
】

　　❸ 広域連合が実施するガイドブック研修。

　　　予防・日常生活支援総合事業の適正かつ有効な実施を図るための指針」に記載されている「指

　　　和型サービスＡ）の担当者と調整し、介護保険法に基いた行政処分を広域連合本部で行う。

　　　切な事例が見つかり行政処分が必要となった場合は、広域連合の総合事業（相当サービス、緩

二　介護保険法に基づく 実地指導 ・ 指導監督等の行政処分

　１　広域連合における総合事業（通所介護、訪問介護）の指導監督は、厚労省告示第１９６号「介護

　　　定居宅サービス事業所等において不適切な事例が見つかった場合に都道府県と連携をして指

　　　導監督を行うなど、効率的に適切な総合事業に努めることが必要」とあることから、大阪府（要介

　　　」という。）に依頼する。

　　　護の通所介護、訪問介護）または、地域密着型サービス（通所介護）の担当者が実地指導を実

　　　施し、不適切な事例が見つかった場合、当該担当者と合同で指導監督を行う。

　２　大阪府や地域密着型サービスの担当者が、通所介護の実地指導を実施し、当該事業所で不適

険サービス事業者等の監査要綱第１３条」の規定に基づき必要な事項を定める。

くすのき広域連合通所型サービスＣ 【 取決め事項 】
令和２年４月１日 制定

一　指定・更新

　１　研修会及び研修会の受講

　　➊ くすのき広域連合（以下「広域連合」という。）が、独自で実施する研修会。

実地研修 指定 管理者、 従事者、ＰＴ または ＯＴ

　　の受講を完了した通所型サービスＣ（以下「通所Ｃ」という。）の事業者に「受講修了書」を交付し、

【 指定・更新 】

➊ 研修会 指定・更新 管理者、

　　❷ 広域連合が指定する場所での実地研修。 【 指　　定

】

　　当該修了書を指定または更新の申請条件とする。

　くすのき広域連合通所型サービスＣ【取決め事項】（以下「取決め事項」という。）は、「くすのき広域

連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第１８条」、「くすのき広域連合介護予防・日常生活

支援総合事業第１号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱第４１条」、「くすのき

広域連合介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定第１号事業者の指定等に関する要綱第７条」

、「くすのき広域連合介護保険サービス事業者等の指導要綱第９条」及び「くすのき広域連合介護保

管理者、 従事者、ＰＴ または ＯＴ

【

申請区分 研修内容を周知できる者を参加者とする

❷

従事者、ＰＴ または ＯＴ

指　　定

令和２年１１月　１日 改正

令和３年　４月　１日 改正

　３　研修会講師の依頼

　　① 講師は、広域連合が指名する理学療法士（以下「ＰＴ」という。）または、作業療法士（以下「ＯＴ

　２　研修会の参加者

研　修　名

❸ ガイドブック研修 指定

　　（当該事業所が不足するようであれば、ホームぺージ等で募集を行う）。

　　② 研修会の場所は、広域連合の本部または、支所が指定する場所とする。

　４　指定する事業所の数

　　広域連合が指定する通所Ｃの事業所数は、各圏域に１事業所が必要と考えるが、各市において当

　　該事業の利用者数に対して事業所数が足りていれば、それ以上の指定は行わないものとする。
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　　可能かを確認する。

　　※ 原則は、地域包括支援センター（以下「包括」という。）や委託のケアマネジャー（以下「委託の

　　　ケアマネ」という。）が医師に聞き取りを行い記録する。

　　※ 診療情報提供書等が、必要な場合は自己負担となるため、予め利用者 または 利用者の家族

　　に対し、必要に応じて報酬及び加算の返還を行い、利用者を他の事業所に引継いだうえ、廃止届

　　を提出する旨の「誓約書」を新規または更新の申請条件として書類を添付する。

　　ただし、アセスメントにより必要と判断された場合、新規の利用者に限らない。

　　※１ 新規とは、初めて介護保険サービスを利用する要支援１または要支援２の方や基本チェックリ

三　誓約書の提出及び不適切なサービス

　１　誓約書の提出（申請条件）

　１　原則として、新規 ※１ の要支援者及び事業対象者は、通所Cの対象とする。

四　対象者

　　通所Cの事業所は、「くすのき広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業の人

　　員、設備及び運営に関する基準を定める要綱（通所型サービスＣ）」及び「くすのき広域連合通所

　　型サービスＣ【取決め事項】」などの広域連合で定めた取決め事項等に遵守できない場合等は、広

　　域連合（本部及び事業所が所在する支所）と協議を行い、その結果が適切でなければ、広域連合

そ
の
他

利用者選定訪問で検討（地域包括支援センターまたは委託のケアマネジャーの

者健康福祉手帳。

　 　認（主治医の意見が記載された運動制限がある場合など）または、地域ケア会議において利用の

　２　不適切なサービスの例

　　① サービス提供時間内の入浴、食事の提供

　　② サービス提供時間内のマッサージやリラクゼーションの提供

　　③ その他、広域連合が基本とするガイドブック及びその資料編と異なる内容のサービスなど

　　　　ストにより事業対象者と認定された方。

　　　に説明が必要。

　４　医師の意見を求める判断ができない場合「⑩医師の判断を求める場合の参考シート」を参考とす

　　る。

　　※ 介護予防改定マニュアル改訂版（平成２４年３月）を参考に広域連合用に作成。

　 　適否を検討する。

精神疾患

　２　対象外【３要件、その他】

１ がん末期 主治医意見書または医師に確認した記録。

　　※ その他の精神疾患、急性疾患のため、利用が困難と思われるケースについては、医師への確

２ 認 知 症 主治医意見書における認知症高齢者の日常生活自立度が Ⅱ 以上。

３ 難　　病 特定医療費（指定難病）受給者証、主治医意見書または医師に確認した記録。

　３　特に運動器関連プログラムの参加にあたって、管理すべき疾患がある者等は、通所Cの利用が

アセスメントによる）。　自立支援医療費（精神通院医療）受給者証、精神障がい
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１クール目

２クール目

【運営基準】

　　は、「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作

　　業療法士会」に依頼することが可能。

６　新規指定を受けた事業所から申請があった場合は、当該事業を効果的かつ効率的に実施できる

２　訓練内容は、【生活行為の向上・改善を目指して ～介護サービス事業所向け「短期集中予防サ

　「栄養状態」、栄養を十分摂取するために必要となる「口腔機能」を中心に、より詳細な情報を収集

　③ 終了前訪問 【 1 回  】

　② 月１回実施（運動中心） 【 3 回  】

　よう、次の範囲において専門職を派遣し、実践講習による支援を行うものとする。

　① 事前訪問 【 1 回  】

　　ービス（通所型）」ガイドブック】及び【資料編】を基本として、個別の生活課題の改善を目的として、

　　運動負荷を調整し、事業所独自の訓練内容を実施した場合には、各カンファレンスで報告し、より

　訪問や利用者、家族への聞き取り等により、「運動機能」や下肢筋力の維持、増強に不可欠である

【人員基準】

　④ 月１回実施（栄養、口腔中心） 【 6 回  】

５　訓練は、基本、事業所内で行うものとするが、事業所のＰＴ又はＯＴが自宅での指導が有効である

　と判断した場合は、利用者宅においての訓練（１回、４０分程度）を可能とする。

　　効果的なものになるように検討し、利用者が自立できるよう努めるものとする。

３　 通所Ｃ利用中に、口腔、栄養についても指導を行うこと。栄養改善加算、口腔機能向上加算を使

　し取り組むことが求められる。

４　サービス終了後、６か月後のモニタリングにて必要と判断された場合は再度利用可能とする。

　ケアマネジャーと連携し、訓練内容を記録すること。

　※ 令和２年４月１日以前に指定を受けているＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間

１　新たに事業所を指定する場合は、管理者の専従を１名、利用者が１５人以内でＰＴまたはＯＴを１

　　名とし、１５人（要綱３０人まで記載）を超えた場合は利用者１人に従事者０．２人以上（５人に１人）

　　とする。歯科医師、医師、保健師、歯科衛生士、看護師、准看護師又は言語聴覚士のうち１名、

　　管理栄養士または栄養士を１名、月に１回以上の配置をする。

　　また、利用定員が１１名以上の場合は、看護職（経験のある看護師または准看護師）を配置する。

　　なお、ＰＴまたはＯＴのいない既存の当該事業所の経過措置の期間は、「くすのき広域連合地域リ

　　ハビリテーション活動支援事業（以下「地域リハビリテーション活動支援事業」という。）を活用し、「

　　大阪府理学療法士会」または「大阪府作業療法士会」に依頼することを可能とする。

　※ 既存事業所の経過措置期間は、事業者の指定有効期間が切れるまでとする。

　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

　　用しての指導もしくは「地域リハビリテーション活動支援事業」を利用し、管理栄養士、歯科衛生士

　　が自宅を訪問して指導を行う。

　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

１　通所型サービスＣの役割は、生活課題の解決を目標とした機能回復訓練などのサービスを提供す

　るだけでなく、生活環境の調整や生きがいを持って生活できるような活動への動機づけなど、利用

　者の「生活の質（QOL）」の向上を目指して取り組むことが重要な役割となる。そのため、自宅への

　また、自宅で行うセルフケアをはじめ、サービス終了後の活動量が下がらないよう地域の通いの場

　や趣味やボランティア活動など身近な地域資源との連携、移行をすすめていくことが重要となる。
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　※ 包括及び委託のケアマネと同行訪問した場合サービス担当者会議を同日に行うことを可能とす

　※ 「①動画撮影」及び「②目標・課題」の資料（パワーポイント等）を作成しておく。

① 動画撮影 当日

　※ サービス利用回数に関しては、利用者の状況、通所型サービスＣの事業所の状況などを考慮

④ 確　認 当日 口腔面のアセスメント（口腔、栄養アセスメントシートによる）
包括または

委託のケアマネ

聞き取り 当日 目標・課題の明確化（課題整理表、生活機能評価） 事業所

③ 確　認 当日 栄養状態のアセスメント（口腔、栄養アセスメントシートによる）
包括または

委託のケアマネ

　　　る。

１　利用者選定訪問

五　事業内容

　※ 包括または委託のケアマネのアセスメント情報も参考にして「到達目標」を決定する。

　　し、利用者、事業所、包括や委託のケアマネと協議し、週１回もしくは週２回のいずれかに決定す

　　る。

生活課題となっている自宅環境や動作確認（生活、身体面の状況）

３クール目

　⑤ 課題に向けた研修 【 1 回  】

　※ 広域連合（支所）は「地域リハビリテーション活動支援事業訪問指導実施報告書」を包括及び委

　　　託のケアマネに情報提供する。

　（１） 包括及び委託のケアマネが、対象者の自宅を訪問し、通所Ｃの利用者を選定する。

　※ 包括及び委託のケアマネで判断に迷う場合は、その理由を広域連合（各支所）に依頼書を提

　　　出し、「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用し、ＰＴまたはＯＴと同行訪問を依頼する。

　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

　（２） 選定された利用者の情報は、包括及び委託のケアマネから広域連合(各支所)に連絡票にて

　　　報告を行う。

　　　また「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用したＰＴまたはＯＴから提出された報告書を

　　　基に包括または委託のケアマネが利用者のケアマネジメントを行い、その同意を得られた場合

　　　は、通所Ｃにつなげる。

２　事前訪問　（事業所の ＰＴまたはＯＴ に対する報酬）

事業所
（参考資料 ： ＩＡＤＬチェック表、ＩＡＤＬ課題整理表）

②

【 包括または委託のケアマネ、ＰＴまたはＯＴが準備する資料など 】

　（３） 利用者宅への訪問は、介護的な面は包括及び委託のケアマネ、医学的な面は事業所のＰＴま

　　　たはＯＴが確認を行う。

　　※ 令和２年４月１日以前に指定を受けているＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間

　　　は、「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作

　　　業療法士会」に依頼することが可能。
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　◎ 「①包括及び委託のケアマネ」、「②アドバイザー（ＰＴまたはＯＴ）」、「⑦保険者等」、「⑧事業所

　　（ＰＴまたはＯＴ）」は、必須とする。但し、「⑧事業所（ＰＴまはたはＯＴ）」の経過措置期間は、管理

⑤

【 事業所、包括または委託のケアマネが準備する資料など 】

【内容】

　（４） 「事前訪問」の後、「事前カンファレンス」を実施し、「対象月の目標設定」、「サービス方針（リス

　　ク管理、運動負担量）」を議論する。

　（５） 通所Ｃによる栄養改善、口腔機能向上の指導の他に「地域リハビリテーション活動支援事業」を

　　利用し、管理栄養士、歯科衛生士が自宅を訪問して指導を行うことも検討する。

　　　介　護予防サービス・支援計画書（１）（２）（３）、４.興味・関心チェックシート、５.口腔・栄養アセス

　　　メントシート、６.生活機能評価、７.その他（薬剤情報など）。

⑦ 資　料

　　※⑦ カンファレンス提出書類は、１.利用者基本情報（Ⅰ）（Ⅱ）、２.介護予防基本チェックリスト、３.

カンファレンス提出書類　※⑦
包括 または

委託のケアマネ

　（６） カンファレンスで、通所Ｃの回数(週１回又は週２回）について妥当性を確認する。

【カンファレンス（事前、初回、中間、終了前、延長終了前）共通事項】

【 参加者 】 ： 「別表Ⅰ」を参照。

３　事前カンファレンス

動画確認 ①事前訪問時の「生活、身体面の状況」
➊ 【⑤動画確認】、【⑥事前訪問時の「目標・課
題」】の資料を事前カンファレンス時の説明に
使用し、終了後に⑥の資料を広域連合（各支
所）に提出する。

事業所

⑥ 資　料 ②事前訪問時の「目標・課題」 事業所
❷包括または委託ケアマネによる「目指す生
活、目標、目標達成を阻害している要因、自立
を阻害している生活行為の説明」により「目標
設定」の確認「サービス方針」を議論する。

⑨ 動画撮影 初回カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

　　※ ⑧及び⑨の動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　　※ ⑧の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」の「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、

　　　開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作成しておく。

⑧ 動画撮影 サービス開始（初日） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

　　者または機能訓練指導員でも可能とする。

　〇 以降、各カンファレンスにおいて、「⑨事業所（管理栄養士または栄養士）」、 「⑩事業所（歯科衛

　　士または言語聴覚士）」の専門職が必要であれ　ば、可能な限り参加の依頼をしておく。

　※ 場合によっては「④助言者（管理栄養士または栄養士）」、 「⑤助言者（歯科衛士または言語聴

　　覚士）」、「⑥助言者（薬剤師）」の参加を依頼しておく。

　　※ ⑨の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」のうち「１ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

　　　成しておく。

【サービス開始月の１月目に事業所が準備する資料など】
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【事業所が準備する資料など】

４　初回カンファレンス

【内容】

　（７） １か月経過する頃、「初回カンファレンス」を実施し、個々の生活課題を明確にするアセスメント

　　 や目標設定と具体的な支援内容についての妥当性を議論し、リスク管理に不足はないか、動機付

　　 けの方法では他の方法が無いかなど、具体的な実践に向けて議論する。

５　中間カンファレンス

【内容】

【サービス開始月の２月目に事業所が準備する資料など】

⑫ 動画撮影 中間カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

　　 「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作成し

　　※ ⑫の動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　　※ ⑫の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」のうち「２ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」と

　 　ておく。

事業所

事業所

⑪ ⑨初回カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

⑩

動画確認

⑧サービス開始（初日） ⑧と⑨の動画と資料を初
回カンファレンスで比較
検討し、終了後に⑧と⑨
の資料を広域連合（各支
所）に提出する。

体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ

事業所⑮ 延長の検討 ②目標・課題、サービス延長の検討 サービス延長最大３か月

　（８） ２か月経過する頃に「中間カンファレンス」を実施し、丁寧なモニタリングを行うことで当初に立

　　　てた目標の高低を踏まえ、随時に目標や支援内容の修正を加えるなどの議論をする。

　　　サービス終了後の地域活動などの確認や、サービス延長必要性（最大３か月）の有無について

　　　確認をする。

【事業所が準備する資料など】

⑬

動画確認

⑨初回カンファレンス（直前） ⑨と⑫の動画と資料を中間カ
ンファレンスで比較検討し、
終了後に⑫の資料のみ広域
連合（各支所）に提出する。

体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

⑭ ⑫中間カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ

　（９） 「中間カンファレンス」終了後、包括及び委託のケアマネと事業所のＰＴまたはＯＴで利用者宅

　　　を訪問し、モニタリングの評価及び終了後を見据えて生活課題の変化と今後の課題整理を行う。

　　　自立、医療または介護の必要性などの状況把握を行う。

　※ 令和２年４月１日以前に指定を受けているＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間

　　は、「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作

　　業療法士会」に依頼することが可能。

６　終了前訪問　（事業所の ＰＴまたはＯＴ に対する報酬）

　※ 中間カンファレンスで、延長になることが決まっている場合は省略することを可能とする。

【サービス開始月の３月目】
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　　※ ⑰の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」のうち「３ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

　　　成しておく。

【終了前訪問時に事業所が準備する資料など】

⑯ 動画撮影 終了前訪問 （当日）
①の自宅環境 と同じ内容を撮影 事業所

①の動作確認と同じ内容を撮影 事業所

　　※ ⑰の動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　（10） 状況確認時に「2．事前訪問」と同様、動画撮影を行う。

　（11） 訪問終了後に「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」に訪問の内容が分かるように明記する。

【サービス開始月の３月目に事業所が準備する資料など】

⑰ 動画撮影 終了前カンファレンス （直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

７　終了前カンファレンス

【内容】

　（12） 「終了前訪問」の終了後に「終了前カンファレンス」を実施する。

⑯終了前訪問 （当日） 動作確認（生活、身体面の状況）

⑲ 動画確認

　　　後の状態を確認できる体制などの検討を行う。

　　 「終了前訪問」の結果を基に目標が達成されていれば終了とする。

　（13） 目標が達成されていない場合や何らかの理由により、長期間の休止でプログラムが実施できな

　　　いなど引き続き延長をしなければならないと判断した場合、延長期間（最大３か月）を決定とする。

　（14） 運動、栄養、口腔面で課題が残されていると判断した場合は、「終了後モニタリング」時に専門

　　　 職に同行してもらうかを検討する。

【事業所が準備する資料など】

⑱ 動画確認
①事前訪問（当日） ①と⑯の動画と資料を終了

前カンファレンスで比較検
討する。

自宅環境（自宅内や自宅周辺など）

事業所

⑧サービス開始（初日）
⑧と⑰の動画と資料を終了
前カンファレンスで比較検
討し、終了後に⑰の資料の
み広域連合（各支所）に提
出する。

体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

⑰終了前カンファレンス（直前）

　　　サービス終了の最終確認、終了後の生活を検討、モニタリング時に専門職訪問の必要性、その

　　※ サービス延長する場合は、サービス終了後に広域連合（各支所）に提出する。

【重要】　延長期間（１か月、２か月、３か月）の確定を必ず行う。

延長１か月の場合　　　 →　　【 延長１か月終了 】へ

延長２か月の場合　　　 →　　【 延長２か月終了 】へ

延長３か月の場合　　　 →　　【 延長３か月終了 】へ

延長しないの場合　　 　→　　終了後モニタリング（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）へ

　　　また、延長期間の「対象月の目標設定」「サービス方針（リスク管理、運動負荷量）」を議論する。
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【延長１か月目（４か月目）に事業所が準備する資料など】

　　　成しておく。

　　　 「延長終了前訪問」での結果を基に目標が達成されていれば終了とする。

　（19） 運動、栄養、口腔面で課題か残されていると判断した場合は、「終了後モニタリング」時に専門

　　　職に同行してもらうかを検討する。

　（16） 状況確認時に「２．事前訪問」と同様、動画撮影を行う（撮影場所や動作は前回と同じとす

　（17） 訪問終了後「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」に訪問の内容が分かるように明記する。

５ｍ歩行、ＴＵＧ

【延長終了前訪問時に事業所が準備する資料など】

⑳ 動画撮影

動画撮影

　　　サービス終了の最終確認、終了後の生活を検討、モニタリング時に専門職訪問の必要性、その

　　　後の状態を確認できる体制などの検討を行う。

８－２　延長終了前カンファレンス

　　　る）。

①の自宅環境 と同じ内容を撮影 事業所

①の動作確認と同じ内容を撮影 事業所

【 延長１月目（４か月目） 】

８－１　延長終了前訪問

　　　自立、医療または介護の必要性などの状況把握を行う。

【 延長１か月終了 】の場合

　　　、「終了前カンファレンス」終了後に包括及び委託のケアマネと事業所のＰＴ または ＯＴで利用

　　　者宅を訪問し、モニタリングの評価及び終了後を見据えて生活課題の変化と今後の課題整理を

　　　行う。

　　　業療法士会」に依頼することが可能。

【内容】

㉑

　（18） 「延長終了前訪問」終了後、「延長終了前カンファレンス」を実施する。

延長終了前訪問（当日）

事業所

　　※ 令和２年４月１日以前に指定を受けているＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間

　　　は、「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作

　　※ 動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　　※ ㉑の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－２）」のうち「４ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

延長終了前カンファレンス（直前） 体力測定

　（15） 「終了前カンファレンス」にて引き続き必要期間の延長をしなければならないと判断された場合
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体力測定

【事業所が準備する資料など】

５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所⑰終了前カンファレンス （直前）

㉑延長終了前カンファレンス（直前）

①事前訪問（当日）

①と⑯と⑳の動画を
延長終了前カンファ
レンスで比較検討す
る。

生活課題となっている
自宅環境
（自宅内や自宅周辺など）
動作確認
（生活、身体面の状況）

事業所⑯終了前訪問 （当日）㉒
動画
確認

⑳延長終了前訪問（当日）

㉓

⑧サービス開始（初日） ⑧と⑰と㉑の動画と
資料を延長終了前
カンファレンスで比
較検討し、終了後に
㉑の資料のみ広域
連合（各支所）に提
出する。

動画
確認

　（20）丁寧なモニタリングを行い、目標の達成状況や支援内容の確認、検討等をする。またサービス

【内容】

　　※ 動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　　※ ⑳の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－２）」のうち「４ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

　　　成しておく。

８－１　延長１か月目カンファレンス（４か月目）

４か月で終了　→　　終了後モニタリング（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）へ

【 延長２か月終了 】の場合

【 延長１月目（４か月目）に事業所が準備する資料など 】

⑳ 動画撮影 延長１か月目カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

確認
⑳延長１か月目カンファレンス（直前）

㉑

⑰終了前カンファレンス （直前）

　　　は、「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作

　　　業療法士会」に依頼することが可能。

　　　終了後の地域活動などの確認をする。

　（21） 「延長１か月目カンファレンス（４か月目）」終了後に包括及び委託のケアマネと事業所のＰＴま

　　　たはＯＴで利用者宅を訪問し、モニタリングの評価及び終了後を見据えて生活課題の変化と今

　　　後の課題整理を行う。自立、医療または介護の必要性などの状況把握を行う。

　　※ 令和２年４月１日以前に指定を受けているＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間

【 延長２か月目（５か月目） 】

８－２　延長終了前訪問

事業所
動画

【事業所が準備する資料など】

⑰と⑳の動画と資料
を延長終了前カン
ファレンスで比較検
討し、終了後に⑳の
資料のみ広域連合
（各支所）に提出す
る。

体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ
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【延長終了前訪問時に事業所が準備する資料など】

㉒ 動画撮影 延長終了前訪問（当日）
①の自宅環境 と同じ内容を撮影 事業所

①の動作確認と同じ内容を撮影 事業所

　　　成しておく。

８－３　延長終了前カンファレンス

【内容】

　（22） 状況確認時に「2．事前訪問」と同様、動画撮影を行う。

　（23） 訪問終了後「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」に訪問の内容が分かる ように明記する。

【 延長２月目（５か月目）に事業所が準備する資料など 】

㉓ 動画撮影 延長終了前カンファレンス（直前） 体力測定

　　※ 動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　　※ ㉓の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－２）」のうち「５ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

　　　サービス終了の最終確認、終了後の生活を検討、モニタリング時に専門職訪問の必要性、その

　　　後の状態を確認できる体制などの検討を行う。

事業所⑯終了前訪問 （当日）

㉒延長終了前訪問（当日）

　（24） 「延長終了前訪問」終了後、「延長終了前カンファレンス」を実施する。

　　　 「延長終了前訪問」での結果を基に目標が達成されていれば終了とする。

　（25） 運動、栄養、口腔面で課題か残されていると判断した場合は、「終了後モニタリング 」時に専

　　　門職に同行してもらうかを検討する。

【事業所が準備する資料など】

①事前訪問（当日）
①と⑯と㉒の動画を
延長終了前カンファ
レンスで比較検討す
る。

生活課題となっている
自宅環境
（自宅内や自宅周辺など）
動作確認
（生活・身体面の状況）

㉔
動画
確認

【 延長3か月終了 】の場合

【 延長１か月目（４か月目）に事業所が準備する資料など 】

⑳ 動画撮影 延長１か月目カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

　　　成しておく。

　　※ 動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　　※ ⑳の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－２）」のうち「４ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

５か月で終了　→　　終了後モニタリング（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）へ

㉕

⑧サービス開始（初日） ⑧と⑳と㉓の動画と
資料を延長終了前
カンファレンスで比
較検討し、終了後に
㉓の資料のみ広域
連合（各支所）に提
出する。

体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

動画

⑳延長１か月目カンファレンス（直前）
確認

㉓延長終了前カンファレンス（直前）
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【事業所が準備する資料など】

　（26） 丁寧なモニタリングを行い、目標の達成状況や支援内容の確認、検討等をする。またサービス

　　　終了後の地域活動などの確認をする。

【内容】

８－１　延長１か月目カンファレンス（４か月目）

８－２　延長２か月目カンファレンス（５か月目）

事業所
動画

確認
⑳延長１か月目カンファレンス（直前）

㉑

⑰終了前カンファレンス （直前）
⑰と⑳の動画と資料
を延長終了前カン
ファレンスで比較検
討し、終了後に⑳の
資料のみ広域連合
（各支所）に提出す
る。

体力測定

【 延長月の２か月目（５か月目）に事業所が準備する資料など 】

㉒ 動画撮影 延長２か月目カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

　　※ 令和２年４月１日以前に指定を受けているＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間

　　　は、「地域リハビリテーション活動支援事業」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作

　　　業療法士会」に依頼することが可能。

【事業所が準備する資料など】

【内容】

　　　終了後の地域活動などの確認をする。

　（27） 丁寧なモニタリングを行い、目標の達成状況や支援内容の確認、検討等をする。またサービス

事業所

【 延長月の３月目（６か月） 】

８－３　延長終了前訪問

　　　後の課題整理を行う。自立、医療または介護の必要性などの状況把握を行う。

　（28） 「延長１か月目カンファレンス（５か月目）」終了後に包括及び委託のケアマネと事業所のＰＴま

　　　たはＯＴで利用者宅を訪問し、モニタリングの評価及び終了後を見据えて生活課題の変化と今

⑳延長１か月目カンファレンス（直前）
⑳と㉒の動画と資料
を延長終了前カン
ファレンスで比較検
討し、終了後に㉒の
資料のみ広域連合
（各支所）に提出す
る。

体力測定

５ｍ歩行、ＴＵＧ

　　※ 動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

　　※ ㉒の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－２）」のうち「５ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「（体力測定握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

　　　成しておく。

動画

確認
㉒延長２か月目カンファレンス（直前）

５ｍ歩行、ＴＵＧ㉓
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動画
確認

㉕延長終了前カンファレンス（直前）

㉗

　（29 状況確認時に「２．事前訪問」と同様、動画撮影を行う。

【延長終了前訪問時に事業所が準備する資料など】

体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

動画

㉒延長２か月目カンファレンス（直前）

６か月で必ず終了　→　　終了後モニタリング（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）へ

動画撮影 延長終了前訪問（当日）
①の自宅環境 と同じ内容を撮影 事業所

①の動作確認と同じ内容を撮影 事業所

⑧サービス開始（初日）

㉖

　　　サービス終了の最終確認、終了後の生活を検討、モニタリング時に専門職訪問の必要性、その

　　　後の状態を確認できる体制などの検討を行う。

　　　「延長終了前訪問」での結果を基に目標が達成されていれば終了とする。

㉔

　（30） 訪問終了後「通所Ｃプラン計画書（様式４－１）」に訪問の内容が分かるように明記する。

【 延長月の３か月目（６か月目）に事業所が準備する資料など 】

①事前訪問（当日）
①と⑯と㉒の動画を
延長終了前カンファ
レンスで比較検討す
る。

生活課題となっている
自宅環境
（自宅内や自宅周辺など）
動作確認
（生活、身体面の状況）

事業所

　　　時に専門職に同行してもらうかを検討する。

㉒延長終了前訪問（当日）

　（31） 「延長終了前訪問」終了後、「延長終了前カンファレンス」を実施する。

⑧と㉒と㉕の動画と
資料を延長終了前
カンファレンスで比
較検討し、終了後に
㉕の資料のみ広域
連合（各支所）に提
出する。

⑯終了前訪問 （当日）

確認

　　※ ㉕の段階で「通所Ｃプラン計画書（様式４－２）」のうち「６ヶ月目の到達目標、コメント（結果）」及

　　　び「体力測定（握力、ＴＵＧ、５ｍ歩行、ＣＳ３０、開眼片足立ち）」の資料（パワーポイント等）を作

　　　成しておく。

８－４　延長終了前カンファレンス

【内容】

【事業所が準備する資料など】

㉕ 動画撮影 延長終了前カンファレンス（直前） 体力測定 ５ｍ歩行、ＴＵＧ 事業所

　（32） 運動、栄養、口腔面で課題か残されていると判断した場合は、「終了後モニタリング（Ⅰ）（Ⅱ）」

　　※ 動画撮影は、通所Ｃの利用時に撮影する。

12



　　　」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作業療法士会」に依頼することが可能。

　（３） サービス終了後、３か月目に包括や委託のケアマネが利用者宅を訪問し、給付型サービスを使

　　　いながら地域活動に参加している等の自立した生活が継続されているのが確認できた場合。

　（４） 前の各終了前カンファレンス時に専門職の同行訪問が必要と判断された場合は、当該事業所

９－２　終了後モニタリングⅡ

　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

　　　のＰＴまたはＯＴが同行することを可能とする。

９－１　終了後モニタリングⅠ

　　　のＰＴまたはＯＴが同行することを可能とする。

　※ ＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間は、「地域リハビリテーション活動支援事業」

　　を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作業療法士会」に依頼することが可能。

　（１） サービス終了後、３か月目に包括や委託のケアマネが利用者宅を訪問し、給付型サービスを使

　　　わずに地域活動や社会参加している等の自立した生活が継続されているのが確認できた場合。

　（２） 前の各終了前カンファレンス時に専門職の同行訪問が必要と判断された場合は、当該事業所

　　※ ＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間は、「地域リハビリテーション活動支援事業

　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

　

　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

　　※ 生活不活発状態で、リスクが高いと思われるので、必要な支援を検討してください。

９－３　終了後モニタリングⅢ

　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

　　　のＰＴまたはＯＴが同行することを可能とする。

　　※ ＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間は、「地域リハビリテーション活動支援事業

　　　」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作業療法士会」に依頼することが可能。

　（５） サービス終了後、３か月目に包括や委託のケアマネが利用者宅を訪問し、当該報酬Ⅰ又は報

　　　酬Ⅱに該当しない状況（地域活動等にも参加していない場合、または給付型サービスを利用せ

　　　ず地域活動等にも参加していない、いわゆる生活不活発状態である場合 ）が確認できた場合。

　（６） 前の各終了前カンファレンス時に専門職の同行訪問が必要と判断された場合は、当該事業所

　　　」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作業療法士会」に依頼することが可能。

　　※ ＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間は、「地域リハビリテーション活動支援事業

　（７） サービス終了後、６か月目に包括や委託のケアマネが利用者宅を訪問し、給付型サービスを

　　　使わずに地域活動に参加している等の自立した生活が継続されているのが確認できた場合。

　（８） 終了後モニタリングにて、医療的な面で、包括や委託のケアマネのみでは判断できないとされ

　　　た場合は、広域連合（各支所）に終了後モニタリングⅠの支援経過のコピーを提出し、了解を得

　　　れば当該事業所のＰＴまたはＯＴを同行させることを可能とする。

１０－１　終了応援Ⅰ

【 サービス終了後 】
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】

【 別表Ⅰ】

　　　た場合は、広域連合（各支所）に終了後モニタリングⅠの支援経過のコピーを提出し、了解を得

　　　れば当該事業所のＰＴまたはＯＴを同行させることを可能とする。

　　※ ＰＴまたはＯＴがいない既存事業所の経過措置期間は、「地域リハビリテーション活動支援事業

　　　」を使用し、「大阪府理学療法士会」または「大阪府作業療法士会」に依頼することが可能。

カンファレンス参加対象者

　　※ くすのき広域連合地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱に規定する額を支払う。

【

大　　　　阪　　　　府 】

③ 助言者（ＰＴ【理学療法士】 または ＯＴ【作業療法士】） 【 　各　  職　 能　 団　体　 】

④ 助言者（管理栄養士） 【 〃 】

⑤ 助言者（歯科衛生士 または ＳＴ【言語聴覚士】） 【 〃 】

① 包括 及び 委託のケアマネ 【 地域包括支援センター

⑥ 助言者（薬剤師） 【 〃 】

　　　使いながら地域活動に参加している等の自立した生活が継続されているのが確認できた場合。

※ アドバイザーと助言者は、「自立支援型地域ケア会議」の予算で依頼する②～⑥の専門職の

⑩ 事業所（歯科医師、医師、保健師、歯科衛生士、看護師、准看

　　　　　　　護師または ＳＴ【言語聴覚士】）

〃 】

② アドバイザー（ＰＴ【理学療法士】 または ＯＴ【作業療法士】） 【

⑦ 保険者等 【 広域連合（本部、支所） 】

⑧ 事業所（ＰＴ【理学療法士】 または ＯＴ【作業療法士】） 【  通所型サービスＣ事業所 】

⑨ 事業所（管理栄養士）

　（10） 終了後モニタリングにて、医療的な面で、包括や委託のケアマネのみでは判断できないとされ

１０－２　終了応援Ⅱ

　（９） サービス終了後、６か月目に包括や委託のケアマネが利用者宅を訪問し、給付型サービスを

※ 基本、アドバイザーを「ＯＴ」とすれば、助言者を「ＰＴ」とするが、広域連合（各支所）の判断に

　　より、アドバイザーと助言者を同職種としても良い。

【 〃 】

⑪ 事業所（薬剤師） 【 〃 】

　　薬剤師」は、アドバイザーや助言者になれない。

　　者とし、事業所の「⑧ ＰＴ または ＯＴ」、「⑨ 管理栄養士」、「⑩ 歯科衛生士 または ＳＴ」、「⑪
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