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提供形態

自ら実施

委託

自ら実施

自ら実施

自ら実施

委託

提供方法

食事の提供 株式会社○○

サービスの種類

介護職員初任者研修修了者サ高住の場合、常駐する者

年２回健康診断の機会付与

・状況把握サービスの内容：毎日1回以上（10、15、21、24、3、6
時）、居宅訪問による安否確認・状況把握（声掛け)を行う。
・生活相談サービスの内容：日中、随時受け付けており、相談内
容が専門的な場合、専門機関等を紹介する。

入浴、排せつ又は食事の介護

洗濯、掃除等の家事の供与

○○病院
健康診断の定期検診

サービスの内容

（全体の方針）

サービスの提供内容に関する特色

地域における高齢者向けの住まいとしての役割を果たしていく。

医療機関との連携により、機能訓練設備を用いて専門職による
自立支援のサポートを行う。

委託業者名等

運営に関する方針

虐待防止

①虐待防止に関する責任者は、管理者の○○△です。
②従業者に対し、虐待防止研修を実施している。
③入居者及び家族等に苦情解決体制を整備している。
④職員会議で、定期的に虐待防止のための啓発・周知等を行っ
ている。
⑤職員から虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、
速やかに市町村に通報する。

健康管理の支援（供与）

状況把握・生活相談サービス

提供内容

利用者の個別的な選択によるサービス
※別添２（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提
供するサービスの一覧表）

消費者にホームのアピール等を行う自由記述部分で
す。
特色は、運営規程の概要（目的、方針）を入力してくださ
い。

サービスの提供主体を選択してください。

「委託」を選択した場合、「委託業者名」を必ず入力して
ください。

〇サ高住は選択してください。（高齢者住まい施行規則
第11条参照）
〇有料は【省略】してください。

・資格について、介護職員基礎研修、ホームヘルパー1
級、ホームヘルパー2級の資格保持者は、「介護職員初
任者研修修了者」と入力してください。



　

（開催月）(　　　　年度中）
              月　　　　月　　　　月　　　　月

①身体拘束は原則禁止としており、三原則（切迫性・非代替性・
一時性）に照らし、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、入居者
の身体状況に応じて、その方法、期間（最長で１カ月）を定め、そ
れらを含む入居者の状況、行う理由を記録する。また、家族等へ
説明を行い、同意書をいただく。（継続して行う場合は概ね１カ月
毎行う。）
②経過観察及び記録をする。
③２週間に１回以上、ケ－ス検討会議等を開催し、入居者の状
態、身体拘束等の廃止及び改善取組等について検討する。
④１ヵ月に１回以上、身体拘束廃止委員会を開催し、施設全体で
身体拘束等の廃止に取り組む。

身体的拘束

（開催頻度）　　　　　　回/年

（直近の実施年月日）　　　　年　　　月　　　日
身体拘束等の適正化のための研修の実施状況

（職名）

（氏名）

（内容の職員への周知方法）

身体拘束等適正化委員会の責任者・開催月

身体拘束等の適正化のための指針の整備状況 （整備年月日）　　　　　　　年　　　月　　　日



食事の提供及び介助

入浴の提供及び介助

排泄介助

更衣介助

移動・移乗介助 あり

服薬介助 あり

日常生活動作を通じた訓練

レクリエーションを通じた訓練

器具等を使用した訓練 あり

創作活動など あり

健康管理

日
常
生
活
上
の
世
話

機
能
訓
練

そ
の
他

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等の作成

利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知識に基づ
き、器械・器具等を使用した訓練を行います。

利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等の場を
提供します。

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓
練を行います。

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた
訓練を行います。

常に利用者の健康状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じ
ます。

①計画作成担当者は、指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定施設入
居者生活介護の提供開始前に、入居者の意向や心身の状況等のアセスメント等を
行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容、サービス提供期間等を記載し
た特定施設サービス計画・介護予防特定施設サービス計画（以下、「計画」とい
う。）を作成する。
②計画の作成にあたっては、多様なサービスの提供及び利用に努め、入居者及び
家族等に対して、その内容を理解しやすいよう説明し、同意を得たうえで交付する
ものとする。
③計画に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも１月に１回は、入居者の状
況やサービスの提供状況について、計画作成担当者に報告する。
④計画に記載しているサービス提供期間が終了するまでに、少なくとも１回は、計
画の実施状況の把握（「モニタリング」という。）を行う。
⑤計画作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行う。

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお
手伝い、服薬の確認を行います。

介助が必要な利用者に対して、トイレ誘導、排泄の介助やおむつ交換を行います。

介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。

（介護サービスの内容）

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。
また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。

自ら入浴が困難な利用者に対し、１週間に２回以上、入浴（全身浴・部分浴）の介助
や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介
助を行います。



あり

入居継続支援加
算

（Ⅱ） あり

生活機能向上連
携加算

（Ⅰ） あり

あり

あり

あり

あり

あり

口腔・栄養スク
リーニング加算

（Ⅰ） あり

あり

あり

あり

認知症専門ケア
加算

（Ⅰ） あり

サービス提供体
制強化加算

（Ⅱ） なし

介護職員処遇改
善加算

（Ⅰ） あり

介護職員等特定
処遇改善加算

なし

医療機関連携加算

退院・退所時連携加算

その他運営に関する重要事項

ADL維持等加算

個別機能訓練加算

短期利用特定施設入居者生活介
護の提供

施設の利用に当たっての留意事項

看取り介護加算

特定施設入居者生活介護の加算
の対象となるサービスの体制の有
無 科学的介護推進体制加算

若年性認知症入居者受入加算

口腔衛生管理体制加算

施設の利用に当たって特に留意事項や、その他運
営に関する重要事項があれば記入してください。



2 ：　1 以上

（ふりがな）

（ふりがな）

人員配置が手厚い介護サービスの
実施

事業所名称

事務者名

併設内容

【併設している高齢者居宅生活支援事業者がない場合は省略】

（併設している高齢者居宅生活支援事業者）

主たる事務所の所在地

あり

（介護・看護職員の配置率）

併設している高齢者居住生活支援事業者がある場

合、入力してください。

契約上の職員配置比率を入力してください。
「５職員体制（特定施設入居者生活介護等の提供体
制）」と一致させてください。



（ふりがな）

（ふりがな）

その他の場合：

名称

住所

診療科目

協力科目

その他の場合：

名称

住所

診療科目

協力科目

その他の場合：

名称

住所

堺市堺区南瓦町○番△号

（医療連携の内容）※治療費は自己負担

△△かぶしきがいしゃ

〒

事業所名称
○○ケアセンター

△△株式会社

救急車の手配、入退院の付き添い
医療支援

協力内容

協力歯科医療機関

訪問診療、急変時の対応

内科等

年2回の健康診断協力医療機関
協力内容

堺市堺区南瓦町○番△号

訪問診療、急変時の対応

○○病院（ホームから0.65km）

入浴、排せつ又は食事の介護（介護保険外サービス）

訪問診療

月2回程度の訪問診療

内科、外科、整形外科、眼科等

△△病院（ホームから0.47km）

協力内容

堺市堺区南瓦町○番△号

□□歯科医院（ホームから1.41km）

堺市堺区南瓦町○番△号

事務者名

連携内容

主たる事務所の所在地

（連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者）

【連携及び協力している高齢者居宅生活支援事業者の提供を行っていない場合は省略】

○○けあせんたー

連携及び協力している高齢者居住生活支援事業者
がある場合、入力してください。

連携医療機関は除きます。

協力歯科医療機関の確保に努めてください。

「医療支援」で「その他」を選択した場合、必ず入力してく
ださい。

ホームが行う医療支援内容を選択します。このうち費用
が発生するものは、（別添2）に金額等を明記してくださ
い。

「協力内容」で「その他」を選択した場合、必ず入力してく
ださい。

景品表示法指定告示に従い、医療協力の「具体的科目
及び内容」について入力してください。

・ホームから医療機関までの距離の入力は任意です。
・入力する際は、景品表示法指定告示に従い、ホーム
から医療機関までの距離を入力してください。



その他の場合：

その他の場合：

なし 追加費用

なし 調整後の内容

面積の増減 あり 変更の内容

便所の変更 あり 変更の内容

浴室の変更 なし 変更の内容

洗面所の変更 なし 変更の内容

台所の変更 なし 変更の内容

その他の変更 なし 変更の内容

（入居後に居室を住み替える場合）　【住み替えを行っていない場合は省略】

従前の居室との仕様の変更

判断基準の内容

手続の内容

面積の減少

入居後に居室を住み替える場合

追加的費用の有無

協力内容

協力歯科医療機関

常時介護が必要となった場合に、一般居室から介護居室への住
み替えを求める場合があります。

①ホームが指定する医師の意見を聴く。②概ね3か月間の観察
期間を置く。③本人・身元引受人の同意を得る。

住み替え後の居室に移行

前払金償却の調整の有無

居室利用権の取扱い

介護居室へ移る場合

面積の増加

月2回程度の訪問診療

該当する場合は入力してください。ただし、入居者の自
己都合による住み替えは含みません。

・介護居室から他の介護居室への住み替えを求める場
合、「介護居室へ移る場合」を選択してください。
・一般居室間の場合、「その他」を選択し、下の行の「そ
の他の場合」に内容を入力してください。

契約書の規定を入力してください。なお、専用居室間の
住み替えでは、合意を得られないものは認められないこ
とに注意してください。

当初契約した居室の利用権が移る場合、その旨を入力
してください。

「あり」を選択した場合、「変更の内容」について必ず入
力してください。

ホームは住まいであり、入居後に特定の療養管理や処
置が必要となった場合でも、一般在宅と同じく医療保険
を利用して入居を維持できなければなりませんが、仮
に、ホームの看護職員では対応できない処置等があれ
ば入力するよう努めてください。



1 ヶ月

60 人

身元引受人が設定できない場合は要相談

契約の解除の内容

その他

入居者からの解約予告期間

体験入居

事業主体から解約を求める場合

入居時満60歳以上。ホームの看護職員は、中心静脈栄養管理の対応不可だが、
その他の療養管理については要相談

自立、要支援、要介護

入居者の行動が、他の入居者・職員の生命に危
害を及ぼすなどの恐れがあり、通常の介護・接遇
では防止できない場合、等

①入居者が死亡した場合　②入居者、又は事業者から解約した場合

（入居に関する要件）

入居対象となる者

留意事項

空室がある場合
１泊食事付5,000円（税込）

3ヶ月

解約条項

入居定員

あり

解約予告期間

内容

入居契約書上の契約終了事由を入力してください。

入居契約規定との合致が必要です。仮に有期限契約の
場合、「契約期間が満了した場合」等も入力してくださ
い。その上で、特に事業者からの契約解除の内容につ
いての記載は、借家契約における事業者解約要件のよ
うな社会通念上で許容されている解約条件以外の、有
料老人ホーム契約として特徴的な要件のみを例示（他
に解除事由がある場合は「、等」を付記）してください。

「届出又は登録した室数」にかかわらず、入居見込者数
の最大を入力してください。


