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Section Ⅰ

人員基準、勤務体制等
(約10分)

3



１ 資格を有さない者への認知症介護基礎研修受講の義務付け

Ⅰ 人員基準、勤務体制等

【必要な措置】

①介護に直接携わる職員で、医療・福祉関係の資格を有さない者は、認知症介護
基礎研修を受講すること。

※新入職員の受講については採用後１年の猶予期間有り。

※３年間の経過措置、令和6年3月31日までは努力義務。

対象者については、この間に受講すること。

入所者本人主体の介護と、尊厳の保持を保障することを実現していく観点か
ら、介護に関わる全ての従業員が、認知症対応力を身につけ、認知症につい
ての理解を深めるために、認知症介護基礎研修の受講が義務付けられました。
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Ⅰ 人員基準、勤務体制等

【入所者をより理解するためのアセスメントの重要性】

●認知症は、記憶障害を代表とする中核症状に不穏などが加わり、周辺症状と呼ばれる徘徊
や暴言など様々な症状が出現します。認知症ケアは、その理解が不十分な場合、大変な困難
さを伴うものとなっています。

●介護保険法では、「本人主体の介護」「尊厳の保持」を掲げていますが、その出発点は、
まず、目の前の高齢者をしっかり理解することから始めなければ空回りになってしまいます。

●その高齢者が、つらい経験も含めて、今まで生きて来られたその道のりを知り、何を大事
に、何に誇りを持って生きて来られたか、そして、なぜ今、徘徊があるのか、なぜ、暴れて
しまうのか、それらの周辺症状を探る上で、大事な情報が入所者のアセスメントです。

●その高齢者の生活歴や既往歴をしっかりひもとき、その人の心の声を理解することで、共
感し、その人を大切にした介護が提供できるようになります。

●介護支援専門員、支援相談員を中心に、まずはしっかりアセスメントを実施してください。

【＋認知症ケア】
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Ⅰ 人員基準、勤務体制等

２ 現行の「栄養士」に加えて「管理栄養士」の配置

【必要な措置】

運営基準に新たに定められた「栄養管理」は、主に管理栄養士が行うものです
が、栄養士のみが配置されている施設や、栄養士又は管理栄養士を置かないこ
とができる施設についても、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこ
ととされています。

今回の改正で、「栄養管理」が基本サービスに位置付けられ、管理栄養士が、
栄養ケア計画に基づき、「栄養管理」を計画的に行うよう指定基準で定められ
ました。それにともない、人員基準において「栄養士又は管理栄養士 入所定
員100以上の介護老人保健施設にあっては、１以上」と管理栄養士が追加され
ました。

6



Ⅰ 人員基準、勤務体制等

３ ユニット型介護老人保健施設でない施設（＝従来型）

とユニット型における兼務職員等の緩和

【主な変更点】

従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、
介護職員の兼務を可能とする。

人材確保と職員定着の観点から、入所者の処遇や職員の負担に配慮しつつ、従来型
とユニット型併設の場合の介護職員の兼務等の見直しがされました。
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Ⅰ 人員基準、勤務体制等

【常勤の支援相談員の配置】

●支援相談員は、基準省令で算定した数以上の常勤職員を配置しなければならないと
されていますが、1名しか配置されていない支援相談員が介護職員として夜勤業務を
行っていた事例がありました。介護職員と兼務している場合、常勤の支援相談員とは
認められませんので注意してください。（基準省令第2条第1項第4号）

【勤務体制の確保】

●原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、
介護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係を明確にしてください。 （基
準省令第26条第1項）

人員基準上配置すべき職種全てについて作成してください。

暦月の1日から月末までを含んだ勤務表を作成してください。

【留意点】
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４ 育児・介護休暇等取得中の代替職員の取扱い

Ⅰ 人員基準、勤務体制等

【主な変更点】

① 育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用
する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」扱い。

② 「常勤換算方法」において、週30時間以上の勤務で常勤換算１（常勤）扱い。

③「常勤」配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した
場合に、同等の資格の複数の非常勤職員を常勤換算することで常勤として扱う。

※サービス提供体制強化加算等について、当該職員を常勤職員の割合に含めて可。

仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促
進を図る観点から、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、
短時間勤務等を行う場合にも「常勤」として取扱うことが可能となりました。
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Section Ⅱ

運営基準（全般）
(約10分)
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１ 業務継続に向けた取組の強化

Ⅱ 運営基準（全般）

【必要な措置】

①業務継続計画の策定

※各担当者決め、連絡先、必要物資の整理・準備。組織で共有。

②研修及び訓練の定期的な実施（年２回以上）

③定期的な業務継続計画の見直し、変更

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に
提供できる体制を構築する観点から、以下の措置が義務付けられました。
※３年間の経過措置、令和6年3月31日までは努力義務。

「感染症に係る業務継続計画」
・平常時からの備え
・初動対応
・感染拡大防止体制の確立

「災害に係る業務継続計画」
・平常時の対応
・緊急時の対応
・他施設及び地域との連携
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Ⅱ 運営基準（全般）

２ 災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であるため、関係機関との連携
体制の確保と、避難等訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう
連携に努めなければならないとされました。

【必要な措置】

①地域住民との密接な連携体制を確保。訓練の実施に協力を得られる体制づくり。

②訓練の実施に、消防関係者の参加を求め、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性
のあるものに。
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３ 運営規程の掲示の柔軟化

Ⅱ 運営基準（全般）

【主な変更点】

①重要事項を記載したファイル等を、自由に閲覧可能な形で家族等から見やすい
場所に備え置くことも可能

② 勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨
であり、従業者の氏名までの掲示は求めない

運営規程等の重要事項の掲示について、ファイル等を備え置くことで「掲示に
代えることができる」とされました。
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Ⅱ 運営基準（全般）

【運営規程について】

●「従業者の職種、員数及び職務の内容」の員数については、置くべきとされる員数
を満たす範囲において「〇人以上」と記載することも可能です。

●「虐待の防止のための措置に関する事項」を内容とする規程を定めてください。

（経過措置、R6.3.31までは努力義務）

【主な留意点】
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Ⅱ 運営基準（全般）

６

４ 電磁的記録等

① 基準省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く）の作成、保存等は電磁的

記録により行うことができる。

② 書面で行うことが規定されている又は想定される交付、説明、同意、承諾、締結等に

ついては、事前に利用者等の承諾を得た上で、電磁的方法により行うことができる。

電磁的記録・方法により行う場合、以下のガイドライン等を遵守してください。

・個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事務における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」

・厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

※電磁的記録とは、パソコンのハードディスク、CD、DVD、USBメモリなどの電子データ。

※電磁的方法とは、電子メールや、事業所のホームページからダウンロードする等の方法。
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５ 職場でのハラスメント防止

Ⅱ 運営基準（全般）

【必要な措置】

① 「職場におけるハラスメント指針」の明確化と、その周知・啓発

② 相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するための体制整備

※上記措置義務について、中小企業（100人以下）の場合、令和4年4月1日から
義務化。大企業は既に義務化。

６
施設は、適切な施設サービスの提供を確保していく観点から、職場での性
的な言動や、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範
囲を超えたものによって、従業者の就業環境が害されることを防止するた
めに、必要な措置を取ることが義務付けられました。

16



Section Ⅲ

運営基準（処遇）
(約10分)
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１ 栄養管理

Ⅲ 運営基準（処遇）

【必要な措置】
①多職種の者が共同して、入所者ごとの栄養ケア計画の作成
②栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行い、栄養状態を定期的に記録
③栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価、必要に応じ計画の見直し
※ 実務については「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」の通知
を参照してください。

栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスに位置付
けました。施設（管理栄養士）は、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行
わなければならないとされました。
※３年間の経過措置。令和6年3月31日までは努力義務、その後は減算有り。

18



Ⅲ 運営基準（処遇）

【栄養ケア・マネジメントの流れ】

●栄養スクリーニングの実施。入所者の低栄養状態のリスクを判断

●栄養スクリーニングを踏まえて、栄養アセスメントの実施

●栄養ケア計画を多職種協同で作成

●施設サービス計画と併せて入所者又は家族の同意を得る

●入所者ごとの低栄養状態のリスクに応じた期間内で、モニタリングの実施

●３月ごとに再栄養スクリーニングの実施

●再アセスメント、栄養ケア計画の見直し・変更

●体重測定は毎月実施

●必要に応じて、血液検査等を実施し、栄養状態の数値を把握

【主な留意点】
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Ⅲ 運営基準（処遇）

２ 口腔衛生の管理

【必要な措置】

①歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対し技術的助言及
び指導の実施（年２回以上）

② ①の技術的助言及び指導に基づき、口腔衛生の管理体制に係る計画の作成と見直し

③歯科訪問診療料（医療保険）と同一日に実施する場合は、歯科訪問診療又は訪問歯
科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。

口腔衛生管理体制加算を廃止し、「口腔衛生の管理」を基本サービスに位置付けま
した。口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じて計画的に行わなけれ
ばならないとされました。
※ ３年間の経過措置、令和6年3月31日までは努力義務。
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３ 事故発生の防止及び発生時の対応

Ⅲ 運営基準（処遇）

【必要な措置】

■事故の発生又はその再発を防止するために行うべき措置

①指針の整備 ② 体制（事故報告、分析、改善策の周知）の整備 ③委員会及び定
期的な研修（年２回以上）の実施 ④安全対策担当者の配置（新）（令和3年9月30日ま
では努力義務）

■事故発生時、市町村、入所者家族への連絡（必要に応じ県にも）と、必要な処置

■事故の状況及び処置について記録

■賠償すべき事故が発生した場合は、速やかな損害賠償

※報告様式等：「介護保険施設等における事故の報告様式等について（R3.3.19老高発0319第1
号・老認発0319第1号・老老発0319第1号）」 群馬県：「社会福祉施設等における事故等及
び虐待の防止について（群馬県健康福祉部長H25.9.13通知）」を参照のこと。

事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進する観点から、今回、新たに標準的な
事故報告様式を定めたので参考にすることと、安全対策担当者を置くことが義務付
けられました。（令和３年10月以降は減算有り）
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Ⅲ 運営基準（処遇）

【事例】

●事故の記録だけで済ませているため、事故のふり返りと原因究明が曖昧。

●同様の事故が繰り返し発生している。

●改善策が具体性に乏しく、実際のケアに反映されていない。

●改善策の周知が行われていない。

➜職員個人に責任転嫁しない。施設全体の課題として取り組む姿勢。

➜施設長（責任者）からトップダウンで周知する。

【主な留意点】
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Ⅲ 運営基準（処遇）

４ 虐待の防止

【必要な措置】

①委員会の定期的開催と内容の周知徹底

②指針の整備

③研修の定期的実施（年２回以上と新規採用時）

④虐待の防止に係る担当者の配置

※平成18年より施行された高齢者虐待防止法に定める「高齢者虐待の防止等のための措置」
（研修の実施と苦情処理体制の整備）については、本基準の経過措置期間中であっても実施する
必要があります。

高齢者の尊厳の保持や、人格の尊重に深刻な影響を及ぼす虐待を防止するために、
虐待等の防止、早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止
するために、以下の取組が義務付けられました。
※３年間の経過措置、令和6年3月31日までは努力義務。
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Ⅲ 運営基準（処遇）

【虐待を疑う事案が発生した場合】

●各部署の責任者や施設長に速やかに報告すること。

●施設長を中心として、虐待を行っているおそれのある職員やその他の職員へ
事実確認を行うこと。

●虐待の事実が確認された場合、その原因の究明・分析を通じ、再発防止策を
講じること。

➜虐待の疑いがあると判断した段階で市町村へ通報する義務があります。

➜通報することで「守秘義務違反」にはならないこと、解雇や不利益な取扱い
を受けないことを従業員にしっかり周知しておく必要があります。

【必要な措置】
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５ 衛生管理等「感染症対策」
Ⅲ 運営基準（処遇）

【必要な措置】

■食器その他の設備、飲用水について、衛生的な管理と衛生上必要な措置を行うこと。

また、医薬品及び医療機器の適正な管理を行うこと。

■感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないための措置として、

①委員会の開催と周知徹底 ②指針の整備 ③研修並びに訓練の実施 ④発生時の対応

※④は「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順
（H18.3.31厚生労働省告示第268号）」に沿って対応。

※訓練（シミュレーション）は、実際の感染対策を施したケアを演出し、役割分担の確認と指針及
び研修内容に基づき実施。

感染症対策として、現行の取組みに加えて、「訓練（シミュレーション）の実施」
が義務付けられました。
※訓練（シミュレーション）は、３年間の経過措置、令和6年3月31日までは努力義務。
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Ⅲ 運営基準（処遇）

【感染症対策の具体的な措置】

●対策委員会の実施：

●研修の実施：

●訓練（シミュレーション）の実施：

【主な留意点】

おおむね３月に１回以上定期で実施。
感染症流行時は必要に応じて随時開催。

年２回以上と新規職員採用時必ず開催。

年２回以上実施
感染症の業務継続計画の訓練と一体的に実施す
ることができる。
※３年間の経過措置(令和6年3月31日までは努力義務)

26



Ⅲ 運営基準（処遇）

【薬の管理、不適切事例】

●服薬管理について、配薬箱がユニットのカウンターの上に置かれており、
入所者がいじってしまった。

●掃除用具の収納棚を入所者が開けてしまい、洗剤を飲んでしまった。

●配薬方法が不適切（お膳に置いたまま。お粥の上にのせたまま。）

●入所者を取り間違えてしまった。

➜配薬時は、できれば2名で行うか、ひとりで行う場合は、配薬に専念できる
環境と複数回（最低でも３回）チェックできる体制整備。

【主な留意点】
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Section Ⅳ
介護報酬（報酬改定を中心に）

（Ｌ）LIFE の活用等が要件として含まれる加算
（計）支援計画等、「計画書」の作成が要件に含まれる加算
（新）今回の報酬改定で新設された加算
（改）前回から内容が大きく変更になった加算

28

(20分)



１ 在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実（改）

Ⅳ 介護報酬

介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進するため、在宅復帰・
在宅療養支援等指標について、評価基準と評価点の見直しがされました。（令和３
年１０月から）

29

●居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの比重が高くされた。

●リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、理学療法士、作業療法士及び言
語聴覚士の３職種の配置を評価するものにされた。

●基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施が求められていますが、医師
の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項が新たに設けられた。

※介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に
ついて、指標の合計値で決定
基本型 20以上
基本型＋在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 40以上
在宅強化型 60以上
在宅強化型＋在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 70以上



Ⅳ 介護報酬
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⑦支援相談員配置割合 3以上 5 2以上3未満 3 2未満 0
⑧要介護4又は5の割合 50％以上 5 35％以上50％未満 3 35％未満 0
⑨喀痰吸引の実施割合 10％以上 5 5％以上10％未満 3 5％未満 0
⑩経管栄養の実施割合 10％以上 5 5％以上10％未満 3 5％未満 0

⑤居宅
サービス
の実施数

３サービス ５ ２サービス ３
→２サービス（訪問
リハを含む）３

１サービス ２
→２サービス
１

０サービス ０
→０、１サービ
ス ０

⑥リハ専
門職の配
置割合

５以上 ５
→５以上（PT,OT,STいず
れも配置） ５

３以上 ３
→５以上 ３

（設定なし）
→３以上 ２

３未満 ０

①在宅復帰率 50％超 20 30％超50％以下 10 30％以下 0
②ベッド回転率 10％以上 20 5％以上10％未満 10 5％未満 0
③入所前後訪問指導割合 30％以上 10 10％以上30％未満 5 10％未満 0
④退所前後訪問指導割合 30％以上 10 10％以上30％未満 5 10％未満 0

在宅復帰・在宅療養支援機能評価指標 項目①～⑩の合計（最高値90）で基本施設サービス
費、加算を決定



Ⅳ 介護報酬
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●基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施が求められていますが、医師
の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項が新たに設けられました。

基本型以上の介護保健施設サービス費を算定する場合、

「医師の詳細な指示の実施」

を行わなければなりません。

当該施設の医師が、当該施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対し、

●入所者に対するリハビリテーションの目的を指示

するとともに、以下の①～③のうちいずれか1以上の指示を行わなければなりません。

①リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項

②やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準

③リハビリテーションにおける入所者に対する負荷等

※医師の指示は指示書等で記録しておいてください。



●「在宅復帰率」「ベッド回転率」

入院のため老健退所後、1週間以内で退院しすぐ再入所した場合、新規入所者、新規退所者には含
めません。

居宅への退所者：退所後直ちに、病院、診療所、介護保険施設（特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）に入院・入所・、・短期入所生活介護、短期入所
療養介護、小規模多機能生活介護の短期入所を利用、以外のものが該当。

●「入所前後訪問指導割合」「退所前後訪問指導割合」

訪問指導実施人数に計上していたにもかかわらず居宅訪問の記録が確認できないものがありまし
た。必ず記録を行い、保管してください。

●「リハ専門職の配置割合」「支援相談員の配置割合」

兼務職員の勤務時間の計上誤り。例）リハ専門職で通所リハビリテーションと兼務している場合、
実際の老健での勤務時間とは異なる時間が計上。←誤り、兼務職員や非常勤職員については実績
の勤務時間数を計上してください。

32

Ⅳ 介護報酬

【在宅復帰・在宅療養支援等指標に係る主な留意点】



●退所時指導等

退所後30日（要介護4、5の場合は14日）以内に、施設の従業者が退所者の居宅
を訪問するか、居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、その退所
者が居宅での生活が継続する見込みであることを確認・記録しなければなりませ
ん。

訪問した場合 → 訪問記録

居宅介護支援事業者からの情報提供 → その記録（文書以外の情報提供の場
合、施設において必要事項を記録すること）
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Ⅳ 介護報酬
【在宅復帰・在宅療養支援等指標に係る主な留意点：基本型以上の介護保健施設サービス費を算
定する場合、必ず行う必要があるもの】



●リハビリテーションマネージメントの実施

入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学
療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価
を行わなければなりません。

厚労省通知「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
施手順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」
（介護保険最新情報Vol.936）第２のⅢ「介護保健施設サービスにおけるリハビ
リテーションマネージメントの実務等について」参照
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Ⅳ 介護報酬
【在宅復帰・在宅療養支援等指標に係る主な留意点：基本型以上の介護保健施設サービス費を算
定する場合、必ず行う必要があるもの】



【リハビリテーションマネジメントの流れ（１）】

① サービス開始時（入所時）の主治医、担当ケアマネからの情報収集

② サービス開始時

イ 関連スタッフ（多職種）によるアセスメント・評価の実施

ロ 関連スタッフによる開始時カンファレンスの実施

ロ リハビリテーション計画原案の作成

ハ 利用者又は家族への説明・同意

二 原案に基づくリハビリテーションの実施

【主な留意点】

35

Ⅳ 介護報酬



【リハビリテーションマネジメントの流れ（２）】

③ サービス開始後2週間以内

イ 関連スタッフによるアセスメント・評価の実施

ロ 関連スタッフによるリハビリテーションカンファレンスの実施

ハ リハビリテーション実施計画書の作成（リハビリテーション計画原案の見直し・変
更）

二 利用者又は家族への説明と同意

ホ 医師の指示（詳細は３２ｐ）とリハビリテーションの実施

④ ３ヶ月毎に③のイからホまでの手順を実施

⑤ サービス終了後（退所時）の主治医、担当ケアマネへの情報提供

【主な留意点】
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Ⅳ 介護報酬



２ ターミナルケア加算 （計）（改）

Ⅳ 介護報酬

【主な変更点】

①医師等の医療従事者から本人・家族等へ適切な情報の提供と説明がなされた上で、
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おけるガイドラ
イン」等の内容を参考としつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施で
きるよう、医師、看護職員、支援相談員、管理栄養士を含む多職種が連携し、本人
及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。

②現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、死亡日以前45日前からの対応につ
いて新たに評価する区分を設けたこと。

「ターミナルケア」を行うにあたって、入所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、本人の意思決定を基本とし、本人・家族との十分な話
し合いと、関係職種との連携を一層充実させる観点から、「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」（厚生労働省）の内容等
を参考としつつ、ターミナルケアに係る計画の作成とターミナルケアを実施する
よう改めて求めたものです。
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３ 入退所前連携加算 （改）（計）
Ⅳ 介護報酬

入退所前連携加算（Ⅰ）

イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護
支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めること。

ロ 入所者（入所期間が1月超）が退所し、居宅サービス等を利用する場合、退所に先立って入
所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書
を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退
所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行うこと。（※旧退所前連携加算の要件）

入退所前連携加算（Ⅱ）（旧退所前連携加算 ）

（Ⅰ）のロを実施すること

※ イ、ロの連携を行った日、連携の内容の要点に関する記録を行うこと。

入所者の早期の在宅復帰を促進する観点から、退所前連携加算について、現行の取組に加え、入
所前後から入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の介護サービ
スの利用方針を定めた場合の区分が新たに設定されました。
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４ 栄養マネジメント強化加算 （Ｌ）（計）（新）

Ⅳ 介護報酬

【管理栄養士等が行う必要な措置】

①管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を50で除して得た数以上配置。

※常勤の栄養士１以上配置し、給食管理を行っている場合は70

②低栄養状態のリスクが中リスク及び高リスクの入所者に対し、食事の観察
を週３回以上行い、栄養状態、食事の調整等を行う。

③入所者が退所した際は、食事に関する相談支援や情報提供を行う。

④低栄養状態のリスクが低リスクの入所者に対しても、問題がある場合は早
期に対応する。

⑤LIFEを用いて厚生労働省に提出、その提出情報を継続的な栄養管理の適切
かつ有効な実施のために必要な情報として活用していること。

従前の栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスと
して位置づけたことに伴い、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施する
「栄養マネジメント強化加算」が新設されました。
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Ⅳ 介護報酬

【いままでにいただいた質問】

●「栄養ケア計画」の同意はどうするのか。

➜「栄養マネジメント強化加算」としてではなく、今回の改正で、基本サービスに
位置付けられた「栄養管理」の一環として、「栄養ケア計画」の同意を得ることに
なります。そのため、「施設サービス計画」と併せて「栄養ケア計画」の同意を得
てください。また、低栄養状態のリスクが変更になった場合や、食事内容等に変更
があった場合は、計画を見直し、変更後の「栄養ケア計画」の同意を得ることにな
ります。

【主な留意点】
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５ 口腔衛生管理加算 （Ｌ）（計）（改）

Ⅳ 介護報酬

【歯科衛生士等が行う必要な措置】

（1）口腔衛生管理加算Ⅰ

①入所者の口腔衛生等の管理に係る計画を作成すること。

②入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以上行うこと。

③介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。

④入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応すること。

※医療保険で訪問歯科衛生指導料が、月３回以上算定された場合、その月は算定不可。

（2）口腔衛生管理加算Ⅱ

⑤①～④のいずれにも適合していること。

⑥LIFEを用いて厚生労働省に提出し、その情報を適切かつ有効な情報として活用して
いること。

「口腔衛生管理体制加算」を廃止し、基本サービスに位置づけたことから、口腔衛生
の管理に係る加算として「口腔衛生管理加算」の見直しが行われました。
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６ かかりつけ医連携薬剤調整加算 （改）（L）

Ⅳ 介護報酬

■かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

①施設の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること。

②入所後１月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があること
について説明し、合意を得ていること。

→参考様式として留意事項通知別紙様式８「薬剤調整報告書」

③入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更があ
る場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情
報提供を行い、その内容を診療録に記載していること。

→参考様式として留意事項通知別紙様式９「薬剤変更等に係る情報提供書」

かかりつけ医との連携を推進し、継続的な薬物治療を提供する観点から、見直しが行われま
した。
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Ⅳ 介護報酬

■かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

①（Ⅰ）を算定していること。

②入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し（LIFEを活用）、処方に当たって、当該情報そ
の他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

■かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

①（Ⅰ）と（Ⅱ）を算定していること。

②６種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とか
かりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、入所時に処方さ
れていた内服薬の種類を１種類以上減少させること。

③退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ１種類以上減少しているこ
と。
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７ 所定疾患施設療養費 （改）

Ⅳ 介護報酬

【主な変更点】

■（Ⅰ）（Ⅱ）共通 算定要件

■ （Ⅰ）（Ⅱ）共通 入所者の要件

入所者により適切な医療を提供する観点から、疾患の発症・治療状況を踏まえ、算定要件や算
定日数、対象疾患の見直しが行われました。
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＜旧＞入所者に対し、投薬、検査、注射、
処置等を行った場合に算定。

＜改定＞入所者に対し、投薬、検査、注射、
処置等を行った場合（肺炎、尿路感染症に
ついては検査を実施した場合に限る）に算
定。

＜旧＞
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者（抗ウィルス剤の点滴注
射を必要とする者に限る）

＜改定＞
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者（削除）
二 蜂窩織炎



Ⅳ 介護報酬

８ リハビリテーションマネージメント計画書情報加算（Ｌ）（計）（新）

①入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省にLIFEで提
出していること。

②リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用し、PDCAサイクルにより、サービスの質の
管理を行うこと。評価は、計画書に基づくリハビリテーションの開始からおおむね２
週間以内に、その後は３月ごとに行うこと。

45

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、LIFEへリハビリテー
ションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進することを評価する新
たな加算が設けられました。



９ 褥瘡マネジメント加算 （Ｌ）（計）（改）

Ⅳ 介護報酬

【必要な措置】

■褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

①入所時に褥瘡発生のリスクを評価、３月に１回再評価、その情報をLIFEを用いて厚
生労働省に提出、その情報等を褥瘡管理のために有効かつ必要な情報として活用。

②褥瘡発生のリスクがある入所者ごとに、多職種の者が共同で褥瘡ケア計画を作成。

③褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施、その管理内容や状態を定期的に記録。

④３月に１回、褥瘡ケア計画の見直し。

■褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

評価の結果、入所時に褥瘡発生のリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生
がないこと。

要因分析と褥瘡ケア計画の作成、実施、評価、見直し、といったPDCAサイクルの構
築を通じて、継続的に褥瘡管理を行った場合に加算されます。
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10 排せつ支援加算 （Ｌ）（計）（改）

Ⅳ 介護報酬

【必要な措置】

■排せつ支援加算（Ⅰ）

①入所時に医師又は医師と連携した看護師が評価、６月に１回再評価。評価結果の情報を
LIFEを用いて厚生労働省に提出。その情報等を排せつ支援の実施のために有効な情報として
活用。

② 多職種が共同で原因分析と支援計画の作成。支援の実施。３月に１回見直し。

■排せつ支援加算（Ⅱ）

入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し悪化がないこと。又は、
おむつを使用しなくなったこと。

■排せつ支援加算（Ⅲ）

入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し悪化がないこと。かつ、
おむつを使用しなくなったこと。

排せつ介護の要因を分析し、支援計画の作成、実施、評価、見直し、といったPDCAサイクル
の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算されます。
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11 自立支援促進加算 （Ｌ）（計）（新）
Ⅳ 介護報酬

【必要な措置】

①医師が、医学的評価を入所時に行い、少なくとも６月に１回評価の見直し、自立支援
に係る支援計画等の策定に参加。

② 医学的評価の結果、自立支援が必要な入所者ごとに、多職種の者が共同して自立支
援計画を策定、支援計画に従ったケアを実施。

③医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、支援計画の見直し。

④LIFEを用いて厚生労働省に提出、その情報を自立支援促進のために活用。

※支援計画は、医学的評価に基づき、「離床・基本動作」「ADL動作」「日々の過ごし方
等」「訓練時間等」の各項目ごとに具体的に策定すること。対象となる入所者又はその家族
に説明し、その同意を得ること。

入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきり防止等の観点か
ら、全ての入所者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施
と、日々の生活全般における支援計画に基づくケアの実施を新たに評価するものです。
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Ⅳ 介護報酬改定

【支援計画実施上の留意点】

●廃用性機能障害を防ぐため、離床、座位保持、立ち上がりを計画的に支援。

●食事は、居室外で、普通の椅子を用いるなど、家庭から継続した暮らしに。

食事時間や嗜好への対応は、画一的ではなく、個人の希望や習慣を尊重すること。

●排せつは、入所者ごとの排泄リズムを考慮し、プライバシーに配慮。

ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画の策定は不可。

●入浴は、一般浴での入浴とし、個人の習慣や希望を尊重すること。

●生活全般で、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるよう支援する。

【主な留意点】
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12 科学的介護推進体制加算 （Ｌ）（計）（新）

Ⅳ 介護報酬

【必要な措置】

①入所者全員のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他入所者の心身の状
況等の基本情報を厚生労働省に提出。

※（Ⅱ）は①に加えて「入所者ごとの疾病の状況等の情報」

② 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、フィー
ドバック情報を有効かつ必要な情報として活用していること。

LIFEへのデータ提出とフィードバック情報の活用により、PDCAサイクルの推進とケアの
質の向上を図る取組を推進するものです。今までの施設サービス計画に基づくPDCAサイ
クルの取組に加えて、LIFE等を活用した更なる取組を新たに評価するものです。
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13 安全対策体制加算 （新）

Ⅳ 介護報酬改定

【必要な措置】

①基準省令第36条第1項に規定する基準（事故発生又は再発防止のための、・指針
の整備・体制整備・委員会及び研修の実施・安全対策担当者の配置）に適合して
いること。

②安全対策担当者は、安全対策に係る外部の研修を受講していること。

③安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応
について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していること。

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的
に安全対策を実施する体制が整備されている場合、「安全対策体制加算」として、
入所初日に限り所定単位数を加算することができます。
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Ⅳ 介護報酬改定

14 サービス提供体制強化加算 （改）

【主な変更点】

■資格、勤続年数要件の見直しが行われました。

■具体的には

（Ⅰ）：介護福祉士の占める割合が80％以上、又は、勤続10年以上の介護福祉士が35％以上。

施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。

（Ⅱ）：介護福祉士の占める割合が60％以上。（旧Ⅰイ相当）

（Ⅲ）：介護福祉士の占める割合が50％以上、又は、

看護・介護職員のうち、常勤職員の占める割合が７５％以上、又は、

直接処遇職員（※）の総数のうち、勤続年数７年以上の者が30％以上。

（※）看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
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15 短期入所療養介護 総合医学管理加算（新）
Ⅳ 介護報酬

治療管理を目的とし、以下の基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなって
いない指定短期入所療養介護を行った場合に、７日を限度として１日につき所定単位数を加算。

①診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。

②診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記
載すること。

③かかりつけ医に対し、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を
行うこと。

介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護について、医療ニーズのある利用者の受入の促進
や介護老人保健施設における在宅療養支援機能の推進を図るため、医師が診療計画に基づき必要
な診療、検査等を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行う総合的な医学的管理を評価する
新たな加算です。
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Section Ⅴ

減算
(5分)
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１ 人員配置が基準を満たさない
Ⅴ 減算

【看護・介護職員の人員欠如の場合】

■１割を超えた場合：その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで。

■１割の範囲内の場合：その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで。

（※ただし翌月末に改善された場合は、減算は不要。）

【医師、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ、介護支援専門員の人員欠如の場合】

その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで。（※ただし翌月末に改善された
場合は、減算は不要。）

※入所者全員に所定単位数から100分の70に相当する単位数を算定（減算）。

※入所者数等の平均：前年度の全入所者数等の延数を、前年度の日数で除して得た数
（小数点第２位以下切り上げ）。
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Ⅴ 減算

２ ユニットケアにおける体制が未整備

■厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合

１日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定（減算）

■施設基準（施設基準第十一号）

・日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する
こと。

・ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
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Ⅴ 減算

【勤務体制の確保】

●日中について、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している
ことが明らかとなるよう、ユニット毎の勤務表（介護又は看護職員がどのユニット
に配置されているかがわかるものであれば形式は問わない）を作成し、実績を記録
してください。

【ユニットリーダの配置】

●ユニット毎に配置される常勤のユニットリーダーについて、ユニット研修を受講
した従業者を施設に２名以上配置してください。

【主な留意点】
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Ⅴ 減算

【夜勤職員基準（平成12年厚生省告示第29号）に規定された夜勤職員の員数を満たさない場合】

■暦月の勤務表で基準に満たない日が、２日以上連続した場合、又は、４日以上発生した場合。

・その翌月から入所者等全員に所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定（減算）。

３ 夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない
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４ 身体拘束廃止未実施減算

Ⅴ 減算

■指定基準に規定された身体拘束等を行う場合の記録や規定する措置を講じてい
ない場合。

・入所者全員について所定単位数の100分の10に相当する単位数を減算。

具体的には

・記録を行っていない。

・検討委員会の開催がない（３月に１回以上）

・身体的拘束適正化のための指針整備がされていない

・定期的な研修（1年に2回以上）を実施していない。

※速やかに改善計画を提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状
況を県に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ
いて、入所者全員について所定単位数から減算する。
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Ⅴ 減算

【指摘事例】

●身体的拘束等の適正化を図るために

・委員会を３月に１回以上開催し、その結果を従業員に周知徹底してください。

・研修を年２回以上実施するとともに、新規採用時にも行ってください。

●緊急やむを得ず身体拘束を行う場合について

・解除予定日を設定してください。

・身体拘束の解除に向けた取組を個別具体的に検討してください。

・経過観察の記録として、拘束をした時間やその際の入所者の心身の状況等を適切
に記録し、解除のための方策についての検討に生かしてください。

【主な留意点】

60



Ⅴ 減算

５ 安全管理体制未実施減算

■基準省令第36条第１項に規定する基準を満たさない場合

・安全管理体制未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から減算

（※令和３年９月30日までは適用されません。）

具体的には、以下の基準を満たさない場合

・指針の整備

・事故内容の報告。事故の分析、改善策の周知徹底、体制整備

・検討委員会及び研修の定期的開催

・安全管理担当者の配置
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Ⅴ 減算

６ 栄養管理に係る減算

■基準省令第２条に規定する栄養士又は管理栄養士の員数、若しくは、基準省令第17条
の２に規定する基準を満たさない事実が生じた場合

・その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月まで

入所者全員について１日に14単位を減算。（※令和６年３月31日までは適用されません。）

具体的には、以下の基準を満たさない場合

・入所定員100人以上の施設にあっては常勤の栄養士又は管理栄養士を１以上配置（併設
病院等の兼務可）

・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
各入所者ごとの「栄養管理」を計画的に行うこと。

※栄養管理に係る規定は、令和６年３月31日まで努力義務。
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御視聴いただきありがとうございます。
各施設、必ず１名以上の方に下記システム
から視聴報告を行っていただくよう、お願
いします。

（URL）https://s-kantan.jp/pref-gunma-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=????

（リンク）ぐんま電子申請受付システム

※受付締切：令和４年○月○○日
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