
【様式２】

自己点検シート(居宅介護支援費)

点検項目 点検事項 確認書類

基本的事項

①　指定居宅介護支援に要する費用の額は、所定の単位数表により算定されているか。
②　指定居宅介護支援に要する費用の額は、所定の地域区分の単価に単位数を乗じて算定されているか。
③　指定居宅介護支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切
り捨てて計算しているか。

□ 該当
介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書

基本報酬
居宅介護支援（Ⅰ）

ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が４０未満である場合、又は４０以上である場合において、４０未満の部分
　（一）要介護１又は要介護２　１０５３単位／月
　（二）要介護３、要介護４又は要介護５　1３６８単位／月

□ 該当

基本報酬
居宅介護支援（Ⅱ）

ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が４０以上である場合において、４０以上６０未満の部分
　（一）要介護１又は要介護２　５２７単位／月
　（二）要介護３、要介護４又は要介護５　６８４単位／月

□ 該当

基本報酬
居宅介護支援（Ⅲ）

ケアマネジャー１人当たりの取扱件数が４０以上である場合において、６０以上の部分
　（一）要介護１又は要介護２　３１６単位／月
　（二）要介護３、要介護４又は要介護５　４１０単位／月

□ 該当

次の基準に該当する場合は、運営基準減算として、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、所定単位数の100分の50に相当
する単位数を算定しているか。

また、運営基準減算が２月以上継続している場合は、所定単位数の単位数は算定しないこととしているか。

□ 該当

①　正当な理由なく、１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合に減算しているか。 □ 該当

②　居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定の場合に、正当な理由なく、サービス担当者会議を開催し
ていない場合に減算しているか。

□ 該当

③　居宅サービス計画の原案の内容を利用者又はその家族等に対して説明し、文書により利用者等の同意を得て、当該居宅サービス計画を
利用者及び担当者に交付していない場合に減算しているか。

□ 該当

④　モニタリング後、その結果を記録していない状態が１月継続する場合に減算しているか。 □ 該当

⑤　利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能
であることの説明を行わなかった場合。

□ 該当

⑤　利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、位置づけた理由を求めることが可能であ
ることの説明を行わなかった場合。

□ 該当

点検結果

介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書
給付管理表

運営基準減算

サービス利用票別表控
介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書
給付管理表
利用者に関する記録

（自己点検シート） 居宅介護支援費（1/4）



【様式２】

点検項目 点検事項 確認書類点検結果

特別地域居宅介護支
援加算

別に厚生労働大臣が定める地域(平成12年2月10日厚生省告示第24号)に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支
援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

□ 該当

サービス利用票別表控
介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書
給付管理表
利用者に関する記録

中山間地域等におけ
る小規模事業加算

別に厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月13日厚生省告示第83号一)に所在し、１月当たりの実利用者数が20名以下である指定居宅介護支
援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 □ 該当

サービス利用票別表控
介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書
給付管理表
利用者に関する記録

中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算

別に厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月13日厚生省告示第83号二)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指
定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分5に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

□ 該当

サービス利用票別表控
介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書
給付管理表
利用者に関する記録

特定事業所集中減算
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護(地域密
着型含む)、福祉用具貸与の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、１月に
つき200単位を所定単位数から減算しているか。

□ 該当

サービス利用票別表控
介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書
給付管理表

サービス種類相互間の
算定関係

利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護（短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）又は小規模多機能型居宅介護
（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。）、認知症対応型共同生活介護（短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除
く。）、地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）若しくは複合型
サービス（短期利用居宅介護費を算定する場合を除く。）を受けている場合は、当該月については、居宅介護支援費を、算定していない
か。

□ 該当

サービス利用票別表控
介護給付費請求書
居宅介護支援介護給付費明細書
給付管理表

初回加算

次に挙げる基準に適合する場合は、１月につき300単位を加算しているか。
ただし、運営基準減算の基準に該当する場合については、当該加算は算定しない。

①　新規に居宅サービス計画を作成する場合
②　要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
③　要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

□ 該当 利用者に関する記録

特定事業所加算(Ⅰ)

次に挙げる基準に適合する場合は、１月につき500単位を加算しているか。

①　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
②　24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
③　当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
④　地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供
していること。
⑤　運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑥　指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員１人あたり40名未満であること。
⑦　介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保している。

⑧　常勤かつ専従の主任介護支援専門員を２名以上配置していること。
⑨　常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること。
⑩　算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４及び要介護５である者の占める割合が100分の40以上で
あること。
⑪　地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
⑫　他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施していること。

□ 該当

勤務表
資格証
会議の開催記録
利用者に関する記録
研修の実施記録
事例検討会の参加記録等

（自己点検シート） 居宅介護支援費（2/4）
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点検項目 点検事項 確認書類点検結果

特定事業所加算(Ⅱ)

次に挙げる基準に適合する場合に、１月につき400単位を加算しているか。

①　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
②　24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
③　当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
④　地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供
していること。
⑤　運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑥　指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員１人あたり40名未満であること。
⑦　介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保している。

⑧　常勤かつ専従の主任介護支援専門員を１名以上配置していること。
⑨　常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること。
⑩　地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
⑪　他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施していること。

□ 該当

勤務表
資格証
会議の開催記録
利用者に関する記録
研修の実施記録
事例検討会の参加記録等

特定事業所加算(Ⅲ)

次に挙げる基準に適合する場合に、１月につき300単位を加算しているか。

①　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
②　24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
③　当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
④　地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供
していること。
⑤　運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑥　指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員１人あたり40名未満であること。
⑦　介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保している。

⑧　常勤かつ専従の主任介護支援専門員を１名以上配置していること。
⑨　常勤かつ専従の介護支援専門員を２名以上配置していること。
⑩　地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
⑪　他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等を実施していること。

□ 該当

勤務表
資格証
会議の開催記録
利用者に関する記録
研修の実施記録
事例検討会の参加記録等

特定事業所加算(Ⅳ)

※平成３１年度施行

特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定にかかる医療機関等との連携を年間３５回以上行うとと
もに、ターミナルケアマネジメント加算を年間５回以上算定している場合に、１月につき125単位を加算しているか。

□ 該当
医療機関等との連携に関する記録
ターミナルケアマネジメント加算に関
する記録

ターミナルケアマネジ
メント加算

次に挙げる基準に適合する場合は、１月につき400単位を加算しているか。

①　末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者を対象とする（在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合含む）。
②　24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している。
③　利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前１４日以外に２日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用
者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施している。
④　訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供して
いる。

□ 該当
利用者に関する記録
24時間対応可能な緊急連絡先一覧

（自己点検シート） 居宅介護支援費（3/4）
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点検項目 点検事項 確認書類点検結果

入院時情報連携加算Ⅰ

次に挙げる基準に適合する場合は、利用者１人につき１月に１回を限度として200単位を加算しているか。

①　当該病院又は診療所の職員に対して利用者にかかる必要な情報を提供している。
②　情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段（訪問・メール・ＦＡＸ等）を居宅サービス計画等に記録している。
③　利用者が入院してから遅くとも３日以内に情報提供をしている。

□ 該当
利用者に関する記録
情報提供をした書類

入院時情報連携加算Ⅱ

次に挙げる基準に適合する場合は、利用者１人につき１月に１回を限度として100単位を加算しているか。

①　当該病院又は診療所の職員に対して利用者にかかる必要な情報を提供している。
②　情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段（訪問・メール・ＦＡＸ等）を居宅サービス計画等に記録している。
③　利用者が入院してから遅くとも７日以内に情報提供をしている。

□ 該当
利用者に関する記録
情報提供をした書類

退院・退所加算

次に挙げる基準に適合する場合は、下記の単位を加算しているか

　加算（Ⅰ）イ　連携１回　カンファレンス無し　450単位
　加算（Ⅰ）ロ　連携１回　カンファレンス有り　600単位

　加算（Ⅱ）イ　連携２回以上　カンファレンス無し　　　　　　600単位
　加算（Ⅱ）ロ　連携２回以上　カンファレンス有り(１回以上)　750単位

　加算（Ⅲ）　　連携３回以上　カンファレンス有り(１回以上)　900単位

①　病院・施設等に入院又は入所していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス等を利用する場合において、居宅サービス
計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行っている。
②　病院・施設等の職員と連携し面談等を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けている。
「カンファレンス有り」を算定できるのは、そのうち１回以上について、入院中の担当医等との会議（退院時カンファレンス等）に参加し
て、退院・退所後の在宅での療養上必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を
行った場合に限る。
③　入院又は入所期間中につき１回を限度として算定すること。
④　初回加算を算定していないこと。

□ 該当
利用者に関する記録
面談の記録

小規模多機能型居宅介
護事業所連携加算

次に挙げる基準に適合する場合は、１月につき300単位を加算しているか。

①　利用者が指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護事業所
に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合。
②　①について、介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護事業所に出向いた上で、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供や居宅
サービス計画の作成に協力していること。
③　利用開始前６月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について、本加算を算定している場合
は算定できない。

□ 該当 情報提供をした書類

看護小規模多機能型居
宅介護事業所連携加算

次に挙げる基準に適合する場合は、１月につき300単位を加算しているか。

①　利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所に提供し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合。
②　①について、介護支援専門員が看護小規模多機能型居宅介護事業所に出向いた上で、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供や
居宅サービス計画の作成に協力していること。
③　利用開始前６月以内において、当該利用者による当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について、本加算を算定している
場合は算定できない。

□ 該当 情報提供をした書類

緊急時等居宅カンファ
レンス加算

次に挙げる基準に適合する場合は、利用者１人につき１月に２回を限度として200単位を加算しているか。

①　病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に
応じて、当該利用者に必要な居宅サービス等の利用に関する調整を行うこと。
②　カンファレンスの実施日、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を、居宅サービス計画等に
記載すること。

□ 該当
利用者に関する記録
カンファレンスの記録

（自己点検シート） 居宅介護支援費（4/4）


