
（様式１）

（新規開設等事業所用）

事業所番号　46 事業所名

事業所規模に応じて下記①～③のうちいずれかの該当する各項目を全てチェックしてください。

・計算方法チェックシート（新規開設等のケース）に必要事項を記入の上、添付してください。

① 以下の各項目に該当するので、通常規模型の事業所として申請します。

適否

② 以下の各項目に該当するので、大規模型（Ⅰ）の事業所として申請します。

適否

③ 以下の項目に該当するので、大規模型（Ⅱ）の事業所に該当するものとして申請します。

適否

通常規模型、大規模型(Ⅰ）（Ⅱ）事業所チェック表

サービス種類　　通所リハビリテーション

はい・いいえ
運営規程に定めた利用定員に基づき、計算方法チェックシートに従って、一月当たりの平均
利用延人員数を算出した結果、７５０人以内の事業所ですか。

項目（算定要件）

はい・いいえ

はい・いいえ

項目（算定要件）

運営規程に定めた利用定員に基づき、計算方法チェックシートに従って、一月当たりの平均
利用延人員数を算出した結果、７５０人を超えて９００人以内の事業所ですか。

運営規程に定めた利用定員に基づき、計算方法チェックシートに従って、一月当たりの平均
利用延人員数を算出した結果、９００人を超える事業所ですか。

項目（算定要件）



（様式１）

事業所番号　46 事業所名

事業所規模に応じて下記①～③のうちいずれかの該当する各項目を全てチェックしてください。

① 以下の各項目に該当するので、通常規模型の事業所として申請します。

適否

② 以下の項目に該当するので、大規模型（Ⅰ）の事業所に該当するものとして申請します。

適否

③ 以下の項目に該当するので、大規模型（Ⅱ）の事業所に該当するものとして申請します。

適否

当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。）の１月当
たりの平均利用延人員数が７５０人を超え９００人以内（当該指定通所リハビリ事業所に係る指
定通所リハビリ事業者が指定介護予防通所リハビリ事業所の指定を併せて受け一体的に事業
を実施している場合においては、当該指定介護予防通所リハビリ事業所における当該年度の前
年度の１月当たりの平均利用延人員数を含む。）の事業所ですか。

項目（算定要件）

当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。）の１月当
たりの平均利用延人員数が９００人を超える（当該指定通所リハビリ事業所に係る指定通所リハ
ビリ事業者が指定介護予防通所リハビリ事業所の指定を併せて受け一体的に事業を実施して
いる場合においては、当該指定介護予防通所リハビリ事業所における当該年度の前年度の１月
当たりの平均利用延人員数を含む。）事業所ですか。

はい・いいえ

はい・いいえ

項目（算定要件）

通常規模型、大規模型(Ⅰ）（Ⅱ）事業所チェック表

サービス種類　　通所リハビリテーション

（既存事業所用）

項目（算定要件）

当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。）の１月当
たりの平均利用延人員数が７５０人以内（当該指定通所リハビリ事業所に係る指定通所リハビリ
事業者が指定介護予防通所リハビリ事業所の指定を併せて受け一体的に事業を実施している
場合においては、当該指定介護予防通所リハビリ事業所における当該年度の前年度の１月当
たりの平均利用延人員数を含む。）の事業所ですか。

はい・いいえ



（様式２）

適否

はい・いいえ

※　浴室の平面図を添付してください。

入浴介助加算（Ⅰ）加算　チェック表

事業所番号　　46　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目（算定要件）　　※新たに加算を算定する場合には、適否の○印は予定で可。

①入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助ですか。



（様式３）

適否

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

※　浴室の平面図を添付してください。

【解釈通知内容】
【1】

入浴介助加算（Ⅱ）加算　チェック表

事業所番号　　46　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目（算定要件）　　※新たに加算を算定する場合には、適否の○印は予定で可。

①入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助ですか。

②　医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者が利用者の
居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していますか。当該訪問に
おいて、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい
環境にあると認められる場合は、訪問した医師等が、指定居宅介護支援事業所（※①）の介護支援
専門員又は指定福祉用具貸与事業所（※②）若しくは指定特定福祉用具販売事業所（※③）の福祉
用具専門相談員（※④）と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備
に係る助言を行っていますか。

※①指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅介護支
援事業所
※②指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業所
※③指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業所
※④介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第一項に規定する福祉用具専門相
談員

③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、医師との連携
の下で、当該利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別
の入浴計画を作成していますか。

➃　③の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助を行って
いますか。

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

①入浴介助加算（Ⅱ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものであ（大臣
基準告示第24の４）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者
の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介
助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を
行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。なお、この場合の入浴には、利用者の自
立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを含
むものとする。②通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置づけられている場合に、利用者側の事情により、入浴
を実施ししなかった場合については、加算を算定できない。



【２】 ②入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想
定される訪問介護員等（以下、「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができるようになることを
目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者
は、利用者の状態に応じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるよう
になるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施す
る。

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護支援専門員等（利用者の動作及び浴室
の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員を含む。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当
該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係
る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助によ
り入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有す
る。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の者で
ある場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。
（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の動作を
踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合は、指
定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売
事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に対し、福
祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。

ｂ 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、医師との連携の下
で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の
入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する
場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。

ｃ　ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う。なお、こ
の場合の「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活
用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係
計画等の達成状況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴するこ
とができるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必
要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。



（様式４）

事業所名

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(7)

以下のいずれかに適合していますか。

はい・いいえ

A：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付け
た指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者
の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護
の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

B：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの
利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、
介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

リハビリテーションマネジメント加算（A）イ　チェック表

指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定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、利用者に対する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一以
上の指示を行っていますか。

はい・いいえ

⑴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、作業療法士若しくは言語聴覚士
が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録しています
か。

はい・いいえ

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関
する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録していますか。

はい・いいえ

適否項目（算定要件）　　※新たに加算を算定する場合には、適否の○印は予定で可。

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1)から(7)までに適合することを確認し、記録していますか。 はい・いいえ

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

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その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
いて医師へ報告していますか

はい・いいえ

6月以内は１月に１回以上、６月以降は３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状
態の変化に応じ通所リハビリテーション計画を見直していますか。

はい・いいえ

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに
関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の
留意点に関する情報提供を行っていますか。

はい・いいえ



【解釈通知内容】　

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用して
もよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意するこ
と。

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業
所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業
所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保
険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよ
いこととする。

⑦　大臣基準第25 号ロ⑵及びニ⑵規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ
への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード
バック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもの
である。

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハ
ビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション
計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の
見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するもの
である。

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬ
やＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするた
めの機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。

③本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであ
ることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者
の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。　したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって
初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意するこ
と。

④注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑴、注８ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ
⑴、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑴又は注８ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算
(Ｂ)ロ⑴を取得後は、注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑵、注８ロに規定するリハビリテーションマ
ネジメント加算(Ａ)ロ⑵、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑵又は注８ニに規定するリハビリテー
ションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑵を算定するものであることに留意すること。ただし、当該期間以降であっても、リハビリテー
ション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、
当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメン
ト加算(Ａ)イ⑴又はロ⑴若しくは(Ｂ)イ⑴又はロ⑴を再算定できるものであること。



（様式５）

事業所名

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関
する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録していますか。

はい・いいえ

リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ　チェック表

指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定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、利用者に対する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一以
上の指示を行っていますか。

はい・いいえ

⑴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、作業療法士若しくは言語聴覚士
が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録しています
か。

はい・いいえ

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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その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
いて医師へ報告していますか

はい・いいえ

6月以内は１月に１回以上、６月以降は３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状
態の変化に応じ通所リハビリテーション計画を見直していますか。

はい・いいえ

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに
関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の
留意点に関する情報提供を行っていますか。

はい・いいえ

(7)

以下のいずれかに適合していますか。

はい・いいえ

A：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付け
た指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者
の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護
の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

B：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの
利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、
介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

(1)から(7)までに適合することを確認し、記録していますか。 はい・いいえ

利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、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
情報を活用していますか

はい・いいえ

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ



【解釈通知内容】　

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用して
もよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意するこ
と。

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業
所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業
所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保
険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよ
いこととする。

⑦　大臣基準第25 号ロ⑵及びニ⑵規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ
への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード
バック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもの
である。

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハ
ビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション
計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の
見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するもの
である。

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬ
やＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするた
めの機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。

③本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであ
ることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者
の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。　したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって
初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意するこ
と。

④注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑴、注８ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ
⑴、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑴又は注８ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算
(Ｂ)ロ⑴を取得後は、注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑵、注８ロに規定するリハビリテーションマ
ネジメント加算(Ａ)ロ⑵、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑵又は注８ニに規定するリハビリテー
ションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑵を算定するものであることに留意すること。ただし、当該期間以降であっても、リハビリテー
ション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、
当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメン
ト加算(Ａ)イ⑴又はロ⑴若しくは(Ｂ)イ⑴又はロ⑴を再算定できるものであること。



（様式６）

事業所名

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

（7)

(8)

(9)

6月以内は１月に１回以上、６月以降は３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状
態の変化に応じ通所リハビリテーション計画を見直していますか。

はい・いいえ

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに
関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の
留意点に関する情報提供を行っていますか。

はい・いいえ

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ　チェック表

指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定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、利用者に対する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一以
上の指示を行っていますか。

はい・いいえ

⑴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、作業療法士若しくは言語聴覚士
が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録しています
か。

はい・いいえ

リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関
する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録していますか。

はい・いいえ

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

(6)

以下のいずれかに適合していますか。

はい・いいえ

A：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付け
た指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者
の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護
の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

B：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの
利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、
介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

(1)から(7)までに適合することを確認し、記録していますか。 はい・いいえ

通所リハビリテーション計画について、指定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、利用者の同意を得ていますか。

はい・いいえ



【解釈通知内容】　

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハ
ビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション
計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の
見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するもの
である。

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬ
やＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするた
めの機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。

③本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであ
ることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者
の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。　したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって
初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意するこ
と。

④注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑴、注８ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ
⑴、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑴又は注８ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算
(Ｂ)ロ⑴を取得後は、注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑵、注８ロに規定するリハビリテーションマ
ネジメント加算(Ａ)ロ⑵、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑵又は注８ニに規定するリハビリテー
ションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑵を算定するものであることに留意すること。ただし、当該期間以降であっても、リハビリテー
ション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、
当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメン
ト加算(Ａ)イ⑴又はロ⑴若しくは(Ｂ)イ⑴又はロ⑴を再算定できるものであること。

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用して
もよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意するこ
と。

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業
所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業
所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保
険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよ
いこととする。

⑦　大臣基準第25 号ロ⑵及びニ⑵規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ
への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード
バック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもの
である。



（様式７）

事業所名

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

（7)

(8)

(9)

(10)

利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、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
情報を活用していますか

はい・いいえ

通所リハビリテーション計画について、指定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、利用者の同意を得ていますか。

はい・いいえ

(1)から(7)までに適合することを確認し、記録していますか。 はい・いいえ

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

6月以内は１月に１回以上、６月以降は３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状
態の変化に応じ通所リハビリテーション計画を見直していますか。

はい・いいえ

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに
関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の
留意点に関する情報提供を行っていますか。

はい・いいえ

(6)

以下のいずれかに適合していますか。

はい・いいえ

A：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付け
た指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者
の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護
の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

B：事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの
利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、
介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行っている。

通所リハビリテーション計画について、作成に関与した理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が
説明し、同意を得るとともに、医師へ報告していますか。

はい・いいえ

リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ　チェック表

指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定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、利用者に対する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一以
上の指示を行っていますか。

はい・いいえ

⑴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、作業療法士若しくは言語聴覚士
が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録しています
か。

はい・いいえ

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



【解釈通知内容】　

⑦　大臣基準第25 号ロ⑵及びニ⑵規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ
への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード
バック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもの
である。

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハ
ビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション
計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の
見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するもの
である。

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬ
やＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするた
めの機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。

③本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであ
ることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者
の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。　したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって
初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意するこ
と。

④注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑴、注８ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ
⑴、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑴又は注８ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算
(Ｂ)ロ⑴を取得後は、注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑵、注８ロに規定するリハビリテーションマ
ネジメント加算(Ａ)ロ⑵、注８ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑵又は注８ニに規定するリハビリテー
ションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑵を算定するものであることに留意すること。ただし、当該期間以降であっても、リハビリテー
ション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、
当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメン
ト加算(Ａ)イ⑴又はロ⑴若しくは(Ｂ)イ⑴又はロ⑴を再算定できるものであること。

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用して
もよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意するこ
と。

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業
所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業
所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保
険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよ
いこととする。



（様式８）

適否

はい・いいえ

はい・いいえ

精神科医師、神経内科医師の資格証、又は認知症に対するリハビリテーションに関する修了書を
添付していますか。

はい・いいえ

はい・いいえ

【解釈通知内容】

　　　　生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下
　　　　同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するものである
　　　　こと。

　　　②　認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリ
　　　　テーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると
　　　　判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、1週間に2日を限度として、20分以上のリハビリテーショ
　　　　ンを個別に実施した場合に算定できるものである。 なお、当該リハビリテーションの提供時間が20分に満たない場合
　　　　は、算定はできないこととする。

　　　③　認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテ
　　　　ーションに関する専門的な研修を終了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善.が見込まれると判
　　　　断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテ
　　　　ーションは1月に8回以上実施することが望ましいが、1月に4回以上実施した場合に算定できるものである。その際に
　　　　は、通所リハビリテーション計画書にその時間、実施頻度、実施方法を定めたうえで実施するものであること。

　　　④　認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、認知症を有
　　　　する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環境をあら
　　　　かじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問すること。

　　　⑤　 認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテーション計画に従ったリハビリテーションの評
　　　　価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅おける応用的動作能力や社会適応能力について評価
　　　　を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハピリテーション
　　　　を実施することはできないことに留意すること。

　　　①　認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰチェック表

事業所番号46　　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目（算定要件）

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
したものに対して実施していますか。

はい・いいえ

週２日を限度に通所リハビリテーション計画に基づいたリハビリテーションを実施していますか。 はい・いいえ

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚師士（以下「理学療法士等」とい
う。）がその退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別
に行いますか。

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

当該利用者が過去３ヶ月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していませんか。

当該リハビリテーションに関わる医師は、精神科医師、神経内科医師、又は認知症に対するリハビリテーショ
ンに関する研修を修了した医師ですか。



　　　⑥　本加算の対象となる利用者は、MMSE (Mtini Mental State Examination) 又はHDS－R (改訂長谷川式簡易知能
　　　　評価スケール)においておおむね5 点～25点に相当する者とするものであること。

　　　⑦　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が
　　　　前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。

　　　⑧　本加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ)についてはその退院(所)日又は通所開始日から起算
　　　　 して３月以内の期間に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)についてはその退院(所)日又は通所開始日
　　　　の属する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、
　　　　当該利用者が過去３月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。



（様式９）

適否

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

精神科医師、神経内科医師の資格証、又は認知症に対するリハビリテーションに関する修了書を
添付していますか。

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

【解釈通知内容】

　　　　生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下
　　　　同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するものである
　　　　こと。

　　　②　認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリ
　　　　テーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると
　　　　判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、1週間に2日を限度として、20分以上のリハビリテーショ
　　　　ンを個別に実施した場合に算定できるものである。 なお、当該リハビリテーションの提供時間が20分に満たない場合
　　　　は、算定はできないこととする。

　　　③　認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ)は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテ
　　　　ーションに関する専門的な研修を終了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善.が見込まれると判
　　　　断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテ
　　　　ーションは1月に8回以上実施することが望ましいが、1月に4回以上実施した場合に算定できるものである。その際に
　　　　は、通所リハビリテーション計画書にその時間、実施頻度、実施方法を定めたうえで実施するものであること。

　　　④　認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、認知症を有
　　　　する利用者の生活環境に対応したサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環境をあら
　　　　かじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問すること。

　　　⑤　 認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテーション計画に従ったリハビリテーションの評
　　　　価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅おける応用的動作能力や社会適応能力について評価
　　　　を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハピリテーション
　　　　を実施することはできないことに留意すること。

　　　⑥　本加算の対象となる利用者は、MMSE (Mtini Mental State Examination) 又はHDS－R (改訂長谷川式簡易知能
　　　　評価スケール)においておおむね5 点～25点に相当する者とするものであること。

　　　⑦　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が
　　　　前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱチェック表

事業所番号46　　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目（算定要件）

認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
したものに対して実施していますか。

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（以下「理学療法士等」という。）が
その退院（所）日又は通所開始日の属する月から起算して３月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個
別又は集団で行いますか。

　　　①　認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や

利用者の居宅を訪問した上で、リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所
リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを１月に４回以上実施していま
すか。

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

リハビリテーションマネジメント加算（A）イ又は（A）ロ若しくは（B）イ又は（B）ロのいずれかを算定しています
か。

当該リハビリテーションに関わる医師は、精神科医師、神経内科医師、又は認知症に対するリハビリテーショ
ンに関する研修を修了した医師ですか。

はい・いいえ

当該計画の評価に当たっては、利用者の居宅を訪問して行い、その結果について当該利用者とその家族に伝
達していますか。

当該利用者が過去３ヶ月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していませんか。



　　　⑧　本加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ)についてはその退院(所)日又は通所開始日から起算
　　　　 して３月以内の期間に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)についてはその退院(所)日又は通所開始日
　　　　の属する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、
　　　　当該利用者が過去３月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。



（様式１０）

適否

作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士の資格証及び研修の修了証を添付していますか

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

通所リハビリテーション【解釈通知内容】

生活行為向上リハビリテーション実施加算チェック表

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　介護予防通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目（算定要件）

生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の
充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていますか。

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活動として行う排泄、入浴、調理、買物、趣味活動
等の行為をいう。

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション（以下「生活行為向上リハビリテーション」という。）
は、加齢や廃用症候群等により生活機能の一つである活動をするための機能が低下した利用者に対して、当該機能を回復
させ、生活行為の内容の充実を図るための目標と当該目標を踏まえた６月間の生活行為向上リハビリテーションの内容を生
活行為向上リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に実施するものであること。

③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成や、リハビリテーショ
ン会議における当該リハビリテーションの目標の達成状況の報告については、大臣基準告示第28号イによって配置された者
が行うことが想定されていることに留意すること。

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の趣旨について説明した上で、当該計画の同意
を得るよう留意すること。

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を
踏まえ、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定する
こと。

⑥　本加算は、6月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家族においても、生活行為の内容の充実を図るた
めの訓練内容を理解し、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践していくことが望ましいこと。また、リハビリテー
ション会議において、訓練の進捗状況やその評価(当該評価の結果、訓練内谷に変更が必要な場合は、その理由を含む。)等
について、医師が利用者、その家族、構成員に説明すること。

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該
利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達す
ること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実施することはできないことに留意すること。

生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所
及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供して
いますか。

はい・いいえ

リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切で
すか。

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した
日前一月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告していますか。

通所リハビリテーション事業所においては、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロ
を算定していますか。

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、作業療法士若しくは言語聴
覚士が当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね一月に一回以上実施していますか。



介護予防通所リハビリテーション【解釈通知内容】

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活動として行う排泄、入浴、調理、買物、趣味活動
等の行為をいう。

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション（以下「生活行為向上リハビリテーション」という。）
は、加齢や廃用症候群等により生活機能の一つである活動をするための機能が低下した利用者に対して、当該機能を回復
させ、生活行為の内容の充実を図るための目標と当該目標を踏まえた６月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容
を生活行為向上リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に実施するものである。

③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成や、当該リハビリ
テーションの目標の達成状況の報告については、大臣基準告示第106の６号イによって配置された者が行うことが想定されて
いる。

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の趣旨について説明した上で、当該計画の同意
を得る。

⑤ 本加算の算定に当たっては、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能とすることを見据えた目標
や実施内容を設定する。

⑥ 本加算は、６月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家族においても、生活行為の内容の充実を図るた
めの訓練内容を理解し、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践していくことが望ましい。

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該
利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達す
ること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実施することはできない。



（様式１１）

適否

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

【解釈通知内容】
　　○　受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズ
　　　に応じたサービス提供を行うこと。

下記に記載の解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っています
か。

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性や
ニーズに応じたサービス提供を行っていますか。

項目（算定要件）

若年性認知症利用者受入加算チェック表

若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第２条第６号に規定する初老期に
おける認知症によって法第７条第３項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。）に対して指定通
所介護サービスを行っていますか。

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　介護予防通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（様式１２）

事業所名

※新たに加算を算定する場合には、適否の○印は予定で可。

　氏名

【解釈通知】※通所介護と同様

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栄養アセスメント加算　チェック表

連携先の事業所

サービス種類：　通所リハビリテーション

項目（算定要件） 適否

当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していますか。

（管理栄養士の氏名及び外部との連携の場合は連携先の事業所名を下欄に記載してください。）

②　当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護
保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理
栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営す
る「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。

③　栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行うこと。あわせて、利用者の体重につ
いては、１月毎に測定すること。
イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ 管理栄養士、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、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態
にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把握を行うこと。
ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食
事相談、情報提供等を行うこと。
ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算
に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。

④　原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが
終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄
養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算
を算定できること。

⑤　厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、
「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参
照されたい。
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内
容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の
内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるもので

はい・いいえ

運営基準に基づき事業所の運営規程に定められた利用定員を遵守するとともに、人員基準に定められた職
種、員数の職員を配置していますか。

はい・いいえ

下記に記載の解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

①　栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われるこ
とに　留意すること。

管理栄養士の資格証を添付していますか。 はい・いいえ

栄養アセスメントについては、３月に１回以上、【解釈通知】イからニまでに掲げる手順により行い、あわせ
て、利用者の体重については、１月毎に測定していますか。

はい・いいえ

厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行っていますか。 はい・いいえ
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（様式１３）

事業所番号　46

適否

（管理栄養士の氏名を下記に記載してください。）

氏名

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

通所リハビリテーション【解釈通知内容】
　　①　栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環とし
　　　て行われることに留意すること。

　　② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限る。）、医療機関、
　　　介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士をおいている
　　　もの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは
　　　都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配
　　　置して行うものであること。

　　③　栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの
　　　提供が必要と認められる者とすること。
　　　イ　ＢＭＩが十八・五未満である者
　　　ロ　一～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成十八年
　　　　　六月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11の項目が
　　　　　「１」に該当する者
　　　ハ　血清アルブミン値が三・五g/dl以下のである者
　　　ニ　食事摂取量が不良（七十五％以下）である者
　　　ホ　その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者
　　　　　なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜
　　　　　確認されたい。
　　　　・　口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関する（１３）、（１４）、（１５）のいずれか

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

はい・いいえ
運営基準に基づき事業所の運営規程に定められた利用定員を遵守するとともに、人員基準に定めら
れた職種、員数の職員を配置することとしていますか。

利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改
善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録することとしていますか。

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価することとしていますか。

管理栄養士を１名以上配置していますか。もしくは外部の管理栄養士による当該加算の算定要件を
満たすサービス提供を行っていますか。

利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・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としていますか。

サービス種類    通所リハビリテーション　　　　介護予防通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連携先の事業所

管理栄養士の資格証を添付していますか。

はい・いいえ

事業所名

項目（算定要件）

栄養改善加算チェック表



　　　　　の項目において「１」に該当する者などを含む。）
　　　　・　生活機能の低下の問題　
　　　　・　褥瘡に関する問題
　　　　・　食欲の低下の問題
　　　　・　閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する（１６）、（１７）のいずれかの項目において
　　　　　　「１」に該当する者などを含む。）
　　　　・　認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（１８）、（１９）、（２０）のいずれかの項目において
　　　　　　「１」に該当する者などを含む。）
　　　　・　うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（２１）から（２５）のいずれかの項目において、二項目以上
　　　　　　「１」に該当する者などを含む。）

　　④　栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなされる。
　　　イ　利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。　
　　　ロ　利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養
　　　　　状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、管理栄養士、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、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明
　　　　　等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。
　　　　　作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同
　　　　　意を得ること。なお、通所リハビリテーションにおいては、栄養ケア計画に相当する内容を通所リハビリテーショ
　　　　　ン計画のなかに記載する場合は、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こと。
　　　ハ　栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア
　　　　　計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
　　　ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該
　　　　　課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・
　　　　　食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養
　　　　　改善サービスを提供すること。
　　　ホ　利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定す
　　　　　る等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対し
　　　　　て情報提供すること。
　　　ヘ　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百五条において準用する第十九条に規定
　　　　　するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を
　　　　　定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に
　　　　　記録する必要はないものとすること。

　　⑤　概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等が
　　　サービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改
　　　善サービスを提供する。

介護予防通所リハビリテーション【解釈通知内容】
　　○　通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算と基本的に同様である。
　　　　　ただし、介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービスを提供する目的は、
　　　当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう
　　　支援することが目的であることに留意すること。
　　　　なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計画に定める栄養改善サービスを概ね
　　　三月実施した時点で栄養状態の改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支援
　　　事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない
　　　場合は、当該サービスを終了するものとする。



（様式１４）

事業所番号　46 事業所名

サービス種類：　通所リハビリテーション　介護予防通所リハビリテーション                                            

適否

（資格） （氏名）

上記の口腔機能向上サービスに関わる者の資格証を添付していますか。 はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

【解釈通知】

②言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。

 ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能
に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善
管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ
と。なお、通所リハビリテーションにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所リハビリテーション
計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとする
こと。

口腔機能向上加算（Ⅰ）チェック表

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していますか。
（これらの職員のうち、口腔機能向上サービスに関わる者の資格及び氏名を下記に記載してください。）

利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、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、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していますか。

はい・いいえ

項目（算定要件）

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

はい・いいえ
運営基準に基づき事業所の運営規程に定められた利用定員を遵守するとともに、人員基準に定められ
た職種、員数の職員を配置していますか。

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能
向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していますか。

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していますか。

 イ　認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以外に該当する者
 ロ　基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者
 ハ　その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者
➃利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援
専門員を通して主治医又は主治の歯科への情報提供、受診推進などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科
医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
  イ　医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
 ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の 口
腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。
⑤口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
  イ　利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。

①口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一
環として行われることに留意すること。

③口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上
サービスの提供が必要と認められる者とすること。



　イ　口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
　ロ　当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者

 ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上
サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正す
ること。

 ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに口腔機
能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医
師に対して情報提供すること。

 ホ 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百五条において準用する第十九条に規定する
サービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護
職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用
者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

⑥おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛
生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められる
ものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。

⑦厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等について
は、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者
の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評
価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、
サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向
上に資するため、適宜活用されるものである。



（様式１５）

事業所番号　46 事業所名

サービス種類：　通所リハビリテーション　介護予防通所リハビリテーション                                            

適否

（資格） （氏名）

上記の口腔機能向上サービスに関わる者の資格証を添付していますか。 はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向
上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録することとしていますか。

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価することとしていますか。

①口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一
環として行われることに留意すること。

③口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上
サービスの提供が必要と認められる者とすること。

　ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の 口腔
機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。

⑤口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
 イ　利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。

【解釈通知】

②言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものであること。

口腔機能向上加算（Ⅱ）チェック表

項目（算定要件）

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していますか。
（これらの職員のうち、口腔機能向上サービスに関わる者の資格及び氏名を下記に記載してください。）

はい・いいえ

利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、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、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成することとしています
か。

運営基準に基づき事業所の運営規程に定められた利用定員を遵守するとともに、人員基準に定められ
た職種、員数の職員を配置することとしていますか。

はい・いいえ

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上
サービスの
実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し
ていますか。

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

 イ　認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以外に該当する者
 ロ　基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者
 ハ　その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

➃利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専
門員を通して主治医又は主治の歯科への情報提供、受診推進などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療
を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。

  イ　医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合



⑦厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等について
は、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者
の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価
（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サー
ビスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に
資するため、適宜活用されるものである。

　ロ　当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者

 ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上
サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正す
ること。

　イ　口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者

 ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能
に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善
管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
なお、通所リハビリテーションにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画
の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。

 ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね３月ごとに口腔機能
の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に
対して情報提供すること。

 ホ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百五条において準用する第十九条に規定する
サービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護
職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者
の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

⑥おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生
士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるもの
については、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。



（様式１６）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計a
月平均
a÷e

0 0

0 0

　　・ｄがｃに占める割合　（ｄ÷ｃ×１００）＝ ％

　３月前: 0 人(c)

　３月前: 0 人(d)

・ｄがｃに占める割合 （　d： 0 ÷ ｃ： 0 ×１００）＝ 0 ％

 届出日が属する月の前３月の要介護３～５の利用者の合計

利用者の総数 (C)

要介護３～５の利
用者の合計 (d)

　Ⅰ〈前年度の月平均〉常勤換算方法で算出   e：４～２月における実績のあった月数

令和　　年度

0

人　＋２月前: 人　＋１月前: 人　　÷３＝

　Ⅱ〈前３月の月平均〉（前年度の実績が６月に満たない事業所のみ対象）

 届出日が属する月の前３月の利用者の総数

中重度者ケア体制加算　チェック表

項目（算定要件） 適否

指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で１以上確保
していますか。

はい・いいえ

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※前年度の実績が６月に満たない事業所はⅡのみ

はい・いいえ
前年度又は算定日が属する月の前３月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護
状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割合が100分の３０以上ですか。

以下のⅠ〈前年度の月平均〉又はⅡ〈前３月の月平均〉）いずれか一方を記載してください。（小数点第１位まで）

下記に記載の解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

別の告示に定める利用定員超過減算・人員基準欠如減算に該当していませんか。 はい・いいえ

指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を1
名以上配置していますか。

（看護職員の資格及び氏名を下記に記載してください。）

看護職員の資格証を添付していますか。 はい・いいえ

はい・いいえ

人　＋２月前: 人　＋１月前: 人　　÷３＝



　○

　○

　○

　○

　○

　○

中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。また、注９の認知症加
算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。

中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅
生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。

【解釈通知】（「通所介護と同様」とされています。ただし「常勤換算方法で２以上」とあるものは「常勤換算方法で１以上」と、
「ケアを計画的に実施するプログラム」とあるのは「リハビリテーションを計画的に実施するプログラム」と読み替えること。）

中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定する看護職員又は介護職
員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法
による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護織員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の
職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常勤換算方法で２以上確保していれば加算
の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前
後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法
による員数については、少数点第２位以下を切り捨てるものとする。

要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度(３月を除く。)又は算定日が属する月の前３
月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に
関しては人員数には含めない。

利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。
　イ　前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、前
年度の実績による加算の届出はできないものとする。
　ロ　前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３月間の利用者
の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その割合については、毎月ごとに記録
するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要があり、他の職務との兼務は認
められない。



（様式１７）

※新たに加算を算定する場合には適否の○印は予定で可。

【解釈通知】
(通所介護と同様であるとされています。)

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報
システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善
（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努
めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけで
は、本加算の算定対象とはならない。
イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサービス計画を作成する
（Plan）。
ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止に資する介護を実施する
（Do）。
ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の特性やサービス提供の在り方につ
いて検証を行う（Check）。
ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービスの質の更なる向上に努める
（Action）。
④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるも
のである。

科学的介護推進体制加算　チェック表

項目（算定要件） 適否

「科学的介護情報システム（LIFE）」用いて、利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その
他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省へ提出している。

はい・いいえ

必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、①
に規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用し
ていますか。

はい・いいえ

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに注19 に掲げる要件を満たした場合に、
当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名

1/1



（様式１８）

事業所名：

【解釈通知内容】　（「訪問リハビリテーションと同様」とされています。）

サービス種類：　通所リハビリテーション

移行支援加算チェック表

項目（算定要件） 適否

A：評価対象期間において指定通所リハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等（指定通所リハビリテーショ
ンを除く。）を実施した者の占める割合が、100分の３を超えている。

B：評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定通
所リハビリテーション事業所の従業者が、通所リハビリテーション終了者に対して、当該通所リハビリテーション終
了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録している。

次に掲げる基準のいずれにも適合していますか。

はい・いいえ

事業所番号：46

はい・いいえ

平均利用月数：（a）÷（ｄ）＝　　　　　（ｅ）（小数点以下第１位まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・12÷（ｅ）×100＝　　　　　％≧27％

（ⅱ）（当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計）
÷２

当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計：　　　　　人（ｂ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（ｂ）＋（ｃ）÷２＝　　　　　（ｄ）
当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計：　　　　　人（ｃ）

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

（ⅰ）当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計：　　　　　月（a）

※当該事業所における評価対象期間：　20　　　年　１月～12月
（加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から12月までの間）

※平均利用月数：（ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数

通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション
計画書を移行先の事業所へ提供していますか。

はい・いいえ

①　移行支援加算におけるリハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を
作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビ
リテーションは除く。）に移行させるものであること。

②　「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定通所リハビリテーション、指定認知
症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。

12を指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の2７以上ですか。



③　大臣基準告示第13号イ(１)の基準において、指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリ
テーションは除く。）を実施した者の占める割合及び基準第13号ロにおいて、12を指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平
均利用月数で除して得た数については、小数点第３位以下は切り上げること。

④　平均利用月数については、以下の式により計算すること。
イ　(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数
(ⅰ)　当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計
(ⅱ)　(当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計)÷
２
ロ　イ(ⅰ)における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終了した者又は死亡した者を含むものである。
ハ　イ(ｉ)における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する通所リハビリテーションを利用した月
数の合計をいう。
ニ　イ(ⅱ)における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する指定通所リハビリテーションを利用した
者の数をいう。また、当該事業所の利用を終了後、12月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利
用者として取り扱うこと。
ホ　イ(ⅱ)における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する指定通所リハビリテーションの利用を終了した者の
数をいう。

⑤　「指定通所介護等（指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く。）の実施」状況の確認に当
たっては、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、指定通所リハビリテーション終了者
の居宅を訪問し、リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、
ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。

⑥　 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑な移行を推進するため、指定
通所リハビリテーション終了者が指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所
介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防
認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加
算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成30 年３月22
日老老発0322 第２号）の別紙様式２―１及び２－２のリハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護、指
定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小
規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模
多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。なお、指定通所介護事業所等の事業所への情報提供に際しては、リハビリテーショ
ン計画書の全ての情報ではなく、「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」に示す別紙様式２－２―１及び２－２－２の本人の希望、家族の希望、健康状態・
経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。



（様式１９）

①以下のＡ、Ｂいずれかを満たしていますか。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計a
月平均

a÷ｆ

0 0

Aの
場合

0 0

　　・ｄがｃに占める割合　（ｄ÷ｃ×１００）＝ ％

Bの
場合

0 0

　　・eがｃに占める割合　（e÷ｃ×１００）＝ ％

　３月前: 人　＋２月前: 人　＋１月前: 人　　÷３＝ 0 人(c)

　３月前: 人　＋２月前: 人　＋１月前: 人　　÷３＝ 0 人(d)

・ｄがｃに占める割合 （　d： 0 ÷ ｃ： 0 ×１００）＝ 0 ％

　３月前: 人　＋２月前: 人　＋１月前: 人　　÷３＝ 0 人(e)

・eがｃに占める割合 （　e： 0 ÷ ｃ： 0 ×１００）＝ 0 ％

別の告示に定める利用定員超過減算・人員基準欠如減算に該当していませんか。 はい・いいえ

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

以下のⅠ〈前年度の月平均〉又はⅡ〈前３月の月平均〉 （前年度の実績が６月に満たない事業所のみ対象） いずれか一方
を記載してください。（小数点第１位まで）

令和　　年度

　Ⅱ〈前３月の月平均〉（前年度の実績が６月に満たない事業所のみ対象）

常勤換算後の介護
福祉士の員数 (d)

　Ⅰ〈前年度の月平均〉常勤換算方法で算出   ｆ：４～２月における実績のあった月数

 届出日が属する月の前３月の常勤換算後の勤続10年以上の介護福祉士の員数の合計

 届出日が属する月の前３月の常勤換算後の介護福祉士の員数の合計

 届出日が属する月の前３月の常勤換算後の介護職員の員数 （小数点以下第１位まで）

0

0

常勤換算後の勤続
年数１０年以上の
介護福祉士の員数
(e)

常勤換算後の介護
職員の員数 (C)

※介護職員の総数＝常勤換算方法により算出した総数

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）チェック表

項目（算定要件） 適否

　　Ａ：介護職員の総数うち、介護福祉士の占める割合が１００分の７０以上

　　Ｂ： 介護職員の総数うち、勤続年数１０年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の２５以上

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　介護予防通所リハビリテーション

（該当する項目）

はい・いいえ
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【解釈通知】

　　○　職員の割合の算出に当たっては、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、前年度の実績が六月に満たない事業所　（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

　　　については、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。

　　　したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものである

　　　こと。なお、介護福祉士については、各月の前月　の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了

　　  している者とすること。

　　○　前号ただし書きの場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月

　　　継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

　　　割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

　　○　勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。

　　○　勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等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た年数を含める
　　　ことができるものとする。

　　○　同一の事業所において介護予防通所リハビリテーションを一体的に行っている場合においては、本加算の計算も

　　　一体的に行うこととする。

　　○　指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員
　　　　又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、一時間以上二時間未満に指定通所リハビリテーションを
　　　　算定する場合であって、柔道整復士又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、
　　　　これらの職員も含むものとすること。
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（様式２０）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計a
月平均
a÷e

0 0

0 0

・ｄがｃに占める割合 （　d： 0 ÷ ｃ： 0 ×１００）＝ 0 ％

　３月前: 0 人(c)

　３月前: 0 人(d)

・ｄがｃに占める割合 （　d： 0 ÷ ｃ： 0 ×１００）＝ 0 ％

介護職員の総数うち、介護福祉士の占める割合が１００分の5０以上ですか。 はい・いいえ

人　＋２月前:

人　＋２月前:

人　＋１月前:

人　＋１月前:

人　　÷３＝

人　　÷３＝

常勤換算後の介護
職員の員数 (C)

常勤換算後の介護
福祉士の員数 (d)

　Ⅱ〈前３月の月平均〉（前年度の実績が６月に満たない事業所のみ対象）

※介護職員の総数＝常勤換算方法により算出した総数

以下のⅠ〈前年度の月平均〉又はⅡ〈前３月の月平均〉 （前年度の実績が６月に満たない事業所のみ対象） いずれか一方
を記載してください。（小数点第１位まで）

　Ⅰ〈前年度の月平均〉常勤換算方法で算出   e：４～２月における実績のあった月数

令和　　年度

 届出日が属する月の前３月の常勤換算後の介護職員の員数 （小数点以下第１位まで）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）チェック表

項目（算定要件） 適否

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　介護予防通所リハビリテーション

 届出日が属する月の前３月の常勤換算後の介護福祉士の員数の合計

別の告示に定める利用定員超過減算・人員基準欠如減算に該当していませんか。 はい・いいえ

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ
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【解釈通知】

　　○　職員の割合の算出に当たっては、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、前年度の実績が六月に満たない事業所　（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

　　　については、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。

　　　したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものである

　　　こと。なお、介護福祉士については、各月の前月　の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了

　　  している者とすること。

　　○　前号ただし書きの場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月

　　　継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

　　　割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

　　○　勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。

　　○　勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等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た年数を含める
　　　ことができるものとする。

　　○　同一の事業所において介護予防通所リハビリテーションを一体的に行っている場合においては、本加算の計算も

　　　一体的に行うこととする。

　　○　指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員
　　　　又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、一時間以上二時間未満に指定通所リハビリテーションを
　　　　算定する場合であって、柔道整復士又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、
　　　　これらの職員も含むものとすること。
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（様式２１）

①以下のＡ、Ｂいずれかを満たしていますか。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 合計a
月平均
a÷e

0 0

0 0

・ｄがｃに占める割合 （　d： 0 ÷ ｃ： 0 ×１００）＝ 0 ％

　３月前: 0 人(c)

　３月前: 0 人(d)

・ｄがｃに占める割合 （　d： 0 ÷ ｃ： 0 ×１００）＝ 0 ％

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）チェック表

人　＋１月前: 人　　÷３＝

人　　÷３＝人　＋１月前:人　＋２月前:

はい・いいえ

（該当する項目）

事業所番号　46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所名

サービス種類　　通所リハビリテーション　　　介護予防通所リハビリテーション

　　Ａ： 介護職員のうち、常勤換算方法で介護福祉士を40％以上配置している。

項目（算定要件） 適否

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。 はい・いいえ

　　Ｂ： 指定通所リハビリテーションを直接提供する職員のうち、常勤換算方法で勤続年数７年以上の者を
　　　　　30％以上配置している。

〈前年度の月平均〉又はⅡ〈前３月の月平均〉（前年度の実績が６月に満たない事業所のみ対象）いずれか一方を記載し
てください。（小数点第１位まで）

　Ⅰ〈前年度の月平均〉常勤換算方法で算出　 e：４～２月における実績のあった月数

常勤換算後の介護福
祉士の員数、又は勤
続７年以上の者の合
計

　　　　　（ｄ）

　Ⅱ〈前３月の月平均〉（前年度の実績が６月に満たない事業所のみ対象）

　　届出日が属する月の前３月の常勤換算後の介護職員の員数 （小数点以下第１位まで）

　　届出日が属する月の前３月の常勤換算後の介護福祉士の員数、又は勤続７年以上の者の合
計

別の告示に定める利用定員超過減算・人員基準欠如減算に該当していませんか。 はい・いいえ

令和　　年度

常勤換算後の介護
職員の員数
　　　　　（ｃ）

人　＋２月前:
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【解釈通知】

　　○　職員の割合の算出に当たっては、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、前年度の実績が六月に満たない事業所　（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

　　　については、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。

　　　したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものである

　　　こと。なお、介護福祉士については、各月の前月　の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了

　　  している者とすること。

　　○　前号ただし書きの場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合につき、毎月

　　　継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

　　　割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。

　　○　勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。

　　○　勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等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た年数を含める
　　　ことができるものとする。

　　○　同一の事業所において介護予防通所リハビリテーションを一体的に行っている場合においては、本加算の計算も

　　　一体的に行うこととする。

　　○　指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員
　　　　又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、一時間以上二時間未満に指定通所リハビリテーションを
　　　　算定する場合であって、柔道整復士又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、
　　　　これらの職員も含むものとすること。
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（様式２２）

事業所番号　46 事業所名

適否

（資格） （氏名）

資格証の写しを添付していますか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ

【解釈通知内容】
　　○　介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおいて運動機能向上サービスを提供する目的は、
　　　　当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならず自立した日常生活を営むことができるよう支
　　　　援することが目的であることに留意しつつ行うこと。

　　○　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置して行うものであること。

　　○　運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施すること。
　　　ア　利用者ごとに医師又は看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サービスの実施に当たってのリスク評価、
　　　　体力測定等を実施し、サービスの提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の機能の状況を、
　　　　利用開始時に把握する。

　　　イ　理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するための概ね三月程度で達成可能な目標（以下
　　　　「長期目標」という。）及び長期目標を達成するための概ね一月程度で達成可能な目標（以下「短期目標」と
　　　　いう。）を設定すること。長期目標及び短期目標については、介護予防支援事業者において作成された当該
　　　　利用者に係る介護予防サービス計画と整合が図られたのもとすること。

解釈通知の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サービスの提供を行っていますか。

項目（算定要件）

はい・いいえ
運営基準に基づき事業所の運営規程に定められた利用定員を遵守するとともに、人員基準に定められ
た職種、員数の職員を配置することとしていますか。

利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士等若しくは看護職
員が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録すること
としていますか。

利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価することとしていますか。

運動器機能向上体制加算チェック表

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置していますか。
（これらの職員のうち、運動器機能向上サービスに関わる者の資格及び氏名を下記に記載してくださ
い。）

利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の
職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成することとしていますか。

サービス種類　　介護予防通所リハビリテーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はい・いいえ



　　　ウ　利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、医師、理学療法士等、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、当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、１回当たりの
　　　　実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成すること。その際、実施期間については、
　　　　運動の種類によって異なるものの、おおむね３月間程度とすること。また、作成した運動器機能向上計画については、
　　　　運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、当運動器機能向上計画の対象となる
　　　　利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。なお、指定介護予防通所リハビリテーションにおいては、
　　　　運動器機能向上計画に相当する内容をリハビリテーション計画書の中にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって
　　　　運動器機能向上計画の作成に代えることができるものとすること。

　　　エ　運動器機能向上計画に基づき、利用者毎に運動器機能向上サービスを提供すること。その際、提供する運動
　　　　器機能向上サービスについては、国内外の文献等において介護予防の観点から有効性が確認されている等の
　　　　適切なものとすること。また、運動器機能向上計画の実施上の問題点（運動の種類の変更の必要性、実施頻度　
　　　　の変更の必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。　

　　　オ　利用者の短期目標に応じて、概ね一月毎に、利用者の当該短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の
　　　　状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行うこと。

　　　カ　運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者毎に、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況
　　　　について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に報告すること。
　　　　介護予防支援事業者による当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの
　　　　継続が必要であるとの判断がなされる場合については、前記のアからカまでの流れにより、継続的に運動器機能
　　　　向上サービスを提供する。

　　　キ　　旧指定介護予防サービス基準第107条において準用する第19条又は指定介護予防サービス基準第123条において
　　　　準用する第49条の13において規定するそれぞれのサービスの提供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画
　　　　に従い、指定介護予防通所リハビリテーションにおいては医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、
　　　　言語聴覚士若しくは看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に運動器機能
　　　　向上加算の算定のために利用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はない。



実 務 経 験 証 明 書

鹿児島市長

法人名

法人代表者　職・氏名

　下記の者の当法人における実務経験は、以下のとおりであることを証明します。

No. 従業者氏名 生年月日 施設又は事業所名 サービス名 業務内容 通算年数
上記のうち業務

に従事した日数

1 ～ 　　年　ヵ月 日

2 ～ 　　年　ヵ月 日

3 ～ 　　年　ヵ月 日

4 ～ 　　年　ヵ月 日

5 ～ 　　年　ヵ月 日

6 ～ 　　年　ヵ月 日

7 ～ 　　年　ヵ月 日

8 ～ 　　年　ヵ月 日

9 ～ 　　年　ヵ月 日

10 ～ 　　年　ヵ月 日

11 ～ 　　年　ヵ月 日

12 ～ 　　年　ヵ月 日

13 ～ 　　年　ヵ月 日

14 ～ 　　年　ヵ月 日

15 ～ 　　年　ヵ月 日

16 ～ 　　年　ヵ月 日

17 ～ 　　年　ヵ月 日

18 ～ 　　年　ヵ月 日

19 ～ 　　年　ヵ月 日

20 ～ 　　年　ヵ月 日

注１　勤続年数が７又は10年以上の者についてのみ記載してください。勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいいます。

　　　具体的には、令和３年４月における勤続年数３年以上の者とは、令和３年３月31日時点で勤続年数が３年以上である者をいいます。　

注２　同一法人の複数の事業所の勤続年数を合算する場合、二段書き等で対応してください。

注３　「サービス名」は具体的に通所介護、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等の介護サービス名を記載してください。

注４　「業務内容」欄は、実務経験被証明者の本来の業務について、具体的に生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員等

      を記載してください。

注５　「業務期間」欄は、実務経験被証明者がサービスを利用者に直接提供していた期間を記入してください。

　　（管理者、事務・経理、送迎運転等は含まれません。）。

※上記の記載内容に記入漏れや不備・不明な箇所がある場合には、内容の確認をさせていただき、必要に応じ書類の追加・再提出を

していただくことがありますので、あらかじめご承知下さい。

業務期間

　　年　　月　　日　


