
  Sheet2   サービス実施カテゴリー対応表(特養、ショート、障害者授産施設等)

Cat6-4　実施
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】

短期入所生活介護
【ショートステイ】

通所介護
【デイサービス】

介護老人保健施
認知症対応型共同生活介護
【認知症高齢者グループホー

ム（介護予防含む）】
軽費老人ホーム（Ｂ型） 訪問介護 居宅介護支援

計 画 に よ る自
立支援

6-4-1 施設サービス計画に
基づいて自立生活が営める
よう支援を行っている

6-4-1 介護計画に基づいて
自立生活が営めるよう支援し
ている

6-4-1 介護計画に基づいて
自立生活が営めるよう支援し
ている

6-4-1 施設サービス計画に
基づいて自立生活が営める
よう支援している

6-4-1 認知症対応型共同生
活介護計画に基づいて自立
生活が営めるよう支援を行っ
ている

6-4-1 個別支援計画に
基づいて自立生活が営
めるよう支援している

6-4-1 介護計画に基
づいて自立生活が営め
るよう支援している

食事の工夫
6-4-3 利用者が食事を楽し
むための工夫をしている

楽しみ・軽作業
6-4-10利用者の施設での生
活が楽しくなるような取り組み
を行っている

6-4-4 利用者の生活が
健康で明るくなるよう、施
設の生活に工夫をして
いる

食事支援
6-4-2 食事の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

6-4-2 栄養バランスを考慮し
たうえで、おいしい食事を出
している

6-4-2 栄養バランスを考慮し
たうえで、おいしい食事を出
している

6-4-2 栄養バランスを考慮し
たうえで、おいしい食事を出
している

入浴支援
6-4-4 入浴の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

6-4-3 入浴の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

6-4-3 【入浴介助体制のある
事業者のみ】入浴の支援
は、利用者の状態や意思を
反映して行っている

6-4-3 入浴の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

排泄支援
6-4-5 排泄の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

6-4-4 排泄の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

6-4-4 排泄の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

6-4-4 排泄の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

移動支援
6-4-6 移動の支援は、利用
者の状態や意思を反映して
行っている

6-4-5 移動、整容の支援
は、利用者の状態や意思を
反映して行っている

6-4-5 移動、整容の支援
は、利用者の状態や意思を
反映して行っている

快適性
6-4-9 利用者が日々快適に
暮らせるよう支援を行ってい
る

6-4-8 施設で過ごす時間は
楽しく快適で、利用者が自立
的な生活を送ることができる
ような工夫（アクティビティ等）

6-4-8 施設で過ごす時間は
楽しく快適で、利用者が自立
的な生活を送ることができる
ような工夫（アクティビティ等）

6-4-8 利用者の自主性を尊
重し、施設での生活が楽しく
快適で、自立的な日常生活
となるような取り組みをしてい

6-4-4 共同生活が楽しく快適
になるよう工夫している

機能訓練
6-4-7 利用者の身体機能な
ど状況に応じた機能訓練等
を行っている

6-4-7 利用者の生活機能向
上や健康増進を目的とした
機能訓練サービスを工夫し
実施している

6-4-7 利用者の生活機能向
上や健康増進を目的とした
機能訓練サービスを工夫し
実施している

6-4-7 日常生活の自立を支
援するために必要な機能訓
練を行っている

健康維持
6-4-8 利用者の健康を維持
するための支援を行っている

6-4-6 利用者の健康を維持
するための支援を行っている

6-4-5 利用者の健康を維持
するための支援を行っている

6-4-6 利用者の健康を維持
するための支援及び必要な
医療サービスを行っている

6-4-3 利用者の健康を維持
するための支援を行っている

6-4-2 利用者が主体的
に健康管理や介護予防
に取り組むための支援
体制を整えている

地域

6-4-11 地域との連携のもと
に利用者の生活の幅を広げ
るための取り組みを行ってい
る

6-4-10地域との連携のもと
に利用者の生活の幅を広げ
るための取り組みを行ってい
る

6-4-10 地域との連携のもと
に利用者の生活の幅を広げ
るための取り組みを行ってい
る

6-4-10 地域との連携のもと
に利用者の生活の幅を広げ
るための取り組みを行ってい
る

6-4-6 利用者が地域で暮ら
し続けるため、地域と連携し
て支援を行っている

6-4-6 地域との連携の
もとに利用者の生活の
幅を広げるための取り組
みを行ってい

6-4-4 地域との連携の
もとに利用者の生活の
幅を広げるための取り
組みを行っている

家族
6-4-12 施設と家族との交
流・連携を図っている

6-4-9 施設と家族との交流・
連携を図っている

6-4-9 施設と家族との交流・
連携を図っている

6-4-9 施設と家族との交流・
連携を図っている

6-4-5 事業所と家族等との交
流・連携を図っている

6-4-5 施設と家族との
交流・連携を図ってい

送迎

6-4-6 利用者の負担になら
ないよう送迎サービスを工夫
し、安全を確保するための支
援の方策をとっている

安定した サー
ビス

6-4-3 安定的で継続的
なサービスを提供して
いる

就
労

等 計 画 に よ る就
労支援

Cat６－４　サービス実施

高齢者

6-4-1 利用者の個別の情
報や要望を把握している
6-4-2 一人ひとりの居宅
サービス計画は、利用者
本人や家族の希望と関係
者の意見を取り入れて作
成している
6-4-3 利用者の状態を分
析し、サービス担当者会議
によって効果的な居宅
サービス計画となるように
調整している
6-4-4 居宅サービス計画
に基づいて提供される
サービスの開始当初に、
サービス提供の状
況を確認している
6-4-5 利用者の状態や環
境の変化を継続的に把握
し、必要に応じて居宅サー
ビス計画の見直し・変更を
行っている

注）
居宅介護支援事業では、
他のサービスと大きく異な
る点として、利用者一人ひ
とりのための居宅サービス
計画立案そのものがサー
ビス内容であるという特徴
があります。他のサービス
では、「(4)サービスの実
施」は「(3)個別状況に応じ
た計画策定・記録」のもと
に行われるものですが、居
宅介護支援事業について
は、実際の居宅介護支援
（ケアマネジメント）業務を
時系列に項目を立てて、
「(4)サービスの実施」のそ
れぞれの項目で評価を行
います。「(3) 個別状況に
応じた計画策定・記録」で
は、ケアマネジメント業務
以外の場面において、事
業者（組織）として利用者
に個別対応していく項目
を評価します

6-4-3 日常生活では、
利用者の状態や意思を
反映した支援を行って
いる
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6-4-2 サービス提供の
時間が利用者や家族
にとって安心・快適なも
のとなるようにしている

6-4-2 利用者の状態に応じ
て、日常生活に必要なさまざ
まな作業等を主体的に行うこ
とができるよう支援している

機
能

・
健

康



Cat6-4　実施 精神障害者通所授産施設
身体障害者通所授産施設
・知的障害者通所授産施設

身体障害者入所授産施設 知的障害者入所授産施設

計 画 に よ る自
立支援

6-4-1 個別の支援計画など
に基づいて地域生活支援を
行っている

6-4-1 個別の支援計画に基づ
いて自立（自律）生活が営める
よう支援している

6-4-1 個別の支援計画をい
かしながら、利用者に合った
自立（自律）生活を送るため
の支援を行っている

6-4-1 個別の支援計画をい
かしながら、利用者に合った
自立（自律）生活を送るため
の支援を行っている

食事の工夫
6-4-3 おいしい食事を楽しく
食べられるよう工夫している

6-4-3 栄養のバランスを考慮し
たうえでおいしい食事を楽しく
食べられるよう工夫している

6-4-3 栄養のバランスを考
慮したうえでおいしい食事を
楽しく食べられるよう工夫し
ている

6-4-3 栄養のバランスを考慮
したうえでおいしい食事を楽
しく食べられるよう工夫してい
る

楽しみ・軽作業

6-4-5 利用者の自主性を尊
重し、日常生活が楽しく快適
になるような取り組みを行っ
ている

6-4-6 利用者の自主性を尊重
し、日常生活が楽しく快適にな
るような取り組みを行っている

6-4-6 利用者の自主性を尊
重し、日常生活が楽しく快適
になるような取り組みを行っ
ている

6-4-6 利用者の自主性を尊
重し、日常生活が楽しく快適
になるような取り組みを行って
いる

食事支援

入浴支援

排泄支援

移動支援

快適性

機能訓練

健康維持
6-4-4 利用者の健康を維持
するための支援を行っている

6-4-5 利用者の健康を維持す
るための支援を行っている

6-4-5 利用者の健康を維持
するための支援を行っている

6-4-5 利用者の健康を維持
するための支援を行っている

地域
6-4-7 地域との連携のもとに
利用者の生活の幅を広げる
ための取り組みを行っている

6-4-8 地域との連携のもとに利
用者の生活の幅を広げるため
の取り組みを行っている

6-4-8 地域との連携のもとに
利用者の生活の幅を広げる
ための取り組みを行っている

6-4-8 地域との連携のもとに
利用者の生活の幅を広げる
ための取り組みを行っている

家族
6-4-6 施設と家族等との交
流・連携を図っている

6-4-7 施設と家族等との交流・
連携を図っている

6-4-7 施設と家族等との交
流・連携を図っている

6-4-7 施設と家族等との交
流・連携を図っている

送迎

安定した サー
ビス

就
労

等 計 画 に よ る就
労支援

6-4-2 個別の支援計画に基
づいて就労・日中活動等に
関するさまざまな支援を行っ
ている

6-4-2 個別の支援計画に基づ
いて就労・日中活動等に関す
るさまざまな支援を行っている

6-4-2 個別の支援計画に基
づいて就労・日中活動等に
関するさまざまな支援を行っ
ている

6-4-2 個別の支援計画に基
づいて就労・日中活動等に
関するさまざまな支援を行っ
ている
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6-4-4 身の回りの支援に関し
ては、利用者の立場を考えて
サービスを行っている

6-4-4 利用者一人ひとりの状
況に応じて生活上で必要な
支援を行っている

6-4-4 利用者一人ひとりの
状況に応じて生活上で必要
な支援を行っている


