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介護サービス利用の流れ（平成２９年度～）              
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○介護予防サービス 

・訪問予防訪問看護 

・介護予防通所リハビリ など 

○地域密着型サービス 

・小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 など 

 

○介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・生活支援サービス 

○一般介護予防事業 

（※全ての高齢者を対象） 
・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業 

・地域リハビリテーション 

活動支援事業 など 
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※明らかに
要介護（要支
援）認定が必
要と認められ
る方 ○介護サービス 

・訪問介護 ・訪問看護 

・通所介護 ・短期入所 など 

○地域密着型サービス 

・小規模多機能型居宅介護 

・認知症対応型共同生活介護 など 
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要介護１ 
～ 

要介護５ 
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※予防給付を利用 
※20項目中 

10項目以上 
に該当の方等 ※事業のみ利用 ○施設サービス 

・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 

※明らかに要介護１以上と
判断できる場合 

※介護予防訪問看護等の
利用が必要な場合 

※第２号被保険者 
※チェックリスト(P10)
非該当の方 

(P10) 
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介護予防・日常生活支援総合事業の目的・構成              
訪問型サービス 

要支援者等に対し、その居宅を訪問し、掃除、洗濯
等の日常生活上の支援を提供 

通所型サービス 
要支援者等に対し、集いの場となる施設に通わせ、
機能訓練等の日常生活上の支援を提供 

その他の生活 

支援サービス 

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や 

一人暮らし高齢者等への見守りを提供（検討中） 

要支援者等に対し、総合事業によるサービスが適切
に提供できるようケアマネジメントを提供 

介護予防ケア

マ ネ ジ メ ン ト 

（介護予防・生活支援サービスの体制整備事業） 
 要支援者等が必要な生活支援サービスを始めとした多様な支援が提供
されるよう、地域ケア会議、生活支援コーディネーター等を通じて、地域
に不足する資源の把握を行い、地域の力のよる支援の体制と行政による
サービスの体制を整備する。 

○ 対象者は、第１号被保険者の全ての方、その支援のための 
活動に関わる方 

○ 自治協議会や各公民館活動など、インフォーマルな資源も 
含めて活用 

事業 内容 
介護予防把握

事業 

収集した情報等の活用により、閉じこもり等の 

何らかの支援を要する者を把握し、介護予防 

活動へつなげる 

（毎日元気にクラス、巡回型介護予防教室） 

介護予防普及

啓発事業 

介護予防活動の普及・啓発を行う 
（巡回型介護予防教室、介護予防サポーター 

研修、介護予防出前教室） 

地域 リ ハ ビ リ 

テーション活動 

支 援 事 業 

介護予防の取組を機能強化するため、通所、 

訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へ
のリハビリ専門職等による助言等を実施（長寿の
郷専門的人材派遣事業） 

事業 内容 

     ①増加する高齢者の多様な介護予防・生活支援ニーズに対応し、市の実情に応じた独自のサービスを提供 

     ②要支援者から元気高齢者まで分け隔てなく、切れ目なくサービスを提供することで、自立することへの意欲を喚起 

     ③養父市独自のサービス基準を設け、人材の流動性と有効性を促進 

     ④養父市独自の介護報酬を定め、適切にサービスを評価することで、将来にわたり健全で持続可能な介護保険制度を確立 

地域介護予防

活動支援事業 

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
（介護予防サポーター・フォローアップ研修、介
護予防サポーター定例会） 

一般介護予防

事業評価事業 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況
等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う
（介護予防効果検証事業） 

○ 対象者は、要支援者に相当する以下のような方 

①要支援１･２の認定を受けた方 

②基本チェックリスト(P10)で事業の対象と認定された方 

2



  

訪問型サービス・通所型サービスの概要             
 

訪問型サービス 

サービス

内容 
訪問型介護予防サービス 

（介護保険相当サービス） 

訪問型生活機能向上サービス 

（市独自基準サービス） 

通所型サービス 

通所型介護予防サービス 

（介護保険相当サービス） 

通所型生活機能向上サービス 

（市独自基準サービス） 

提供時間 

○掃除や整理整頓 

○生活必需品の買い物 

○食事の準備や調理 

○衣類の洗濯や補修 

●薬の受け取り 

●入浴の介助（見守り） 

●外出の見守り など 

○掃除や整理整頓 

○生活必需品の買い物 

○食事の準備や調理 

○衣類の洗濯や補修 など 

入浴・排泄・服薬介助は 

原則対象になりません 

およそ６０分（利用者の状態によ

り異なります） 
６０分以内 

○体操（生活機能向上） 

○レクリエーション 

○食事 

●入浴 など 

○体操（生活機能向上） 

○レクリエーション 

○食事 

入浴は原則対象になりません 

３時間以上９時間未満 ２時間以上９時間未満 

対象者 要支援１・２及び事業対象者

で、基準を満たす方（※1） 

要支援１・２及び事業対象者

で、左記以外の方(※２、※３) 

要支援１・２及び事業対象者

で、基準を満たす方（※1） 

要支援１・２及び事業対象者

で、左記以外の方(※２、※３) 

（※１）次の①～⑤のいずれかに該当する方 

    ①医師の判定結果又は要支援認定に係る主治医意見書により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はＭに該当する方 

    ②統合失調症等の精神疾患により、①に準じた状態であると認められる方 

    ③自宅で入浴ができないなど、心身の状態により介護保険相当サービスの利用が必要であると認められる方 

    ④介護保険相当サービス以外に利用可能なサービスがない（近隣地域の生活機能向上サービス、住民主体型事業が未整備、定員不足の場合、遠隔地･積雪･

災害等により利用不可の場合など）ため、介護保険相当サービスを利用しなければケアプランに掲げる目標が達成できない方  

    ⑤【経過措置】平成２９年３月中に、旧指定介護予防訪問・旧指定介護通所介護を利用している方（平成３２年３月３１日まで）。 

（※２）生活機能向上サービスは、利用者にあたり、事業対象者認定に加えて、市へ生活機能向上サービスの利用申請を行う必要があります。 

（※３）生活機能向上サービスは、他市町の被保険者（住所地特例対象者を除く）は利用できません。 

実施方法 事業者指定 事業委託 事業者指定 事業委託 
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訪問型サービス・通所型サービスに係る費用負担及び利用回数等           
利用者負担額 （１割負担）２７０円/１回（※３） ２００円/１回（※６①） 

訪問型生活機能向上サービス 

（市独自基準サービス） 

訪問型介護予防サービス 

（介護保険相当サービス） 

利用限度基準 事業対象者     週２回まで 

要支援１の方    週２回まで 

要支援２の方    週３回まで 

報酬加算 国の示す報酬加算に準ずる 

訪問サービス 

なし 

事業所収入額 ２，７００円/１回（※１①、※２） ２，０００円/１回（※５①） 

併用利用 両サービスの併用は不可 

（※１）①週１回利用計画者が月５回以上利用した場合、利用者負担額は一律 1,168円/月（事業所収入 11,680円/月）、週２回利用計画者が月９回以上利用した場合、利用者

負担額は一律 2,335 円/月（事業所収入 23,350 円/月）、週３回利用計画者が月１３回以上利用した場合、利用者負担額は一律 3,704 円/月（事業所収入 37,040 円/

月）とします。 

    ②週１回利用計画者が月５回以上利用した場合、利用者負担額は一律 1,647円/月（事業所収入 16,470円/月）、週２回利用計画者が月９回以上利用した場合、利用者

負担額は一律 3,377円/月（事業所収入 33,770円/月）とします。 

（※２）介護保険相当サービスについて事業所が市に請求する支給費（事業所収入額－利用者負担額）は、国保連経由での請求となります。 

（※３）介護保険相当サービスの利用者負担額は、介護保険負担割合証に記載の負担割合×事業所収入額となります。 

（※４）介護保険相当サービスは、他市町の被保険者にサービス提供する場合は、当該被保険者の保険者が設定した料金体系・単価となります。ただし、住所地特例施設に入

居している被保険者は、施設所在地の保険者が設定した料金体系・単価となります。 

（※５）①訪問型生活機能向上サービスについて事業所が市に請求する委託料（事業所収入額）は、月ごとに実績報告に基づき支払います。 

    ②通所型生活機能向上サービスについて事業所が市に請求する年間委託料（事業所収入額）は、四半期ごとの実績報告により、一週当たりの平均利用人数に応じた 

委託料を支払います。 

（※６）①訪問型生活機能向上サービスの利用者負担額は、１回あたり２００円（定額）です。利用者負担額は、市が利用者から徴収します。 

    ②通所型生活機能向上サービスの利用者負担額は、１回あたり１,０００円（食事がない場合は５００円）です。利用者負担額は、事業者が利用者から徴収します。 

（１割負担）３８０円/１日（※３） 1,000円/１回（※６②） 

事業対象者     週１回まで 

要支援１の方    週１回まで 

要支援２の方       週２回（生活機能向上は週１回）まで 

国の示す報酬加算に準ずる 

通所サービス 

なし 

両サービスの併用が可能 

通所型生活機能向上サービス 

（市独自基準サービス） 

通所型介護予防サービス 

（介護保険相当サービス） 

３，８００円/１日（※１②、※２） 利用者負担額＋年間委託料(※５②) 
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訪問型サービス・通所型サービスに係る加算･減算  
■訪問型介護予防サービス（１月当たり） 

加算区分 内容・単位数 

初回加算 

新規に訪問型介護予防サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回の訪問サービスを行った日の  

属する月に、指定訪問型サービスを行った場合。 

 加算単価：２００単位 

生活機能向上連携加算 

指定訪問介護の生活機能向上連携加算に準じ、利用者に対し、生活機能向上を目的とした訪問型介護予防サービス計画を作成し、理学  

療法士等と連携して訪問サービスを行い、計画に定めた目標の達成度合を理学療法士等と共有して評価・見直しを行った場合。 

加算単価：生活機能向上連携加算(Ⅰ)  １００単位（理学療法士等が訪問せずにサービス提供責任者と連携した場合） 

        生活機能向上連携加算(Ⅱ)  ２００単位(サービス提供責任者が理学療法士等の訪問に同行、又は訪問後のカンファレンスを共同実施) 

介護職員処遇改善加算 
介護職員の賃金の改善等を実施している事業所が、利用者に対し、指定訪問型介護予防サービスを行った場合。 

 加算単位：所定単位数の１０００分の１３７ など 

※上記のほか、サービス提供責任者・同一建物に係る減算を訪問介護に準じて算定します。   

※１単位１０円 
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■通所型介護予防サービス（１月当たり） 
加算区分 内容・単位数 

生活機能向上 

グループ活動加算 

利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活のための活動を  

行った場合。 

加算単位：１００単位 

運動器機能向上加算 

利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施する機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められる

ものを行った場合。 

加算単位：２２５単位 

栄養改善加算 

低栄養状態にある利用者等に対して、低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者

の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものを行った場合。 

加算単位：１５０単位 

口腔機能向上加算 

口腔機能が低下している利用者等に対して、口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導もしくは実施または摂食・ 

嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものを行った場合。 

加算単位：１５０単位 

選択的サービス 

複数実施加算 

利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、または口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合。 

加算単位：４８０単位または７００単位 

事業所評価加算 

利用者の選択的サービスの利用割合や維持改善状況が、厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所において、評価対象期間の  

満了日の属する年度の次の年度に限り、１月つき所定単位数を加算する。 

加算単位：１２０単位 

サービス提供体制 

強化加算 

介護福祉士や勤続年数３年以上の介護職員を一定以上配置している事業所が、利用者に対し指定通所型介護予防サービスを行った場合。 

加算単位：要支援１・事業対象者：Ⅰ(i)７２単位  Ⅰ(ii)４８単位 Ⅱ２４単位 

要支援２         ：Ⅰ(i)１４４単位 Ⅰ(ii)９６単位 Ⅱ４８単位 

生活機能向上連携加算 

指定通所介護の生活機能向上連携加算に準じ、外部の理学療法士等が事業所を訪問し、事業所の職員と共同してアセスメントを行って個別

機能訓練計画を作成し、その進捗状況を３月ごとに１回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行った場合。 

 加算単価：２００単位  ※個別機能訓練加算を算定している場合は１００単位 

栄養スクリーニング加算 

利用者に対し、利用開始時及び利用中６か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報（医師・歯科医師・  

管理栄養士等への相談提言を含む。）を介護支援専門員に文書で共有した場合。 

加算単位：５単位／回 ※６月に１回を限度とする 

介護職員処遇改善加算 
介護職員の賃金の改善等を実施している事業所が、利用者に対し、指定通所型介護予防サービスを行った場合。 

 加算単位：所定単位数の１０００分の５９ など 

※上記のほか、定員超過・人員基準欠如に係る減算及び若年性認知症受入加算を通所介護に準じて算定します。  

※１単位１０円 
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介護予防・生活支援サービスに係る介護予防ケアマネジメント 

＜単価の考え方＞ 

ケアマネジメントプロセス 利用するサービス  サービス提供開始月 ２月目（翌月） ３月目（翌月） ４月目（翌日） 

原則的マネジメント 
・介護保険相当 

 サービス 

サービス担当者会議 ○ × × ○ 

モニタリング等 － △（必要時実施） △（必要時実施） ○（面接による） 

報酬 基本報酬+初回加算 基本報酬 基本報酬 基本報酬 

簡略型マネジメント 

・生活機能向上 

 サービス 

・住民主体型事業 

サービス担当者会議 △（必要時実施） × × × 

モニタリング等 － △（必要時実施） △（必要時実施） ○（面接による） 

報酬 基本報酬+初回加算 基本報酬 基本報酬 基本報酬  
＜支給費＞ 

区分 基本部分 初期加算 
介護予防小規模多機能型 

居宅介護事業所連携加算 
備考 

原則的マネジメント ３，９００円 ３，０００円 ３，０００円 指定介護予防支援基本報酬より１割減 

簡略型マネジメント ３，５００円 ３，０００円 － 原則的マネジメントより１割減 

※居宅介護支援事業所へ委託した場合の委託料も上記と同額です。  
＜留意事項＞ 

１）新規申請をされる方で、介護予防・生活支援サービスを利用する方については、原則的に高齢者相談センターがアセスメント等に関与しますが、居宅介護支援事業所への  

委託も可能です。 

２）簡略型マネジメントのモニタリングについては、原則的マネジメントに準じます。 

３）簡略型マネジメントのうち、住民主体型事業のみ利用する方は、サービス利用開始時のみのケアマネジメント（アセスメント+ケアプラン作成）となります（支給費はサービス利用

開始月の基本部分＋初回加算となります)。 

４）介護予防・生活支援サービスに係るケアマネジメント（原則的マネジメント、簡略型マネジメント）は、逓減制に含まれません。   
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訪問型サービス 基準等比較表 （下線は市町村が基準を定める際に、法令により必ず遵守すべき事項） 
基準 

訪問型介護予防サービス（介護保険相当サービス） 
（要介護者と一体型）【指定事業者による実施】 訪問型生活機能向上サービス（市独自サービス） 

【委託事業者による実施】 

助け合い訪問事業 

（住民主体型事業） 
【補助による実施】 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準 

人員 

○管理者 常勤・専従１以上 

 (支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業 

所等の職務に従事可能) 

○訪問介護員等常勤換算2.5以上 

【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等  

修了者】 

○サービス提供責任者 

 常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に１人以上

(一部非常勤職員も可能) 

【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者】 

○管理者※ 専従１以上 

 (支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所

等の職務に従事可能) 

○従事者必要数 

【資格要件：介護福祉士・介護職員初任者研修等  

修了者又は一定の研修受講者】※ボランティア等の

活用も可とする。 

○サービス提供責任者 従事者のうち必要数 

【資格要件：従事者に同じ】 

 

○従事者必要数 

設備 

○事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

○必要な設備･備品 

○事業の運営に必要な広さを有する 

区画 

○必要な設備･備品 

運営 

○個別サービス計画の作成 

○運営規程等の説明･同意 

○提供拒否の禁止 

○訪問介護員等の清潔の保持･健康状態の管理 

○秘密保持等 

○事故発生時の対応 

○廃止･休止の届出と便宜の提供 ほか 

（現行の基準と同様） 

○必要に応じ、個別サービス計画の作成 

○従事者の清潔の保持･健康状態の管理 

○従事者又は従事者であった者の秘密保持 

○事故発生時の対応 

○廃止･休止の届出と便宜の提供 

○従事者の清潔の保持･健康状態の

管理 

○従事者又は従事者であった者の  

秘密保持 

○事故発生時の対応 

○廃止･休止の届出と便宜の提供 

単価等 

1回 270単位  

※月額定額ではなく訪問回数による算定 

※利用者は１割(２割又は３割)負担 

自己負担額  1回 200円 

(事業所収入 1回 2,000円） 

※月額定額ではなく訪問回数による算定 

支援主体が設定 

（無償や実費負担のみ等も考えられる） 

想定される

事業所等 

指定訪問介護事業所 ○指定訪問介護事業所 

○新たに市独自サービスのみ行う事業者 

ボランティア団体、ＮＰＯ、自治協など

（新たな担い手）    

訪問型 
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通所型サービス 基準等比較表 （下線は市町村が基準を定める際に、法令により必ず遵守すべき事項） 
基準 通所型介護予防サービス（介護保険相当サービス） 

（要介護者と一体型）【指定事業者による実施】 通所型生活機能向上サービス（市独自サービス） 
【委託事業者による実施】 

地域のつどい事業 

（住民主体型事業） 

【補助による実施】 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準 

人員 

○管理者 常勤・専従 1以上 

(支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業
所等の職務に従事可能) 

○生活相談員専従 1以上 

○看護職員専従 1以上 

○介護職員 

 ・～15人 専従 1以上 

 ・15人～ 利用者 1人に専従 0.2以上 

  （生活相談員・介護職員の 1以上は常勤） 
○機能訓練指導員 1以上 

○管理者 専従 1以上 

(支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業
所等の職務に従事可能) ※ボランティア等の活用も
可とする。 

○従事者 

 ・～５人      １以上 

 ・６人～15人  ２人以上 

 ・16人～     ３人以上 

○従事者必要数 

設備 

○食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 
○静養室・相談室・事務室 

○消火設備その他の非常災害に必要な設備 

○必要なその他の設備・備品 

○サービスを提供するために必要な場所 

 （２㎡×利用定員以上） 
○必要な設備・備品 

○サービスを提供するために必要な 

場所 

○必要な設備・備品 

運営 

○個別サービス計画の作成 

○運営規程等の説明・同意 

○提供拒否の禁止 

○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

○秘密保持等 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 ほか 

（現行の基準と同様） 

○必要に応じ、個別サービス計画の作成 

○従事者の清潔の保持・健康状態の管理 

○従事者又は従事者であった者の秘密保持 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 

○従事者の清潔の保持・健康状態の
管理 

○従事者又は従事者であった者の  

秘密保持 

○事故発生時の対応 

○廃止・休止の届出と便宜の提供 

単価等 

1回 380単位 

※月額定額ではなく通所回数による算定 

※利用者は１割(２割)負担 

1回 1,000円（食事代込み） 
   （食事なし：500円/１日） 

※月額定額ではなく通所回数による算定 

サービス提供主体が設定 

（補助の条件で、市が設定することも
可） 

想定される 

事業所等 
指定通所介護事業所 

○いきいきサロン、生きがいデイ実施事業所 

○新たに市独自サービスを行う事業者 
地域で行うサロン(元気にクラス)など 

通所型 
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★原則、ご本人が記入してください。
被保険者番号（　　           　　　　　　               　）

明治・大正・昭和

No.

1 0.　はい 1．いいえ

2 0.　はい 1．いいえ

3 0.　はい 1．いいえ

4 0.　はい 1．いいえ

5 0.　はい 1．いいえ

6 0.　はい 1．いいえ

7 0.　はい 1．いいえ

8 0.　はい 1．いいえ

9 １.　はい 0．いいえ

10 １.　はい 0．いいえ

11 １.　はい 0．いいえ

12 １.　はい 0．いいえ

13 １.　はい 0．いいえ

14 １.　はい 0．いいえ

15 １.　はい 0．いいえ

16 0.　はい  １．いいえ

17 １.　はい 0．いいえ

18 １.　はい 0．いいえ

19 0.　はい 1．いいえ

20 １.　はい 0．いいえ

21 １.　はい 0．いいえ

22 １.　はい 0．いいえ

23 １.　はい 0．いいえ

24 １.　はい 0．いいえ

25 １.　はい 0．いいえ

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない

（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

記入日　：　平成　   　年　　 　月　  　日

質　問　項　目

バスや電車で１人で外出していますか

日用品の買物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

生
活
全
般 友人の家を訪ねていますか

口

腔

機

能

運
動
器
関
係

う
つ
関
係

栄

養

関

係

１５分位続けて歩いていますか

（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

６ヶ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか

男　・　女 代　 　理

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

BMIが１８．５未満である　　※BMI＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

身長       cm　　　　体重        kg 　　　　BMI　（　　　　　　　）

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか

週に１回以上は外出していますか

（ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない

（     　  ）   年  　月    日生
生年月日

ふりがな

氏名

家族や友人の相談にのっていますか

閉

じ

こ

も

り

認
知
症

電話番号

あなたは、ご自分で健康だと思いますか？ あてはまるものに○をしてください。

　　　　　　　１）とても健康である　　２）まあまあ健康である　　３）ふつう　　４）あまり健康でない　　５）健康でない

住　　　所

（続柄　　　             　）

いずれかに○を

お付けください

性別

基本チェックリスト
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 ※事務処理欄

全般 うつ

１～２０ ２１～２５

１０点以上 2点以上

№16

№17

※１つでも該当項目に○があれば、生活支援サービス事業にチェック

※該当する項目がなければ一般介護予防事業にチェック

□一般介護
   予防事業

3点以上

区分 判　　定

該当項目
（○をする）

No. □生活支援
   サービス事業

１３～１５

2点以上

１１～１２

閉じこもり

判定基準

栄養運動

No.16に該当2点全て

１８～２０６～１０

認知

１６～１７

1点以上

口腔

判定者：□市 □包括 □高相(     地域 )

□居宅(事業所名： )

記入者：
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