指導検査基準（指定特定施設入居者生活介護事業）
（平成26年10月１日適用）
（注）本文中の表記については、以下のとおり略しています。
法

⇒

介護保険法（平成９年12月17日交付法律第123号）

施行規則

⇒

介護保険法施行規則（平成11年3月31日厚生省令第36号）

居宅条例

⇒

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日東京都条例第111号）

予防条例

⇒

東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法の基準に関する条例(平成24年10月11日東京都条例第112号）

都規則１４１

⇒

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年10月11日東京都規則第141号）

都規則１４２

⇒

東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法の基準に関する条例施行規則(平成24年10月11日東京都規則第142号）

施行要領

⇒

東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、
設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領（平成
25年3月29日24福保高施第1882号）

平１２厚告１９

⇒

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年2月10日厚生省告示第19号）

平１２厚告２７

⇒

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2月10日厚
生省告示第27号）

平１２老企３９

⇒

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて（平成12年3月1日老企第39号）

平１２老企４０

⇒

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定
施設サービス等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（平成12年3月8日老企40号）

平１２老企５２

⇒

特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について(平成12年3月30日老企第52号)

平１２老企５４

⇒

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年3月30日老企第54号）

平１３老振発１８

⇒

介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年3月28日老振発第18号）

平１３老発１５５

⇒

「身体拘束ゼロ作戦」の推進について（平成13年4月6日厚生労働省老人保健局長通知老発第155号）

平１８厚労令３５

⇒

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号）

平１８厚告１２７

⇒

指定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（平成18年3月14日厚生労働省告示第127号）

平２４厚労告９５

⇒

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成24年3月13日厚生労働省告示第95号）

平２４厚労告９６

⇒

厚生労働大臣が定める基準（平成24年3月13日厚生労働省告示第96号）

平２４厚労告９７

⇒

厚生労働大臣が定める施設基準（平成24年3月13日厚生労働省告示第97号）

指導検査基準（指定特定施設入居者生活介護事業）
事

項

第１ 基本方針

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

１ 基本方針
(1) 指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービ ・法第73条第1項

・概況説明

ス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日 ・居宅条例第216条第1項

・定款、寄附行為等

常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことに

・運営規程

より、要介護状態となった場合でも、利用者が指定特定施

・特定施設入居者生活介護利用契約書

設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

・重要事項説明書

ことができるようにするものとなっているか。

・パンフレット等

(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続 ・居宅条例第216条第2項
的な事業運営に努めているか。

第２ 人員に関する基準 １ 従業者の員数
指定特定施設入居者生活介護事業者が各指定特定施設に ・法第74条第1項
おいて置かなければならない特定施設従業者の員数及び、 ・居宅条例第217条第1項

・就業規則、雇用契約書、辞令等
・職員勤務表

指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施 ・都規則141第57条第1項、第 ・常勤、非常勤職員の員数のわかる職
設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定 2項
特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入

・要介護度別利用者がわかる書類

居者生活介護の事業を同一の施設で一体的に運営している

・運営規定

場合に各指定特定施設において置かなければならない特定

・重要事項説明書

施設従業者の員数は次のとおりとなっているか。
(1) 生活相談員
①

常勤換算方法で、利用者の数が 100 又はその端数を増 ・都規則141第57条第1項第1

すごとに１人以上であるか。
②
特定施設－1

員名簿

生活相談員のうち１人以上は、常勤であるか。

号、第2項第1号
・都規則141第57条第4項

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

(2) 看護職員又は介護職員
①

指定特定施設入居者生活介護事業のみを行っている場 ・都規則141第57条第1項第2

合、看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で 号イ
要介護者である利用者の数が３又はその端数を増すごと
に１以上となっているか。
②

指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特 ・都規則141第57条第2項第2

定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一 号イ
体的に運営されている場合、看護職員及び介護職員の合 ・施行要領第3の10の1(1)②
計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数及
び要支援２として認定を受けている利用者の数に、要支
援１として認定を受けている利用者１人を要介護者 0.3
人と換算して合計した利用者数をもとに、３又はその端
数を増すごとに１以上となっているか。
③

看護職員の数は、利用者の数が 30 を超えない指定特定 ・都規則141第57条第1項第2

施設にあっては、常勤換算方法で１以上となっているか。号ロ、第2項第2号ロ
また、利用者の数が 30 を超える指定特定施設にあって
は、常勤換算方法で、１に利用者の数が 30 を超えて 50
又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上となっ
ているか。
④

常に１以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介 ・都規則141第57条第1項第2

護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員 号ハ、第2項第2号ハ
が確保されているか。（ただし、指定介護予防特定施設
入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯につい
ては、この限りでない。）
介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系 ・施行要領第3の10の1(1)①
を適切に定め、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供で
特定施設－2

確認書類等

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

きる体制を整えているか。
⑤

「宿直時間帯」は、それぞれの事業所ごとに利用者の ・施行要領第3の10の1(1)③

状況等に応じて設定し、その時間帯には宿直勤務を行う
介護職員を確保しているか。
⑥

指定特定施設入居者生活介護事業所の看護職員及び介 ・都規則141第57条第5項

護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供
に当たるものとし、看護職員のうち１人以上、及び介護
職員のうち１人以上は、常勤の者となっているか。
ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護を一体 ・都規則141第57条第9項
的に運営している場合であって、入居者の状態の改善等 ・施行要領第3の10の1(1)④
により指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供
する場合（要支援者に対する介護予防サービスのみが提
供される場合）は、介護職員及び看護職員のうちいずれ
か１人が常勤であれば差し支えない。
⑦

要介護者等にサービスを提供する看護職員及び介護職 ・施行要領第3の10の1(2)

員は それぞれ他の従業者と明確に区分するための措置
が講じられ、運営規程にその旨が明示されているか。
(3) 機能訓練指導員
①

１以上となっているか。

②

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の 号、第2項第3号

・都規則141第57条第1項第3

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者である ・都規則141第57条第6項
か。
ただし、当該特定施設における他の職務に従事するこ
とができる。
この「訓練を行う能力を有する者」は、理学療法士、 ・施行要領第3の10の1(3)
作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあ
特定施設－3

・免許証等（写）

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

ん摩マッサージ指圧師の資格を有する者であるか。
(4) 計画作成担当者
①

１以上（利用者の数が 100 又はその端数を増すごとに ・都規則141第57条第1項第4

１を標準とする。）となっているか。
②

号、第2項第4号

計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援 ・都規則141第57条第8項

・資格証明書等（写）

専門員であって、特定施設サービス計画（介護予防を一
体的に運営している施設にあっては、特定施設サービス
計画及び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当
させるのに適当と認められるものとなっているか。
ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定
施設における他の職務に従事することができる。

２ 利用者の数
介護サービスの利用者及び介護予防サービスの利用者の ・都規則141第57条第3項

・前年度の利用者実績がわかる書類

数並びに総利用者数は、前年度の平均値となっているか。 ・施行要領第2の2(5)②
ただし、新規に指定を受けた場合は、適正な推定数によ
り算定しているか。

３ 管理者
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設 ・居宅条例第218条第1項
において管理者を置いているか。
(2) 管理者は、専ら当該指定特定施設の管理に係る職務に従
事する常勤の者であるか。ただし、指定特定施設の管理上
支障がない場合は、当該指定特定施設の他の職務に従事
し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事す
ることができる。
特定施設－4

・居宅条例第218条第2項

・就業規則、雇用契約書、辞令等
・職員勤務表

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

第３ 設備に関する基準 １ 設備
(1) 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用し ・法第74条第2項
ない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築 ・居宅条例第219条第1項

・運営規程

物であるか。

・建築確認済証、検査済証等

・居宅条例第219条第2項

(2) 知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有す ・都規則141第58条第1項
る者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保さ ・都規則141第58条第2項
れていると認めた木造かつ平屋建ての指定特定施設の建

・都規則141第58条第3項

物の場合、次のいずれかの要件を満たしているか。
①

スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難
燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがあ
る箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び
延焼の抑制に配慮した構造であること。

②

非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通
報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なも
のであること。

③

避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を
有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造
であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人
員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可
能なものであること。

(3) 指定特定施設は、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機 ・居宅条例第219条第3項
能訓練室を有しているか。
ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための
部屋が確保できる場合は一時介護室を、他に機能訓練を行
うために適当な広さの場所が確保できる場合は機能訓練室
を設けないことができる。
特定施設－5

・平面図

・重要事項説明書

事

項

基本的な考え方及び観点
①

介護居室

介護居室は、次の基準を満たしているか。

根拠法令

確認書類等

・居宅条例第219条第4項
・都規則141第58条第2項第1

イ 居室の定員は１人であるか。（利用者の処遇上必要 号
と認められる場合は、２人とすることができる。ただ ・施行要領第3の10の2(2)
し、事業者の都合により一方的に２人部屋とすること
はできない。なお、平成 18 年４月１日に現に定員４人
以下の介護居室については、個室とする規定を適用し
ない。）
ロ

プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な
広さであるか。

ハ

地階に設けていないか。

二

１以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は
広間に直接面して設けているか。

②

一時介護室

介護を行うために適当な広さを有しているか。
③

浴室

・都規則141第58条第2項第2
号
・都規則141第58条第2項第3

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなってい 号
るか。
④

便所

・都規則141第58条第2項第4

居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているか。号
⑤

食堂

機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか。
⑥

機能訓練室

機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか。

・都規則141第58条第2項第5
号
・都規則141第58条第2項第6
号

①、②、⑤及び⑥でいう「適当な広さ」の具体的な広さ ・施行要領第3の10の2(3)
については、利用申込者のサービスの選択に資すると認め
特定施設－6

・説明文書
・掲示板

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

られる重要事項であり、利用申込者に対する文書を交付し
ての説明及び掲示がされているか。
（経過措置）

・居宅条例附則10

平成 11 年３月 31 日に現に存する有料老人ホームであっ
て、次のいずれにも該当するものとして平成 12 年厚生省
告示第 48 号(厚生労働大臣が定める有料老人ホーム)に該
当する場合は、浴室及び食堂を設けないことができる。
① 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人
ホーム（以下「養護老人ホーム等」という。）を併設
しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び
食堂を利用することができるものであること。
②

入所定員が 50 人未満であること。

③

入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営
費及び運営費の合計額（以下「家賃等」という。）が
比較的低廉であること。

④

入所者からの利用料、居宅条例第 226 条第３項及び
都規則 141 第 47 条各号で定める費用及び家賃等以外
の金品（一定期間の経過後又は退所時に全額返還する
ことを条件として入所時に支払を受ける金銭を除
く。）の支払を受けないこと。

２ 構造
(1) 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動すること ・居宅条例第219条第5項
が可能な空間及び構造を有しているか。段差の解消、廊下 ・施行要領第3の10の2(4)
の幅の確保等の配慮がなされているか。
(2) 指定特定施設は消火設備その他の非常災害に際して必要 ・居宅条例第219条第6項
特定施設－7

・平面図

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

な設備を設けているか。
(3) 指定特定施設の設備の基準については、建築基準法及び ・居宅条例第219条第7項
消防法の定めるところによっているか。
(4) 指定特定施設入居者生活介護と指定介護予防特定施設入 ・居宅条例第219条第8項
居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営
される場合は、指定介護予防サービス等基準に規定する設
備に関する規準を満たすことをもって規準を満たすものと
みなすことができる。

第４ 運営に関する基準 １ 内容及び手続の説明及び契約の締結等
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入 ・法第74条第2項

・運営規程

居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の ・居宅条例第223条第1項

・重要事項説明書

勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申 ・施行要領第3の10の3(4)

・特定施設入居者生活介護利用契約書

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

・同意書等

記した文書を交付して説明を行い、同意を得るとともに、
入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契
約を文書により締結をしているか。
(2) 文書は、わかりやすいものとなっているか。

・施行要領第3の10の3(4)

また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの
内容及び利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載し
ているか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、契約において、 ・居宅条例第223条第2項
入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を
定めていないか。
(4) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定 ・居宅条例第223条第3項
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・入居契約書

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又
は一時介護室に移して介護を行う場合は、介護居室又は一
時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な
手続をあらかじめ契約に係る文書に明記しているか。
※ 特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生 ・施行要領第3の10の3(4)
活介護の契約については、別の契約書とすることなく、
１つの契約書によることができる。

２ 受給資格等の確認
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入 ・居宅条例第236条準用(第15 ・入居者に関する記録
居者生活介護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保 条第1項)

・特定施設サービス計画書

険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要
介護認定の有効期間を確認しているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、被保険者証に認 ・法第73条第2項
定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意 ・居宅条例第236条準用(第15
見に配慮して、指定特定施設入居者生活介護を提供するよ 条第2項)
う努めているか。

３ 要介護認定等の申請に係る援助
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、要介護認定の申 ・居宅条例第236条準用(第16 ・利用者に関する記録
請をしていないことにより要介護認定を受けていない利

条第1項)

用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速
やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行っている
か。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、居宅介護支援

・居宅条例第236条準用(第16

（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行 条第2項)
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事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者
の受けている要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該要
介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに行われるよ
う必要な援助を行っているか。

4 指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく、・居宅条例第222条第1項
指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んでいないか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特 ・居宅条例第222条第2項

・入居申込受付簿
・特定施設入居者生活介護利用契約書
・介護サービス記録

定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者
生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用
することを妨げていないか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者等が入院 ・居宅条例第222条第3項

・他機関への紹介記録

治療を要する者であること等により入居者等に対し自ら
必要な指定特定施設入居者生活介護を提供することが困
難であると認めた場合は、病院又は診療所の紹介その他の
措置を速やかに講じているか。
(4) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定入居者 ・居宅条例第222条第4項

・利用者に関する記録

生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置か
れている環境等の把握に努めているか。

５ 法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意
老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホームであ ・居宅条例第225条
る指定特定施設において指定特定施設入居者生活介護（利
用期間を定めて行うものを除く）を提供する指定特定施設
入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設入居者生活介
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・特定施設サービス計画書
・利用の同意に関する書類

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者
の同意が当該法定代理受領サービスを提供するための条件
であることを当該利用者に説明し、当該利用者の同意を得
ているか。
また、指定特定施設入居者生活介護事業者は、区市町村 ・施行要領第3の10の3(6)
（又は国民健康保険団体連合会）に対して、法定代理受領
サービスの利用について利用者の同意を得た旨及びその者
の氏名等が記載された書類を提出しているか。
※ 特定施設入居者生活介護に係る同意の書類と介護予防
特定施設入居者生活介護に係る要件となる同意の書類
は、別々の書類によることなく、１つの書類によること
ができる。

６ サービスの提供の記録
指定特定施設入居者生活介護事業者は、提供したサービ ・居宅条例第224条

・介護被保険者証

スの具体的な内容等を記録するとともに、指定特定施設入 ・施行要領第3の10の3(5)
居者生活介護の提供の開始に際しては当該開始の日及び
入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者
生活介護の終了に際しては当該終了の日を、利用者の被保
険者証に記載しているか。（指定特定施設入居者生活介護
の提供を受けている者は、居宅療養管理指導以外の居宅サ
ービス、地域密着型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。）

７ 利用料等の受領
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サ ・居宅条例第226条第1項
ービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供し
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・特定施設サービス計画書
・領収書控

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

た際には、利用者から利用料の一部として、当該指定特定
施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額
から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われ
る居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受
けているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サ ・居宅条例第226条第2項
ービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供し

・運営規程（利用料その他の費用の確
認）

た際に利用者から支払を受ける利用料の額と指定特定施設
入居者生活介護に係る居宅介護サー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ているか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、(1)及び(2)の支 ・居宅条例第226条第3項
払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額以外の支払を利 ・都規則141第59条
用者から受けていないか。
①

・重要事項説明書
・請求書控

・施行要領第3の10の3(7)②

利用者の選定により提供される介護その他の日常生

活上の便宜に要する費用
②

おむつ代

③

①及び②に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生
活介護において提供される便宜のうち、日常生活におい
ても通常必要とな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るもの。

(4) (3)①の費用の具体的な範囲については、次に掲げるもの ・平12老企52
に限られているか。
イ 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料
看護・介護職員の人数が、常勤換算方法で、要介護者
等の数（前年度の平均値）が2.5又はその端数を増すごと
に１人以上（要介護者等が30人未満の場合は、居宅条例
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・算定根拠

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

等に基づき算出された人数に２人を加えた人数以上）で
ある場合に受領しているか。
また、この人員配置が手厚い場合の介護サービス利用
料については、看護・介護職員の配置に必要となる費用
から適切に算出された額となっているか。
ロ 個別的な選択による介護サービス利用料

・介護サービス等の一覧表

利用者の特別な希望により行われる個別的な介護サ
ービスについては、本来特定施設入居者生活介護として
包括的に行うべき介護サービスとは明らかに異なり、個
別性の強いものに限定されているか。
なお、看護・介護職員が当該サービスを行った場合は、

・職員勤務表

当該サービスに要した時間を除外して、居宅条例等上の
看護・介護職員の人数の算定（常勤換算）が行われてい
るか。
(5)

(3)③の費用の具体的な範囲については、別に通知され ・平12老企54

た「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いに
ついて」に沿って適切に取り扱われているか。
(6) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、(3)の費用の額 ・居宅条例第226条第4項
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、利用者の同意を得ているか。
(7) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入 ・法第41条第8項
居者生活介護その他のサービスの提供に要した費用につ
き、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保
険者に対し、施行規則第 65 条で定めるところにより、領
収証を交付しているか。
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・説明書
・同意書

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

(8) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法第 41 条第８ ・施行規則第65条
項の規定により交付しなければならない領収証に、指定特
定施設入居者生活介護について居宅要介護被保険者から支
払を受けた費用の額のうち、同条第４項第２号に規定する
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
額が現に当該指定特定施設入居者生活介護に要した費用の
額を超えるときは、当該現に指定特定施設入居者生活介護
に要した費用の額とする。）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ているか。

８ 保険給付の請求のための証明書の交付
指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サ ・居宅条例第236条準用(第25 ・サービス提供証明書（控）
ービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護に係る利 条)

（介護給付明細書代用可）

用料の支払を受けた場合は、当該指定特定施設入居者生活
介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載
したサービス提供証明書を利用者に交付しているか。

９ 指定特定施設入居者生活介護の取扱方針
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護 ・居宅条例第227条第1項

・特定施設サービス計画書

状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等
利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を
妥当適切に行っているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護は、特定施設サービス計画 ・居宅条例第227条第2項
に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行ってい
るか。
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・利用者に関する記録
・利用者の能力、環境等を評価した書
類（アセスメント表等）

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

(3) 特定施設従業者は、利用者又はその家族から求められた ・居宅条例第227条第3項
ときは、指定特定施設入居者生活介護の提供方法等につい
て、説明を行っているか。
(4) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入 ・居宅条例第227条第4項
居者生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者 ・施行要領第3の10の3(8)

・介護日誌

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

・拘束解除に向けた会議の記録

を除き、身体的拘束等を行っていないか。

・本人又は家族への身体的拘束等に関

身体拘束禁止の対象となる具体的行為

・平13老発155 (｢身体拘束ゼ

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や ロ作戦｣の推進について)
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、又
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。
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・経過観察記録

・身体拘束ゼロへの手引き

する説明書

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

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。
(5) 指定特定施設入居者生活介護事業所の管理者及び従業

・平13老発155の2

者は、身体拘束廃止を実現するために正確な事実認識を持
っているか。
(6) 指定特定施設入居者生活介護事業所の管理者は、管理者

・研修等記録

及び各職種の従業者で構成する「身体拘束廃止委員会」な
どを設置し、事業所全体で身体拘束廃止に取り組むととも
に、改善計画を作成しているか。
改善計画に盛り込むべき内容
①

事業所内の推進体制

②

介護の提供体制の見直し

・平13老発155の3、5

・身体拘束廃止委員会などの記録

③ 「緊急やむを得ない場合」を判断する体制・手続き
④

事業所の設備等の改善

⑤

事業所の従業者その他の関係者の意識啓発のため
の取り組み

⑥

利用者の家族への十分な説明

⑦

身体拘束廃止に向けての数値目標

(7) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等を ・居宅条例第227条第5項
行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身 ・施行要領第3の10の3(8)
の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。
なお、記録に当たっては、「身体拘束ゼロへの手引き」
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・平13老発155の6

・本人又は家族への身体的拘束等に関

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

に例示されている「身体拘束に関する説明書・経過観察記

確認書類等
する説明書

録」などを参考として、適切な記録を作成し、保存してい
るか。
(8) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供す ・居宅条例第227条第6項
る指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にそ
の改善を図っているか。

10 特定施設サービス計画の作成
(1) 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者に特定施設サ ・居宅条例第220条第1項
ービス計画の作成に関する業務を担当させているか。

・特定施設サービス計画書

・居宅条例第220条第2項

(2) 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当た ・施行要領第3の10の3(1)

・アセスメント表

っては、利用者の有する能力、置かれている環境等の評価
を通じて現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自
立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者を支
援する上で解決すべき課題を把握しているか。
(3) 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、 (2)

・居宅条例第220条第3項

・サービス担当者会記録

(4) 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当た ・居宅条例第220条第4項

・同意が確認できる書類

に規定する課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の
上、指定特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時
期、指定特定施設入居者生活介護の内容並びに指定特定施
設入居者生活介護を提供する上での留意点等を含む特定
施設サービス計画の原案を作成しているか。
っては、当該特定施設サービス計画の原案の内容について
利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の
同意を得ているか。
(5) 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際 ・居宅条例第220条第5項
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事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付している
か。
(6) 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後におい ・居宅条例第220条第6項

・モニタリング記録等

ても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことに
より、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとと
もに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必
要に応じて特定施設サービス計画の変更を行っているか。
この場合において、(2)から(5)までに準じて取り扱って
いるか。

11 介護
(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支 ・居宅条例第228条第1項

・特定施設サービス計画書

援及び日常生活の充実に資するよう、必要な技術をもって
行われているか。
なお、介護サービス等の実施に当たっては、利用者の人 ・施行要領第3の10の3(9)①
格を十分に配慮して実施しているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難 ・居宅条例第228条第2項

・入浴介護記録

な利用者について、1 週間に 2 回以上、入浴させ、又は清 ・施行要領第3の10の3(9)②
しきを実施し、清潔保持に努めているか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の ・居宅条例第228条第3項

・排せつ記録

状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行ってい ・施行要領第3の10の3(9)③
るか。又、自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助
等行っているか。
(4) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、(1)から(3)のほ ・居宅条例第228条第4項
か、利用者に対し、１日の生活の流れに沿って食事、離床、・施行要領第3の10の3(9)④
着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行っている
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・利用者に関する記録

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

か。

12 機能訓練
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の ・居宅条例第236条準用(第
状況等を踏まえ、必要に応じ日常生活を送る上で必要な生 159条)

・特定施設サービス計画書
・利用者に関する記録

活機能の改善又は維持のための機能訓練を行っているか。
(2) 機能訓練は、利用者の家庭環境等を十分踏まえて、日常
生活の自立を助けるため、必要に応じて提供しているか。 ・施行要領第3の10の3(15)準
なお、日常生活及びレクリエーション、行事の実施に当 用（第3の8の3(9)）
たっても、その効果に配慮しているか。

13 健康管理
看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保 ・居宅条例第229条
持のための必要な措置を講じているか。

・健康診断記録
・看護日誌
・看護記録

14 相談及び援助
指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心 ・居宅条例第230条
身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用

・相談に関する記録
・利用者に関する記録

者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとともに、利
用者の社会生活に必要な支援を行っているか。
①

入居者自らの趣味又は嗜好に応じた生きがい活動

②

各種の公共サービス及び必要とする行政機関に対する

・施行要領第3の10の3(10)

手続き等に関する情報提供又は相談

15 利用者の家族との連携等
指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家 ・居宅条例第233条
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・利用者に関する記録

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

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

・面会に関する記録

の機会を確保するよう努めているか。

・行事等の記録

指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の生活及 ・施行要領25第3の10の3(13)
び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に
報告する等常に利用者の家族の連携を図るとともに、当該
事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によって利用
者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めてい
るか。

16 利用者に関する市町村への通知
指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が正当な ・居宅条例第236条準用(第30 ・区市町村への通知の記録
理由なく、指定特定施設入居者生活介護の利用に関する指 条)
示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させた
と認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険
給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、
意見を付してその旨を区市町村に通知しているか。

17 緊急時等の対応
(1) 指定特定施設従業者は、現に指定特定施設入居者生活介 ・居宅条例第236条準用(第56 ・看護記録
護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ
た場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあら
かじめ当該指定特定施設入居者生活介護事業者が定めた
協力医療機関（当該指定特定施設従業者との間で、利用者
が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機
関をいう。）への連絡を行う等の必要な措置を講じている
か。
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条)

・業務日誌等

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

(2) 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機 ・施行要領第3の10の3(15)準 ・協力医療機関協定書等
関との間であらかじめ必要な事項を取り決めているか。

用（第3の2の3(5)②）

18 管理者の責務
(1) 管理者は、当該特定施設従業者の管理及び指定特定施設 ・居宅条例第236条準用(第51 ・業務日誌等
入居者生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状 条第1項)

・組織図、組織規程

況の把握その他の管理を一元的に行っているか。

・運営規程

(2) 管理者は、当該指定特定施設入居者生活介護事業所の従 ・居宅条例第236条準用(第51 ・職務分担表
業者に、居宅条例の「第 11 章第４節運営に関する基準」 条第2項)
の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

19 運営規程
指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設 ・居宅条例第221条
において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関
する運営規程を定めているか。
①

事業の目的及び運営の方針

②

特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

③

入居定員及び居室数

④

指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他

の費用の額
⑤

利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及

び手続
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⑥

施設の利用に当たっての留意事項

⑦

緊急時等における対応方法

⑧

非常災害対策

⑨

その他運営に関する重要事項

・運営規程
・指定申請及び変更届（写）

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

なお、⑨の「その他運営に関する重要事項」とは、看護 ・施行要領第3の10の3(2)②
職員又は介護職員を、それぞれ他の従業者と明確に区分す
るための措置等を指す。
また、この重要事項として、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。

20 勤務体制の確保等
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、 ・居宅条例第231条第1項

・就業規則

適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提

・運営規程

供できるよう、従業者の勤務体制を定めているか。

・雇用契約書

(2) 特定施設従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、 ・施行要領第3の10の3(11)① ・職員勤務表
管理者との兼務関係、機能訓練指導員との兼務関係、計画
作成担当者との兼務関係等を勤務表上明確にしているか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施 ・居宅条例第231条第2項

・タイムカード等

設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供し
ているか。
ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務
の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、こ
の限りでない。
なお、指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又 ・施行要領第3の10の3(11)② ・業務委託契約書
は一部を他の事業者（以下「受託者」という。）に行わせ
る場合は、委託契約において次に掲げる事項を文書により
取り決めているか。
この場合において、指定特定施設入居者生活介護事業者
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事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

（以下「委託者」という。）は受託者に委託した業務の全
部又は一部を再委託させていないか。
なお、給食、警備等の特定施設入居者生活介護に含まれ
ない業務については、この限りでない。
①

当該委託の範囲

②

当該委託に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件

③

受託者の従業者により当該委託業務が運営基準に従っ

て適切に行われていることを委託者が定期的に確認する
旨
④

委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い

得る旨
⑤

委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要

の措置を講じるよう④の指示を行った場合において、当
該措置が講じられたことを委託者が確認する旨
⑥

受託者が実施した当該委託業務により入居者に賠償す

べき事故が発生した場合における責任の所在
⑦

その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必

要な事項
(4) 指定特定施設入居者生活介護事業者が行う(3)の④の指 ・施行要領第3の10の3(11)④ ・指示文書等
示は、文書により行っているか。
(5) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、基準第 191 条の ・施行要領第3の10の3(11)
２第２項の規定により、(3)の③及び⑤の確認の結果の記録 ③、⑤
を作成し、２年間保存しているか。
(6) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入 ・居宅条例第231条第3項
居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他
の事業者に行わせる場合は、当該事業者の業務の実施状況
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・確認結果記録等

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

について定期的に確認し、その結果等を記録しているか。
(7) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者 ・居宅条例第231条第4項
の資質向上のための研修の機会を確保しているか。

・研修受講修了証明書
・研修計画書

21 非常災害対策
指定特定施設入居者生活介護事業者は、非常災害に関す ・居宅条例第236条準用(第
る具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関へ 110条)

・消防計画
・避難訓練記録等

の通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業 ・施行要領第3の10の3(15)準 ・防火管理者手帳等
者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な 用（第3の6の3(7)）
訓練を行っているか。
関係機関への通報及び連携体制の整備として、火災等の
災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとる
よう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地
域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力
してもらえるような体制作りを行っているか。
なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施
行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含
む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を
いう。
この場合、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を置くことと
されている指定特定施設入居者生活介護事業所にあっては
その者に行わせているか。
また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている
指定特定施設入居者生活介護事業所においても、防火管理
について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の
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・消防計画に準ずる計画

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

樹立等の業務を行わせているか。

22 衛生管理等
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の使用す ・居宅条例第236条準用(第
る施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、 109条第1項)

・受水槽清掃記録
・飲用水の衛生チェック記録

衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ
ているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入 ・居宅条例第236条準用(第

・定期消毒の記録

居者生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延 109条第2項)

・衛生管理マニュアル

しないように、必要な措置を講じるよう努めているか。

・感染症予防マニュアル

①

指定特定施設入居者生活介護事業者は、食中毒及び感 ・施行要領第3の10の3(15)準 ・食中毒防止等の記録

染症の発生を防止するための措置等について、必要に応 用(第3の6の3(6)①)
じて保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な
連携を保っているか。
②

インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、 ・施行要領第3の10の3(15)準

レジオネラ症対策等について、適切な措置を講じている 用(第3の6の3(6)②)
か。
③

・施行要領第3の10の3(15)準

空調設備等により、施設内の適温の確保に努めている 用(第3の6の3(6)③)

か。

23 掲示
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設の ・居宅条例第236条準用(第33 ・掲示場所及び内容
見やすい場所に、運営規程の概要、特定施設従業者の勤務 条)
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るか。
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事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

24 秘密保持等
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業所の従業者は、正当な ・居宅条例第236条準用(第34 ・就業時の取り決め等の記録
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 条第1項)
密を漏らしていないか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者であった ・居宅条例第236条準用(第34
者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はそ 条第2項)
の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じ
ているか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、サービス担当者 ・居宅条例第236条準用(第34 ・利用者の同意書
会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあって 条第3項)
は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合

・実際に使用された文書等
（会議資料等）

にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得て
いるか。

25 広告
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設に ・居宅条例第236条準用(第35 ・パンフレット等
ついて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なもの 条)

・ポスター等

でないようにしているか。

・ホームページ

26 協力医療機関等
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の ・居宅条例第232条第1項
急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関（当該指
定特定施設入居者生活介護事業者との間で、利用者が医療
を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をい
う。）を定めているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協 ・居宅条例第232条第2項
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・協力医療機関協定書等

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

力歯科医療機関（当該指定特定施設入居者生活介護事業者
との間で、利用者が歯科治療を必要とした際の連携協力が
合意されている歯科医療機関をいう。）を定めておくよう
努めているか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の入院や ・施行要領第3の10の3(12)
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、
協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めて
いるか。

27 地域との連携
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入 ・居宅条例第234条第1項
居者生活介護事業者の運営に当たっては、地域住民との連 ・施行要領第3の10の3(14)の
携協力等により地域との交流を図っているか。

①

(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、区市町村が実施 ・居宅条例第234条第2項
する社会福祉に関する事業に協力するよう努めているか。 ・施行要領第3の10の3(14)の
②

28 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
指定特定施設入所者生活介護事業者は、居宅介護支援事 ・居宅条例第236条準用(第36
業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者による 条)
サービスを利用させ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いないか。

29 苦情処理
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者及びその ・居宅条例第236条準用(第37 ・苦情対応マニュアル等
家族からの指定特定施設入居者生活介護に関する苦情に
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条第1項)

・重要事項説明書等

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要

確認書類等
・掲示物

な措置を講じているか。
具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該 ・施行要領第3の10の3(15)準
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

用(第3の1の3(23)①)

について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービス
内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要について
も併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等を行
っているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、(1)の苦情を受 ・居宅条例第236条準用(第37 ・苦情に関する記録
け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しているか。

条第2項)

(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、苦情がサービス ・施行要領第3の10の3(15)準
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

用(第3の1の3(23)②)

ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取
組を自ら行っているか。
(4) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、提供した指定特 ・居宅条例第236条準用(第37 ・照会への対応記録
定施設入居者生活介護に関し、法第 23 条の規定による区 条第3項)
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
め又は当該区市町村の職員が行う質問若しくは照会に応
じているか。
また、利用者からの苦情に関して区市町村が行う調査に

・指導等に関する記録

協力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。
さらに、これらの場合において、当該区市町村からの求

・区市町村への報告記録

めがあったときは、当該改善の内容を報告しているか。
(5) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、提供した指定特 ・居宅条例第236条準用(第37
定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関し
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条第4項)

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

て国民健康保険団体連合会が行う法第 176 条第１項第３
号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団
体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場
合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている
か。
また、この場合において、当該国民健康保険団体連合会
からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告してい
るか。

30 事故発生時の対応
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する ・居宅条例第236条準用(第39 ・事故対応マニュアル等
指定特定施設入居者生活介護の提供により事故が発生し

条第1項)

・事故に関する記録

た場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、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、
当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置
を講じているか。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する ・居宅条例第236条準用(第39
指定特定施設入居者生活介護の提供により賠償すべき事

条第2項)

故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行っているか。
(3) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、事故が生じた際 ・施行要領第3の10の3(15)準
にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じて 用(第3の1の3(25)③)
いるか。

31 会計の区分
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、各指定特定施設 ・居宅条例第236条準用(第40 ・会計関係書類
入居者生活介護事業所において経理を区分するとともに、 条)
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事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

指定特定施設入居者生活介護の事業の会計とその他の事
業の会計を区分しているか。
(2) 具体的な会計処理の方法については、別に通知された

・平13老振発18

「介護保険の給付事業における会計の区分について」を参
考として適切に行われているか。

32 記録の整備
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、 ・居宅条例第235条第1項
備品及び会計に関する記録を整備しているか。

・居宅条例第235条第2項

(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する
指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる
記録を整備し、当該利用者の退去の日から２年間保存して
いるか。
①

特定施設サービス計画

② 居宅条例第224条に規定する提供したサービスの具体

・特定施設サービス計画書
・利用者に関する記録

的な内容等の記録
③ 居宅条例第227条第５項に規定する身体的拘束等の態
様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の

・身体的拘束等に関する記録
・指示文書等

記録
④ 居宅条例第231条第３項に規定する結果等の記録
⑤ 居宅条例第30条の規定を準用する区市町村への通知に
係る記録
⑥ 居宅条例第37条第２項の規定を準用する苦情の内容等
の記録
⑦ 居宅条例第39条第１項の規定を準用する事故の状況及
び処置についての記録
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・確認結果記録等

事

項

基本的な考え方及び観点
⑧

第５ 変更の届出等

根拠法令

確認書類等

施行規則第64条第３号に規定する書類

１ 変更の届出等
(1) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定に係る ・法第75条第1項

・届出書類控

事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める次の ・施行規則第131条第1項10 ・定款
事項に変更があったとき、又は休止した当該指定特定施設 号
入居者生活介護事業を再開したときは、施行規則で定める

は条例等

ところにより、10日以内に、その旨を知事に届け出ている

・事業所の平面図

か。

・運営規程

① 事業所の名称及び所在地

・職員名簿

② 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代
表者の氏名、生年月日、住所及び職名
③ 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又
は条例等
④ 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
⑤ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
⑥ 運営規程
⑦ 協力（歯科）医療機関の名称及び診療科名並びに当該
協力医療機関との契約の内容
⑧ 居宅介護サービス費の請求に関する事項
⑨ 役員の氏名、生年月日及び住所
⑩ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該事業を廃止 ・法第75条第2項
し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定める
ところにより、その廃止又は休止の日の１月前までに、そ
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・寄附行為等及びその登記簿の謄本又

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

の旨を知事に届け出ているか。

第６ 介護給付費の算定 １ 基本的事項
及び取扱い

(1) 指定特定施設入居者生活介護事業に要する費用の額は、 ・法第41条第4項
平成 12 年厚生省告示第 19 号の別表「指定居宅サービス介 ・平12厚告19の一

・居宅サービス介護給付費明細書

護給付費単位数表」により算定されているか。

・サービス提供証明書（代用可）

ただし、指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定 ・平12老企39
施設入居者生活介護事業所毎に指定単位数より低い単位
限りではない。
(2) 指定特定施設入居者生活介護事業に要する費用の額は、 ・平12厚告19の二
平成 12 年厚生省告示第 22 号の「厚生労働大臣が定める１
単位の単価」に、別表に定める単位数を乗じて算定されて
いるか。
(3) １単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端

・平12厚告19の三

数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算している
か。

２ 従業員の員数が基準を満たさない場合の算定
指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を ・平12厚告19別表の10注1
行った場合に、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しているか。
ただし、看護職員又は介護職員の員数が平成12年厚生省 ・平12厚告27の五
告示第27号の五(職員数が基準を満たさない場合)に該当す
る場合は、同告示により算定しているか。

・「特定施設入居者生活介護サービス
コード表」参照

数を設定する旨を、都に事前に届出を行った場合は、この

特定施設－32

・居宅サービス介護給付費請求書

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

３ 短期利用特定施設入居者生活介護
次に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府 ・平12厚告19別表の10注3
県知事に届け出た指定特定施設において、指定特定施設入 ・平24厚労告97の25

用契約書

居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に ・平12老企40第2の4(5)

・利用者数がわかる書類

応じて、それぞれ所定単位数を算定しているか。

・重要事項説明書

ただし、看護職員又は介護職員の員数が平成12年厚生省
告示第27号の五(職員数が基準を満たさない場合)に該当す
る場合は、同告示により算定しているか。
(1) 指定特定施設が初めて指定を受けた日から起算して３年
以上の期間が経過しているか。
(2) 当該特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居室等
（定員が１人であるものに限る。）を利用しているか。
また、短期利用特定施設入居者生活介護を受け入れる入
居者の数は、当該指定特定施設の定員の100分の10以下であ
るか。
(3) 利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間
を定めているか。
(4) 当該特定施設の入居者（短期利用特定施設入居者生活介
護を受ける入居者を除く。）の数が、当該特定施設の入居
定員の100分の80以上であるか。
(5) 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供
与の対価として受領する費用を除き、権利金その他の金品
を受領していないか。
(6) 介護保険法に基づく勧告、命令、支持を受けたことがあ
る場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して５
年以上の期間が経過しているか。
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・短期利用特定施設入居者生活介護利

・平12厚告27の五

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

４ 個別機能訓練加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士 ・平12厚告19別表の10注4
等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔 ・平12老企40第2の4(2)

・個別機能訓練計画等
・職員勤務表

道整復師又はあん摩マッサージ指圧師）を１名以上配置し
ているもの（利用者の数が100を超える指定特定施設にあっ
ては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療
法士等を１名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業
者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を
100で除した数以上配置しているもの）として都道府県知事
に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能
訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職
種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成
し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場
合には、１日につき12単位を所定単位数に加算しているか。

５ 夜間看護体制加算
次に掲げる基準のいずれにも適合するものとして知事に ・平12厚告19別表の10注5
届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特 ・平24厚労告97の26

指針

定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制加算 ・平12老企40第2の4(3)

・24時間連絡体制表（図）

として、１日につき10単位を所定単位数に加算しているか。

・職員勤務表

(1) 常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者を定
めているか。
(2) 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問
看護ステーションとの連携により、利用者に対して、24時
間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の
管理等を行う体制を確保しているか。
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・重度化した場合における対応に係る

事

項

基本的な考え方及び観点

根拠法令

確認書類等

(3) 重度化した場合における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、同意を得ているか。

６ 医療機関連携加算
看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録し ・平12厚告19別表の10注6
ている場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療 ・平12老企40第2の4 (4)

・同意書
・情報提供記録

機関（歯科含む。
）又は当該利用者の主治の医師に対して、
当該利用者の健康の状態について月に１回以上情報を提供
した場合は、１月につき 80 単位を所定単位数に加算してい
るか。

７ 看取り介護加算
次に掲げる基準のいずれにも適合する利用者について

・平12厚告19別表の10注7

は、看取り介護加算として、死亡日以前４日以上30日以下 ・平24厚労告95の24
については１日につき80単位を、死亡日の前日及び前々日 ・平12老企40第2の4(6)
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しているか。
ただし、退去した日の翌日から死亡日までの間に、算定
していないか。
また、この場合において、夜間看護体制加算を算定して
いない場合に算定していないか。
(1) 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ものであるか。
(2) 利用者又はその家族等の同意を得て、利用者の介護に係
る計画が作成されているか。
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根拠法令

(3) 医師、看護師、介護職員等が共同して、利用者の状態又
は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を
行い、同意を得て介護が行われているか。

８ 介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員 ・平12厚告19別表の10のニ注
の賃金の改善等を実施しているものとして知事に届け出た ・平24厚労告96の26準用(同
指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活 第4号)
介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平 ・平12老企40第2の4(8)準用
成２７年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単 (第2の2(15))
位数に加算しているか。
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ていないか。
(1) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
算定した特定施設入居者生活介護費又は短期利用特定施
設入居者生活介護費の単位数の1000分の30に相当する単位
数
(2) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
(1)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
(1)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
※ 別に厚生労働大臣が定める基準
イ

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(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、
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介護職員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、当該計画に基づき適切な
措置を講じていること。
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所において、(1)
の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施
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改善計画書を作成し、
全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出て
いること。
(3) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改
善を実施すること。
(4) 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業
年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道
府県知事に報告すること。
(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）、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
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
れていないこと。
(6) 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働
保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭
和44年法律第84号）第10条第２項に規定する労働保
険料をいう。）の納付が適正に行われていること。
(7) 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合するこ
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と。
①

次に掲げる要件の全てに適合すること。

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するものを含
む。）を定めていること。
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こと。
②

次に掲げる要件の全てに適合すること。

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。
(8) 平成20年10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
遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知してい
ること。
ロ

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、

かつ、イ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合する
こと。
ハ

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合する

こと。
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