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　訪問系サービス共通【05】� 45
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　　<福祉用具・住宅改修>
12　福祉用具貸与【21】� 165
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Ⅲ　施設サービス
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３　介護老人保健施設【25】� 229
４　介護療養型医療施設【26】� 241
５　介護医療院【49】� 253

Ⅳ　地域密着型サービス
１　地域密着型サービス共通【04】� 255
　　<訪問通所サービス>
２　定期巡回・随時対応型訪問介護看護【40】
　　� 257
３　夜間対応型訪問介護【41】� 262
３-２　地域密着型通所介護【48】� 264
４　認知症対応型通所介護【42】� 265
　　<居住系サービス>
５　小規模多機能型居宅介護【43】� 266
６　認知症対応型共同生活介護【44】� 275
７　地域密着型特定施設入居者生活介護【45】
　　� 287
８　�地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護【46】� 287

９　看護小規模多機能型居宅介護【47】� 290

Ⅰ　全サービス
　全サービス共通【01】� 296
　訪問系サービス共通【05】〔なし〕
　通所系サービス共通【06】� 307

Ⅱ　居宅サービス
１　居宅サービス共通【02】� 308
　　<訪問系サービス>
２　訪問介護【11】� 312
３　訪問入浴介護【12】� 327
４　訪問看護【13】� 328
５　訪問リハビリテーション【14】� 331
６　居宅療養管理指導【15】� 333
　　<通所サービス>
７　通所介護【16】� 335
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９　短期入所生活介護【18】� 355
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　　<居住系サービス>
11　特定施設入居者生活介護【20】� 369
　　<福祉用具・住宅改修>
12　福祉用具貸与【21】� 374
13　特定福祉用具販売【22】� 376
14　住宅改修【27】〔なし〕
　　<ケアマネジメント>
15　居宅介護支援【23】� 377
16　介護予防支援【23】� 383

Ⅲ　施設サービス
１　施設サービス共通【03】� 390
２　介護老人福祉施設【24】� 405
３　介護老人保健施設【25】� 414
４　介護療養型医療施設【26】� 425
５　介護医療院【49】� 430

Ⅳ　地域密着型サービス
１　地域密着型サービス共通【04】� 431
　　<訪問通所サービス>
２　定期巡回・随時対応型訪問介護看護【40】
　　� 436
３　夜間対応型訪問介護【41】� 443
３-２　地域密着型通所介護【48】� 445
４　認知症対応型通所介護【42】� 446
　　<居住系サービス>
５　小規模多機能型居宅介護【43】� 450
６　認知症対応型共同生活介護【44】� 460
７　�地域密着型特定施設入居者生活介護【45】〔なし〕
８　�地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護【46】� 469

９　看護小規模多機能型居宅介護【47】� 475

〔該当サービス・加算等の細目を記載した詳細
目次については，扉頁（483頁～）に掲載〕

Vol.１（令和３年３月19日）
①全サービス共通� 486
②３％加算及び規模区分の特例� 486
③�介護職員処遇改善加算・介護職員等特定
処遇改善加算� 491

Vol.２（令和３年３月23日）
①�訪問リハビリテーション・通所リハビリ
テーション� 495

②短期入所療養介護（介護老人保健施設）� 511
③施設サービス� 511

Vol.３（令和３年３月26日）
①全サービス共通� 514
②訪問系サービス� 516
③�居宅療養管理指導・通所系サービス・居
住系サービス・施設サービス等� 519

④�短期入所サービス・居住系サービス・施
設サービス等� 543

⑤地域密着型サービス� 556
⑥居宅介護支援� 558
⑦介護予防サービス� 563
⑧共生型サービス� 564
⑨サービス提供体制強化加算� 567
⑩�介護職員処遇改善加算，介護職員等特定
処遇改善加算� 567

Vol.４（令和３年３月29日）
①訪問介護・（介護予防）訪問入浴介護� 568
②地域密着型サービス� 571
③認知症専門ケア加算� 577

Vol.５（令和３年４月９日）
①訪問系サービス� 581
②�通所系サービス・居住系サービス・施設
系サービス� 582

Vol.６（令和３年４月15日）
①算定の基準について� 583
②栄養アセスメント加算� 584
③ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ）� 584
④�利用開始した月から12月を超えた場合の
減算� 585

Vol.７（令和３年４月21日）
○全サービス共通� 585

Vol.８（令和３年４月26日）

○入浴介助加算� 586

Vol.９（令和３年４月30日）
○ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ）� 588

Vol.10（令和３年６月９日）� 巻末追補①

１．訪問サービスに関する事項� 590
⑴訪問介護について� 590
⑵訪問入浴介護について� 592
⑶訪問看護について� 593
⑷�（介護予防）訪問リハビリテーションに
ついて� 593
⑸福祉用具について� 594

２．通所サービス等に関する事項� 595
⑴通所系サービス等について� 595
⑵�（介護予防）通所リハビリテーションに
ついて� 599

３．居宅介護支援等に関する事項� 600

４．施設サービスに関する事項� 604
⑴施設系サービスについて� 604
⑵介護老人保健施設について� 606
⑶�（地域密着型）特定施設入居者生活介護
について� 607

５．その他の事項� 608
⑴地域密着型サービスについて� 608
⑵�介護職員（等特定）処遇改善加算につい
て� 609
⑶�介護予防・日常生活支援総合事業につい
て� 611
⑷地域医療介護総合確保基金について� 611
⑸�ワクチン接種に関する取扱い（20報～22
報）� 612

付�－１　令和元年台風第19号に伴う災害に
おける介護報酬等の取扱いについて（令
元.10.15老健局総務課認知症施策推進
室・高齢者支援課・振興課・老人保健課
事務連絡）� 616

付�－２　介護サービス事業所によるサービ
ス継続について（その３）（令3.4.23健康
局結核感染症課・老健局高齢者支援課・
老健局認知症施策・地域介護推進課・老
健局老人保健課　事務連絡）� 619

第23報（令和３年６月８日）� 巻末追補②

新型コロナウイルス感染症に係る
臨時的な取扱いＱ＆Ａ等� 589

介護報酬Ｑ＆Ａ� 11 指定基準Ｑ＆Ａ� 295 令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ� 483
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並びに事務処理手順及び様式例の提示について【令
3.3.16老認発0316第３号・老老発0316第２号／令3.4.22老
高発0422第１号・老認発0422第１号・老老発0422第１
号】� 987
　付�：栄養ケア・マネジメントの実施に伴う帳票の整
理について（平17.9.7健習発第0907001号・老老発
第0907001号）� 1059

⑷�通所介護等利用者減少（感染症・災害）：通所介護
等において感染症又は災害の発生を理由とする利用
者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る
基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について【令3.3.16老認発0316第４号・老老発0316第
３号】� 1060
⑸�科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算関
係：科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算
に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について【令3.3.16老老発0316第４号／令
3.4.22老高発0422第１号・老認発0422第１号・老老発
0422第１号】� 1070

〔参考〕ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）関連：ＡＤＬ維持
等加算に関する事務処理手順及び様式例について
（平30.4.6老振発0406第１号・老老発0406第３号）
【令元.8.13老推発0813第１号・老高発0813第１号・老振
発0813第１号・老老発0813第１号】� 1081

⑴�食事の基準費用額：介護保険法第51条の３第２項第
一号及び第61条の３第２項第一号に規定する特定介
護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者にお
ける食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案し
て厚生労働大臣が定める費用の額（平17.9.7厚生労
働省告示第411号）【令3.3.15厚生労働省告示第73号】�
� 1088

⑵�居住等・滞在の基準費用額：介護保険法第51条の３
第２項第二号に規定する特定介護保険施設等におけ
る居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況
その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用
の額並びに同法第61条の３第２項第二号に規定する
特定介護予防サービス事業者における滞在に要する
平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を
勘案して厚生労働大臣が定める費用の額（平17.9.7
厚生労働省告示第412号）【令3.3.15厚生労働省告示第
73号】� 1089
⑶�食費の負担限度額：介護保険法第51条の３第２項第
一号及び第61条の３第２項第一号に規定する食費の
負担限度額（平17.9.7厚生労働省告示第413号）【令
3.3.31厚生労働省告示第131号】� 1097
⑷�居住費・滞在費の負担限度額：介護保険法第51条の
３第２項第二号に規定する居住費の負担限度額及び
同法第61条の３第２項第二号に規定する滞在費の負
担限度額（平17.9.7厚生労働省告示第414号）【令
3.3.31厚生労働省告示第131号】� 1099

Ⅴ　居住費・食費の低所得者対策� 1087

⑸�低所得者の利用者負担額軽減〔通知〕：低所得者に
対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減
制度の実施について（平12.5.1老発第474号）【令
3.3.30老発0330第５号】� 1101

⑴�請求省令：介護給付費及び公費負担医療等に関する
費用等の請求に関する省令（平12.3.7厚生省令第20
号）【令3.3.31厚生労働省令第75号】� 1108

　関�係告示：介護給付費及び公費負担医療等に関する
費用等の請求に関する省令第１条第２項第六号の
規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護
に関する給付（平12.3.7厚生省告示第56号／最終
改正：平30.3.30厚生労働省告示第180号）� 1114

　参�考：「介護給付費及び公費負担医療等に関する費
用等の請求に関する省令の一部を改正する省令」
の公布について（平26.8.15老発0815第２号）� 1115

⑵�電子請求：電子情報処理組織を使用した請求に関し
て厚生労働大臣が定める区分，事項及び方式並びに
光ディスク又はフレキシブルディスクを用いた請求
に関して厚生労働大臣が定める方式及び規格につい
て（平12.4.14老発第440号／最終改正：平30.3.30老
発0330第13号）� 1117

　付�：電子情報処理組織又は光ディスク等による介護
給付費等又は総合事業費請求の届出等について
（平12.2.15・2.23介護保険制度施行準備室�事務連
絡／最終改正：平30.3.30老健局介護保険計画課�
事務連絡）� 1119

⑶�その他の関係事務連絡
　①�介護給付費請求書等の保管について（平13.9.19老
健局介護保険課・老人保健課�事務連絡／最終改
正：平27.4.1老健局介護保険計画課�事務連絡）�
� 1127

　②�介護報酬の請求に係る消滅時効の起算日について
（平14.3.1老健局介護保険課・老人保健課�事務連
絡）� 1128

　③�公費負担優先の給付の対象となるサービスに係る
請求の事務等について（平12.3.8介護保険制度施
行準備室）� 1129

⑴�医療保険の対象となる療養：厚生労働大臣が定める
療養（平18.3.20厚生労働省告示第142号／最終改
正：平24.3.26厚生労働省告示第161号）� 1136

⑵�要介護者等についての診療報酬（介護調整告示）：
要介護被保険者等である患者について療養に要する
費用の額を算定できる場合（平20.3.27厚生労働省告
示第128号）【令3.3.15厚生労働省告示第73号】� 1137

⑶�医療保険の対象となる訪問看護：訪問看護療養費に
係る訪問看護ステーションの基準等（抄）（平18.3.6
厚生労働省告示第103号）【令3.3.31厚生労働省告示第
164号】� 1153

Ⅵ　介護給付費の請求� 1107

Ⅶ　医療保険等との調整� 1135

⑴�１単位の単価：厚生労働大臣が定める１単位の単価
（平27.3.23厚生労働省告示第93号）【令3.3.15厚生労働
省告示第73号】� 624
⑵�利用者等告示：厚生労働大臣が定める基準に適合す
る利用者等（平27.3.23厚生労働省告示第94号）【令
3.3.15厚生労働省告示第73号】� 631
⑶�大臣基準告示：厚生労働大臣が定める基準（平
27.3.23厚生労働省告示第95号）【令3.3.15厚生労働省告
示第73号】� 644

⑷�施設基準：厚生労働大臣が定める施設基準（平
27.3.23厚生労働省告示第96号）【令3.3.15厚生労働省告
示第73号】� 705

⑸�定数超過利用・人員基準欠如：厚生労働大臣が定め
る利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準
並びに通所介護費等の算定方法（平12.2.10厚生省告
示第27号）【令3.3.15厚生労働省告示第73号】� 751
　付�：厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び
看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算
定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域
（平12.2.10厚生省告示第28号）【令3.3.31厚生労働省
告示第159号】� 780

⑹�夜勤職員基準：厚生労働大臣が定める夜勤を行う職
員の勤務条件に関する基準（平12.2.10厚生省告示第
29号）【令3.3.15厚生労働省告示第73号】� 781
　参�考：「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務
条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合
の夜間の人員配置基準における留意点について（令
3.3.16老高発0316第２号・老認発0316第５号）� 796

⑺�支給限度額対象外の費用：介護保険法施行規則第68
条第３項及び第87条第３項に規定する厚生労働大臣
が定めるところにより算定した費用の額〔支給限度
額告示〕（平12.2.10厚生省告示第38号）【令3.3.15厚生
労働省告示第73号】� 798
⑻�特別地域加算の対象地域：厚生労働大臣が定める地
域（平24.3.13厚生労働省告示第120号）【令3.3.15厚生労
働省告示第73号／令3.3.31厚生労働省告示第159号】� 801
　付�：厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める地域（平12.2.29厚生省告
示第54号）【令3.3.15厚生労働省告示第74号／令3.5.20
厚生労働省告示第204号】� 802

　参�考：厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス
費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号
の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域（平
12.2.29厚生省告示第53号）【令3.3.15厚生労働省告示
第73号／令3.5.20厚生労働省告示第204号】� 810

⑼�加算対象の中山間地域等（小規模事業所加算・サー
ビス提供加算）：厚生労働大臣が定める中山間地域
等の地域（平21.3.13厚生労働省告示第83号）【令
3.3.15厚生労働省告示第73号／令3.3.31厚生労働省告示第
159号】� 818

Ⅰ　単位数表関係告示� 623

法令・通知

⑴�介護給付費の割引：指定居宅サービス事業者等によ
る介護給付費の割引の取扱いについて（平12.3.1老
企第39号／最終改正：平18.3.31老老発第0331010号）�
� 822
⑵�算定体制の届出：指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準，指定居宅介護支援に要する
費用の額の算定に関する基準，指定施設サービス等
に要する費用の額の算定に関する基準，指定介護予
防サービスに要する費用の額の算定に関する基準，
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する
基準，指定地域密着型サービスに要する費用の額の
算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に
伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等に
おける留意点について（平12.3.8老企第41号）【令
3.3.16老高発0316第３号・老認発0316第６号・老老発0316
第５号：別紙16／令3.4.22老高発0422第１号・老認発0422
第１号・老老発0422第１号】� 824

⑴�介護サービス計画書の様式等：介護サービス計画書
の様式及び課題分析標準項目の提示について（平
11.11.12老企第29号）【令3.3.16老高発0316第３号・老認
発0316第６号・老老発0316第５号：別紙18／令3.3.31老
認発0331第６号】� 910
⑵�情報提供：要介護認定結果及び居宅サービス計画の
情報提供について（平12.4.11老振第24号・老健第93
号）� 941

⑶�介護予防支援業務の関連様式例：介護予防支援業務
に係る関連様式例の提示について（平18.3.31老振発
第0331009号）【令3.3.16老高発0316第３号・老認発0316
第６号・老老発0316第５号：別紙23】� 942
⑷�介護予防支援業務の重点化・効率化：介護予防支援
業務の実施に当たり重点化・効率化が可能な事項に
ついて（平19.7.23老振発第0723001号・老老発第
0723001号）� 951

⑴�事業所評価加算：事業所評価加算に関する事務処理
手順及び様式例について（平18.9.11老振発第0911001
号・老老発第0911001号）【令3.3.16老高発0316第３号・
老認発0316第６号・老老発0316第５号：別紙24】� 956
⑵�処遇改善加算・特定処遇改善加算関係：介護職員処
遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関す
る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について【令3.3.16老発0316第４号】� 966

⑶�リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び
口腔管理：リハビリテーション・個別機能訓練、栄
養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方

Ⅱ　介護報酬算定体制の届出� 821

Ⅲ　居宅介護支援・介護予防支援の計画書等
� 909

Ⅳ　事務処理手順・様式例� 955
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　資�料６：介護予防・日常生活支援総合事業における
請求明細書と給付管理票の提出パターン� 1258

　資�料７：介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
及び給付管理票記載例� 1263

１　介護給付費請求書に関する事項� 1268
２�　介護予防・日常生活支援総合事業費請求書に関す
る事項� 1271
３　介護給付費明細書記載に関する事項� 1274
４�　介護予防・日常生活支援総合事業費明細書記載に
関する事項� 1325
５　給付管理票に関する事項� 1339
６　公費の介護給付費明細書等に関する事項� 1343
別表１：摘要欄記載事項� 1345
別表２：保険優先公費の一覧� 1355
別表３：特定診療費識別一覧� 1358
別表４：特別療養費識別一覧� 1359
別表５：基本摘要欄記載事項� 1360
別表６：特別診療費識別一覧� 1362
別�記：介護保険請求時の福祉用具貸与における商品コ
ード等の介護給付費明細書の記載について� 1363
参�考①：平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コ
ードの付与・公表について� 1364
参�考②：月額包括報酬の日割り請求にかかる適用（Ⅰ
－資料９）� 1366
　�サービス種類と適用可能公費の関係（Ⅲ－資料６）�
� 1372

参�考③：令和３年９月30日までの上乗せ分の算定対象
となる報酬について（抄）（Ⅰ－資料10）� 1373
参�考④：通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付
管理の取扱い関係資料（Ⅳ）� 1378

巻末追補①令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ
（Vol.10）（令3.6.9老健局老人保健課／高齢者支援課／
認知症施策・地域介護推進課�事務連絡）� 巻末掲載
巻末追補②新型コロナウイルス感染症に係る介護サー
ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
（第23報）（令3.6.8老健局高齢者支援課／認知症施策・
地域介護推進課／老人保健課�事務連絡）� 巻末掲載

請求書・明細書の記載要領� 1267

介護給付費請求書等の記載要領について（平13.11.16老
老発第31号）【令3.3.16老高発0316第３号・老認発0316第
６号・老老発0316第５号：別紙17】

⑷�医療・介護給付調整の留意事項（医療・介護調整通
知）：医療保険と介護保険の給付調整に関する留意
事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項
等について（平18.4.28老老発第0428001号・保医発
第0428001号／最終改正：令2.3.27保医発0327第３号）�
� 1155
　参�考①：医療保険及び介護保険におけるリハビリテ
ーションの見直し及び連携の強化について（平
18.12.25老老発第1225003号・保医発第1225001号
／最終改正：平27.3.31老老発0331第２号）� 1175

　参�考②：在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管
理指導費の給付調整に係る留意事項について（平
24.10.16老健局振興課・老人保健課事務連絡）�
� 1179

⑸�特養入所者についての診療報酬：特別養護老人ホー
ム等における療養の給付の取扱いについて（平
18.3.31保医発第0331002号／最終改正：令2.3.27保医
発0327第４号）� 1180
　付�①：特別養護老人ホームにおける療養の給付の取
扱いについて（疑義解釈）（昭63.4.19保険発第37
号・健医老老発第33号）� 1186

　付�②：「特別養護老人ホーム等における療養の給付
の取扱いについて」の運用上の留意事項について
（平18.4.24保険局医療課�事務連絡）� 1186

　付�③：特別養護老人ホーム等の医務室に係る保険医
療機関の指定の取扱いについて（平24.3.26保険局
医療課�事務連絡）� 1187

　付�④：「特別養護老人ホーム等における療養の給付
の取扱いについて」（平18.3.31保医発第0331002
号）の一部改正に伴う留意事項等について（平
26.3.31社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課�
事務連絡）� 1187

⑹�自立支援給付との調整：障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支
援給付と介護保険制度との適用関係等について（平
19.3.28障企発第0328002号・障障発第0328002号／最
終改正：平27.3.31障企発0331第１号・障障発0330第
５号）� 1189
　付�①：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づく自立支援給付と介護保
険制度の適用関係等に係る留意事項等について
（平27.2.18障害保健福祉部企画課・障害福祉課�事
務連絡）� 1192

　付�②：共生型サービスの施行に伴う障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等
に係る留意事項等について（平30.3.30社会・援護
局障害保健福祉部�障害福祉課�事務連絡）� 1194

■介護扶助　関係告示
　①�指定介護機関介護担当規程（平12.3.31厚生省告示

Ⅷ　介護扶助� 1195

第191号）� 1196
　②�生活保護法第54条の２第４項において準用する同
法第52条第２項の規定による介護の方針及び介護
の報酬（平12.4.19厚生省告示第214号／最終改
正：令2.8.27厚生労働省告示第302号）� 1196

■介護扶助の運営要領等（通知）
　①�生活保護法による介護扶助の運営要領について
（平12.3.31社援第825号／最終改正：令2.9.30社援
発0930第４号）� 1198

　②�生活保護法による介護扶助の運営要領に関する疑
義について（平13.3.29社援保発第22号／最終改
正：平30.3.30社援保発0330第10号）� 1222

　③�生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定
事務に係る留意事項等について（平26.4.25社援保
発0425第15号／最終改正：令元.5.27社援保発0527
第１号）� 1227

　　参�考：生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関
の指定事務に係る協力について（依頼）（平
26.5.2老高発0502第１号・老振発0502第２号・
老老発0502第２号）� 1230

　④�介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく自立支援給付と
の適用関係等について（平19.3.29社援保発第
0329004号／一部改正：平25.3.29社援保発0329第
３号）� 1232

⑴�ガイドライン告示：介護予防・日常生活支援総合事
業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平
27.3.31厚生労働省告示第196号）【令3.3.31厚生労働省
告示第129号】� 1236
⑵�基本チェックリスト告示：介護保険法施行規則第
140条の62の４第二号の規定に基づき厚生労働大臣
が定める基準（平27.3.31厚生労働省告示第197号／
最終改正：令元.5.7厚生労働省告示第２号）� 1243
　参�考：介護保険法第115条の45／介護保険法施行規
則第140条の62の４� 1244

⑶�介護保険事務処理システム：介護保険事務処理シス
テム変更に係る参考資料〔抄〕� 1246

　Ⅱ�　介護予防・日常生活支援総合事業等関係（令
3.3.31老健局介護保険計画課／認知症施策・地域
介護推進課／老人保健課�事務連絡）

　資�料１：国保連合会へ審査支払業務を委託した場合
の介護予防・日常生活支援総合事業の事務処理の
流れについて� 1247

　資�料２：令和３年４月以降の介護予防・日常生活支
援総合事業におけるサービス種類の考え方につい
て� 1251

　資�料３：介護予防・日常生活支援総合事業の算定構
造のイメージ� 1254

　資�料５：介護予防・日常生活支援総合事業費算定の
届出等に係る留意事項について� 1255

Ⅸ　介護予防�・�日常生活支援総合事業� 1235

法令・通知
⑴�介護報酬の解釈（第３巻）ＱＡ・法令編は，単位数
表編（第１巻）と指定基準編（第２巻）をさらに実
務的に活用するために必要となる情報として，「Ｑ
＆Ａ」「法令・通知」「請求書・明細書の記載要領」
を掲載したものです。

⑵�法令・通知については，令和３年４月改正に係る部
分（改正箇所または改正を含む段落）に下線を付し
ています。なお，新規のものについては項目名の前
に「　」のマークを付けています。

⑴�厚生労働省ホームページ「介護サービス関係Ｑ＆Ａ
集」（令和３年６月９日現在；最終アップデート平
成31年３月18日）に掲載されたＱ＆Ａについては当
Ｑ＆Ａ集に準じて掲載し，さらに令和２年度介護報
酬改定までのＱ＆Ａを追加，別途令和３年度介護報
酬改定に関して発出されたＱ＆Ａを収載しています。

⑵�「介護サービス関係Ｑ＆Ａ集」に掲載されたＱＡ
は，「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」の基準種別（１人
員／２設備／３運営／４報酬／５その他）に応じ，
「４報酬」部分を介護報酬Ｑ＆Ａに，それ以外を指
定基準Ｑ＆Ａに，サービス種別単位でまとめていま
す。「介護サービス関係Ｑ＆Ａ集」未掲載の令和２
年度介護報酬改定までのＱ＆Ａについては，以下の
取扱いも含め，適宜関連する箇所に掲載しています。

⑶�令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａは，令和３
年度報酬改定Ｑ＆Ａとして別掲しました。

⑷�一部のＱＡについては，原ＱＡの構成等にもとづき
サービス種別・基準種別を変えて掲載しています
（指定基準Ｑ＆Ａ内での基準種別のみの変更を除
き，〔　〕で元の種別を注記）。また，同一ＱＡを複
数サービス種別に掲載している場合があります。

⑸�改正実施前の検討事項や改正時の経過措置などに係
る以下の通番のＱＡは掲載していません。

　

凡例

新

Ｑ＆Ａの取扱い

17，20，28，31，32，34，42，43，45，48，50，53，56，58，70，71，83，84，88，
91，95，113，116，120-122，124，128，130，135，147，154，162，170，171，
183，197，204，218，219，243，257，262，267，277，278，280，281，289-
293，295-297，308，312，316，320，338，342，344-346，348，349，351，
352，354，361，362，381，401-406，416，426，440，446，456，464，475，
476，494，520，529，535，541，560，561，575，582，583，587，591-593，
595-597，619，627，633，637，639，640-644，660-667，670，671，687-
693，695，697-700，708，709，713-720，725，727，728，735，737-743，
755，763，766，767，783，800，810，821，824，826，828，838，841-843，
861，864，866，880，883，897，898，900-905，907，908，914，925-928，
931-933，935，936，939-947，950，952，953，963，1004，1012，1040，
1042，1044，1047-1050，1058，1060，1073-1081，1083，1099，1141，1144，
1155，1156，1161-1163，1165，1167，1171-1177，1183-1186，1188，1208，
1212，1214，1215，1218，1222，1223，1226，1231，1233，1248，1249，1251-
1253，1265，1266，1287，1291，1292，1303，1305，1308，1310，1314-1316，
1318，1321，1323，1324，1337-1339，1341，1342，1356，1357，1366，1388，
1390，1397，1404，1418，1421，1425，1426，1437，1445，1447-1452，
1454，1458-1460，1463，1484，1487，1492，1493，1497-1499，1501，
1505，1518，1519，1521，1522，1524，1525，1540，1541，1546，1552，1554-
1558，1569，1576，1577，1582，1592，1595，1599，1602，1627，1629，
1631，1681，1701，1702，1724，1726，1735，1744，1760，1764，1792，1796，
1810，1819-1823，1836，1850，1863，1864，1871，1878，1880，1882，1891，
1922，1924，1926，1932，1934，1935，1949，1964，2009，2027-2033，
2036，2037，2039，2041，2042，2055，2114，2117，2119，2121
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⑹�ＱＡは，原則として次のとおり配列しています。
　�介護報酬Ｑ＆Ａ：同一サービス種別のＱＡは単位数
表順に配列し，内容に応じて適宜見出しで区分
　�指定基準Ｑ＆Ａ：同一基準種別のＱＡは指定基準順
で，同一内容は発出日順・元ＱＡ順で配列
⑺�個別ＱＡについての「介護サービス関係Ｑ＆Ａ」と
本書ＱＡの対応は下記のとおりです。
　▶項目名に対して「小項目名」を追加
　▶�ＱＡが対象とする単位数表・留意事項通知，指定
基準・解釈通知の該当部分を「参考」で掲載

　▶その他の関係告示・通知等を「参照」で示す

　▶令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａでは削除等ＱＡを掲載
⑻�また，新型コロナウイルス感染症の患者等への対応
等により一時的に人員基準を満たすことができなく
なる場合等において，介護報酬，人員，施設・設備
及び運営基準などについての柔軟な取扱いを示し
た，「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービ
ス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
第23報まで等の資料を，新型コロナウイルス感染症
に係る臨時的な取扱いＱ＆Ａ等として別掲していま
す。

連番 サービス
種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号

420 11 訪問
介護事業 4　報酬 訪問介護の

所要時間

「訪問介護を1日に複数回
算定する場合にあっては、
算定する時間の間隔は概ね
2時間以上とする。」にい
う「概ね」の具体的な内容
について

「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、
利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断され
たい

15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A

12

No. 発出日 文書番号等※ 掲載文書
１ 12.１.21 事務連絡 要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について
２ 12.２.３ 最新vol.35 認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について
３ 12.３.17 事務連絡 介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証等に係

る印紙税の取扱い
４ 12.３.31 最新vol.59 １介護報酬等に係るQ&A　２その他の日常生活費に係るQ&Aについて
５ 12.４.28 最新vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.２
６ 12.５.15 最新vol.74 介護報酬等に係るQ&Avol.３
７ 12.６.12 最新vol.77 沖縄県からの「相当サービス」に関する照会に対する回答
８ 12.11.22 最新vol.93 １ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A

２福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて
９ 13.３.28 最新vol.106 運営基準等に係るQ&A
10 13.８.29 最新vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について
11 13.９.28 会議資料 全国介護保険担当課長会議資料Q&A
12 14.３.１ 最新vol.122 介護報酬の請求に係る消滅時効の起算日について
13 14.３.19 最新vol.123 居宅サービスと実質的な「施設」との関係について
14 14.３.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A
15 14.５.14 最新vol.127 介護保険最新情報vol.127

　「訪問介護を１日に複数回算定する場合にあっては，算定する時間の間隔は概ね２時間以上とす
る。」にいう「概ね」の具体的な内容について。

　「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず，利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じ
て判断されたい。

介護報酬通知（平12老企36号）・第２の２・⑷・④
④�　訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから，単に１回の長時間の訪問介
護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって，前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間未満の
間隔で指定訪問介護が行われた場合には，それぞれの所要時間を合算するものとする（緊急時訪問介護加算を算定す
る場合又は医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供する
場合を除く。）。
　�　ただし，⑸①〔20分未満の身体介護による頻回の訪問ができる場合〕の規定に該当する場合は，上記の規定に関わ
らず，20分未満の身体介護中心型について，前回提供した指定訪問介護から２時間未満の間隔で提供することが可能
であり，所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定するものとする。

Q2 420
15.5.30【17】12訪問介護の所要時間　①1日複数回訪問時の間隔

参　　　考

本書でのＱ＆Ａの掲載例（介護報酬Ｑ＆Ａ・P53のQ２を抜粋）

「介護サービス関係Ｑ＆Ａ集」原文

「介護サービス関係Ｑ＆Ａ集」掲載文書一覧

「介護サービス関係Ｑ＆Ａ集」の
項目名を表示（原則として原文ど
おりで，一部内容を付加）
　　　　　　　↓

Ｑ＆Ａの具体的内容や，同一項目
内での内容の区分を示すために，
小項目名を付加
↓

「介護サービス関係Ｑ＆Ａ集」の通
番（令和３年６月９日現在版）を表
記（発出日・掲載番号順）
　　　　　　↓

発出時期【掲載
文書No.】番号

←

質問を掲載←

回答を掲載←

必要に応じて関
連する法令・通
知を掲載（令和
３年度改正部分
に下線等），ま
たは関連告示等
参照部分を表記

←

No. 発出日 文書番号等※ 掲載文書
16 15.３.31 通知 老計発0331002他
17 15.５.30 最新vol.151 介護報酬に係るQ&A
18 15.６.30 最新vol.153 介護報酬に係るQ&A（vol.２）
19 17.９.７ 会議資料 全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料　平成17年10月改定関係Q&A
20 17.10.13 改革vol.33 地域包括支援センター及び地域支援事業に関するQ&A
21 17.10.27 改革vol.37 平成17年10月改定Q＆A（追補版）等について
22 17.11.４ 改革vol.37-2 平成17年10月改定Q&A【追補版】の修正について
23 17.12.19 会議資料 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料　地域密着型サービスに関するQ&A
24 18.１.26 改革vol.53 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A
25 18.２.17 改革vol.60 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（案）」等の送付について
26 18.２.17 改革vol.61 老人保健事業及び介護予防事業に関するQ&A（その２）について
27 18.２.20 改革vol.63 混合型特定施設に関するQ&A
28 18.２.24 会議資料 全国介護保険担当課長ブロック会議資料Q&A
29 18.３.７ 改革vol.70 老人保健事業及び介護予防事業に関するQ&A（その２）について
30 18.３.22 改革vol.78 平成18年４月改定関係Q＆A（vol.１）
31 18.３.27 改革vol.80 平成18年４月改定関係Q＆A（vol.２）
32 18.３.31 改革vol.88 介護老人福祉施設等に関するQ&A
33 18.４.21 改革vol.96 平成18年４月改定関係Q＆A（vol.３）
34 18.４.21 改革vol.97 住所地特例対象施設に関するQ&A
35 18.４.28 事務連絡 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービス

の利用について
36 18.５.２ 改革vol.102 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A／平成18年４月改定関係Q＆A（VOL４）
37 18.５.25 改革vol.106 指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ＆A
38 18.６.８ 改革vol.110 指定認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者の欠員等に係る減算に関するQ＆A
39 18.６.30 改革vol.114 平成18年４月改定関係Q＆A（VOL５）及び平成18年７月改定関係Q＆A（経過型介護療養型医療施設関係）
40 18.７.３ 改革vol.117 平成18年４月改定関係Q＆A（VOL６）
41 18.９.４ 改革vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
42 18.９.11 事務連絡 平成18年４月改定関係Q&Avol.７（事業所評価加算関係）及び老人保健事業及び介護予防事業等に関する

Q&A（追加・修正）vol.２
43 19.２.９ 最新vol.5 平成18年４月改定関係Q&A　問58の改訂についてvol.５
44 19.２.19 会議資料 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料　介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A
45 19.２.28 最新vol.6 「介護保険法上の事後規制について」等の送付についてvol.６
46 19.３.１ 最新vol.7 「報酬請求指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについてvol.７
47 19.５.31 事務連絡 療養病床転換支援策（施設基準に係る経過措置等）等関係Q&A
48 19.６.１ 事務連絡 （保険局医療課）疑義解釈資料の送付について（その８）
49 19.７.３ 事務連絡 摂食機能療法の算定基準に係るQ&A
50 19.10.９ 最新vol.20 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の有効期間及びその更新等に係

る周知並びに同上及び地域密着型（介護予防）サービスの実施に関するQ&A
51 19.10.25 最新vol.22 介護保険法に基づく指定訪問介護事業所が障害者自立支援法に基づく居宅介護を行う場合の取扱い
52 19.12.20 最新vol.26 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて
53 20.４.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
54 20.８.25 最新vol.41 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて　
55 21.３.23 最新vol.69 平成21年４月改定関係Q＆A（vol.１）
56 21.４.９ 最新vol.74 平成21年４月改定関係Q＆A（通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及

び個別リハビリテーション実施加算関係）
57 21.４.17 最新vol.79 平成21年４月改定関係Q＆A（vol.２）
58 21.５.13 最新vol.88 認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて
59 21.７.24 最新vol.104 適切な訪問介護サービス等の提供について
60 22.６.１ 事務連絡 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護利用者等の受け

入れに関するQ&A
61 22.９.29 最新vol.166 「指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するＱ＆Ａ」の送付について
62 23.９.30 最新vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指

定，介護報酬等の取扱いについて
63 23.12.１ 最新vol.249 ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて
64 24.３.16 最新vol.267 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.１）（平成24年３月16日）について
65 24.３.30 最新vol.273 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.２）（平成24年３月30日）について
66 24.４.25 最新vol.284 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.３）（平成24年４月25日）について
67 26.４.４ 最新vol.369 平成26年度介護報酬等に係るQ&A（Vol.２）に関するQ&A（平成26年４月４日）について
68 27.４.１ 最新vol.454 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.１）（平成27年４月１日）について
69 27.４.28 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A（平成27年４月28日）」の送付について
70 27.４.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.２）（平成27年４月30日）」の送付について
- 27.７.31 最新vol.493 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.４）（平成27年７月31日）」の送付について
- 29.３.16 最新vol.583 「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A（平成29年３月16日）」の送付について
- 29.７.30 全国介護保険担当課長会議資料 平成29年介護保険制度の改正等に関するFAQ

71 30.３.23 最新Vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.１）（平成30年３月23日）」の送付について
72 30.３.28 最新Vol.633 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.２）（平成30年３月28日）」の送付について
73 30.４.13 最新Vol.649 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.３）（平成30年４月13日）」の送付について
74 30.５.29 最新Vol.657 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.４）（平成30年５月29日）」の送付について
75 30.７.４ 最新Vol.662 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.５）（平成30年７月４日）」の送付について
76 30.８.６ 最新Vol.675 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.６）（平成30年８月６日）」の送付について
77 30.11.７ 最新Vol.690 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.７）（平成30年11月７日）」の送付について
78 31.２.５ 最新Vol.697 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.８）（平成31年２月５日）」の送付について
- 31.３.29 最新Vol.710 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.10）（平成31年３月29日）」の送付について
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介護報酬・Ⅰ 全サービス 全サービス共通　⑴一般的事項

Ⅰ　

全
サ
ー
ビ
ス

　医療機関においては，従来より利用者負担は10円単位の請求であったため，同じ取扱をしても差
し支えないか。

　そのような取扱はできない。

介護報酬通知（平12老企36号）・第２の１・⑴〔居宅サービスの例〕
⑴　算定上における端数処理について
　①　単位数算定の際の端数処理
　　�　単位数の算定については，基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に，
小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり，絶えず整数値に割合を乗じていく計算にな
る。

　　�　この計算の後，指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和３年厚生
労働省告示第73号）附則第12条に規定する単位数の計算を行う場合も，小数点以下の端数処理（四捨五入）を行う
が，小数点以下の端数処理の結果，上乗せされる単位数が１単位に満たない場合は，１単位に切り上げて算定する。

　　�　ただし，特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物利用者20人以上にサービスを行う場合の減算を算定する場合等については，対象となる単位数の合計に当該加減
算の割合を乗じて，当該加減算の単位数を算定することとする。

　（例１）訪問介護（身体介護中心　20分以上30分未満で250単位）
　　　　・�夜間又は早朝にサービスを行う場合，所定単位数の25％を加算
　　　　　250×1.25＝312.5→313単位
　　　　・�この事業所が特定事業所加算（Ⅳ）を算定している場合，所定単位数の５％を加算
　　　　　313×1.05＝328.65→329単位
　　　　＊250×1.25×1.05＝328.125として四捨五入するのではない。
　（例２）訪問介護（身体介護中心　30分以上１時間未満で396単位）
　　　　・�月に６回サービスを行い，特別地域加算の対象となる場合，対象となる単位数の合計に15％を加算
　　　　　396×６回＝2,376単位
　　　　　2,376×0.15＝356.4→356単位
　②　金額換算の際の端数処理
　　�　算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数については「切り捨て」とする。
　（例）前記①の事例（例１）で，このサービスを月に８回提供した場合（地域区分は１級地）
　　　　　　　329単位×８回＝2,632単位
　　　　　　　2,632単位×11.40円／単位＝30,004.80円→30,004円
　�　なお，サービスコードについては，加算等を加えた一体型の合成コードを基本として作成しており，その合成単位
数は，既に端数処理をした単位数（整数値）である。

　要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について。

　例えば４月15日に区分変更申請を行い，要介護２から要介護３に変更となった場合，14日まで「要介
護２」に応じた単位数で請求し，15日からは「要介護３」に応じた単位数で請求する。また，変更申請

⑴一般的事項
Q1 16

12.4.28【5】Ⅳ 4利用者自己負担額の請求　10円単位の請求は可能か

参　　　考

Q2 19
15.6.30【18】22要介護状態区分が月途中で変更の場合　どちらの区分で請求するか

中における当該月の報酬請求については，要介護状態区分の結果が判明した後に行うことになる。な
お，４月分の区分支給限度基準額については，重い方の要介護状態区分である「要介護３」の区分支給
限度基準額を適用する。

　平成12年４月サービス提供分に係る介護報酬は，事業者による請求（代理受領）の場合，平成14
年６月末に消滅時効が成立することになるが，通常，請求から支払まで２か月近く要することから，
平成14年６月中に請求した場合でも，支払が受けられないことになるのか。�

　地方自治法第236条第２項において，金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利及び普通地方
公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの時効による消滅については，法律に特別の定め
がある場合を除くほか，時効の援用を要せず，また，その利益を放棄することができないものとされて
いる。
　したがって，保険給付を受ける権利は，民法第147条に規定する時効の中断事由（承認等）�に該当し
ない限り，２年を経過したときに時効により消滅することになり，御質問の平成12年４月サービス提供
分に係る介護報酬を請求する権利は，平成14年６月末に時効により消滅することになる（介護保険法第
200条）。
　このため，各市町村（保険者）においては，時効により消滅した保険給付の請求を消滅時効成立後に
受理し，審査支払を行うことはできないことから，管内のサービス事業者等に対し介護報酬の請求に係
る時効の考え方（時効の期間，起算点等）�の周知に努めていただきたい。
　ただし，介護報酬の支払請求は，民法第153条に規定する「催告」に該当することから，御質問のよ
うに時効の成立前の平成14年６月中に請求がなされた場合には，報酬の支払は可能であると考えられる。

　加算等に係る届出については，毎月15日（今年〔平成24〕３月は25日）までに行わなければ翌月
から算定できないが，報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。

　４月１日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず，届出が間に合
わないといった場合については，４月中に届出が受理された場合に限り，受理された時点で，ケアプラ
ンを見直し，見直し後のプランに対して，利用者の同意が得られれば，４月１日にさかのぼって，加算
を算定できることとする取り扱いとなる。
　なお，混乱を避けるため，その場合であっても，事業者は利用者に対し，ケアプランが事後的に変更
され，加算がさかのぼって算定される可能性があることを，あらかじめ説明しておくことが望ましい。

　地域区分については，該当する市町村に存在するすべての事業所について変更となりますが，届出
は必要ありますか。�

　介護給付費算定に係る体制状況一覧については，その内容に変更がある場合は届出が必要になるが，
地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため，指定権者において対
応可能であれば届け出は必要ない。

Q3 18
14.3.1【12】請求に関する消滅時効　時効成立間際の請求

Q4 57
24.3.16【64】249加算の届出　①報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合

Q5 59
24.3.16【64】251加算の届出　②地域区分変更に係る体制状況一覧届出の必要性

全サービス共通
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介護報酬・Ⅰ 全サービス 全サービス共通　⑵特定事業所加算・サービス提供体制強化加算

　特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了
者若しくは１級課程修了者とは，各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが，そ
の具体的取扱いについて示されたい。

　要件における介護福祉士等の取扱いについては，登録又は修了証明書の交付まで求めるものではな
く，例えば介護福祉士については，平成21年３月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を
確認し，翌月以降に登録をした者については，平成21年４月において介護福祉士として含めることがで
きる。また，研修については，全カリキュラムを修了していれば，修了証明書の交付を待たずに研修修
了者として含めることが可能である。
　なお，この場合において，事業者は当該資格取得等見込み者の，試験合格等の事実を試験センターの
ホームページ等で受験票と突合する等して確認し，当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに，登
録又は修了の事実を確認するべきものであること。

　特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち，計画的な研修の実施に係る要件の留
意事項を示されたい。

　訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４〔次問〕において同じ。）ごとに研
修計画を策定されることとしているが，当該計画の期間については定めていないため，当該訪問介護員
等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等，柔軟な計画策定をされたい。
　また，計画の策定については，全体像に加えて，訪問介護員等ごとに策定することとされているが，
この訪問介護員等ごとの計画については，職責，経験年数，勤続年数，所有資格及び本人の意向等に応
じ，職員をグループ分けして作成することも差し支えない。
　なお，計画については，すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上，なんらかの研修を実施で
きるよう策定すること。

　特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち，定期的な健康診断の実施に係る要件
の留意事項を示されたい。

　本要件においては，労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時
使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた，すべての訪問介護員等に対して，１年以内ごと
に１回，定期的に医師による健康診断（常時使用する者に労働者に該当しない者に対する健康診断の項
目についても労働安全衛生法と同様とする）を，事業所の負担により実施することとしている。
　また，「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については，労働安全衛
生法における取扱いと同様，訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合
については，他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含む。）を受診し，その者が
当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは，健康診断の項目を省略できるほか，費用につい
ては本人負担としても差し支えない（この取扱いについては，高齢者の医療の確保に関する法律により

⑵特定事業所加算・サービス提供体制強化加算
Q1 21

21.3.23【55】2特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算　①取得見込者

Q2 22
21.3.23【55】3特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算　②計画的な研修

Q3 23
21.3.23【55】4特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算　③定期的な健康診断

　各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合，育児休業，介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」
という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間と
しているときは，当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。

　そのような取扱いで差し支えない。〔全サービス共通・人員〕

介護報酬通知（平12老企36号）・第２の１・⑻〔居宅サービスの例〕
⑻　常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて
　�　常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては，①及び②のとおりとすること。
　①�　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規
定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１項，同条第３項又は同法第
24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」とい
う。）が講じられている場合，30時間以上の勤務で，常勤換算方法での計算に当たり，常勤の従業者が勤務すべき時
間数を満たしたものとし，１として取り扱うことを可能とする。

　②�　当該事業所における勤務時間が，当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間
を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものであるが，母性健康管理措置又は育児及び介護
のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については，利用者の処遇に支障がない体制が事業所と
して整っている場合は，例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

　　�　また，常勤による従業者の配置要件が設けられている場合，従業者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条
に規定する休業，母性健康管理措置，育児・介護休業法第２条第一号に規定する育児休業，同条第二号に規定する
介護休業，同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第二号に係る部分に限
る。）の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間にお
いて，当該要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算することによ
り，当該要件を満たすことが可能であることとする。

　地域区分の変更については，システムへの対応は，一括で行われると思うが，各事業所から地域区
分の変更のみの届出は不要か。

　平成24年度介護報酬改定と同様，介護給付費算定に係る体制状況一覧については，その内容に変更が
ある場合は届出が必要になるが，地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になる
もののため，指定権者において対応可能であれば届出は必要ない。

　介護保険施設等における歯科医療について，協力歯科医療機関のみが歯科医療を提供することとな
るのか。

　介護保険施設等における歯科医療について，歯科医療機関を選択するのは利用者であるので，利用者
の意向を確認した上で，歯科医療が提供されるよう対応を行うことが必要である。〔全サービス共通・
その他〕

Q6 3
27.4.1【68】1常勤要件について　育児・介護休業法の短縮措置対象者の常勤

参　　　考

新

Q7 67
27.4.1【68】4地域区分　地域区分変更のみの届出の要否

Q8 125
30.3.23【71】1介護保険施設等における歯科医療　協力歯科医療機関のみか
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指定基準・Ⅰ 全サービス 全サービス共通　⑴人員に関する基準

　常勤換算方法により算定される従業者が出張したり，また休暇を取った場合に，その出張や休暇に
係る時間は勤務時間としてカウントするのか。

　常勤換算方法とは，非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において
常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより，常勤の従業者の員数に換算する方法」（居宅サ
ービス運営基準第２条第八号等）であり，また，「勤務延時間数」とは，「勤務表上，当該事業に係るサ
ービスの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の
時間を含む））として明確に位置づけられている時間の合計数」である（居宅サービス運営基準解釈通
知第２−２−⑵等）。
　以上から，非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は，サービス提供に従事する時間
とはいえないので，常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
　なお，常勤の従業者（事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第２−２−⑶における勤務体制
を定められている者をいう。）の休暇等の期間についてはその期間が暦月で１月を超えるものでない限
り，常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

第２条（定義）
　八�　常勤換算方法　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除
することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

通知：第２・２　用語の定義
⑴　「常勤換算方法」
　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は
32時間を基本とする。）で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうも
のである。この場合の勤務延時間数は，当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり，
例えば，当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって，ある従業者が訪問介護員等と看護師
等を兼務する場合，訪問介護員等の勤務延時間数には，訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるもの
であること。
　ただし，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項
に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１項，同条第３項又は同法第24条
に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じ
られている場合，30時間以上の勤務で，常勤換算方法での計算に当たり，常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たした
ものとし，１として取り扱うことを可能とする。
⑵　「勤務延時間数」
　勤務表上，当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う
時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお，従業者１人につき，勤務延時
間数に算入することができる時間数は，当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。
⑶　「常勤」
　当該事業所における勤務時間が，当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下
回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただし，母性健康管理措置又は育児及び介護の
ための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については，利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整
っている場合は，例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

⑴人員に関する基準
Q1 1

14.3.28【14】Ⅰ常勤換算方法　出張や休暇の取扱い

参　　　考

　同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって，当該事業所の職務と同時並行的に行われるこ
とが差し支えないと考えられるものについては，それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に
達していれば，常勤の要件を満たすものであることとする。例えば，１の事業者によって行われる指定訪問介護事業所
と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合，指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を
兼務している者は，その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば，常勤要件を満たすこととなる。
　また，人員基準において常勤要件が設けられている場合，従事者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定
する休業（以下「産前産後休業」という。），母性健康管理措置，育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業
（以下「育児休業」という。），同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。），同法第23条第２項の育児休
業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育
児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間におい
て，当該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することによ
り，人員基準を満たすことが可能であることとする。

　各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合，育児休業，介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」
という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間と
しているときは，当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。

　そのような取扱いで差し支えない。

　各事業所の「管理者」についても，育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の短
縮措置の適用対象となるのか。

　労働基準法第41条第二号に定める管理監督者については，労働時間等に関する規定が適用除外されて
いることから，「管理者」が労働基準法第41条第二号に定める管理監督者に該当する場合は，所定労働
時間の短縮措置を講じなくてもよい。
　なお，労働基準法第41条第二号に定める管理監督者については，同法の解釈として，労働条件の決定
その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり，名称にとらわれず，実態に即して
判断すべきであるとされている。このため，職場で「管理職」として取り扱われている者であっても，
同号の管理監督者に当たらない場合には，所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
　また，同号の管理監督者であっても，育児・介護休業法第23条第１項の措置とは別に，同項の所定労
働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり，こうした者の仕事と子育ての両立を図る
観点からは，むしろ望ましいものである。

　一部ユニット型施設・事業所について，当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部
分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合，双方の施設を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱
いはどのようにすべきか。

　介護職員（特別養護老人ホーム，指定介護老人福祉施設，指定地域密着型介護老人福祉施設において
は，介護職員と同様にケアを行う看護職員を含む。）については，双方の施設で兼務はできない。
　その他の従業者については，双方の施設の勤務時間の合計が，当該施設において定められている常勤
の職員が勤務すべき時間数に達していれば，常勤の要件を満たすものとする。

Q2 3
27.4.1【68】1常勤要件について　①育児・介護休業法の短縮措置対象者の常勤

Q3 5
27.4.1【68】3常勤要件について　②管理者への短縮措置対象の可否

Q4 2
23.9.30【62】９旧一部ユニット型施設・事業所の兼務職員の常勤・非常勤の取扱い

全サービス共通
Ⅰ　

全
サ
ー
ビ
ス
共
通
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（厚生労働省老健局老人保健課・高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課　事務連絡）

令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ
Vol.１（令和３年３月19日）
①全サービス共通〔人員配置基準における両立支援〕   486
②３％加算及び規模区分の特例
⑴通所介護，通所リハビリテーション，地

域密着型通所介護，認知症対応型通所介
護，介護予防認知症対応型通所介護   486

⑵認知症対応型通所介護，介護予防認知症
対応型通所介護   487

⑶通所介護，通所リハビリテーション，地
域密着型通所介護，認知症対応型通所介
護，介護予防認知症対応型通所介護   488

⑷通所介護，通所リハビリテーション   488
⑸通所介護，通所リハビリテーション，地

域密着型通所介護，認知症対応型通所介
護，介護予防認知症対応型通所介護   489

⑹通所介護，地域密着型通所介護   491
③介護職員処遇改善加算・介護職員等特定

処遇改善加算   491

Vol.２（令和３年３月23日）
①訪問リハビリテーション・通所リハビリ

テーション〔リハビリテーションマネジメント加
算／リハビリテーション計画書／算定の基準〕   495

⑴訪問リハビリテーション〔リハビリテーショ
ンマネジメント加算／事業所の医師が診療せずにリ
ハビリテーションを提供した場合の減算〕   504

⑵通所リハビリテーション〔人員の配置／リハビリ
テーション会議／生活行為向上リハビリテーション実施加算／医療
保険と介護保険の関係／リハビリテーションマネジメント加算／通
所リハビリテーションの提供／リハビリテーションマネジメント会議
／算定の基準／生活行為向上リハビリテーション実施加算〕   505

②短期入所療養介護（介護老人保健施設）
〔総合医学管理加算〕   511

③施設サービス
⑴介護老人福祉施設，介護老人保健施設，

介護療養型医療施設，介護医療院〔安全
対策体制加算〕   511

⑵介護老人福祉施設，介護老人保健施設，
介護医療院〔自立支援促進加算〕   512

⑶介護老人保健施設・介護医療院〔リハビリ
テーションマネジメント計画書情報加算並びに理学
療法，作業療法及び言語聴覚療法に係る加算〕   512

⑷介護老人保健施設〔所定疾患施設療養費／介護保健施設サ
ービス費（Ⅰ）及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について〕   512

Vol.３（令和３年３月26日）
①全サービス共通〔指定基準の記録の整備の規定　等〕   514
⑴全サービス（無資格者がいない訪問系サ

ービス（訪問入浴介護を除く），福祉用
具貸与，居宅介護支援を除く）〔認知症介護基礎
研修の義務づけ／外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務づけ〕   514

②訪問系サービス
⑴（介護予防）訪問看護〔看護体制強化加算／

理学療法士等による訪問看護〕   516
⑵訪問看護〔削除〕   517
⑶訪問リハビリテーション，通所リハビリ

テーション〔移行支援加算〕   517
⑷訪問リハビリテーション，通所リハビリ

テーション〔削除〕   518
⑸訪問リハビリテーション〔削除〕   518
③居宅療養管理指導・通所系サービス・居

住系サービス・施設サービス等
⑴居宅療養管理指導，通所系サービス，看

護小規模多機能型居宅介護，認知症対応
型共同生活介護〔管理栄養士による居宅療養管理指導，
栄養アセスメント加算，栄養改善加算，栄養管理体制加算〕   519

⑵通所系・居住系サービス，施設サービス
共通事項〔科学的介護推進体制加算，自立支援促進加算，褥瘡マネジメント加
算，排せつ支援加算，栄養マネジメント強化加算／ Barthel Indexの読み替え〕   519

⑶通所系・居住系サービス〔削除〕   520
⑷通所介護，（介護予防）通所リハビリテ

ーション，（介護予防）特定施設入居者
生活介護，地域密着型通所介護，（介護
予防）認知症対応型通所介護，（介護予
防）小規模多機能型居宅介護，（介護予
防）認知症対応型共同生活介護，地域密
着型特定施設入居者生活介護，看護小規
模多機能型居宅介護〔口腔・栄養スクリーニング加算〕   521

⑸通所介護，通所リハビリテーション，地
域密着型通所介護，（介護予防）認知症
対応型通所介護〔３％加算及び規模区分の特例／
所要時間区分の設定等／延長加算等／送迎減算〕   521

⑹通所介護，通所リハビリテーション，地
域密着型通所介護〔栄養改善加算・口腔機能向上加算〕   527

⑺通所介護，特定施設入居者生活介護，介
護老人福祉施設，地域密着型通所介護，
認知症対応型通所介護，地域密着型特定
施設入居者生活介護，地域密着型介護老
人福祉施設〔ADL維持等加算〕   528

⑻通所介護，地域密着型通所介護，（介護

　複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所となることはで
きるか。

　要件を満たしていれば可能である。

　病院又は診療所について，保険医療機関の指定があったときには，複合型サービス（厚生労働省令
で定めるものに限る。）の指定があったものとみなすこととされているが，今回の訪問看護と小規模
多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスについては，この「厚生労働省令で定めるも
の」に該当するのか。�

　該当しない（＝みなされない。）。今後，医療系サービス同士の組み合わせによる複合型サービスが創設され
た場合には，厚生労働省令で当該組み合わせによる複合型サービスを定めることとなるが，今回の訪問看護と
小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスはこの対象ではない。

Q7 2007
24.3.16【64】181その他　①サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所の適否

Q8 2008
24.3.16【64】182その他　②保険医療機関に対するみなし指定規定の解釈
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予防）認知症対応型通所介護〔生活相談員
及び介護職員の配置基準／看護職員と機能訓練指導
員の兼務／管理者と機能訓練指導員の兼務〕   529

⑼通所介護，地域密着型通所介護〔（地域密
着型）通所介護と第一号通所事業が一体的に行われ
ている場合／個別機能訓練加算〕   531

⑽通所リハビリテーション〔移行支援加算〕   540
⑾通所リハビリテーション〔削除〕   541
④短期入所サービス・居住系サービス・施

設サービス等
⑴（介護予防）短期入所生活介護，（介護予

防）短期入所療養介護〔連続利用日数の考え
方／利用者に対して送迎を行う場合〕   543

⑵（介護予防）短期入所生活介護〔病院等との密
接な連携により看護職員を確保する場合／その他日常生活費〕   544

⑶短期入所生活介護〔長期利用者に対して短期入
所生活介護を提供する場合／看護体制加算〕   545

⑷短期入所生活介護，介護老人福祉施設
〔テクノロジーを活用した場合における夜勤職員の
配置基準／夜勤職員配置加算〕   546

⑸（介護予防）特定施設入居者生活介護，
施設系サービス，（介護予防）認知症対
応型共同生活介護，地域密着型特定施設
入居者生活介護〔口腔衛生の管理，口腔衛生管理体制加算〕   547

⑹特定施設入居者生活介護，介護老人福祉
施設〔介護機器を使用した業務効率化のイメージ
／入居継続支援加算，日常生活継続支援加算〕   547

⑺（介護予防）特定施設入居者生活介護，
（介護予防）認知症対応型共同生活介
護，地域密着型特定施設入居者生活介護

〔口腔衛生管理体制加算〕   548
⑻特定施設入居者生活介護〔入居継続支援加算

／看取り介護加算〕   549
⑼施設サービス共通〔人員配置基準の見直し／身体拘束廃止未実施

減算／退所前連携加算／運営基準における栄養管理，経口移行加算，経口維持加算，
低栄養リスク改善加算／経口移行加算／経口維持加算／口腔衛生管理加算〕   549

⑽介護老人福祉施設，介護老人保健施設，
介護療養型医療施設，介護医療院，地域
密着型介護老人福祉施設〔削除〕   552

⑾介護老人福祉施設，介護老人保健施設，
介護医療院，地域密着型介護老人福祉施
設〔褥瘡マネジメント加算，褥瘡指導対策管理の算定／自立支援促進加算〕   555

⑿介護老人福祉施設，介護老人保健施設，
介護医療院，地域密着型介護老人福祉施
設，看護小規模多機能型居宅介護〔排せ
つ支援加算／褥瘡マネジメント加算〕   555

⒀介護老人保健施設〔かかりつけ医連携薬剤調整加算〕   556
⑤地域密着型サービス
⑴（介護予防）認知症対応型通所介護〔認知

症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が一
体的に行われている場合／事業所ごとの利用定員〕   556

⑵（介護予防）認知症対応型通所介護（い
ずれも共用型のみ）〔共用型指定認知症対応型
通所介護事業所の利用定員〕   557

⑶地域密着型介護老人福祉施設〔サテライト型
居住施設における栄養士又は管理栄養士の配置〕   558

⑥居宅介護支援〔契約時の説明／特定事業所加算
／居宅介護支援費（Ⅱ）／通院時情報連携加算／居
宅介護支援費の請求方法／退院・退所加算〕   558

⑦介護予防サービス
⑴介護予防訪問リハビリテーション，介護

予防通所リハビリテーション，介護予防
訪問看護〔利用開始した月から12月を超えた場合の減算〕   563

⑵介護予防訪問リハビリテーション〔事業
所評価加算〕   563

⑶介護予防通所リハビリテーション〔削除〕
　   564
⑧共生型サービス〔共生型サービスの指定／サービス提供体制

強化加算，介護職員処遇改善加算，介護職員等特定処遇改善加算〕   564
⑨サービス提供体制強化加算   567
⑩介護職員処遇改善加算，介護職員等特定

処遇改善加算   567

Vol.４（令和３年３月29日）
①訪問介護・（介護予防）訪問入浴介護
⑴訪問介護〔特定事業所加算（Ⅴ）／通院等乗降介助／事

業所を分割した場合におけるサービス提供責任者の配置基準
の取扱い／生活機能向上連携加算（Ⅰ）／看取り期の利用者
に訪問介護を提供する場合の２時間ルールの弾力化〕   568

⑵訪問入浴介護，介護予防訪問入浴介護
〔初回加算〕   570

②地域密着型サービス
⑴定期巡回・随時対応型訪問介護看護，夜

間対応型訪問介護〔人員配置基準／サービス
提供体制強化加算〕   571

⑵定期巡回・随時対応型訪問介護看護〔人
員配置基準／報酬の取扱い／初期加算〕   572

⑶小規模多機能型居宅介護，介護予防小規
模多機能型居宅介護〔定員超過利用／短期利用居宅
介護費／併設する居宅サービス事業所等との兼務の可否〕   573

⑷認知症対応型共同生活介護，介護予防認
知症対応型共同生活介護〔サテライト事業所
／報酬の取扱い／夜間支援体制加算／計画作成担当
者の配置／運営推進会議を活用した評価〕   574

⑸認知症対応型共同生活介護，介護予防認
知症対応型共同生活介護，小規模多機能
型居宅介護，介護予防小規模多機能型居
宅介護，看護小規模多機能型居宅介護

〔サテライト事業所〕   576
③認知症専門ケア加算
⑴訪問介護，定期巡回・随時対応型訪問介

護看護，夜間対応型訪問介護，（介護予

防）訪問入浴介護，通所介護，地域密着
型通所介護，（介護予防）短期入所生活
介護，（介護予防）短期入所療養介護，

（介護予防）特定施設入居者生活介護，
地域密着型特定施設入居者生活介護，

（介護予防）認知症対応型共同生活介
護，介護老人福祉施設，地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護，介護老人
保健施設，介護療養型医療施設，介護医
療院   577

⑵訪問介護，定期巡回・随時対応型訪問介
護看護，夜間対応型訪問介護，（介護予
防）訪問入浴介護，（介護予防）特定施
設入居者生活介護，地域密着型特定施設
入居者生活介護   577

⑶訪問介護，定期巡回・随時対応型訪問介
護看護，夜間対応型訪問介護，（介護予
防）訪問入浴介護，（介護予防）短期入
所生活介護，（介護予防）短期入所療養
介護   579

⑷訪問介護，定期巡回・随時対応型訪問介
護看護，夜間対応型訪問介護，（介護予
防）訪問入浴介護   579

⑸訪問介護，定期巡回・随時対応型訪問介
護看護，夜間対応型訪問介護，（介護予
防）訪問入浴介護，（介護予防）短期入
所生活介護，（介護予防）短期入所療養
介護，（介護予防）認知症対応型共同生
活介護，地域密着型介護老人福祉施設，
施設サービス共通   580

Vol.５（令和３年４月９日）
①訪問系サービス
⑴（介護予防）訪問看護〔看護体制強化加算〕   581
⑵訪問リハビリテーション・通所リハビリ

テーション〔リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）〕   581
⑶居宅療養管理指導〔医師又は歯科医師の指示〕   581
②通所系サービス・居住系サービス・施設

系サービス
⑴通所系・居住系サービス，施設系サービ

ス共通事項〔科学的介護推進体制加算，個別機能訓練加算（Ⅱ），リ
ハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ及び（Ｂ）ロ，リハビリテーションマ
ネジメント計画書情報加算，理学療法，作業療法及び言語聴覚療法に係る加算，
褥瘡マネジメント加算，褥瘡対策指導管理（Ⅱ），排せつ支援加算，自立支援促
進加算，かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ），薬剤管理指導の注２の加算，栄
養マネジメント強化加算，栄養アセスメント加算，口腔衛生管理加算（Ⅱ），口腔
機能向上加算（Ⅱ）（科学的介護情報システム（LIFE）関連加算）〕   582

⑵通所介護，特定施設入居者生活介護，介
護老人福祉施設，地域密着型通所介護，
認知症対応型通所介護，地域密着型特定
施設入居者生活介護，地域密着型介護老

人福祉施設〔ADL維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ）〕   582
⑶（介護予防）通所リハビリテーション

〔生活行為向上リハビリテーション実施加算〕   583
⑷（介護予防）小規模多機能型居宅介護事

業所，看護小規模多機能型居宅介護〔通
所困難な利用者の入浴機会の確保〕   583

Vol.６（令和３年４月15日）
①算定の基準について
・訪問リハビリテーション，通所リハビリ

テーション，介護老人保健施設，介護医
療院，介護療養型医療施設   583

②栄養アセスメント加算
・通所介護，（介護予防）通所リハビリテ

ーション，地域密着型通所介護，（介護
予防）認知症対応型通所介護，看護小規
模多機能型居宅介護   584

③ADL維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ）
・通所介護，特定施設入居者生活介護，介

護老人福祉施設，地域密着型通所介護，
認知症対応型通所介護，地域密着型特定
施設入居者生活介護，地域密着型介護老
人福祉施設   584

④利用開始した月から12月を超えた場合
の減算

・介護予防訪問リハビリテーション，介護
予防通所リハビリテーション，介護予防
訪問看護   585

Vol.７（令和３年４月21日）
○全サービス共通〔運営規程／令和３年９月30日

までの上乗せ分〕   585

Vol.８（令和３年４月26日）
○入浴介助加算
・通所介護，通所リハビリテーション，地

域密着型通所介護，（介護予防）認知症
対応型通所介護   586

Vol.９（令和３年４月30日）
○ADL維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ）
・通所介護，地域密着型通所介護，認知症

対応型通所介護，特定施設入居者生活介
護，地域密着型特定施設入居者生活介
護，介護老人福祉施設，地域密着型介護
老人福祉施設   588

Vol.10（令和３年６月９日）
〔 栄養アセスメント加算，科学的介護推進体制加算，自立

支援促進加算，褥瘡マネジメント加算，排せつ支援加
算〕   巻末追補①
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や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例（以下「規模区分の特例」という。）の対象となって
いるが，現に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあって
は，減少の具体的な理由（例えば，当該事業所の所在する地域に緊急事態宣言が発令されている
か，当該事業所が都道府県，保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか，当
該事業所において感染者が発生したか否か等）は問わないのか。�

　対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせした感染症又は災害については，利用延人員
数の減少が生じた具体的な理由は問わず，当該感染症又は災害の影響と想定される利用延人員数の減少
が一定以上生じている場合にあっては，３％加算や規模区分の特例を適用することとして差し支えない。

問��３　各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数は，通所介護，地域密着型通
所介護及び（介護予防）認知症対応型通所介護については，「指定居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準（訪問通所サービス，居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指
定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
（平成12年３月１日老企第36号）（以下「留意事項通知」という。）第２の７⑷及び⑸を，通所リ
ハビリテーションについては留意事項通知第２の８⑵及び⑻を準用し算定することとなっている
が，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，都道府県等からの休業の要請を受けた事業
所にあっては，休業要請に従って休業した期間を，留意事項通知の「正月等の特別な期間」として
取り扱うことはできるか。

・�　留意事項通知において「一月間（暦月），正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月にお
ける平均利用延人員数については，当該月の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとす
る。」としているのは，「正月等の特別な期間」においては，ほとんど全ての事業所がサービス提供を
行っていないものと解されるためであり，この趣旨を鑑みれば，都道府県等からの休業の要請を受
け，これに従って休業した期間や，自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱う
ことはできない。
・�　なお，通所介護，通所リハビリテーションにあっては，留意事項通知による事業所規模区分の算定
にあたっても，同様の取扱いとすることとする。

問��４　各月の利用延人員数及び前年度の１月当たりの平均利用延人員数は，認知症対応型通所介護に
ついては，留意事項通知第２の７⑷及び⑸を準用し算定することとなっているが，指定認知症対応
型通所介護事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定をあわせて受けている場合で
あって両事業を一体的に実施している場合，指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平
均利用延人員数を含むのか。

　貴見のとおり。

３％加算及び規模区分の特例（新型コロナウイルス感染症による休業要請時の取扱い）

〔②－⑵〕認知症対応型通所介護，介護予防認知症対応型通所介護

３％加算及び規模区分の特例（介護予防サービスと一体的に実施している場合）

問��１　人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が，産前産後休業や育
児・介護休業等を取得した場合に，同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで，
人員配置基準を満たすことを認めるとあるが，「同等の資質を有する」かについてどのように判断
するのか。

・�　介護現場において，仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め，職員の離職防止・定
着促進を図る観点から，以下の取扱いを認める。
＜常勤の計算＞
・�　育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え，同法による介護の短時間勤
務制度や，男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場合に
ついても，30時間以上の勤務で，常勤扱いとする。
＜常勤換算の計算＞
・�　職員が，育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を
利用する場合，週30時間以上の勤務で，常勤換算上も１と扱う。
※�　平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成27年４月１日）問２は削除する。
＜同等の資質を有する者の特例＞
・�　「常勤」での配置が求められる職員が，産前産後休業や育児・介護休業，育児休業に準ずる休業，
母性健康管理措置としての休業を取得した場合に，同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算
することで，人員配置基準を満たすことを認める。
・�　なお，「同等の資質を有する」とは，当該休業を取得した職員の配置により満たしていた，勤続年
数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことである。

（平27 .4.1問２）育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合，常勤換算方法による人員要件につい
てはどのように計算すれば良いか。

　 　 常勤換算方法については，従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者
が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより，当該事業所の従業者の
員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり，その計算に当たっては，育児・介護休業法の所定労働時間の
短縮措置の対象者の有無は問題にはならない。

問��２　新型コロナウイルス感染症については，基本報酬への３％加算（以下「３％加算」という。）

〔①〕全サービス共通

人員配置基準における両立支援

削　　　除

（答）

〔②－⑴〕通所介護，通所リハビリテーション，地域密着型通所
介護，認知症対応型通所介護，介護予防認知症対応型通所介護

３％加算及び規模区分の特例（利用延人員数の減少理由）

令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ（Vol.1）
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問��９　「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じてい
る場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（老認発
0316第４号・老老発0316第３号令和３年３月16日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進
課長，老人保健課長連名通知〔→1060頁〕。以下「本体通知」という。）において，各事業所にお
ける３％加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出様式（例）が示されているが，届出にあたっ
ては必ずこの様式（例）を使用させなければならないのか。都道府県や市町村において独自の様式
を作成することは可能か。

・�　本体通知における届出様式（例）は，今回の取扱いについて分かりやすくお伝えする観点や事務手
続きの簡素化を図る観点からお示ししたものであり，都道府県・市町村におかれては，できる限り届
出様式（例）を活用されたい。
・�　なお，例えば，届出様式（例）に加えて通所介護事業所等からなされた届出が適正なものであるか
等を判断するために必要な書類等を求めることは差し支えない。

問��10　３％加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は，利用延人員数の減少が生じた月の翌月
15日までに届出を行うこととされているが，同日までに届出がなされなかった場合，加算算定や
特例の適用を行うことはできないのか。

・�　貴見のとおり。他の加算と同様，算定要件を満たした月（利用延人員数の減少が生じた月）の翌月
15日までに届出を行わなければ，３％加算の算定や規模区分の特例の適用はできない。なお，例えば
令和３年４月の利用延人員数の減少に係る届出を行わなかった場合，令和３年６月にこの減少に係る
評価を受けることはできないが，令和３年５月以降に利用延人員数の減少が生じた場合は，減少が生
じた月の翌月15日までに届出を行うことにより，令和３年７月以降において，加算の算定や規模区分
の特例の適用を行うことができる。
・�　なお，令和３年２月の利用延人員数の減少に係る届出にあっては，令和３年４月１日までに行わせ
ることを想定しているが，この届出については，新型コロナウイルス感染症による利用延人員数の減
少に対応するものであることから，都道府県・市町村におかれてはこの趣旨を鑑み，届出の締切につ
いて柔軟に対応するようお願いしたい。

問��11　「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについ
て（第12報）」（令和２年６月１日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）（以
下「第12報」という。）による特例を適用した場合，１月当たりの平均利用延人員数を算定するに
あたっては，第12報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく，実際に提供したサービス時間
の報酬区分に基づき行うのか。�

・�　「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

〔②－⑸〕通所介護，通所リハビリテーション，地域密着型通所
介護，認知症対応型通所介護，介護予防認知症対応型通所介護
３％加算及び規模区分の特例（届出様式（例）の取扱い）

３％加算及び規模区分の特例（届出がなされなかった場合の取扱い）

３％加算及び規模区分の特例（いわゆる第12報を適用した場合の利用延人員数の算定）

問��５　３％加算については，加算算定終了の前月においてもなお，利用延人員数が５％以上減少して
いる場合は，加算算定の延長を希望する理由を添えて，加算算定延長の届出を行うこととなってい
るが，どのような理由があげられている場合に加算算定延長を認めることとすればよいのか。都道
府県・市町村において，届出を行った通所介護事業所等の運営状況等を鑑み，判断することとして
差し支えないのか。

　通所介護事業所等から，利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の理由
が提示された場合においては，加算算定の延長を認めることとして差し支えない。

〔編注：問６はVol.３問21により削除〕

問��７　規模区分の特例適用の届出は年度内に１度しか行うことができないのか。例えば，令和３年４
月に利用延人員数が減少し，令和３年５月に規模区分の特例適用の届出を行い，令和３年６月から
規模区分の特例を適用した場合において，令和３年６月に利用延人員数が回復し，令和３年７月を
もって規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると，当該事業所は令和３年度中に再
び利用延人員数が減少した場合でも，再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。

　通所介護（大規模型Ⅰ，大規模型Ⅱ），通所リハビリテーション事業所（大規模型Ⅰ，大規模型Ⅱ）
については，利用延人員数の減少が生じた場合においては，感染症又は災害（規模区分の特例の対象と
なる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る。）が別事由であるか否かに関わら
ず，年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出及びその適用を行うことが可能である。また，同一の
サービス提供月において，３％加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが，同
一年度内に３％加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことは可能であり，例えば，以下も可
能である。（なお，同時に３％加算の算定要件と規模区分の特例の適用要件のいずれにも該当する場合
は，規模区分の特例を適用することとなっていることに留意すること。）
　―�　年度当初に３％加算算定を行った事業所について，３％加算算定終了後に規模区分の特例適用の

届出及びその適用を行うこと。（一度３％加算を算定したため，年度内は３％加算の申請しか行う
ことができないということはない。）

　―�　年度当初に規模区分の特例適用を行った事業所について，規模区分の特例適用終了後に３％加算
算定の届出及びその算定を行うこと。（一度規模区分の特例を適用したため，年度内は規模区分の
特例の適用しか行うことができないということはない。）

〔編注：問８はVol.３問22により削除〕

〔②－⑶〕通所介護，通所リハビリテーション，地域密着型通所
介護，認知症対応型通所介護，介護予防認知症対応型通所介護
３％加算及び規模区分の特例（加算算定延長の可否）

〔②－⑷〕通所介護，通所リハビリテーション

３％加算及び規模区分の特例（規模区分の特例の年度内での算定可能回数）
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（平成12年３月８日老企第41号）に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サー
ビス・施設サービス・居宅介護支援）」�等はどのように記載させればよいか。

　前段については，差し支えない。後段については，「加算Ⅱ」と記載させることとする。（「加算Ⅱ」
と記載した場合であっても，入浴介助加算（Ⅰ）を算定することは可能である。）

令和３年度報酬改定Ｑ＆Ａ（Vol.9）

問��１　令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を予定していたが，５月10日ま
でにＬＩＦＥに令和２年度のデータを提出できず，ＬＩＦＥを用いて加算の算定基準を満たすかど
うかを確認できないが，どのように算定することが可能か。

・�　令和３年４月よりＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を検討しているものの，やむを得ない
事情により，５月10日までにＬＩＦＥへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わな
い場合，以下の①又は②により，４月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお，デー
タ提出が遅れる場合，
　�①�　各事業所において，ＬＩＦＥ以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し，その結果に基づい
て本加算を算定すること。

　　�　この場合であっても，速やかに，ＬＩＦＥへのデータ提出を行い，ＬＩＦＥを用いて加算の算定
基準を満たしているか確認を行うこと。

　②�　５月10日以降に，ＬＩＦＥへのデータ提出及びＬＩＦＥを用いて算定基準を満たすことを確認し，
　　―　月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
　　　又は
　　�―�　保険者に対して過誤調整の申し立てを行い（４月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかか

る請求は通常通り実施），本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
　　等の取り扱いを行うこと。
・�　なお，このような請求の取扱いについて，利用者から事前の同意を得る必要がある。
・�　また，令和３年５月分及び６月分についても，やむを得ない事情がある場合は，同様の対応が可能
である。

通所介護，地域密着型通所介護，認知症対応型通所介護，
特定施設入居者生活介護，地域密着型特定施設入居者生活介護，

介護老人福祉施設，地域密着型介護老人福祉施設
ADL維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ）について
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付－１　令和元年台風第19号に伴う災
害における介護報酬等の取扱いについ
て（令元.10.15老健局総務課認知症
施策推進室・高齢者支援課・振興課・
老人保健課　事務連絡）   616

付－２　介護サービス事業所によるサー
ビ ス 継 続 に つ い て（ そ の ３）（ 令
３.４.23健康局結核感染症課・老健局
高齢者支援課・老健局認知症施策・地
域介護推進課・老健局老人保健課　事
務連絡）   619

第23報（令和３年６月８日） �  巻末追補②

〔編注〕「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いＱ＆Ａ等」では，Ｑ＆Ａとし
て，厚生労働省ホームページに掲載された「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー
ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ」（第16報まで）〔令和３
年６月９日現在〕に加え，この整理に基づき，第17報から第23報まで（令２.12.25～令
３.６.８老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）および「新型コロナウイルス感染症の感
染状況を踏まえた介護療養病床の移行等の手続きに関連した介護報酬の取扱いについて」

（令３.３.３老健局老人保健課事務連絡）を掲載しました。
　文中においては 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて」を【１報】などと略して記載しているほか，一部の告示・通
知・事務連絡なども略称を用いています。
　また，付－１，付－２として，関連する事務連絡を掲載しています。
　なお，第23報については巻末追補②として本書の巻末に掲載しています。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに
ついて」第１報～第23報までの発出日は以下のとおり

【１報】令２.２.17／【２報】令２.２.24／【３報】令２.２.28／【４報】令２.３.６／【５
報】令２.３.26／【６報】令２.４.７／【７報】令２.４.９／【８報】令２.４.10／【９報】
令２.４.15／【10報】令２.４.24／【11報】令２.５.25／【12報】令２.６.１／【13報】
令２.６.15／【14報】令２.８.13／【15報】令２.８.27／【16報】令２.10.21／【17報】
令２.12.25／【18報】令３.２.16／【19報】令３.３.22／【20報】令３.４.５／【21報】
令３.５.６／【22報】令３.５.20／【23報】令３.６.８
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【11報・問１】 間隔２時間未満の訪問時間－合算しない取扱いは可能か

　【留意事項通知（訪問介護：平12.３.１老企36）】⑷④において，「訪問介護は在宅の要介護者の生
活パターンに合わせて提供されるべきであることから，単に１回の長時間の訪問介護を複数回に区分
して行うことは適切ではない。したがって，前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間未満の間
隔で指定訪問介護が行われた場合には，それぞれの所要時間を合算するものとする。」とあるが，新
型コロナウイルス感染症による影響により，利用者からの要望内容が多岐に渡るケースの増加や，通
所系サービス事業所の休業又は利用者の通所系サービス等の利用控えなどから，訪問の頻度を増やす
必要があることを理由に，サービスとサービスとの間隔がおおむね２時間未満となる場合，それぞれ
の所要時間を合算せず，報酬を算定する取扱いが可能か。

　可能である。
　なお，【２報・２】〔→596頁〕により，通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問に
よるサービス提供を行うことを可能としているが，当該訪問によるサービスからおおむね２時間未満の
間隔で指定訪問介護，又は当該訪問によるサービスが行われた場合であっても，それぞれのサービスに
ついて報酬を算定する。

【４報・問５】 20分未満の生活援助サービスの取扱い

　新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問介護サービスを提供するにあたり，利用者・家族及
び訪問介護員への感染リスクを下げるため，訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果，生活
援助のサービス提供が20分未満となった場合に，報酬を算定してよいか。

　訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護のうち，高齢者の在宅生活を支援するため
に必要となる最低限のサービス提供を行った場合は，生活援助のサービス提供が20分未満となった場合
であっても，生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定することとして差し支えない。

【11報・問２】 身体介護の標準的な時間を下回った場合

　訪問介護の生活援助の所要時間の取扱いは，【４報・問５】において，利用者や訪問介護員等への
感染リスクを下げるため，生活援助を可能な限り短くする工夫を行った結果，サービス提供時間が短
時間（20分未満）となった場合でも，介護報酬の算定を可能とする旨が示されているが，訪問介護の
身体介護の所要時間についても，利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため，入浴の介助を
清拭で行うなど，身体介護を可能な限り短くする工夫を行った結果，サービス提供時間が訪問介護計
画に位置づけられた標準的な時間を下回った場合でも，標準的な時間で報酬を算定することとして差
し支えないか。

　差し支えない。
　なお，実際のサービス提供時間が，訪問介護計画において位置づけられた内容の指定訪問介護を行う

〔１－⑴〕訪問介護について

１．訪問サービスに関する事項
のに要する標準的な時間に比べ著しく短時間となっている状態が続く場合には，通常，サービス提供責
任者に，介護支援専門員と調整の上，訪問介護計画の見直しを行わせるものとされているが，サービス
提供が短時間となっている理由が，今般の新型コロナウイルス感染症の影響によるもので，事前に利用
者に説明し，請求前に同意が得られ（同意は，訪問介護事業者が直接取得することも，介護支援専門員
経由で取得することも可）た場合，訪問介護計画の見直しを要しない。（訪問介護の生活援助も同様）
　一方で，サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間よりも長くなった場合

（例：外出介助で買い物に店に行ったが，混雑により時間を要する場合等）については，実際にサービ
ス提供を行った時間に応じた単位数の算定が可能である。ただし，この場合，当該サービス提供時間の
変更について，事前に利用者に説明し，請求前に同意が得られ（同意は，訪問介護事業者が直接取得す
ることも，介護支援専門員経由で取得することも可），かつ介護支援専門員が必要と認めるときには，
可能である。なお，訪問介護計画及び居宅サービス計画は，保険者からの求めに応じて，必要な変更を
行うこと。

【４報・問７】 提供増加・職員の発熱等により人員確保が出来ない場合

　通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員
の発熱等により，人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合，基準違反となるのか。

　基本的には，介護支援専門員が調整のうえ，有資格者を派遣する事のできる訪問介護事業所からサー
ビス提供されることが望ましいが，【１報】別添１⑺で示しているとおり，指定等基準を満たすことが
出来なくなった場合であっても，それが一時的なものであり，かつ利用者の処遇に配慮したものであれ
ば，柔軟な対応をして差し支えないものであり，その際，訪問介護員の資格のない者であっても，他の
事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり，利用者へのサービス提供に支障がな
いと認められる者であれば，訪問介護員として従事することとして差し支えない。

【１報】別添１⑺　サービス事業所等が被災したことにより，一時的に指定等基準や介護報酬の算定要件に係る人員基準
を満たすことができなくなる場合
　指定等基準や基本サービス費に係る施設基準，基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算（看護体制加算
など），有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算（個別機能訓練加算など）について
は，利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。

【10報・問３】 訪問介護員の資格のない者を起用することが可能な範囲

　【４報・問７】において，「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する
訪問介護の提供増加や職員の発熱等により，人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場
合」には，「訪問介護員の資格のない者であっても，他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事
した事がある者であり，利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば，訪問介護員
として従事することとして差し支えない」としているところであるが，この場合に限定されるのか。

　問の場合に限らず，個別の事情を勘案し，新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護
員の資格を持った人を確保出来ないと判断できる場合であれば，幅広く認められる。

【９報・問４】 対面を伴わない会議の開催等の可否

　訪問介護の特定事業所加算等（※）の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提
供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について，新型コロナウイルスの感染拡大防止の観

参　　　考
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点から，電話，文書，メール，テレビ会議等の対面を伴わない代替手段をもって開催の扱いとするこ
とは可能か。

　可能である。
　【１報】において，「特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書に
よる指示・サービス提供後の報告について，今般の被災等により，やむを得ず当該要件を満たすことが
できなくなった場合についても，当該加算の算定は可能である。」としている。
　これには，感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合について，電話，文書，メール，テ
レビ会議等を活用するなどにより，柔軟に対応することも含まれるものである。
※�　サービス提供体制強化加算や居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催についても同様
の取扱いとする。

【６報・問３】 外出自粛要請等の影響による生活援助の時間超過

　【留意事項通知（訪問介護：平12.３.１老企36）】⑷において，「①訪問介護の所要時間について
は，実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく，訪問介護計画において位置付けられた内容の指定
訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。②訪問介護の報酬については，①により算出さ
れた指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が，いずれの時間区分に該当するかをもって決定さ
れるものである。」とされているが，20分以上45分未満の生活援助について，外出自粛要請等の影響
により，例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し，実際の生活援助の時間が45分を大き
く超えた場合，45分以上の単位数の算定は可能か。

　外出自粛要請等の影響により，生活援助の内容に時間を要して45分を大きく超えた場合には，45分以
上の単位数を算定する旨を利用者に説明し，請求前に同意が得られ（同意は，訪問介護事業者が直接取
得することも，介護支援専門員経由で取得することも可），かつ介護支援専門員が必要と認めるときに
は，可能である。なお，この場合，訪問介護計画及び居宅サービス計画は，保険者からの求めに応じ
て，必要な変更を行うこと。

【13報・問６】 看護師等同行による２人訪問の取扱い

　一定の要件を満たす場合であって，同時に２人の訪問介護員等が１人の利用者に対して指定訪問介
護を行ったときは，所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定するとされているが，新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から，訪問介護事業所が保健師，看護師，准看護師（訪問介
護員等ではない者を含む。以下，看護師等という。）の専門職の協力の下，同行訪問による支援を受
ける場合，利用者又はその家族等からの事前の同意を得たときには，２人の訪問介護員等による訪問
を行った場合と同様に，100分の200に相当する単位数を算定することは可能か。

　可能である。
　なお，この場合，訪問介護事業所が介護報酬（訪問介護費）を算定することになるが，看護師等に係
る人件費や交通費については，訪問介護事業所が当該報酬を活用して支払うことが可能である。また，
当該人件費や交通費の額については事業所と看護師等の相互の合議に委ねられる。

〔１－⑵〕訪問入浴介護について

【４報・問８】 感染が疑われる者への清拭は減算の対象か

　【感染拡大防止の留意点（令２.３.６事務連絡）】において，新型コロナウイルス感染が疑われる者
への入浴の介助は原則清拭で対応することとされているが，訪問入浴介護で清拭を行う場合の取扱い
如何。

　減算せずに算定することとして差し支えない。

【４報・問６】 感染リスク低減のため20分未満となった場合

　新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり，利用者・家族及
び訪問看護師への感染リスクを下げるため，訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果，訪問
看護サービスの提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいか。

　20分未満の訪問看護費については，20分以上の保健師又は看護師による訪問看護が週１回以上提供さ
れ，かつ，緊急時訪問看護加算の届出がされていた場合に算定できることとなっているが，訪問看護計
画において位置付けられた内容の指定訪問看護のうち，高齢者の療養生活を支援するために必要となる
最低限の提供を行った場合は，当該要件を満たしていなくても20分未満の報酬を算定することとして差
し支えない。

【10報・問１】 利用者等の要請により訪問を控えた場合の訪問看護費

　主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき，訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等
から，新型コロナウイルス感染症に対する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に，看護職
員が電話等で病状確認や療養指導等を行うことで，訪問看護費の算定は可能か。

　利用者等が新型コロナウイルスの感染への懸念から訪問を控えるよう要請された場合であっても，ま
ずは医療上の必要性を説明し，利用者等の理解を得て，訪問看護の継続に努める必要がある。
　その上でもなお，利用者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応として，利用者等の同意を
前提として，
・　当該月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を１日以上提供した実績があり，
・　主治医への状況報告と指示の確認を行った上で，
・　看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等を実施した
場合には，20分未満の訪問看護費を週１回に限り算定可能である。
　なお，提供する訪問看護の時間についてケアプランの変更が必要であることに留意するとともに，利
用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について，訪問看護記録書に記録しておくこと。

【３報・問５】 代替サービスとして新規に提供した場合の算定

〔１－⑶〕訪問看護について

〔１－⑷〕（介護予防）訪問リハビリテーションについて
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Ⅰ 単位数表関係告示 ⑴1単位の単価（平27告示93号）

⑴
１
単
位
の
単
価

１級地 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指
導
介護予防福祉用具貸与
通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介
護
地域密着型特定施設入居
者生活介護
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護医療院サービス
介護予防短期入所療養介
護
介護予防特定施設入居者
生活介護
介護予防認知症対応型共
同生活介護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅
介護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介
護
介護予防認知症対応型通
所介護
介護予防小規模多機能型
居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪
問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防支援

1000分の
1000

1000分の
1090

1000分の
1110

1000分の
1140

地域区分 サービス種類 割合
２級地 居宅療養管理指導

福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指
導
介護予防福祉用具貸与
通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介
護
地域密着型特定施設入居
者生活介護
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護医療院サービス
介護予防短期入所療養介
護
介護予防特定施設入居者
生活介護
介護予防認知症対応型共
同生活介護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅
介護
介護予防訪問リハビリテ
ーション
介護予防通所リハビリテ
ーション
介護予防短期入所生活介
護
介護予防認知症対応型通
所介護
介護予防小規模多機能型
居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪
問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護
介護予防支援

1000分の
1000

1000分の
1072

1000分の
1088

1000分の
1112

地域区分 サービス種類 割合

　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（平成12年厚生省告示第19号），指定居
宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
（平成12年厚生省告示第20号），指定施設サービス
等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12
年厚生省告示第21号），指定地域密着型サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年
厚生労働省告示第126号），指定介護予防サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年
厚生労働省告示第127号），指定地域密着型介護予
防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
（平成18年厚生労働省告示第128号）及び指定介護
予防支援に要する費用の額の算定に関する基準
（平成18年厚生労働省告示第129号）の規定に基づ
き，厚生労働大臣が定める１単位の単価（平成24
年厚生労働省告示第94号）の全部を次のように改
正し，平成27年４月１日から適用する。

一�　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（平成12年厚生省告示第19号）第二
号，指定地域密着型サービスに要する費用の額
の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示
第126号）第二号，指定居宅介護支援に要する
費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省
告示第20号）第二号，指定施設サービス等に要
する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚
生省告示第21号）第二号，指定介護予防サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準（平成
18年厚生労働省告示第127号）第二号，指定地
域密着型介護予防サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第
128号）第二号及び指定介護予防支援に要する
費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労
働省告示第129号）第二号の厚生労働大臣が定
める１単位の単価（以下「１単位の単価」とい
う。）は，10円に次の表の上〔左〕欄に掲げる
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第
１項に規定する指定居宅サービス，同法第42条
の２第１項に規定する指定地域密着型サービ
ス，同法第46条第１項に規定する指定居宅介護
支援の事業，同法第53条第１項に規定する指定
介護予防サービス，同法第54条の２第１項に規
定する指定地域密着型介護予防サービス若しく
は同法第58条第１項に規定する指定介護予防支
援の事業を行う事業所又は同法第48条第１項に
規定する指定施設サービス等を行う介護保険施
設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げる
サービス種類に応じて同表の下〔右〕欄に掲げ
る割合を乗じて得た額とする。

厚生労働大臣が定める１単位の単価

厚生労働大臣が定める１単位の単価

⑴１単位の単価� 平成27年３月23日�厚生労働省告示第93号

（旧；平成12年2月10日�厚生省告示第22号）
（全部改正；平成24年3月13日�厚生労働省告示第94号）
（全部改正；平成27年3月23日�厚生労働省告示第93号）
（最終改正；令和3年3月15日�厚生労働省告示第73号）
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Ⅰ 単位数表関係告示 ⑶大臣基準告示（平27告示95号）

⑶
大
臣
基
準
告
示

一�　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（平成12年厚生省告示第19号）別
表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下
「指定居宅サービス介護給付費単位数表」とい
う。）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定
める基準
　　次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
　イ�　利用者又はその家族等から電話等による連
絡があった場合に，常時対応できる体制にあ
ること。

　ロ�　指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等
の事業の人員，設備及び運営に関する基準
（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅
サービス等基準」という。）第５条第１項に
規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同
じ。）に係る指定訪問介護事業者（指定居宅
サービス等基準第５条第１項に規定する指定
訪問介護事業者をいう。以下同じ。）が次の
いずれかに該当すること。

厚生労働大臣が定める基準

　指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（平成12年厚生省告示第19号），指定居
宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準
（平成12年厚生省告示第20号），指定施設サービス
等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12
年厚生省告示第21号），指定地域密着型サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年
厚生労働省告示第126号），指定介護予防サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年
厚生労働省告示第127号）及び指定地域密着型介
護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準（平成18年厚生労働省告示第128号）の規定
に基づき，厚生労働大臣が定める基準（平成24年
厚生労働省告示第96号）の全部を次のように改正
する。

　　⑴�　当該指定訪問介護事業者が指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定
地域密着型サービスの事業の人員，設備及
び運営に関する基準（平成18年厚生労働省
令第34号。以下「指定地域密着型サービス
基準」という。）第３条の４第１項に規定
する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併
せて受け，かつ，一体的に事業を実施して
いること。

　　⑵�　当該指定訪問介護事業者が指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定
を併せて受けようとする計画を策定してい
ること（当該指定訪問介護事業者について
は，要介護状態区分が要介護３，要介護４
又は要介護５である者に対して指定訪問介
護（指定居宅サービス等基準第４条に規定
する指定訪問介護をいう。以下同じ。）を
行うものに限る。）。

二�　削除

三　訪問介護費における特定事業所加算の基準
　イ�　特定事業所加算（Ⅰ）　次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。

　　⑴�　指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員
等（登録型の訪問介護員等（あらかじめ当
該指定訪問介護事業所に登録し，当該指定
訪問介護事業所から指示があった場合に，
直接，当該指示を受けた利用者の居宅を訪
問し，指定訪問介護を行う訪問介護員等を
いう。）を含む。以下同じ。）に対し，訪問
介護員等ごとに研修計画を作成し，当該計
画に従い，研修（外部における研修を含
む。）を実施又は実施を予定していること。

　　⑵�　次に掲げる基準に従い，指定訪問介護が
行われていること。

厚生労働大臣が定める基準

⑶大臣基準告示� 平成27年3月23日�厚生労働省告示第95号

（旧；平成12年2月10日�厚生省告示第25号）
（全部改正；平成24年3月13日�厚生労働省告示第96号）
（全部改正；平成27年3月23日�厚生労働省告示第95号）
（最終改正；令和３年３月15日�厚生労働省告示第73号）

　　　㈠�　利用者に関する情報若しくはサービス
提供に当たっての留意事項の伝達又は当
該指定訪問介護事業所における訪問介護
員等の技術指導を目的とした会議を定期
的に開催すること。

　　　㈡�　指定訪問介護の提供に当たっては，サ
ービス提供責任者（指定居宅サービス等
基準第５条第２項に規定するサービス提
供責任者をいう。以下この号において同
じ。）が，当該利用者を担当する訪問介
護員等に対し，当該利用者に関する情報
やサービス提供に当たっての留意事項を
文書等の確実な方法により伝達してから
開始するとともに，サービス提供終了
後，担当する訪問介護員等から適宜報告
を受けること。

　　⑶�　当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介
護員等に対し，健康診断等を定期的に実施
すること。

　　⑷�　指定居宅サービス等基準第29条第六号に
規定する緊急時等における対応方法が利用
者に明示されていること。

　　⑸�　当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等
の総数のうち介護福祉士の占める割合が
100分の30以上又は介護福祉士，社会福祉
士及び介護福祉士法等の一部を改正する法
律（平成19年法律第125号）附則第２条第
２項の規定により行うことができることと
された同法第３条の規定による改正後の社
会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律
第30号）第40条第２項第五号の指定を受け
た学校又は養成施設において６月以上介護
福祉士として必要な知識及び技能を習得し
た者（以下「実務者研修修了者」という。）
並びに介護保険法施行規則の一部を改正す
る省令（平成24年厚生労働省令第25号）に
よる改正前の介護保険法施行規則（平成11
年厚生省令第36号）第22条の23第１項に規
定する介護職員基礎研修課程を修了した者
（以下「介護職員基礎研修課程修了者」と
いう。）及び１級課程を修了した者（以下
「１級課程修了者」という。）の占める割合
が100分の50以上であること。

　　⑹�　当該指定訪問介護事業所の全てのサービ
ス提供責任者が３年以上の実務経験を有す
る介護福祉士又は５年以上の実務経験を有
する実務者研修修了者若しくは介護職員基

礎研修課程修了者若しくは１級課程修了者
であること。ただし，指定居宅サービス等
基準第５条第２項の規定により１人を超え
るサービス提供責任者を配置することとさ
れている事業所においては，常勤のサービ
ス提供責任者を２名以上配置していること。

　　⑺�　前年度又は算定日が属する月の前３月間
における利用者の総数のうち，要介護状態
区分が要介護４及び要介護５である者，日
常生活に支障を来すおそれのある症状若し
くは行動が認められることから介護を必要
とする認知症（介護保険法（平成９年法律
第123号。以下「法」という。）第５条の２
第１項に規定する認知症をいう。）である
者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行
規則（昭和62年厚生省令第49号）第１条各
号に掲げる行為を必要とする者（当該指定
訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉
士法附則第20条第１項の登録を受けている
場合に限る。）の占める割合が100分の20以
上であること。

　ロ�　特定事業所加算（Ⅱ）　イの⑴から⑷まで
に掲げる基準のいずれにも適合し，かつ，⑸
又は⑹のいずれかに適合すること。

　ハ�　特定事業所加算（Ⅲ）　イの⑴から⑷まで及
び⑺に掲げる基準のいずれにも適合すること。

　ニ�　特定事業所加算（Ⅳ）　次に掲げる基準の
いずれにも適合すること。

　　⑴�　イの⑵から⑷までに掲げる基準のいずれ
にも適合すること。

　　⑵�　指定訪問介護事業所の全てのサービス提
供責任者に対し，サービス提供責任者ごと
に研修計画を作成し，当該計画に従い，研
修（外部における研修を含む。）を実施又
は実施を予定していること。

　　⑶�　指定居宅サービス等基準第５条第２項の
規定により配置することとされている常勤
のサービス提供責任者が２人以下の指定訪
問介護事業所であって，同項の規定により
配置することとされているサービス提供責
任者を常勤により配置し，かつ，同項に規
定する基準を上回る数の常勤のサービス提
供責任者を１人以上配置していること。

　　⑷�　前年度又は算定日が属する月の前３月間
における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又は要介護５で
ある者，日常生活に支障を来すおそれのあ



 

− 910 − − 911 −

Ⅲ　居宅介護支援・介護予防支援の計画書等 ⑴ 介護サービス計画書の様式等

介護サービス計画書の様式
及び課題分析標準項目の提示について 

 （平成11年11月12日 老企第29号）
 （今回改正；令和３年３月16日 老高発0316第３号・老認発0316第６号・老老発0316第５号：別紙18

／令和３年３月31日 老認発0331第６号　介護保険最新情報Vol.958）

　標記について，今般下記のとおり定めたので御
承知の上，管下市町村，関係団体，関係機関等に
その周知徹底を図るとともに，その運用に遺憾の
ないようにされたい。
　なお，当該様式及び項目は介護サービス計画の
適切な作成等を担保すべく標準例として提示する
ものであり，当該様式以外の様式等の使用を拘束
する趣旨のものではない旨，念のため申し添える。

１　居宅サービス計画書標準様式及び記入要領
（別紙１）※標準様式・記載要領を組み合せて掲載
２　施設サービス計画書標準様式及び記入要領

（別紙２）※標準様式・記載要領を組み合せて掲載
３　介護サービス計画書の様式について（別紙３）
４　課題分析標準項目について（別紙４）

記

　本様式は，当初の介護サービス計画原案を作成
する際に記載し，その後，介護サービス計画の一
部を変更する都度，別葉を使用して記載するもの
とする。但し，サービス内容への具体的な影響が

ほとんど認められないような軽微な変更について
は，当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記
しつつ，同一用紙に継続して記載することができ
るものとする。

（居宅サービス計画書記載要領）
（別紙１） 

　なお，介護サービス計画は，利用者の生活を総
合的かつ効果的に支援するために重要な計画であ
り，利用者が地域の中で尊厳ある自立した生活を
続けるための利用者本人の計画であることを踏ま
え，わかりやすく記載するものとする。
①「利用者名」
　当該居宅サービス計画の利用者名を記載する。
②「生年月日」
　当該利用者の生年月日を記載する。
③「住所」
　当該利用者の住所を記載する。
④「居宅サービス計画作成者氏名」
　当該居宅サービス計画作成者（介護支援専門
員）の氏名を記載する。
⑤「居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地」
　当該居宅サービス計画作成者の所属する居宅介
護支援事業者・事業所名及び所在地を記載する。
⑥「居宅サービス計画作成（変更）日」
　当該居宅サービス計画を作成または変更した日
を記載する。
⑦「初回居宅サービス計画作成日」
　当該居宅介護支援事業所において当該利用者に
関する居宅サービス計画を初めて作成した日を記
載する。
⑧「初回・紹介・継続」
　当該利用者が，当該居宅介護支援事業所におい
て初めて居宅介護支援を受ける場合は「初回」
に，他の居宅介護支援事業所（同一居宅介護支援
事業者の他の事業所を含む。以下同じ。）又は介
護保険施設から紹介された場合は「紹介」に，そ
れ以外の場合は「継続」に○を付す。
　なお，「紹介」とは，当該利用者が他の居宅介
護支援事業所又は介護保険施設において既に居宅
介護支援等を受けていた場合を指す。
　また，「継続」とは，当該利用者が既に当該居
宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けている
場合を指す。
　おって，当該居宅介護支援事業所において過去
に居宅介護支援を提供した経緯がある利用者が一
定期間を経過した後に介護保険施設から紹介を受
けた場合には，「紹介」及び「継続」の両方を○
印で囲むものとする。
⑨「認定済・申請中」
　「新規申請中」（前回「非該当」となり，再度申
請している場合を含む。），「区分変更申請中」，
「更新申請中であって前回の認定有効期間を超え
ている場合」は，「申請中」に○を付す。それ以

外の場合は「認定済」に○を付す。
⑩「認定日」
　「要介護状態区分」が認定された日（認定の始
期であり，初回申請者であれば申請日）を記載す
る。
　「申請中」の場合は，申請日を記載する。認定
に伴い当該居宅サービス計画を変更する必要があ
る場合には，作成日の変更を行う。
⑪「認定の有効期間」
　被保険者証に記載された「認定の有効期間」を
転記する。
⑫「要介護状態区分」
　被保険者証に記載された「要介護状態区分」を
転記する。
⑬ 「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえ

た課題分析の結果」
　利用者及びその家族が，どのような内容の介護
サービスをどの程度の頻度で利用しながら，どの
ような生活をしたいと考えているのか意向を踏ま
えた課題分析の結果を記載する。その際，課題分
析の結果として，「自立支援」に資するために解
決しなければならない課題が把握できているか確
認する。そのために，利用者の主訴や相談内容等
を踏まえた利用者が持っている力や生活環境等の
評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにして
いくこと。
　なお，利用者及びその家族の生活に対する意向が
異なる場合には，各々の主訴を区別して記載する｡
⑭ 「認定審査会の意見及びサービスの種類の指

定」
　被保険者証を確認し，「認定審査会意見及びサ
ービスの種類の指定」が記載されている場合に
は，これを転記する。
⑮「総合的な援助の方針」
　課題分析により抽出された，「生活全般の解決す
べき課題（ニーズ）」に対応して，当該居宅サービ
ス計画を作成する介護支援専門員をはじめ各種の
サービス担当者が，どのようなチームケアを行お
うとするのか，利用者及び家族を含むケアチーム
が確認，検討の上，総合的な援助の方針を記載す
る。
　あらかじめ発生する可能性が高い緊急事態が想
定されている場合には，対応機関やその連絡先，
また，あらかじめケアチームにおいて，どのよう
な場合を緊急事態と考えているかや，緊急時を想
定した対応の方法等について記載することが望ま
しい。例えば，利用者の状態が急変した場合の連

 

             居宅サービス計画書（１）    作成年月日    年   月   日 

初回 ・ 紹介 ・ 継続  認定済 ・ 申請中 

 

利用者名            殿     生年月日  年  月  日  住所                            

居宅サービス計画作成者氏名                    

居宅介護支援事業者・事業所名及び所在地                                                

居宅サービス計画作成（変更）日          年  月  日     初回居宅サービス計画作成日      年  月  日 

認定日      年  月  日   認定の有効期間  年  月  日 ～  年  月  日 
 

要介護状態区分 要介護１ ・ 要介護２ ・ 要介護３ ・ 要介護４ ・ 要介護５ 
 

利用者及び家族の 

生活に対する 

意向を踏まえた 

課題分析の結果 

 

 

 

 

 

介護認定審査会の 

意見及びサービス 

の種類の指定 

 

 

 

 
 

総合的な援助の 

方     針 

 

 

 

 

 

 

生活援助中心型の 

算 定 理 由 
１.一人暮らし  ２.家族等が障害、疾病等  ３.その他（                      ） 

第１表 
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Ⅳ 事務処理手順・様式例 ⑵処遇改善加算・特定処遇改善加算関係

　介護職員の処遇改善については，介護職員処遇
改善加算（以下「処遇改善加算」という。）の充
実を図ってきたことに加え，令和元年10月には，
経験・技能のある介護職員に重点化した更なる処
遇改善を行うため，介護職員等特定処遇改善加算
（以下「特定加算」という。）を創設したところで
ある。
　また，令和２年度からは，処遇改善加算及び特
定加算について，確実な処遇改善を担保しつつ，
算定に係る文書負担の軽減を図るため，介護職員
処遇改善計画書と介護職員等特定処遇改善計画書
（以下「計画書」という。）及び介護職員処遇改善
実績報告書と介護職員等特定処遇改善実績報告書
（以下「実績報告書」という。）の一本化を行った。
　今般，令和３年度の介護報酬改定における処遇
改善加算及び特定加算（以下「処遇改善加算等」
という。）の見直しを行うこととした。
　加算の取得については，「指定居宅サービスに
要する費用の額の算定に関する基準」（平成12年
厚生省告示第19号），「指定施設サービス等に要す
る費用の額の算定に関する基準」（平成12年厚生
省告示第21号），「指定地域密着型サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準」（平成18年厚生
労働省告示第126号），「指定介護予防サービスに
要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年
厚生労働省告示第127号），「指定地域密着型介護
予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準」（平成18年厚生労働省告示第128号）及び「厚
生労働大臣が定める基準」（平成27年厚生労働省
告示第95号。以下「算定基準」という。）におい
て示しているところであるが，今般，基本的考え
方並びに事務処理手順及び様式例を下記のとおり
お示しするので，ご了知の上，貴管内市町村，関
係団体，関係機関にその周知をお願いしたい。
　なお，本通知は，令和３年度の処遇改善加算等
に係る届出から適用することとし，令和２年３月
５日老発0305第６号厚生労働省老健局長通知「介
護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善
加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及
び様式例の提示について」は令和３年３月31日を
もって廃止する。

　処遇改善加算は，平成23年度まで実施されてい
た介護職員処遇改善交付金（以下「交付金」とい
う。）による賃金改善の効果を継続する観点か
ら，平成24年度から交付金を円滑に介護報酬に移
行し，交付金の対象であった介護サービスに従事
する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創
設されたものである。
　このため，当該交付金の交付を受けていた介護
サービス事業者又は介護保険施設（以下「介護サ
ービス事業者等」という。）は，原則として交付
金による賃金改善の水準を維持することが求めら
れる。
　平成27年度の介護報酬改定においては，事業主
が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一
層推進し，介護職員が積極的に資質向上やキャリ
ア形成を行うことができる労働環境を整備すると
ともに，介護職員自身が研修等を積極的に活用す
ることにより，介護職員の社会的・経済的な評価
が高まっていく好循環を生み出していくことが重
要であることを踏まえ，事業主の取組がより一層
促進されるよう処遇改善加算を拡充したものであ
る。
　平成29年度の介護報酬改定においては，介護人
材の職場定着の必要性，介護福祉士に期待される
役割の増大，介護サービス事業者等による昇給や
評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏ま
え，事業者による，昇給と結びついた形でのキャ
リアアップの仕組みの構築を促すため，更なる処
遇改善加算の拡充を行ったものである。
　平成30年度の介護報酬改定においては，処遇改
善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について，要件の一部を
満たさない事業者に対し，減算された単位数での
処遇改善加算の取得を認める区分であることや，
当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏
まえ，一定の経過措置期間を設け，これを廃止す
るとともに，処遇改善加算の対象となるサービス
に，介護医療院サービス（及び介護医療院が行う

記

１�　基本的考え方

　�介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する
基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

新

（令和3年3月16日�老発0316第4号　介護保険最新情報Vol.935）

（介護予防）短期入所療養介護）を加えることと
した。
　令和元年10月の介護報酬改定においては，介護
職員の確保・定着につなげていくため，処遇改善
加算に加え，特定加算を創設し，経験・技能のあ
る介護職員に重点化しつつ，介護職員の更なる処
遇改善という趣旨を損なわない程度において，一
定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔
軟な運用を認めることとし，更なる処遇改善を行
った。
　令和３年度の介護報酬改定においては，処遇改
善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について，一年間の経過
措置期間を設定し廃止するとともに，特定加算に
ついては，平均の賃金改善額の配分について，介
護職員間の配分ルールを見直すこととした。あわ
せて，職場環境等要件について，介護事業者によ
る職場環境改善の取組をより実効性が高いものと
する観点から見直しを行うこととしたところであ
る。
　なお，訪問看護，訪問リハビリテーション，居
宅療養管理指導，福祉用具貸与並びに介護予防訪
問看護，介護予防訪問リハビリテーション，介護
予防居宅療養管理指導，介護予防福祉用具貸与並
びに居宅介護支援及び介護予防支援については，
処遇改善加算等の算定対象外とする。

⑴　処遇改善加算等の仕組み
　�　介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処
遇改善加算は，サービス別の基本サービス費に
各種加算減算（処遇改善加算等を除く。）を加
えた１月当たりの総単位数に別紙１表１のサー
ビス別加算率を乗じて単位数を算定する。な
お，処遇改善加算等は，区分支給限度基準額の
算定対象から除外される。

⑵ 　処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善
の実施
　①　賃金改善の考え方について
　　�　介護サービス事業者等は，処遇改善加算等
の算定額に相当する介護職員の賃金（基本
給，手当，賞与等（退職手当を除く。以下同
じ。）を含む。）の改善（以下「賃金改善」と
いう。）を実施しなければならない。

　　�　賃金改善は，基本給，手当，賞与等のうち
対象とする賃金項目を特定した上で行うもの
とする。この場合，７⑵の届出を行う場合を

２�　処遇改善加算等の仕組みと賃金
改善の実施等

除き，特定した賃金項目を含め，賃金水準
（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を低
下させてはならない。また，安定的な処遇改
善が重要であることから，基本給による賃金
改善が望ましい。

　　�　具体的には，賃金改善は，処遇改善加算と
特定加算による賃金改善とを区別した上で，
介護サービス事業者等における処遇改善加算
等を取得し実施される賃金改善額及び各介護
サービス事業者の独自の賃金改善額を除いた
賃金の水準と，各介護サービス事業者の独自
の賃金改善額を含む処遇改善加算等を取得し
実施される賃金の水準との差分により判断す
る。

　②　賃金改善に係る留意点
　　�　処遇改善加算等を取得した介護サービス事
業者等は，処遇改善加算等の算定額に相当す
る賃金改善の実施と併せて，取得する加算に
応じた基準を満たす必要がある。なお，当該
基準の達成に向けて取り組む費用について
は，算定要件における賃金改善の実施に要す
る費用に含まれないものであることに留意す
ること。

　　ａ　処遇改善加算
　　　�　算定基準第四号イ⑺（以下「キャリアパ

ス要件」という。）又はイ⑻（以下「職場
環境等要件」という。）（以下「キャリアパ
ス要件等」という。）

　　ｂ　特定加算
　　　�　特定加算の算定額に相当する賃金改善の

実施，算定基準第四号の二イ⑸（以下「介
護福祉士の配置要件」という。），イ⑹（以
下「処遇改善加算要件」という。），イ⑺
（以下「職場環境等要件」という。）又はイ
⑻（以下「見える化要件」という。）

⑴　介護職員処遇改善加算
　①�　賃金改善計画の記載
　　�　処遇改善加算を取得しようとする介護サー
ビス事業者等は，算定基準第四号イ⑵に定め
る介護職員処遇改善計画書を，次の一から四
までに掲げる事項について，別紙様式２－１
及び別紙様式２－２により作成すること。

　　一�　処遇改善加算の見込額（別紙様式２－１
の２⑴③）

　　　　（処遇改善加算の見込額の計算）

３　計画書の作成
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Ⅳ 事務処理手順・様式例 ⑸科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算関係

　科学的介護情報システムに関連する各加算の算
定については，「指定居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準（訪問通所サービス，居
宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て」（平成12年３月１日老企第36号。以下「訪問
通所サービス通知」という。），「指定居宅サービ
スに要する費用の額の算定に関する基準（短期入
所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項
について」（平成12年３月８日老企第40号），「指
定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て」（平成18年３月17日老計発第0317001号，老振
発第0317001号，老老発第0317001号），「指定地域
密着型サービスに要する費用の額の算定に関する
基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施
上の留意事項について」（平成18年３月31日老計
発第0331005号，老振発第0331005号，老老発第
0331018号）及び「特別診療費の算定に関する留
意事項について」（平成30年４月25日老老発0425
第２号）において示しているところであるが，今
般，基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式
例を下記のとおりお示しするので，御了知の上，
各都道府県におかれては，管内市町村，関係団
体，関係機関等にその周知徹底を図るとともに，
その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。

１ 　科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）につい
て

　厚生労働省では，平成28年度から通所・訪問リ
ハビリテーションデータ収集システム（以下「Ｖ
ＩＳＩＴ」という。）を運用し，リハビリテーシ
ョンマネジメントで活用されるリハビリテーショ

記

第１　基本的考え方

ン計画書等の情報を収集するとともに，令和２年
５月から高齢者の状態やケアの内容等データ収集
システム（以下「ＣＨＡＳＥ」という。）を運用
し，利用者又は入所者（以下「利用者等」とい
う。）の心身の状況や提供されるサービス等に関
する情報を収集してきた。
　令和３年４月１日より，ＶＩＳＩＴ及びＣＨＡ
ＳＥの一体的な運用を開始するとともに，科学的
介護の理解と浸透を図る観点から，名称を「科学
的介護情報システム（Long-term care Information 
system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」とい
う。）とすることとした。なお，ＬＩＦＥの利用
申請手続等については，「「科学的介護情報システ
ム（ＬＩＦＥ）」の活用等について」（令和３年２
月19日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）を
参照されたい。
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/ 
0000198094_00037.html
２ 　ＬＩＦＥを用いたＰＤＣＡサイクルの推進及

びサービスの質の向上について
　令和３年度介護報酬改定において，科学的に効
果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する
質の高いサービス提供の推進を目的とし，ＬＩＦ
Ｅを用いたＰＤＣＡサイクルの推進及びサービス
の質の向上を図る取組を推進することとされた。
　ＰＤＣＡサイクルとは，利用者等の状態に応じ
たケア計画等の作成（Plan），当該計画等に基づ
くサービスの提供（Do），当該提供内容の評価

（Check），その評価結果を踏まえた当該計画等の
見直し・改善（Action）の一連のサイクルのこと
であり，ＰＤＣＡサイクルの構築を通じて，継続
的にサービスの質の管理を行うことにより，サー
ビスの質の向上につなげることを目指すものであ
る。
　ＰＤＣＡサイクルに沿った取組を進める中で作
成された，ケア計画等の情報をＬＩＦＥに提出す
ることで，利用者等単位又は事業所・施設単位で
解析された結果のフィードバックを受けることが
できる。このフィードバック情報を活用すること
で，利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏ま

　 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について

新
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令和３年４月22日 老高発0422第1号・老認発0422第１号・老老発0422第１号）

えたケア計画等の見直し・改善を行うことが可能
となり，サービスの質の一層の向上につなげるこ
とが可能となる。
　以上の観点から，第２に規定する各加算につい
ては，ＬＩＦＥへの情報提出及びフィードバック
情報を活用したＰＤＣＡサイクルの推進及びサー
ビスの質の向上を求めることとしている。

１　科学的介護推進体制加算
⑴�　通所サービス，居住サービス及び多機能サー
ビスにおける科学的介護推進体制加算

　ア　ＬＩＦＥへの情報提出頻度について
　　 　利用者ごとに，アからエまでに定める月の

翌月10日までに提出すること。なお，情報を
提出すべき月について情報の提出を行えない
事実が生じた場合，直ちに訪問通所サービス
通知第１の５の届出を提出しなければなら
ず，事実が生じた月のサービス提供分から情
報の提出が行われた月の前月までの間につい
て，利用者全員について本加算を算定できな
いこと（例えば，４月の情報を５月10日まで
に提出を行えない場合は，直ちに届出の提出
が必要であり，４月サービス提供分から算定
ができないこととなる。）。

　　ア 　本加算の算定を開始しようとする月にお
いてサービスを利用している利用者（以下

「既利用者」という。）については，当該算
定を開始しようとする月

　　イ 　本加算の算定を開始しようとする月の翌
月以降にサービスの利用を開始した利用者

（以下「新規利用者」という。）について
は，当該サービスの利用を開始した日の属
する月

　　ウ 　ア又はイの月のほか，少なくとも６月ご
と

　　エ　サービスの利用を終了する日の属する月
　イ　ＬＩＦＥへの提出情報について
　　 　事業所の全ての利用者について，別紙様式

１（科学的介護推進に関する評価（通所・居
住サービス））にある「評価日」，「前回評価
日」，「障害高齢者の日常生活自立度及び認知
症高齢者の日常生活自立度」，「総論（ＡＤＬ
及び在宅復帰の有無等に限る。）」，「口腔・栄
養」及び「認知症（必須項目に限る。）」の各
項目に係る情報を，やむを得ない場合を除
き，すべて提出すること。また，「総論（既

第２　ＬＩＦＥに関連する加算

往歴，服薬情報及び同居家族等に限る。）」及
び「認知症（任意項目に限る。）」の各項目に
係る情報についても，必要に応じて提出する
ことが望ましいこと。なお，フィードバック
については必須情報以外も含め提出された情
報に基づき実施されるものであること。

　　 　また，提出情報は，利用者ごとに，以下の
時点における情報とすること。

　　・ 　アアに係る提出情報は，当該算定開始時
における情報

　　・ 　アイに係る提出情報は，当該サービスの
利用開始時における情報

　　・ 　アウに係る提出情報は，前回提出時以降
の情報

　　・ 　アエに係る提出情報は，当該サービスの
利用終了時における情報

⑵�　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
及び介護老人福祉施設における科学的介護推進
体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）

　ア　ＬＩＦＥへの情報提出頻度について
　　 　通所サービス，居住サービス及び多機能サ

ービスにおける科学的介護推進体制加算と同
様であるため，⑴アを参照されたい。

　イ　ＬＩＦＥへの提出情報について
　　 　科学的介護推進体制加算（Ⅰ）について

は，施設における入所者全員について，別紙
様式２（科学的介護推進に関する評価（施設
サービス））にある「評価日」，「前回評価
日」，「障害高齢者の日常生活自立度又は認知
症高齢者の日常生活自立度」，「総論（ＡＤＬ
に限る。）」，「口腔・栄養」及び「認知症（必
須項目に限る。）」の各項目に係る情報を，や
むを得ない場合を除き，すべて提出するこ
と。また，「総論（既往歴，服薬情報，同居
家族等及び在宅復帰の有無等に限る。）」及び

「認知症（任意項目に限る。）」に係る情報に
ついても，必要に応じて提出することが望ま
しいこと。

　　 　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）について
は，施設における入所者全員について，科学
的介護推進体制加算（Ⅰ）で必須とされる情
報に加え，「総論（既往歴及び同居家族等に
限る。）」に係る情報を，やむを得ない場合を
除き，すべて提出すること。また，「総論

（服薬情報及び在宅復帰の有無等に限る。）」
及び「認知症（任意項目に限る。）」に係る情
報についても，必要に応じて提出することが
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請求書・明細書の記載要領 １　介護給付費請求書

⑴　サービス提供年月
　�　請求対象となるサービスを提供した年月を和暦で，「年」｢月｣それぞれ右詰で記載すること。
⑵　請求先
　�　保険者名，公費負担者名等を記載すること。ただし，記載を省略して差し支えないこと。
⑶　請求日
　　審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。
⑷　請求事業所
　①　事業所番号
　　　指定事業所番号又は基準該当事業所の登録番号を記載すること。
　②　名称
　　　指定等を受けた際に届け出た事業所名を記載すること。
　③　所在地
　　�　指定等を受けた際に届け出た事業所の所在地とその郵便番号を記載すること。
　④　連絡先
　　�　審査支払機関，保険者からの問い合わせ用の連絡先電話番号を記載すること。
⑸　保険請求（サービス費用に係る部分）
　�　保険請求の介護給付費明細書（介護保険制度の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者で介護保険法
施行令（平成10年政令第412号）第２条各号の特定疾病により要介護状態又は要支援状態にある者（以下
「被保険者でない要保護者」という。）の場合を除く。）について居宅サービス・施設サービス・介護予防サ
ービス・地域密着型サービス等及び居宅介護支援・介護予防支援の２つの区分ごとに，以下に示す項目の集
計を行って記載すること。合計欄には２つの区分の合計を記載すること。

　①　件数
　　�　保険請求対象となる介護給付費明細書の件数（介護給付費明細書の様式ごとに被保険者等１人分の請求
を１件とする。）を記載すること。

　②　単位数・点数
　　�　保険給付対象の単位数及び点数の合計を記載すること。
　③　費用合計
　　�　介護給付費明細書の保険請求対象単位数（点数）に単位数（点数）あたり単価を乗じた結果（小数点以
下切り捨て）の合計を記載すること（金額は保険請求額，公費請求額及び利用者負担の合計額）。

　④　保険請求額
　　�　介護給付費明細書の保険請求額の合計額を記載すること。
　⑤　公費請求額
　　�　介護給付費明細書の公費請求額の合計額を記載すること。
　⑥　利用者負担
　　�　介護給付費明細書の利用者負担額と公費分本人負担額を合計した額を記載すること。
⑹　保険請求（特定入所者介護サービス費等に係る部分）
　�　保険請求の介護給付費明細書（被保険者でない要保護者の場合を除く。）について以下に示す項目の集計
を行って記載すること。合計欄に同じ内容を記載すること。

　①　件数
　　�　特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費（以下「特定入所者介護サービス費等」
という。）として，食費及び居住費（滞在費を含む。以下同じ。）が記載された介護給付費明細書の件数を
記載すること。

１　介護給付費請求書に関する事項（様式第一）

1介護給付費請求書に関する事項 介護給付費請求書等の記載要領について
（平成13年11月16日 老老発第31号）

（最終改正；令和３年３月16日 老高発0316第３号・老認発0316第６号・老老発0316第５号 別紙17）
様式第一（附則第二条関係）

平成 年 月分 介護給付費請求書

保 険 者

 （別 記）殿

下記のとおり請求します。 令和  年  月  日

事業所番号

請求事業所

名 称

所在地

〒 －

連絡先

保険請求 

区 分 

サービス費用 特定入所者介護サービス費等 

件 数 
単位数 

・点数

費用 

合計 

保険 

請求額

公費 

請求額

利用者

負担 
件数 

費用 

合計 

利用者 

負担 

公費 

請求額

保険 

請求額

居宅・施設サービス 

介護予防サービス 

地域密着型サービス等 

居宅介護支援・ 

介護予防支援 

合 計 

公費請求 

区 分 

サービス費用 特定入所者介護サービス費等 

件 数 
単位数 

・点数

費用 

合計 

公費 

請求額 
件数 

費用 

合計 

公費 

請求額 

12 

生 保 

居宅・施設サービス 

介護予防サービス 

地域密着型サービス等 

生 保 

居宅介護支援・ 

介護予防支援 

10 感染症 37 条の 2 

21 障自・通院医療 

15 障自・更生医療 

19 原爆・一般 

54 難病法 

51 
特定疾患等 

治療研究 

81 被爆者助成 

86 被爆体験者 

87 有機ヒ素・緊急措置 

88 
水俣病総合対策 

メチル水銀

66 石綿・救済措置 

58 
障害者・支援措置（全

額免除） 

25 中国残留邦人等 

合 計 

令和


