場合は、速やかに変更届出書や体制届出書等の提出が必要となります。 

   なお、運営規程の内容のうち「従業員の職種、員数及び職務の内容」の変更の届出については、

１年のうちに一定の時期に行うことで足りることとします。 

項目 内容 届出期日等 

変更届出書 

管理者、介護支援専門員等変更届出事項に

変更があった場合（詳細は、別添の「変更
届に係る添付書類一覧」を参考のこと。） 

変更後 10 日以内 

体制等に関する届
出書 

・ 介護給付費に係る体制に変更（減算と
なる場合も含む。）があった場合。 

・ 加算に係る要件を満たさなくなった場

合も速やかに加算を廃止する旨届け出
てください。 

加算 
届出日の翌月（月の初日である場

合は当該月）から算定 

減算 
速やかに提出 
（事実の発生日が適用年月日） 

廃止届出書 

辞退届出書 
休止届出書 

廃止・辞退や休止の場合 １ヶ月前 

※ 次ページの「変更届に係る添付書類一覧」の参考様式に示しているものは、広島市のホームページに様式を掲載していま
すので、各自ダウンロードしてください。 

【掲載場所】 

 ［変更届出書］ 
広島市ホーム＞事業者＞その他＞介護保険＞事業者向け情報＞指定申請・変更届等関係（様式集）＞03 変更届様式集 

      [体制等に関する届出書] 

          広島市ホーム＞事業者＞その他＞介護保険＞事業者向け情報＞指定申請・変更届等関係（様式集）＞04 介護給付費算定に
係る体制等に関する届出様式集 

 

 

２２２２    認知症対応型共同生活介護事業所における認知症対応型共同生活介護事業所における認知症対応型共同生活介護事業所における認知症対応型共同生活介護事業所における居室の居室の居室の居室の空き状況の空き状況の空き状況の空き状況の報告報告報告報告についてについてについてについて    

(1) 目的 

各認知症対応型共同生活介護事業所の居室の空き状況を随時本市へ報告いただき、それを本市

ホームページに掲載することで、本市の各認知症対応型共同生活介護事業所の空き状況を一元的

に管理し、広く周知することにより、利用者等の事業所選択の一助としていただく。 

(2)内容 

毎月 1 日現在の状況の入居状況について毎月 5 日までに、別紙様式により、FAX 又は E-mail

で本市へご報告ください。（ただし、直近の報告から変動がない場合は、報告不要です。） 

様式は、広島市ホームページへ掲載しています。 

  【掲載場所】 

   広島市ホーム＞事業者＞その他 ＞介護保険＞広島市の介護保険制度＞広島市の介護保険制度

＞地域密着型サービスに関する各種様式＞運営に当たっての様式 

(3)報告先 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指導係 

FAX  ０８２－５０４－２１３６ 

E-mail kaigo@city.hiroshima.jp 

TEL  ０８２－５０４－２１８３ 

 

３３３３    留意事項留意事項留意事項留意事項    

    (1)(1)(1)(1)    人員、設備及び人員、設備及び人員、設備及び人員、設備及び運営運営運営運営のののの基準関連基準関連基準関連基準関連    

・ ２以上の共同生活住居がある事業所の場合、計画作成担当者のうち少なくとも 1 人は介護支援専

門員を充てること。また、計画作成担当者は、「実践者研修」又は「基礎課程」の研修を修了し
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た者とすること。 

・ 管理者は、特別養護老人ホーム等の従業者又は訪問介護員等として、3 年以上認知症である者の

介護に従事した経験を有する者で、かつ、「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了した

者とすること。 

・ サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従

業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等利用申込者のサービス選択に資する重要

事項を記した文書を交付して説明し、書面による同意を得ること。 

・ 入居に際しては、主治医の診断書等により入居申込者が認知症であることを確認すること。 

・ 利用者の被保険者証に、入居年月日及び事業所名並びに退居年月日を記載すること。 

・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。なお、やむを得ず身体拘束等を行うときは、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具体的に記録すること。 

・ 事業所ごとに、原則として少なくとも年に 1 回は自己評価及び外部評価を受けること。 

・ 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説明し、利用者の同意を

得ること。また、作成した際には遅滞なくその計画を利用者に交付すること。 

・ 運営規程の概要、従業者の勤務の体制及び苦情に対する措置の概要等を事業所の見やすい場所に

掲示すること。 

・ 情報公開項目及び自己評価・外部評価結果の詳細について、事業所の見やすい場所に掲示するこ

と。 

・ 非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

うこと。 

・ 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努める

こと。 

・ 利用者及び従業者に手洗い、うがいを励行させるほか、健康管理を徹底するほか、洗面所に消毒

液を設置したり、トイレや洗面所の共用のタオルをペーパータオル等に変更する等感染症がまん

延しないよう衛生上必要な措置を講ずること。 

・ 運営推進会議をおおむね 2 か月に１回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、

要望、助言等を聴き、その記録を作成し、公表すること。 

・ 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業

者を、常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上としていない（基準上、

例えば、利用者を 9 人とし、常勤の勤務時間を 1 日 8 時間とし、午後 9 時から午前 6 時までを

夜間及び深夜の時間帯とした場合、午前 6 時から午後 9 時までの 15 時間の間に、8 時間×3

人＝延べ 24 時間分の指定認知症対応型共同生活介護が提供され、かつ、当該時間帯においては、

常に介護従業者が 1 人以上確保されていることが必要となる。また、午後 9 時から午前 6 時ま

では、夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者が 1 人以上確保されていることが必要となる。）。 

 ・ 夜間及び深夜の時間帯には各ユニット毎に夜勤職員を 1 人以上確保すること。 

・ 専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと。 

指定認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対

し、重要事項に関する規程の概要等の同意を得ること。 
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（実地指導において指摘されて事項） 

� 入居者の中に、要介護認定の有効期間が既に終了している者があった。 

� 居申込者の入居に際して、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であ

ることの確認をしていない。 

� 入居に際して、入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、利用者の被保険者証に

記載していない。 

� 日常生活費として利用者から徴収できない品物（シャンプー、石鹸、洗濯洗剤）の費用を利用

者に負担させている。 

� 食材料費について、利用者からの徴収額と支出済額との間に不合理な差額がある。 

� 利用者に負担させることが適当と認められないもの（特殊寝台、ベッド用手すり、車いす）に

係る費用の額の支払を受けている。 

� 事業所内に自己評価及び外部評価を掲示していない。 

� 認知症対応型共同生活介護計画を作成していない。 

� 認知症対応型共同生活介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得

ていない。 

� 運営規程に介護予防認知症対応型共同生活介護を行う旨が記載されていない。 

� 運営規程に定められていない家賃を徴収している。 

� 運営規程に身体的拘束等を行う際の手続が定められていない。 

� 非常災害に対する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期

的に従業者に周知していない。 

� 消防計画を作成していない。 

� 運営規程に定められた避難訓練を実施していない。 

� 界壁がない。（建築基準法令違反） 

� 内部から簡単に解錠できる施錠方法となっていない。（建築基準法令違反） 

� カーテン等に、防炎処理物品が使われていない。（消防法令違反） 

� 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示していない。（基準第33条（第 108条準用）） 

� 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、救出その他必要な訓練を行って

いない。（第 57 条（第 108 条準用）） 

� 事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じていない。（基準第

58 条第 1 項（第 108 条準用）） 

� おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を

受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴いていない。（基準第 85 条第 1

項（第 108 条準用）） 
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� 日常生活においても通常必要となるもの（ケアプラン上で位置づける必要のあるもの）に係る

費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められないもの（ごみ処理費用、とろ

み剤、歩行器、プラスティック手袋、防水シーツ、ポータブルトイレを清潔に保つための清拭

綿、トイレクイックル、ゼリー剤、事務費・共用部分での消耗品費、シーツ類の洗濯代、エク

ステンションチューブ、エラスター、おしりふき、特殊寝台）に係る費用の額の支払を利用者

から受けている。（基準第 96 条第 3 項） 

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

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行わないこと。（利用者が、自

らの意思で外出できないように玄関を施錠しないこと。）（基準第 97 条第 5 項） 

� 緊急やむを得ない場合以外において、身体拘束（車いすベルトの着用、ベッドへの４本柵設置）

が認められた。指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはなら

ない。（第 97 条第 5 項） 

� 身体拘束等を行っているにもかかわらず、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について記録していなかった。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。（基

準第 97 条第 6 項） 

� 認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を、計画作成担当者が行っていない。（基

準第 98 条） 

� 指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する記録（運営推進会議の記録）を整備し、その完

結の日から２年間保存していない。（基準第 107 条） 

� 日中（夜間及び深夜の時間帯以外の時間）において、指定認知症対応型共同生活介護の提供に

必要な介護従業者が確保されていない。（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第 3 の 4 の 2 の(1)の①のイ） 

� 介護職員が、「医行為」（たん吸引）を行っている事例が認められた。事業所において、「医行

為」が必要な場合については、医師の指示の下、看護職員に行わせること。 

� 生活保護受給者について、一律に預金通帳を預かっている事例が認められた。 

� 金銭管理契約書を締結していないなど、金銭管理の取扱いが不十分な事例が認められた。 

� 利用者の心身の状況等の把握に際して、医療機関との連携が不十分な事例が認められた。 

(2)(2)(2)(2)    介護報酬介護報酬介護報酬介護報酬算定関連算定関連算定関連算定関連    

・ 初期加算は、入居した日から起算して 30 日を超える期間は算定できない。 

・ 医療連携体制加算は、准看護師の配置では算定できない。 

・ 入居者の外泊期間中（初日及び最終日は含まない。）に認知症対応型共同生活介護費は算定でき

ない。 

（実地指導において指摘された事項） 

� 入居者が外泊若しくは入院した期間中（初日と最終日を除く）に認知症対応型共同生活介護費

を算定している。 

� 入居した日から起算して、３０日を超えて初期加算を算定している。 

� 入居者が外泊若しくは入院した期間中（初日と最終日を除く）に医療連携体制加算を算定して
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いる。 

� 利用者が退去し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合にお

いて、退去の日から２週間以内に広島市及び地域包括支援センターへ情報提供していないにも

かかわらず、退去時相談援助加算を算定している事例があった。 

� 看取り介護加算について利用者又はその家族への説明を行い、文書で同意を得ていないのにも

かかわらず、看取り介護加算を算定している事例があった。 

 

 

 

４４４４    Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ    

（厚生労働省）（厚生労働省）（厚生労働省）（厚生労働省）    

項目 質問 回答 

計画作成担当
者の要件 

認知症対応型共同生活介護における計画作成担
当者の要件について 

計画作成担当者は、介護支援専門員をもって充て
ることが望ましいが、特別養護老人ホームの生活
相談員や老人保健施設の支援相談員等として認
知症高齢者の介護サービスに係る計画の作成に
関し実務経験を有すると認められる者をもって
充てることができることとしているところであ
る。 
この場合の「特別養護老人ホームの生活相談員や
老人保健施設の支援相談員」は、あくまで例示で
あって、適切に計画作成を行うことができると認
められる者であれば、病院の看護職員、認知症対
応型共同生活介護に相当する事業の介護従業者、
特別養護老人ホームの介護職員等実態に応じて
弾力的に取り扱うことについては差し支えない
こと。 
また、「認知症高齢者の介護サービスに係る計画
の作成に関し実務経験を有する」とあるのは、あ
くまで、「認められる者」であれば足りるもので
あり、計画作成の実務経験を有していなくても、
認知症高齢者の介護サービスについて十分な実
務経験があることから、認知症高齢者に対して適
切な計画を作成することができると認められる
者を含むものであること。 

グループホー
ムにおける家
賃 

家賃等の取扱  痴呆対応型共同生活介護の報酬には、いわゆる
「ホテルコスト」は含まれていない（利用者の自
宅扱いである）ため、一般に借家の賃貸契約とし
て必要となる費用は利用者の負担とすることが
できる。したがって、家賃のほか、敷金・礼金、
共益費といった名目のものも含まれる。なお、こ
れらの費用については、痴呆対応型共同生活介護
のサービスとして提供されるものにかかる費用
ではないことから、「その他の日常生活費」とは
区分されるべきものではあるが、こうした費用に
ついても、利用料等の受領と同様、予め利用者又
はその家族に対し、当該費用について説明を行
い、利用者等の同意を得ることが必要である。 

初期加算 痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱につ
いては、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者
が過去 3 ヶ月間（ただし、「痴呆性老人の日常生
活自立判定基準」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。）によるランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当す
る者の場合は過去 1 ヶ月間とする。）の間に、当
該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したこ
とがない場合に限り算定できることとなるのか。 

貴見のとおり 
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サービス利用
提供前の健康
診断の費用負
担とサービス
提供拒否 

サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康
診断を受けるように求めることはできるか。ま
た、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのよ
うに取り扱うべきか。（介護老人福祉施設、介護
老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定
施設入所者生活介護） 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対
応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護につ
いては、利用者が相当期間以上集団的な生活を送
ることが想定されることから、健康診断書の提出
等の方法により利用申込者についての健康状態
を把握することは必要と考えられ、主治医からの
情報提供等によっても必要な健康状態の把握が
できない場合には、別途利用者に健康診断書の提
出を求めることは可能であり、その費用について
は原則として利用申込者が負担すべきものと考
えられる。また、こうした求めに利用申込者が応
じない場合はサービス提供拒否の正当な事由に
該当するものとは考えられる。 

要介護者以外
の人と定員の
考え方 

例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一
居室に夫婦で入居することは可能か。また、可能
と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に
関し、自立の妻も定員の中にカウントするのか。 

これまでの生活歴等から勘案して、同居すること
が適当と考えられる場合にあっては、同一居室へ
自立の妻を入居させて差し支えない。また、この
場合は、設備基準にいう入居定員の算定に関し、
妻を定員としてカウントしない。 

管理者及び計
画作成担当者 

 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及に
ついて（H13．3．12 老計発第 13 号計画課長
通知）」において、グループホームの管理者及び
計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介
護実務者研修（基礎課程）を受講することとされ
ているが、平成 13 年度より開始された同課程を
必ず受講しなければならないという趣旨か。 

1．ご質問の義務づけは、グループホームの管理
者又は計画作成担当者としての知見を備えるた
めには、都道府県等において責任を持って実施し
ている研修である痴呆介護実務者研修（以下「実
務者研修」）の基礎課程を最低受講していること
が必要であるという趣旨であり、「認知症介護研
修事業の円滑な運営について（H12．10．25
老計第 43 号）」において示した標準的なカリキ
ュラムと同等かそれ以上であると都道府県等が
認定した上で責任を持って事業を委託している
場合でない限りは、他団体等の実施する痴呆介護
に関連する研修を代替として認めることはでき
ない。 
2．なお、従来都道府県等が行っていた痴呆性老
人処遇技術研修等の修了者については、次の条件
を満たす場合には、実務者研修基礎課程を受講し
た者とみなして差し支えない。 
 ①上記 1 の通知において示された標準的なカ
リキュラムと同等かそれ以上の研修を受講した
と当該都道府県等において認定していること。 
 ②上記研修の受講後も、引き続き痴呆介護の実
務に従事していること。 
3．また、実務者研修専門課程及び痴呆介護指導
者養成研修の修了者については、実務者研修基礎
課程を受講した者とみなして差し支えない。 

特別養護老人
ホーム等にお
ける入居者の
調理行為等 

今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型
特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活にお
ける家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ
て、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援
しなければならない」と規定された。この「日常
生活における家事」には「食事の簡単な下準備や
配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なも
のが考えられる」ことが通知で示されている。 
こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進ん
でいくものと考えられるが、特別養護老人ホーム
については、調理室に食器、調理器具等を消毒す
る設備を設けること、調理に従事する者の検便を
行うことなどが示されており、調理室以外の場所
で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に関す
る諸規則に照らして問題があるのではないか。 
また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型
共同生活介護）において、入居者が調理等を行う
ことについても、同様の問題はないのか。 

1 特別養護老人ホームにおける衛生管理につい
ては、運営基準に包括的な規定を設けるととも
に、特に高齢者は食中毒等の感染症にかかりやす
く、集団発生や重篤な事例が懸念されることに照
らし、累次にわたって関係通知により食中毒予防
の徹底を図っているところである。 
2 したがって、当該施設において、運営基準及
び関係通知に従った衛生管理上の措置が講じら
れていれば、入居者が調理室以外の場所で簡単な
調理（米を研ぐ、野菜の皮をむく等）、盛りつけ、
配膳、後片付け（食器洗い等）などを行うこと自
体には、食品衛生上の規制に照らして問題がある
わけではない。 
3 なお、「家庭でできる食中毒予防の 6 つのポ
イント」（平成 9 年 3 月 31 日衛食第 110 号生
活衛生局食品保健課長通知「家庭を原因とする食
中毒の防止について」の別添）を添付(→この QA
には添付なし）するので、衛生管理上の措置を講
じる上で活用するよう指導されたい。 
また、入居者が調理等を行うのを支援する介護職
員は、検便を行う必要はないので、留意されたい。 
4 前記については、痴呆症高齢者グループホー
ム(認知症対応型共同生活介護）も同様である。 
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認知症高齢者
グループホー
ムにおける夜
間及び深夜の
勤務の取扱い 

認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の
時間帯を通じて 1 以上の介護従業者に宿直勤務
又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければなら
ないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を
通じて 1 以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤
務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件と
もされたところである。 
一方、労働基準法においては、使用者は、労働時
間が 6 時間を超える場合においては少なくとも
45 分、8 時間を超える場合においては少なくと
も 1 時間の休憩時間を労働時間の途中に与えな
ければならないこととされている。 
以上を踏まえると、認知症高齢者グループホーム
において、夜間及び深夜の時間帯を通じて 1 以上
の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせる
ためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従
業者を 1 人確保するだけでは足りず、夜間及び深
夜の勤務に従事する介護従業者を 2 人確保する
か、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を
1 人、宿直勤務に従事する介護従業者を 1 人確保
することが必要となると解するがどうか。 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）及
び厚生労働大臣が定める基準（平成 12 年厚生省
告示第 25 号）の中の認知症高齢者グループホー
ムにおける夜間及び深夜の勤務に係る規定の取
扱いは以下のとおりである。 
①認知症高齢者グループホームにおいて夜間及
び深夜の勤務に従事する介護従業者には、労働基
準法第 34 条の規定に基づき、少なくとも１時間
の休憩時間を労働時間の途中に与えなければな
らない。 
②この場合において、次に掲げる条件が満たされ
ていれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上
の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせて
いるものと取り扱って差し支えない。 
「当該介護従業者は、休憩時間を事業所内で過ご
すこと。仮に、当該介護従業者が休憩時間中に当
該事業所を離れる場合にあっては、あらかじめ、
十分な時間的余裕をもって使用者にその意向を
伝え、使用者が当該時間帯に必要な交替要員を当
該事業所内に確保できるようにすること。」 
③なお、認知症高齢者グループホームにおいて
は、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者が
労働基準法に則って休憩時間を取得できるよう
にする必要があるが、労働基準法第 89 条におい
て、休憩時間については、就業規則に明記しなけ
ればならないこととされているため、常時 10 人
以上の労働者を使用する認知症高齢者グループ
ホームにあっては、就業規則において、夜間及び
深夜のうち休憩時間とする 1 時間以上の時間帯
をあらかじめ明示的に定めておく必要がある。就
業規則において休憩時間を一義的に定め難い場
合にあっては、基本となる休憩時間として夜間及
び深夜の時間帯のうち休憩時間とする 1 時間以
上の時間帯をあらかじめ明示的に定めるととも
に、休憩時間については具体的には各人毎に個別
の労働契約等で定める旨の委任規定を就業規則
に設ける必要があり、さらに、個別の労働契約等
で具体的に定める場合にあっては、書面により明
確に定めておく必要がある。なお、常時 10 人未
満の労働者を使用する認知症高齢者グループホ
ームにあっても、労働条件を明確化する観点か
ら、就業規則を作成することが望ましい。 
また、当該時間帯は当該介護従業者が就労しない
ことが保証されている時間帯であるが、仮に入居
者の様態の急変等に対応して当該介護従業者が
労働した場合には、当該労働に要した時間に相当
する時間を当該夜間及び深夜の時間帯の中で別
途休憩時間として取得する必要があるため、別途
の休憩時間を取得した場合にはその旨を記録し
ておく旨の取扱いを定めておくことが望ましい。 

認知症対応型
共同生活介護
利用者への訪
問看護 

認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪
等により訪問看護を利用した場合の取扱いにつ
いて 

急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の
指示書および特別訪問看護指示書の交付を受け
て､訪問看護ステーションから訪問看護を行った
場合は､指示の日から 14 日間を上限として､医療
保険において訪問看護療養費を算定できる。医療
機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定
できる。 

外部評価 外部評価の実施について 当該事業所において提供するサービスの質につ
いて､過去 1 年以内に、都道府県の定める基準に
基づき、自ら評価を行い､その結果を公開し､か
つ、過去 1 年以内に､各都道府県が選定した評価
機関が実施するサービス評価（外部評価）を受け、
その結果を公開していることを要するとされて
いる。 
外部評価は､自己評価が完了している事業所にお
いて実施が可能となるものであり､ユニットを新
設又は増設した事業所については､初回の自己評
価は新設又は増設の時点から概ね 6 月以上経過
している場合に実施されることに留意する。 
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外泊の期間中
の取扱 

痴呆症対応型共同生活介護を受けている者の外
泊の期間中の居宅サービスの利用について 

外泊の期間中に居宅サービスを利用するために
は､当該サービスについて､居宅介護支援事業者
により作成される居宅サービス計画に位置付け
る必要がある。この場合､当該居宅支援事業者に
対して居宅介護支援費が算定される。当該グルー
プホームの計画作成担当者は作成できない。 
なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないの
で､連続して7 泊の外泊を行う場合は､6 日と計算
される。 
（例） 
外泊期間：3 月 1 日～3 月 8 日（8 日間） 
3 月 1 日  外泊の開始・・・・・・痴呆症対応
型共同生活介護の所定単位数を算定 
3 月 2 日～3 月 7 日（6 日間）・・・・・・居
宅サービスを算定可 
3 月 8 日  入院又は外泊の終了・・・・・・・
痴呆症対応型共同生活介護の所定単位数を算定 
なお、特定施設入所者生活介護の利用者について
も同様の取扱である。 

地域密着型サ
ービス 

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設
入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護は事業者のみなし指定がある
が、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を
行う必要があるのか。 

1 現在認知症高齢者専用の通所介護の報酬を算
定している通所介護事業所については、政令にお
いて、認知症対応型通所介護の指定を受けたもの
とみなすことを検討しており、新たな指定の申請
は不要とする予定である。 
２ また、他市町村の被保険者が上記の通所介護
を利用している場合の当該他市町村のみなし指
定は、平成 18 年 3 月中に当該被保険者が利用し
た場合に当該被保険者に限って認める方向で検
討している。 

医療連携体制
加算 

要支援 2 について算定できるのか。 要支援者については、「介護予防認知症対応型共
同生活介護費」の対象となるが、これについては、
医療連携加算は設けていないことから、算定でき
ない。 

医療連携体制
加算 

看護師の配置については、職員に看護資格をもつ
ものがいればいいのか。看護職員として専従であ
ることが必要か。 

職員（管理者、計画作成担当者又は介護従業者）
として看護師を配置している場合については、医
療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーシ
ョン等、他の事業所との契約により看護師を確保
する場合については、認知症高齢者グループホー
ムにおいては、看護師としての職務に専従するこ
とが必要である。 

医療連携体制
加算 

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。） 

看護師としての基準勤務時間数は設定していな
いが、医療連携体制加算の請求において必要とさ
れる具体的なサービスとしては、 
・利用者に対する日常的な健康管理   
・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における
医療機関（主治医）との連絡・調整  
・ 看取りに関する指針の整備 
等を想定しており、これらの業務を行うために、
当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な
時間数の勤務が確保できていることが必要であ
る。（事業所における勤務実態がなく、単に「オ
ンコール体制」としているだけでは、医療連携体
制加算の算定は認められない｡） 

医療連携体制
加算 

協力医療機関との連携により、定期的に診察する
医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医
療機関との連携体制（連携医療機関との契約書で
可能か）による体制で加算が請求可能か。 

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けや
すい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症
高齢者グループホームで生活を継続できるよう
に、看護師を配置することによって、日常的な健
康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場
合に適切な対応がとれる等の体制を整備してい
る事業所を評価するものであるため、看護師を確
保することなく、単に協力医療機関に医師による
定期的な診療が行われているだけでは、算定でき
ず、協力医療機関との契約のみでは、算定できな
い。  
なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容
が、看護師の配置について医療連携体制加算を算
定するに足りる内容であれば、算定をすることは
あり得る。 
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医療連携体制
加算 

同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用す
る場合、双方の常勤換算はどのように考えられる
のか。（他事業所に常勤配置とされている従業者
を併任してもよいか） 

算定の留意事項（通知）にあるとおり、併任で差
し支えない。常勤換算については、双方の事業所
における勤務時間数により、それぞれ算定する。 

医療連携体制
加算 

算定要件である「重度化した場合における対応に
関する指針」の具体的項目は決められるのか。ま
た、加算の算定には、看取りに関する指針が必須
であるか。 

算定の留意事項（通知）にあるとおり、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グループホー
ムの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、などを考えており、
これらの項目を参考にして、各事業所において定
めていただきたい。  
また、この「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
である。  
なお､指針については、特に様式等は示さないが、
書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、
又は、その補足書類として添付することが望まし
い。 

運営推進会議 認知症高齢者グループホームの運営推進会議に
おいては、活動状況としてどのような報告を行う
必要があるか。 

運営推進会議において報告を行う事項としては、
「認知症高齢者グループホームの適正な普及に
ついて（平成 13 年 3 月 12 日老計発第 13 号老
健局計画課長通知）」別添 2 に掲げる「認知症高
齢者グループホームに係る情報提供の項目」や、
自己評価及び外部評価の結果などが考えられる
が、運営推進会議の場においては、当該グループ
ホームにおける運営やサービス提供の方針、日々
の活動内容、入居者の状態などを中心に報告する
とともに、会議の参加者から質問や意見を受ける
など、できる限り双方向的な会議となるよう運営
に配慮することが必要である。  
なお、運営推進会議の実践例については、「認知
症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑにおける運営推進会議の実態調査・
研究事業」（（社）日本認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ協会（平
成 20 年度独立行政法人福祉医療機構「長寿・子
育て・障害者基金」助成事業））等を参考にされ
たい。 

計画作成担当
者の配置 

計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か 介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共
同生活住居における他の職務を除き、兼務するこ
とはできない。（指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基準第９0 条第６
項） 

計画作成担当
者の配置 

計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤
務時間の目安はあるか。 

非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によっ
て異なるが、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に、利用者の日常の変化を把
握するに足る時間の勤務は少なくとも必要であ
る。 

計画作成担当
者の配置 

計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か 各共同生活住居（ユニット）に、それぞれ配置す
ることとなっているので、他の共同生活住居と兼
務はできない。（指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基準第 90 条第 6
項） 

計画作成担当
者の配置 

例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当
者が必要となるが、2 人とも介護支援専門員であ
ることが必要か。 

計画作成担当者のいずれか１人が、介護支援専門
員の資格を有していれば足りる。 

管理者研修・実
践者研修 

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要
件として認知症介護実践者研修があるが、同時受
講が可能であるか。（Ｈ17 年度は実践者研修と
管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の
修了が条件となると研修は別途開催と考えるが
いかがか。） 

実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要
件並びに目的が異なることから、双方の研修を同
時に開催することは想定していないため、同時受
講することはできない。 

管理者研修・実
践者研修 

現に管理者として従事していない認知症介護実
務者研修修了者が、管理者として従事することに
なる場合は新たに認知症対応型サービス事業管
理者研修を受講する必要があるのか。 

受講が必要である。ただし、平成１７年度中に、
都道府県が実施した｢認知症高齢者グループホー
ム管理者研修｣を受講している者については、認
知症対応型サービス事業管理者研修を受講した
者と見なして差し支えない。 
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減算（所定単位
数の 100 分の
７０）関係 

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応
型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介
護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作
成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了
していない場合や介護支援専門員を配置してい
ない場合の減算（所定単位数の 100 分の 70）
に対応するサービスコード等がないようだが、ど
のように減算の届出や請求を行ったらよいのか。 

１ 認知症対応型共同生活介護や小規模多機能
型居宅介護等について、計画作成担当者や介護支
援専門員が必要な研修を修了していない場合や
介護支援専門員が必要な研修を修了していない
場合や介護支援専門員を配置していない場合な
ど減算対象となる場合の①減算の届出に係る記
載②請求に係るサービスコードについては、以下
のとおり取り扱うこととする。 
＜介護給付費算定に係る体制等状況等一覧表＞ 
①小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模
多機能型居宅介護の場合 
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「3 介
護職員」に○印をつける。 
②認知症対応型共同生活介護（短期利用型含む）
及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場合 
・「職員の欠員による減算の状況」欄の「2 介
護従業者」に○印をつける。 
＜介護給付費単位数等サービスコード表＞ 
①小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模
多機能型居宅介護の場合 
・「算定項目」欄の「介護・看護職員が欠員の場
合×70％」欄に対応するサービスコードを使用
する。 
②認知症対応型共同生活介護（短期利用型を含
む）及び介護予防認知症対応型共同生活介護の場
合 
・「算定項目」欄の「介護従業者が欠員の場合×
70％」欄に対応するサービスコードを使用する。 
※ なお、「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」（平成 12 年厚生省告示第
27 号）等の告示における職員の欠員による減算
の規定が不明確との指摘があったことから、官報
の一部訂正により対応することとしている。 
2 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専
門員については、登録者についての小規模多機能
型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「ケアプ
ラン」の作成や、当該居宅サービスを含めた「給
付管理票」の作成・国保連への提出など、居宅介
護支援事業所の介護支援専門員が通常行ってい
る業務を行う必要があることから、欠員が生じた
場合には、減算にならなくとも、速やかに配置す
るようにすること。 
なお、月の末日に小規模多機能型居宅介護事業所
に介護支援専門員が配置されていない場合は、小
規模多機能型居宅介護事業所の登録者に係る給
付管理票の「担当介護支援専門員番号」欄は
「99999999」と記載すること。 
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減算（所定単位
数の 100 分の
７０）関係 

認知症対応型共同生活介護事業所における計画
作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所
における介護支援専門員が必要な研修を修了し
ていない場合の減算（所定単位数の 100 分の 70
を算定）について、職員の突然の離職等により研
修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修
は年間 3，4 回程度しか実施されていないにもか
かわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適
用を受けることになるのか。保険者の判断によ
り、研修の申込を行っている場合は減算対象とし
ないといった取扱いをすることは可能か。 

（1）減算の取扱いについて 
1 認知症対応型共同生活介護事業所における計
画作成担当者等が必要な研修を修了していない
場合の人員基準欠如については、その翌々月から
人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用
者全員について減算されるが、翌月の末日におい
て人員基準を満たしていれば減算されないこと
となっている。 
2 職員の離職等により、新たに計画作成担当者
等を配置した場合であっても、研修修了要件を満
たしていないときは、原則として、研修の開催状
況にかかわらず、減算の対象となる。 
3 しかしながら、都道府県における研修の開催
状況等を踏まえ、職員の離職等の後、新たに計画
作成担当者等を配置し、かつ、市町村からの推薦
を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該計画
作成担当者等が研修を修了することが確実に見
込まれる場合は、当該研修を修了するまでの間は
減算対象としないこととする。 
4 なお、受講予定の研修を修了しなかった場合
においては、通常の減算の算定方法に基づき、（人
員基準欠如が発生した翌々月から）減算を行うこ
ととする。 
（2）研修受講上の配慮 
5 市町村においては、「認知症介護実践者等養
成事業の円滑な運営について」（老計発第
0331007 厚生労働省老健局計画課長通知）に
定める研修受講に当たっての都道府県への「推薦
書」（別紙 3）の余白等を活用して、「当該事業
所は職員の離職等により人員基準欠如となった
が、当該職員に代わる新たな職員を配置してお
り、新たな職員に対して早期に研修を受講させる
必要がある。」旨を明記し、都道府県がその状況
が確認できるようにすること。 
6 都道府県においては、市町村から上記「推薦
書」が提出された場合には、新たに配置された職
員に早期に研修を修了させて、実務に活かされる
ようにする観点から、当該職員を優先して、最も
近い研修を受講させるよう配慮させたい。 

他市町村の住
民が入居する
みなし指定 

他市町村の住民が入居するみなし指定を受けた
グループホームは、その住民が退居した場合、他
市町村に事業所の廃止届を提出する必要がある
のか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残
ったままになるがどうか。 

1 みなし指定は､入居している他市町村の住民
にのみ効力を有するため、退居した時点で指定の
効力はなくなることから､事業所は他市町村の住
民が退居したことに伴い､他市町村に事業所の廃
止届を提出する必要はない。  
2 当該他市町村において､事業所から連絡を行
ってもらうなどの方法により住民が退居したこ
とを把握し、事業所台帳から抹消するとともに、
この旨都道府県を通して国保連へ情報提供する
必要がある。 

市町村の独自
指定基準 

市町村が定める独自の指定基準において、グルー
プホームのユニット数を 1 ユニットに制限する
ことができるか。 

市町村は介護保険法第７８条の４第４項及び同
法施行規則第 131 条の 9 の規定に基づき、独自
に定める指定基準において、グループホームのユ
ニット数を 1 ユニットに制限することは可能で
ある。 

認知症対応型
共同生活介護 

グループホームを経営するＮＰＯ法人が社会福
祉法人となる場合は、事業者の名称変更等の届出
ではなく、新たな事業者指定を受ける必要がある
のか。新たな事業者指定を受ける必要があるとす
れば、当該ＮＰＯ法人が他市町村から指定（みな
し指定を含む。）を受けていれば、当該他市町村
からも新たに指定を受ける必要があるのか。 

1 お尋ねのケースの場合、原則として、ＮＰＯ
法人は事業の廃止届を提出し､新たに設立した社
会福祉法人がグループホームの事業者として新
たな指定を受ける必要がある｡また､他市町村か
ら指定を受けていれば、グループホームが所在す
る市町村の同意を得た上で､他市町村からも新た
な指定を受ける必要がある。（みなし指定の適用
を受けていた場合も同様） 
2 この場合、他市町村から指定の同意の申し出
があったときには、グループホームが所在する市
町村は､当該グループホームの入居実態には変化
がないことを踏まえ、原則として、同意を行うこ
ととし、円滑に当該他市町村による事業所指定が
行われるようにすることが求められる。 
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法人形態の変
更 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準附則第 7 条において、指定認知
症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が
設置している事業所で現に 2 を超える共同生活
住居を有していれば、引き続き 2 を超える共同生
活住居を有することができるとされているが、法
人合併や分社化等により法人の形態が変わった
場合、当該事業所はこの経過措置の適用の対象と
なるのか。 

平成 18 年 4 月 1 日に指定認知症対応型共同生
活介護事業者とみなされた事業者が設置してい
る事業所で、現に 2 を超える共同生活住居を有し
ているものであれば、その後、法人合併や分社化
等により法人の形態が変わったとしても、経過措
置の適用を受ける事業所の対象となり､当分の
間、当該共同生活住居を有することができるもの
である。 

短期利用 短期利用の 3 年経過要件について、事業所の法人
が合併等により変更したことから、形式上事業所
を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所とし
て同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて
指定を受けて 3 年は経過しているが、新しい会社
の事業所としては 3 年経過要件を満たしていな
い。この場合、短期利用を行うことは可能か。 

1 グループホームで短期利用を行うための事業
所の開設後 3 年経過要件については､職員や他の
入居者との安定した人間関係の構築や職員の認
知症ケアに係る経験が必要であることから、事業
所の更新期間(6 年)の折り返し点を過ぎ､人間関
係など一般的にグループホームの運営が安定す
る時期に入っていると考えられること等を勘案
して設定したものである。 
2 事業所の職員に変更がないなど事業所が実質
的に継続して運営していると認められる場合に
は､短期利用を認めることとして差し支えない。 

短期利用 グループホームの短期利用については、空いてい
る居室等を利用しなければならないが、入院中の
入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を
短期利用に活用することは可能か。 

入院中の入居者のために居室を確保しているよ
うな場合であっても､入院中の入居者の同意があ
れば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入
居者のプライバシー等に配慮を行った上で､その
居室を短期利用で利用することは差し支えない。 

医療連携体制
加算 

医療連携体制加算について、看護師により 24 時
間連絡体制を確保していることとあれが、同一法
人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場
合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜
勤を行うときがあっても、グループホームにおい
て 24 時間連絡体制が確保されていると考えてよ
いか。 

医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要
なときにグループホーム側から看護師に医療的
対応等について相談できるような体制をとるこ
とを求めているものであり、特別養護老人ホーム
の看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を
行うことがあっても、グループホームからの連絡
を受けて当該看護師が必要な対応をとることが
できる体制となっていれば、24 時間連絡体制が
確保されていると考えられる。 

認知症対応型
共同生活介護 

「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の一部
改正について」（平成 18 年 6 月 20 日 老計発
第 0620001 号）厚生労働省老健局計画課長通
知）において、認知症対応型共同生活介護事業所
の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予
について示されたが、平成 18 年 4 月前（介護支
援専門員配置の経過措置終了前）から介護支援専
門員を配置しているものの研修を受けていない
場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば
減算対象とならないと考えてよいか。 

1 同通知では、「研修を修了した職員の離職等
により人員基準欠如となった場合に、・・・指定
認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計
画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村から
の推薦を受けて都道府県に研修の申込を行
い、・・・当該計画作成担当者が研修を修了する
ことが確実に見込まれるときは､当該研修を修了
するまでの間は減算対象としない取扱いとする」
としたところである。 
2 お尋ねのケースのように、平成 18 年 4 月前
に介護支援専門員である計画作成担当者を配置
したものの研修を受けていない場合も､留意事項
通知に定める「職員の離職等」に 

若年性認知症
利用者受入加
算 

一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以
上になっても対象のままか。 

６５歳の誕生日の前々日までは対象である。  

若年性認知症
利用者受入加
算 

担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格
要件はあるか。 

若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設
や事業所の介護職員の中から定めていただきた
い。人数や資格等の要件は問わない。  

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算  

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊
急入所の期間が重なっている場合であっても、本
来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７
日分算定が可能か。  

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

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算  

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

本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入
れの手間を評価するものであることから、予定ど
おりの入所は対象とならない。  

認知症専門ケ
ア加算 

例えば、平成１８年度より全国社会福祉協議会が
認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福
祉士ファーストステップ研修」については、認知
症介護実践リーダー研修相当として認められる
か。  

本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダ
ー研修については、自治体が実施又は指定する研
修としており、研修カリキュラム、講師等を審査
し、適当と判断された場合には認められる。  

認知症専門ケ
ア加算 

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

認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業
所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行って
いる場合であれば、その者の職務や資格等につい
ては問わない。  
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認知症専門ケ
ア加算 

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。  

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 

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

専門的な研修を修了した者の配置については、常
勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症
介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件
を満たすためには施設・事業所内での業務を実施
する必要があることから、加算対象施設・事業所
の職員であることが必要である。 
 なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、
専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事
業所１か所のみである。  

認知症専門ケ
ア加算 

認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介
護研修事業の実施について」（平成１２年９月５
日老発第６２３号）及び「痴呆介護研修事業の円
滑な運営について」（平成１２年１０月２５日老
計第４３号）において規定する専門課程を修了し
た者も含むのか。 

含むものとする。 

退居時相談支
援加算 

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

本加算制度はグループホームを退居後の居宅サ
ービスの利用等について相談を行ったことを評
価するものである。ショートステイ等既に居宅サ
ービスを利用している者の相談援助は居宅サー
ビスのケアマネジャー等が行うものであるため、
当該加算の対象とはならない。  

夜間ケア加算 加配した夜勤職員は、夜間及び深夜の時間帯を通
じて配置しなければならないか。また１ユニット
の事業所も２ユニットの事業所も加配するのは
常勤換算で１名以上か。  

１ユニット、２ユニットの事業所とも、夜間及び
深夜の時間帯に常勤換算１名以上を加配するこ
ととし、夜間及び深夜の時間帯を通じた配置は要
しない。  

夜間ケア加算 夜間帯における常勤換算１名以上の考え方如何。  夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員
の勤務時間以上のサービスを提供することをい
うものである。  

夜間ケア加算 ２ユニットで１名の夜勤配置に常勤換算で１名
を追加配置した場合は対象となるか。  

当該配置は、基準省令第９０条第４項に規定す
る、利用者の処遇に支障がない場合の例外措置で
あり、本加算制度においては通常の配置を超えて
夜勤職員を手厚く配置していることを評価して
いるものであることから、ご質問の配置では加算
対象にならない。  

夜間ケア加算 どのような夜勤の配置が対象になるのか、具体例
を示していただきたい。  

本加算制度は、基準省令第９０条第１項に規定す
る「当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、
夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従
業者に夜間及び深夜の勤務（宿直勤務を除く。）
を行わせるために必要な数以上」の基準を満たし
た上で、１事業所あたり常勤換算で１名以上の追
加配置をした場合に対象となる。よって、対象と
なる夜勤職員の配置事例は以下のとおりである。 
・事例１（１ユニットの場合）夜勤職員１名＋夜
勤職員常勤換算１名 
・事例２（２ユニット（ユニット毎に夜勤職員を
１名配置）の場合 夜勤職員２名（ユニット毎１
名）＋夜勤職員常勤換算１名  
・事例３（２ユニット（２ユニットに夜勤職員１
名を配置）の場合） 夜勤職員１名（２ユニット
で１名）＋夜勤職員１名（人員配置基準を満たす
ための夜勤職員）＋夜勤職員常勤換算１名  
事例３は問１２０で回答したとおり、加算対象と
なるためには原則の夜勤体制にする必要がある
ことから、夜勤職員１名の追加配置を要するもの
である。  

夜間ケア加算 留意事項通知において、「全ての開所日において、
夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を
上回っているものとする。」とあるが、加算対象
の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要
か。  

加算対象の夜勤職員の配置については、一月当た
りの勤務延時間が当該事業所の常勤換算１以上
であれば足りるものである。  
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常勤換算の考
え方 

グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換
算の考え方如何。  

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

認知症高齢者
の日常生活自
立度を基準と
した加算 

「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした
加算について、医師が判定した場合、その情報は
必ず文書で提供する必要があるのか。 

医師が判定した場合の情報提供の方法について
は特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療
情報提供を義務づけるものではない。 

認知症専門ケ
ア加算 

加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門
ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践
リーダー研修修了者 1 名と認知症介護指導者研
修修了者 1 名の合計 2 名の配置が必要か。 

加算対象となる者が 10 名未満の場合、認知症介
護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の
両方を修了した者が 1 名配置されていれば認知
症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。 

認知症専門ケ
ア加算 

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

短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共
同生活介護を受ける利用者は当該加算の算定要
件に含めず、本加算の対象からも除くものとす
る。 

認知症専門ケ
ア加算 

認知症介護実践リーダー研修を修了していない
が、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を
有すると認めた者であって、認知症介護指導者養
成研修を修了した者について、認知症専門ケア加
算における認知症介護実践リーダー研修修了者
としてみなすことはできないか。  

認知症介護指導者養成研修については認知症介
護実践研修（認知症介護実践者研修及び認知症介
護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又
は講師として従事することが予定されている者
であることがその受講要件にあり、平成 20 年度
までに行われたカリキュラムにおいては認知症
介護実践リーダー研修の内容が全て含まれてい
たこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダ
ー研修が未受講であっても当該研修を修了した
ものとみなすこととする。 
従って、平成 21 年度 4 月 17 日発出の Q＆A
（Vol.2）問 40 の答において示したように加算
対象となる者が 10 名未満の場合にあっては、平
成 20 年度以前の認知症介護指導者養成研修を修
了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講
者）1 名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定で
きることとなる。 
なお、平成 21 年度から行われる認知症介護指導
者養成研修については、認知症介護実践リーダー
研修の受講修了を前提としたカリキュラムとし
て見直しが行われたところである。しかしなが
ら、平成 21 年度については既に募集が開始され
ていることから、当該研修中に一定のプログラム
を補うことにより、認知症介護実践リーダー研修
修了者とみなすこととする。 
平成 22 年度以降については、認知症介護指導者
養成研修の受講者を認知症介護実践リーダー研
修修了者に限定する予定であるので、留意された
い。 
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グループホー
ムの管理者、及
び計画作成担
当者 

 「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及に
ついて」(平成 13 年 3 月 12 日老計発第 13 号
計画課長通知) において、グループホームの管理
者及び計画作成担当.者は、都道府県等の実施する
痴呆介護実務者研修.(基礎課程)を.受講すること
とされているが、平成 13 年度より開始された同
課程を必ず受講しなければならないという趣旨
か。 

１ ご質問の義務づけは、グループホームの管理
者又は計画作成担当者としての知.見を備えるた
めには、都道府県等において責任を持って実施し
ている研修である痴呆介護実務者研修(以下「実務
者研修」という。)の基礎課程を最低限受講してい
ることが必要であるという趣旨であり、「痴呆介
護研修事業の円滑な運営について」(平成 12 年
10 月 25 日老計第 43 号。) にお.いて示した標
準的なカリキュラムと同等かそれ以上であると
都道府県等が認定した上で責任を持って事業を
委託している場合でない限りは、他団体等の実施
する痴呆介護に関連する研修を代替として認め
ることはできない。 
 
* 実務者研修専門課程の受講資格においては基
礎課程の修了者又は「それに相当する知識技能を
有する者」としていることからその者も基礎課程
を修了したとみなしてはどうかとの意見がある
が、これは、受講者を基礎課程修了者に限定する
と平成 13 年度は専門課程受講者は誰もいなくな
ること等の理由から研修受講資格について例外
的に基準を緩和するために設けられたものであ
りサービスの質を担保するために設けられた管
理者等の研修受講義務とはそもそもの趣旨が異
なるため、「相当する知識技能を有する者」とみ
なされた場合であったとしてもそのことをもっ
て基礎課程の修了者とみなすことはできないの
で御留意願いたい。 
 
２  なお、従来都道府県等が行っていた痴呆性
老人処遇技術研修等の修了者については、次の条
件を満たす場合には、実務者研修基礎課程を受講
した者とみなして差し支えない。 
(1)上記 1 の通知において示された標準的なカリ
キュラムと同等かそれ以上の研修を受講したと
当該都道府県等において認定していること。 
(2)上記研修の受講後も引き続き痴呆介護の実務
に従事していること。 
 
３ また、実務者研修専門課程及び痴呆介護指導
者養成研修の修了者については、実務者研修基礎
課程を受講した者とみなして差し支えない。 

夜勤体制 夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務
を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成
18 年 4 月 1 日の時点で、夜勤体制がとれない
場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。 

今回の基準改正による夜勤体制義務付けについ
ては、経過措置を設けることとはしていない。平
成 18 年 4 月 1 日以降、厚生労働大臣が定める
夜勤体制の基準(認知症対応型共同生活介護事業
所ごとに 1 以上) を満たさなかった場合は、介護
報酬が減算(所定単位数の 97%) される。 

介護支援専門
員の配置 

諮問書には、介護支援専門員の配置について言及
されていなかったが、配置義務がなくなったとい
うことか。 

平成 18 年 1 月 26 日に、社会保障審議会介護保
険部会介護給付分科会に提出した諮問について
は、今般の改正により新たに規定される又は改正
される事項を記載したものであり、介護支援専門
員の規定については、従来どおりであるため、諮
問には記載しなかったものである。 
したがって、平成 18 年 4 月 1 日以降は、全事
業所において、介護支援専門員を配置することが
必要である。 

夜勤体制 3 階建 3 ユニットのグループホームで、2 ユニッ
トについては夜勤体制で職員を配置することと
しているが、残り 1 ユニットについて宿直体制と
して職員を配置することは可能か。 

1 基準上、各ユニットごとに夜勤職員を配置する
こととなるが、利用者の処遇に支障がない場合
は、併設されている他のユニット(1 ユニットに限
る)の職務に従事することができることとしてい
るため、3 ユニットの事業所であれば、最低 2 名
の夜勤職員が必要となる。 
 
2 なお、事業所の判断により、人員の配置基準を
満たす 2 名の夜勤職員を配置した上で、さらに他
の職員を配置する場合については、宿直体制で配
置することも可能である。 
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他市町村の利
用者 

既存の認知症対応型共同生活介護事業所で事業
所所在地市町村以外の市町村の長から指定があ
ったものとみなされた利用者が、入院等でグルー
プホームを退居した場合、退院後、再度入居する
ときには、改めて事業所所在地市町村の同意を得
て指定を受けないといけないのか。 

入居時の契約に基づき、入院した場合にも居住に
かかる費用の支払い等が継続し、当該利用者の個
室が確保されている場合については、みなし指定
の効力が継続しているものと取り扱って差し支
えない。 

研修の義務付
け 

認知症対応型共同生活介護事業所において実施
する短期利用共同生活介護の要件として、職員の
研修受講が義務付けられているが、経過措置はな
いのか。 

一般的な経過措置を設けることは想定していな
い。ただし、構造改革特区における認知症高齢者
グループホームの短期利用事業として今年度内
に事業が実施されている場合には、一定の経過措
置を設けることについて検討しているところで
ある。 

医療連携体制
加算 

医療連携体制加算について、 
①看護師は、准看護師でもよいのか。 
②特別養護老人ホームが併設されている場合、特
別養護老人ホームから看護師を派遣することと
して差し支えないか。 
③具体的にどのようなサービスを提供するのか。 

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けや
すい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症
高齢者グループホームで生活を継続できるよう
に、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが
必要となった場合に適切な対応がとれる等の体
制を整備している事業所を評価するものである。 
したがって、 
①利用者の状態の判断や、グループホーム職員に
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、看護師配置を要することと
しており、准看護師では本加算は認められない。 
②看護師の配置については、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、当該グルー
プホームの臓員と他の事業所の職員を併任する
識員として配置することも可能である。 
③医療連携体制をとっている事業所が行うべき
具体的なサービスとしては、 
 ・利用者に対する日常的な健康管理 
 ・通常時及び特に利用者の状態悪化時における
医療機関(主治医)との連絡調整 
 ・看取りに関する指針の整備 
等を想定しており、これらの業務を行うために必
要な勤務時問を確保することが必要である。 

医療連携体制
加算 

医療連携体制加算における「重度化した場合にお
ける対応に係る指針」の具体的内容はどのような
ものか。 

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入院期問中におけるグルー
プホームの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。 

短期入所介護
事業 

認知症対応型共同生活介護事業所において、3 年
以上の経験を有する者が、新たに認知症対応型共
同生活介護事業所を開設する場合は、開設当初か
ら短期入所介護事業を実施できるか。 

3 年の経験要件は、事業所に求められる要件であ
るので、当初から実施はできない。 

医療保険の訪
問看護の利用 

医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステ
ーションを利用することが句能となったが、急性
増悪時等において、医療保険による訪問看護の利
用は可能か。 

診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能であ
る。 

初期加算 認知症高齢者グループホームにおいて短期利用
している利用者が当該認知症高齢者グループホ
ームに引き続き入居することになった場合、初期
加算は何日間算定することができるのか。 

認知症高齢者グループホームにおいて短期利用
している利用者が日を空けることなく引き続き
当該認知症高齢者グループホームに入居した場
合、初期加算は、30 日から入居直前の短期利用
の利用日数を控除して得た日数に限り算定でき
るものである。 

夜間職員の配
置 

今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介
護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業
者について、共同生活住居ごとに必ず１名を配置
することとされたが、経過措置は設けられないの
か。 

今回の基準改正に伴い、平成 24 年４月１日以降、
認知症対応型共同生活介護の夜間及び深夜の勤
務を行う介護従業者について、共同生活住居ごと
に必ず１名を配置しなければならないこととな
るが、経過措置を設けることはしていない。 
なお、平成 24 年４月１日以降、厚生労働大臣が
定める夜勤体制の基準（認知症対応型共同生活介
護事業所の共同生活住居ごとに１以上）を満たさ
なかった場合は、介護報酬が減算（所定単位数の
97％）されることとなる。 
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夜間職員の配
置 

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

３つ以上の共同生活住居がある認知症対応型共
同生活介護事業所であっても、各共同生活住居ご
とに夜勤職員の配置が必要であるため、３名の夜
勤職員を配置する必要がある。 
なお、事業所の判断により、人員基準を満たす夜
勤職員を配置したうえで、さらに宿直職員を配置
する場合は、「社会福祉施設における宿直勤務の
取扱いについて」（昭和 49 年 8 月 20 日社施第
160 号）に準じて適切に行うことが必要である。 

短期利用共同
生活介護費 

利用者に対し連続して 30 日を超えて短期利用共
同生活介護を行っている場合において、30 日を
超える日以降に行った短期利用共同生活介護に
ついては、短期利用共同生活介護費は算定できな
いが、その連続する期間内に介護予防短期利用共
同生活介護の利用実績がある場合はどのように
取り扱うのか。 

当該期間内に介護予防短期利用共同生活介護の
利用実績がある場合は、その期間を含める取扱い
となる。 

    

（広島県）（広島県）（広島県）（広島県）    

項 目 質  問 回  答 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

サービス提供体制強化加算の算定要件として，
「介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割
合が 100 分の○○以上」とあるが，「介護職員
の総数」とは何か。 
① 介護職員を兼務している看護職員や生活相
談員は含まれるか。 
② 常勤換算か，頭数か。 

①看護職員や生活相談員を兼務している介護職
員は，介護職員として勤務する時間のみを常勤換
算方法の算出に用いることとなる。 
 
②職員の割合の算出にあたっては，常勤換算方法
により算出した前年度（三月を除く。）の平均を
用いることとする。ただし，平成２１年度の一年
間は届出日の属する月の前三月について，常勤換
算方法により算出した平均を用いることとする。 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

サービス提供体制強化加算の算定要件として，
「勤続年数３年以上」とあるが，同一法人の他の
介護事業所で勤務していた期間は勤務年数とし
て算入可能か。 

勤務年数の算定にあたっては，当該事業所におけ
る勤務年数に加え，同一法人の経営する他の介護
サービス事業所，病院，社会福祉施設等において
サービスを利用者に直接提供する職員として勤
務していた年数を含めることができる。 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

「職員の割合」の算出にあたって，その分母の値
に入れる職員の範囲は？ 

Q＆A【0-1-2】，【0-1-3】を参照してくださ
い。 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

通所介護のサービス提供体制強化加算の届出に
ついて，3 月 25 日までに届出る介護職員や介護
福祉士の常勤換算は 12 月，1 月，2 月の平均と
することとなるが，その届出の有効期間は 1 年間
か。また，毎月前 3 月を点検し届出続けないとい
けないか。 

平成 21 年度については，毎月，直近 3 ヶ月の実
績を確認する必要があり，基準を満たしている間
は算定可能である。 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

利用者負担は，所定単位数の１割か。 
それとも，「サービス提供体制強化加算」につい
ては所定単位数の全額が個人負担か。 

所定単位数の 1 割が利用者負担となる。 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

3 年以上の勤続年数とは，常勤，非常勤の区分け
は特に定めはないか。例えば，週 1 日の 3 時間
程度の勤務を 3 年間続けている従業員において
も，該当と考えられるか。 

該当する。 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

3 年以上の勤続年数について，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
員として勤務していた年数を含めることができ
るとなっているが，法人が変更された場合に，旧
法人における経験年数も加算できるか。 

【厚生労働省 Q＆A】問 5 
同一法人であれば，異なるサービスの事業所での
勤続年数や異なる職種（直接処遇を行う職種に限
る。）における勤続年数については通算すること
ができる。また，事業所の合併又は別法人による
事業の承継の場合であって，当該施設・事業所の
職員に変更がないなど，事業所が実質的に継続し
て運営していると認められる場合には，勤続年数
を通算することができる。 
ただし，グループ法人については，たとえ理事長
等が同じであったとしても通算はできない。 

サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

事業所の合併や事業譲渡により新規立上げし新
規指定を受けた場合，新法人としては当該加算の
要件となっている申請月前 3 月の実績がないた
め，当該加算の算定はできないのか。 

【厚生労働省 Q＆A】問 5 の「事業所の合併又は
別法人による事業の承継の場合であって，当該施
設・事業所の職員に変更がないなど，事業所が実
質的に継続して運営していると認められる場合」
に該当する場合には，合併又は事業継承前の実績
が要件を満たせば，算定可能。 
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サ ー ビ ス 提 供
体制強化加算 

届出様式に，加算Ⅰの他に加算Ⅱや加算Ⅲの状況
についての記入欄もあるが，加算算定することに
該当しない項目（加算Ⅱと加算Ⅲ）については，
無記入でも良いか。 

良い 

認知症加算，認
知 症 専 門 ケ ア
加算 

「認知症高齢者日常生活自立度がⅢ以上」といっ
た加算要件について，誰の判断で加算の可否が決
まるのか。 

①「認知症高齢者日常生活自立度」の決定にあた
っては，医師の判定結果又は主治医意見書を用い
るものとする。 
②①の医師の判定結果は，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。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，認定調査員が記入した「認定
調査票（基本調査）」９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。 

認知症加算，認
知 症 専 門 ケ ア
加算 

上記の Q＆A の回答中①の「主治医意見書」とは
何か。 

平成 18 年 3 月 17 日付け厚生労働省通知「要介
護認定等の実施について」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。 

認知症加算，認
知 症 専 門 ケ ア
加算 

「認知症高齢者の日常生活度」を決定するに当た
り，主治医意見書と認定調査員の記載の両方があ
り，それぞれの日常生活度が相違している場合，
どちらを用いるのか。 

原則として，新旧に関わらず「主治医意見書」が
優先する。 

認 知 症 専 門 ケ
ア加算Ⅰ 

認知症介護実践リーダー研修修了者として，類似
の既存の研修の修了者を当該研修の修了者とみ
なすことができるのか。 

当該研修の前身である，「痴呆介護実務者研修（専
門課程）」は同種の研修として要件を満たす。 

認 知 症 専 門 ケ
ア加算Ⅱ 

認知症介護指導者研修修了者として，類似の既存
の研修の修了者を当該研修の修了者とみなすこ
とができるのか。 

類似の既存の研修修了者を認知症介護指導者研
修修了者とみなすことはできない。 

認 知 症 専 門 ケ
ア加算 

特養の利用者が従来型２０名，ユニット型２０名
の場合，算定要件は，合算した総数で計算等を行
うのか。 

そのとおり。 

人員基準 夜勤について，現在２ユニットを１人の体制で対
応していますが，２４年度から１ユニットを１人
体制で変更しなければならないのか。 
対応できなければ減算や，処分の対象となるか。 
経過措置はないのか。 

経過措置がないため，平成２４年４月１日からは
１ユニット１名の体制としない場合は基準違反
となり，減算の対象となる場合がある。 
 
【夜勤体制による減算】 
夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の
減算については、ある月（暦月）において以下の
いずれかの事態が発生した場合に、その翌月にお
いて利用者等の全員について、所定単位数が減算
されることとする。 
  イ 夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前
５時までの時間を含めた連続する 16 時間をい
い、原則として事業所又は施設ごとに設定するも
のとする）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
続して発生した場合 
  ロ 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日以上発生した場合 

人員基準 夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者における
併設の他施設等との兼務規定（現行地域密着型サ
ービス基準第 90 条第 4 項）の廃止は，1 ユニッ
ト９名以下のグループホームにも適用されるの
か。また，基準を満たさない場合は減算されるの
か。 

９名未満のＧＨにも適用される。減算についても
同様。 

    


