
≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

330 04 地域密着型サービ
ス共通

1 人員 研修の義務付け 地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、そ
れぞれどのような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。

地域密着型サービス事業所の職員について、義務付けた研修及びその概要は下記のと
おりであり、それぞれの研修の実施主体は、各都道府県指定都市である。
それぞれについては、所要の経過措置等を設けることとしており、各研修のプログラムや
開催方法等を含め、追ってお示しする。
〔義務付けられている研修〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　管理者　　　　計画作成担当者
認知症刻応型共同生活介護　　　　 Ｂ・Ｃ
認知症対応型通所介護　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ・Ｃ
小規模多機能型居宅介護　　　　　　　Ｃ　　　　　　　Ｃ　　　　　　　　　　Ｃ 　（介護支援専門
員）
※　経過措置(上表中のアルファベット)
「A」・・・現に開設している事業所については、受講義務なし。
「B」・・・現に開設している事業所については、平成21年3月31日までに受講しなければな
らない。
「Ｃ」・・・平成18年度中に開設される事業所については、平成19年3月31 日までに受講し
なければならない。
（１）代表者(認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護において共通)
事業所を設置運営する法人の代表者が、日頃から事業所が提供する介護サービスの内
容を理解し、その質の向上に努めていくため、最低限必要な知識を修得するもの。
（２）管理者(認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能型
居宅介護において共通)
介護に関する一定の知識及び経験を有することを前提として、労務管理等も含め、管理
者として必要な知識を修得するもの。
（３）計画作成担当者(介護支援専門員)
小規模多機能型居宅介謹については、新規のサービスであることから、制度の目的、理
念、内容や他の居宅サービスの併用等について、サービスの趣旨に即した介護支援計画
策定に必要な知識を修得するもの。
認知症対応型共伺生活介護については、従来から研修を義務付け※ていたものであり、
今回新たに義務付けをしたものではない。
※都道府県指定都市が実施する「認知症介護実践研修」のうち、認知症介護実践者研修
の受講を義務付けていた。

18.2.24
全国介護保険担当課長ブロッ
ク会議資料 Q&A

11

331 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 他市町村の利用者 事業所を開設している市町村外に住所を有する入居者が、現に入居している
が、次の要介護認定更新時に退居するように事業者からいわれている。退居し
なければならないのか。

平成18年3月31日に、現に利用している者については、その者が何らかの理由により退
居するまで、介護保険法等の一部を改正する法律附則第10条第2現に規定する「みなし
指定」の対象となり、要介護認定の更新時期と関係はない。

18.5.2介護制度改革
information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A 3

332 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 他市町村の利用者 認知症高齢者グループホームに他の市町村から転入して（住所を移して）入居
することを制限することは可能か。

改正介護保険法第78条の2第7項の規定では、市町村長は事業者の指定を行うに当たっ
て、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるとされて
いるが、他市町村から転入して入居するケースが増え、実質的に事業所設置市町村の被
保険者の適切な利用が阻害されることになれば、当該市町村における地域密着型サービ
スの適正な運営の確保が困難になる可能性もある。
したがって、設置市町村は、同項の規定に基づき、事業所を指定するに当たり、例えば、
「他市町村からの転入による入居者を定員の一定割合に限定すること」「他市町村から転
入して○ケ月を経た者からの入居とすること」等の条件を付すことは可能である。

18.5.2介護制度改革
information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A

4

333 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 運営推進会議 運営推進会議はおおむね2月に1回開催とされているが、定期開催は必須か。 必須である。 18.5.2介護制度改革
information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A

12

334 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 事業所指定 (地域密着型サービス全般）他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定
の同意を求めてきた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の
有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用す
る場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。

事業所所在の市町村は､他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応
型介護事業所を利用する場合に限るなど利用者の範囲を限定した上で同意を行うことは
可能である。他市町村においては、介護保険法第78条の2第7項の規定に基づく条件を付
した指定を行うことになる。

18.9.4
介護制度改革information
vol.127
事務連絡
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

14
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

335 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 サービス運営委員会 市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじ
め、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4，5
回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希
望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時
期を待っている時間的余裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他
市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定す
ることができる。」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いて
いるとみなす取扱いとすることは可能か。

他市町村に所在する事業所の指定については､既に他市町村において事業所が遵守す
べき基準の適合性について審査していることから､地域密着型サービス運営委員会にお
いて、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく
指定することができる」といったことを決めておくことは可能である。

18.9.4
介護制度改革information
vol.127
事務連絡
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

15

336 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 運営推進会議 運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市
町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護につ
いて知見を有する社等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるの
か。
また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等）」、「地域住民
の代表者(民生委員等）」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。

1　運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代
表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより､事業所による利用
者の｢抱え込み｣を防止するとともに、地域との連携が確保され、かつ地域に開かれた
サービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり､
原則として、上記の者を構成員とする必要がある。
2　「利用者の家族」については､利用者の家族として事業運営を評価し、必要な要望等を
行うものであり､利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立揚が
異なることから、兼務することは想定していないが、「地域住民の代表者」と「知見を有す
る者」との兼務は　あり得ると考えられる。

18.9.4
介護制度改革information
vol.127
事務連絡
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 16

337 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 運営推進会議 運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有す
る者」とは、具体的にどのような職種や経験等を有するのか。

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは､学識経験者である必要はなく、
高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小規模多機能型居宅介護につ
いて知見を有する者として客観的､専門的な立場から意見を述べることができる者を選任
されたい。

18.9.4
介護制度改革information
vol.127
事務連絡
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

17

338 04 地域密着型サービ
ス共通

3 運営 運営推進会議 運営推進会議の2ヶ月に1回以上という開催頻度は、市町村職員等の複数の運
営推進会議の委員になっている者にとっては、かなりの負担であり、複数の事業
所の運営推進会議を合同で開催するといったことはできないか。また、2ヶ月に1
回以上、文書等により委員と連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員
が一同に集う会議の開催頻度を少なくすることは認められないか。

1　複数の事業所の運営推進会議を合同で開催することは､利用者のプライパシーの確保
の観点から、原則として、認められない。
2　また、運営推進会議は、地域との連携を確保し、地域に開かれた事業所であることを
確保するために設けることとしたものであり､市町村職員又は地域包括支援センター職員
が出席できないからといって､会議の開催頻度を少なくすることは適当ではない｡市町村職
員又は地域包括支援センター職員がやむを得ず会議を欠席する場合には､会議での内容
を報告してもらうなど事業所の運営状況を確認されたい。　　なお、同様の趣旨から、形式
的に文書等により委員との連絡・意見交換を行うような会議の開催形態は認められない。

18.9.4
介護制度改革information
vol.127
事務連絡
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 18

339 04 地域密着型サービ
ス共通

4 報酬 介護給付費算定に係る体制等
に関する届出

地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報につ
いては、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係
る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業
者用〉(別紙3－2）」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をす
ることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を
使用しても差し支えないか。
※ 別紙は省略。

当該様式については、市町村長から都道府県知事への進達書となっているが、事業者か
ら市町村長への届出書として読み替えて、適宜使用して差し支えないが、別紙2（省略）に
様式を添付したので、活用されたい。なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介
護予防支援事業者においても同様の取り扱いとする。
※ 別紙は省略。

18.4.21
介護制度改革information
vol.96
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.3) 21

340 04 地域密着型サービ
ス共通

4 報酬 介護給付費算定に係る体制等
に関する届出

平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」
という。）から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホー
ム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を
行う必要があるか。

1　地域密着型サービスについては、他市町村から事業所の指定を受ける場合には、当
該他市町村に対し、指定の申請と合わせて、介護給付費算定に係る体制等に関する届
出を行う必要がある。
2　平成18年4月1日に､事業所所在の市町村及び他市町村から地域密着型サービスの指
定を受けたとみなされたグループホーム等については、新たな指定の申請は不要である
が、介護報酬の請求・支払に関する審査をする上で必要とされることから、それぞれの市
町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行うことが必要である。
3　当該届出については、「4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼっ
て、加算を算定できることとする扱いとする（平成18年4月改定関係Q＆A（VOL.1））」という
特例を設けているが、都道府県及び市町村においては、管内の事業所に対し、事業所所
在の市町村に、また、他市町村の住民を受け入れている場合には当該他市町村に、それ
ぞれ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある旨周知徹底を図って
いただきたい。
4　なお、国民健康保険団体連合会等への情報提供の流れは、別紙3のとおりである。
※ 別紙は省略。

18.4.21
介護制度改革information
vol.96
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.3)

22
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

341 04 地域密着型サービ
ス共通

4 報酬 他市町村の指定 事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。）から地域密
着型サービスの指定(みなし指定を含む）を受けて他市町村の住民を受け入れ
ているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞ
れ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わな
ければならないのか。

1　お尋ねのような場合には、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ介護
給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。
2　地域密着型サービス事業所が介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行ってい
ない市町村に対して､医療連携体制加算などの請求を行った場合には、請求が返戻（差し
戻し）の扱いとなる。

18.9.4
介護制度改革information
vol.127
事務連絡
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 19

342 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 事業所が所在する市町村以外の市町村によるみなし指定の効力はどこまで有
効なのか。

施行日の前日（認知症対応型介護の場合は平成1８年３月中）において地域密着型サー
ビスを利用していない他市町村の被保険者まで指定を受けたとみなされた事業所を利用
することができる取扱いとなるのは、地域密着型サービスの趣旨からすると適当ではない
と考えており、改正介護保険法第10条第2項及び第3項並びに政令の規定により、他市町
村の長から地域密着型サービスの指定を受けたとみなされた事業者に係る当該指定に
ついては、施行日の前日（認知症対応型介護の場合は平成18年3月中）において当該地
域密着型サービスを利用している他市町村の被保険者に限り、その効力を有することと
する予定である。

17.12.19
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 2

343 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 事業者指定を行うに当たって、他市町村から転入して利用することを一定程度
制限することや指定を受けてから開業するまでの期間の制限を、条件として付
することは可能か。

改正介護保険法第78条の2第7項の規定に基づき、市町村長は事業者の指定を行うに当
たって、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるとさ
れており、市町村が地域の実情に応じてお尋ねのような条件を付することは可能である。

17.12.19
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

3

344 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 地域密着型サービス運営委員会の運営財源はどうなるのか。 地域密着型サービス運営委員会の運営に係る費用については、介護保険事業計画作成
委員会と同様に一般財源で賄うことになる。

17.12.19
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

4

345 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 平成18年4月1日にみなし指定された事業所が、市町村が定めた基準を満たして
いない場合、指定取消等の対象となると考えてよいか。

1　地域密着型サービス事業者のみなし指定は、平成18年4月1日に事業所が所在する市
町村の長(他市町村の長によるものを含む｡以下同じ｡)から指定を受けたものとみなされる
ものであり、当該市町村が定めた基準を満たしていないからといって直ちに指定の取消を
行うことは適当ではないと考えられる。
２　市町村が独自に基準を定める際には、みなし指定を受けている事業者の状況を踏ま
え、適切な経過措置を定めることが必要である。

17.12.19
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

5

346 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 平成18年4月1日にみなし指定された事業所の指定の更新時期は、同日から6年
なのか、当初指定を受けた日から6年なのか。

1　平成18年4月1日に地域密着型サービスの指定を受けたとみなされた事業者について
の施行日後の最初の更新については、政令において当初の指定を受けた日から６年とす
る予定である。
２　また、平成13年4月1日以前に指定を受けた事業者については、平成18年4月1日から
平成19年3月31日までの間において、当初指定を受けた日に応当する日（当初指定を受
けた日が平成12年10月1日の場合は平成18年10月1日）から1年とする予定である。

17.12.19
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

6

347 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けること
は可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場
合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。

1　同―事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定を受けることは、それぞれの
人員等の基準を満たしていれば可能であり、この場合は、都通府県と市町村それぞれに
指定の申請を行う必要がある。
2　小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時
「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供するという従来にない新しいサービス
類型であり、通所介護とではサービス内容が異なることから、同一事業所が小規模多機
能型居宅介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは、想定していない。

17.12.19
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 7

348 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 平成18年4月1日にみなし指定された事業所について、市町村は当該事業所の
情報を有していないが、再度事業者から必要書類を提出させることは可能か。

平成18年4月1日に地域密着型サービスの指定を受けたものとみなされた事業者に関す
る情報については、指定事務が都道府県から市町村に移管されたことを踏まえ、基本的
には市町村は都道府県から必要書類等の引き継ぎを受けるものと考えている。

17.12.19
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

8
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

349 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 市町村の実情に応じて、地域密着型サービスの指定を平成18年4月1日以降に
行ってよいか。

平成18年4月1日からサービスが開始できるよう指定事務を進められる事業所について
は、そのようにすることが望ましいが、地域密着型サービスは小規模多機能型居宅介護、
夜間対応型訪問介護など新しいサービスであることから、来年指定基準が示されて以
降、その指定基準を満たすことができる事業所かどうか、ある程度慎重な検討が必要不
可欠と考えており、指定が18年4月1日以降となっても差し支えない。

17.12.19
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

9

350 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 現在、指定事業所番号を付番されている事業者が新たに地域密着型サービス
事業者として指定を受ける場合は、新たな番号を付番することになるが、現在の
番号はどうなるのか。

既に指定事業所番号を付番されている者は、当該事業所番号に係る指定を辞退しない限
り、地域密着型サービス事業者としての新たな指定に係る番号と既に付番されている指
定事業所番号を有することとなる。

17.12.19
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

10

351 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活
介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス
事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指
定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付
番をするのか。

1　みなし指定となる認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設
入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービ
ス事業所及び認知症対応型介護サービス事業所については、市町村の事務の省力化の
観点から、現行の事業所番号をそのまま使用するものとする。（4月1日以降新たに指定と
なる地域密着型サービス事業所の事業所番号の付番方法については、9月26日の全国
介護保険・老人保健事業担当課長会護資料を参照）
2　また、上記事業所のうち、認知症対応型共同生活介護サービス事業所及び認知症対
応型介護サービス事業所については、地域密着型介護予防サービス事業所として同時に
みなし指定となるが、当該事業所の番号も従来のとおりとするものとする。

17.12.19
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

11

352 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 都道府県と市町村の権限 都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。（認知症高齢
者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双
方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。）

法の施行に伴い、事業所の指定に関する権限は、市町村に移譲されていることから、市
町村が回答すべきものである。都道府県は、事業者に対する直接の問い合わせ窓□とな
る必要はないが、これまでの事務経験を踏まえ、適時適切に市町村に対する助言を行う
ことが必要である。

18.5.2介護制度改革
information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A

1

353 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 他市町村の利用者 地域密着型サービスでは、事業所を開設している市町村外の方は基本的に利
用できなくなるが、希望があった場合どのように対応すべきか。

事業所を開設している市町村外の者が利用を希望した場合については、当該事業所よ
り、利用を希望する者が居住する市町村に対し、新たに指定申請を行うこととなる　申請
を受けた市町村は、事業所が存する市町村と協議を行い、自治体間で、当該事業所の指
定について同意をするか否かの判断を行うこととなる。

18.5.2介護制度改革
information vol.102
事務連絡
指定認知症対応型共同生活
介護等に関するQ&A

2

354 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型(介護予防）サービ
スの指定の有効期間及びその
更新

平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中）に、A市に所在す
る地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市
の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対し
て指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有
効期間は如何。

指定の有効期間は、平成18年4月1日以降の申請に基づき指定を受けた日から6年であ
る。

19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報　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

1

355 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型(介護予防）サービ
スの指定の有効期間及びその
更新

一つの地域密着型サービス事業所に対し、複数の市(区）町村が指定している場
合、その指定の有効期間満了日は、各々の市(区）町村ごとに異なり、指定の更
新手続きについても、各市(区）町村ごとに行わなければならないか。

ご指摘のとおりである。 19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報　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

2

356 04 地域密着型サービ
ス共通

5 その他 地域密着型(介護予防）サービ
スの指定の有効期間及びその
更新

A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C
市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業
所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。

地域密着型サービス事業所の利用者が、当該事業所の所在しないＢ市、Ｃ市の利用者の
みとなれば、原則として利用者を市（区）町村内の住民に限定する小規模なサービスとし、
保険者が事業者の指導監督を行うものであるという地域密着型サービス創設の趣旨を実
現できなくなるため、Ａ市の指定取消しにより、Ｂ市、Ｃ市の指定を取り消すのが適当であ
る。ただし、指定取消しの際は、当該事業所の利用者のサービス提供について、適切な
対応を行う必要があるため、他市（区）町村の利用者がいる事業者の指定取消しを行う場
合は、当該他市（区）町村と連携を取りながら利用者のサービスの確保等を考慮した対応
を行っていただきたい。

19.10.9
事務連絡
介護保険最新情報　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

3
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2009 48 地域密着型通所介
護事業

1 人員  介護予防事業関係 地域支援事業実施要綱において、通所型介護予防事業の実施担当者として「経
験のある介護職員等」があげられているが、この「等」にはどのような者が含ま
れるのか。

1 通所型介護予防事業については、地域支援事業実施要綱において、医師、歯科医師、
保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、
機能訓練指導員、経験のある介護職員等が実施することとしている。

2 本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、各市町村が事業に必要な専門的
知識を有する者を実施担当者とすることができるという趣旨であり、各市町村において
は、この趣旨を踏まえた適切な対応をされたい。

18.9.11
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

7

2010 48 地域密着型通所介
護事業

1 人員 人員基準の弾力化 生活相談員及び介護職員の具体的な人員配置の方法はどのようなものなの
か。

以下のとおり。

（１）利用者20人、サービス提供時間が8時間の場合
■ 1単位　①利用者20人 サービス提供時間8Ｈ
 

 

○ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数

○ 介護職員の確保すべき勤務延時間数

※　平均提供時間数（利用者全員が8Hなので平均提供時間数も8H）
介護職員を常に1名以上確保した上で、ピークタイムに手厚い人員配置が可能となる
（16Hのうち8Hは常時介護職員が確保されるよう配置し、残り8Hの柔軟配置が可能）。

（２）サービス提供時間が午前・午後と離れて存在する場合
■ 2単位 ①利用者20人 サービス提供時間3Ｈ
　　　　 　 ②利用者20人 サービス提供時間3Ｈ

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

65

2011 48 地域密着型通所介
護事業

1 人員 看護職員の配置基準の緩和 　病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営
業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場
合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制
とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。

　健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概
に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病
院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。
　また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情
に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよ
う契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる
連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

50

2012 48 地域密着型通所介
護事業

2 設備 機能訓練室等の確保 居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多
数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさら
にグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限
りでないとされている。
例えば、既存の建物を利用するため1室では食堂及び機能訓練室の面積基準を
満たさないが複数の部屋の面積を合計すれば面積基準を満たすような場合に、
通所介護の単位をいくつかにグループ分けし、そのグループごとに職員がつい
て、マンツーマンに近い形での機能訓練等の実施を計画している事業者につい
ては、「効果的な通所介護の提供」が実現できるとして指定して差し支えないと
考えるが如何。

貴見のとおり 13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るＱ＆Ａ

Ⅷの1
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2013 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 送迎 送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」
であっても差し支えないか。

　居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ること
ができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎
え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。

12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59
介護報酬等に係るQ&A Ⅰ(1）④5

2014 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 複数の通所介護事業所の利用 介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能である
か。

可能である。（通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリ
テーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。）

12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2 Ⅰ(1）⑤1

2015 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 食材料費の徴収 通所介護（通所リハビリテーション）で、食材料費を徴収しないことがあるが、こ
のような取扱いはよろしいか。

　指定通所介護事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料
費等の費用の支払いを受けることができると規定している。従って、食費実費を取らない
ことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費
用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費
用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。な
お、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規定に定め、掲示する
こととしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは
不適当である。

12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2

Ⅰ(1）⑤7

2016 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 通所介護におけるおむつの処
理代

通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用（廃棄
物処理費用）を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如
何。

介護保険施設においては徴収できないが、通所介護では徴収は可能である。（※通所リ
ハビリテーションについても同様）

13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るＱ＆Ａ

Ⅳの３

2017 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 通所介護等におけるその他日
常生活費の外部事業者からの
取扱い

通所介護等におけるその他日常生活費については、施設が利用者等から受領
できる際の基準があるが、外部の事業者が利用者との契約を結びその費用を
徴収する場合にもその基準は適用されるか。

貴見のとおり。
通所介護事業所等においては、日常生活上の援助・世話を行わなければならないこととさ
れている(居宅サービス運営基準第98条第1号、第128条第1項、第130条第5項等）ことか
ら、日常生活上必要な物品の購入についても、基本的に通所介護事業所等において便宜
を図るべきものである。（利用者が通所介護事業所等の便宜の提供を断って、他の事業
者からの購入等を希望するような場合を除く）。
また、当該便宜は、必ずしも通所介護事業所等の従業者が提供しなければならないもの
ではないが、他の事業者に提供させる場合でも、運営基準の遵守等については最終的に
通所介護事業所等が責任を有するものである。
従って、通所介護事業所等が、利用者の日常生活上必要な物品の購入等について、完
全に利用者と他の事業者との契約に委ねることは不適切であり、また、他の事業者に行
わせる場合には、運営基準上費用を徴収できるものか否かの判断や、内容の説明と文書
による同意の取得等について、通所介護事業所等が自ら行うか、通所介護事業所等の責
任において当該他の事業者にこれを行わせることが必要である。

13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るＱ＆Ａ

Ⅳの９

2018 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 サービス利用提供前の健康診
断の費用負担とサービス提供
拒否

サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めること
はできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべ
きか。（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護）

訪問介護、訪問入浴介護、通所介護については通常相当期間以上にわたって集団的な
生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康
状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有
や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができ
ない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、そ
の費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考え
る。
しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供
拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。

13.3.28
事務連絡
介護保険最新情報vol.106
運営基準等に係るＱ＆Ａ

Ⅱの1

2019 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 通所サービス利用時の理美容
サービスの利用

デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに
付随して理美容サービスを提供することはできるか。

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセン
ター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受
けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所
サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの
提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。

14.5.14
事務連絡
介護保険最新情報vol.127

2020 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 通所サービス利用時の理美容
サービスの利用

デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サー
ビス開始前又は終了後に限られるか。

通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応
じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であ
れば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。この場合、通所サービスとそれ以
外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明と
了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必
要である。

14.5.14
事務連絡
介護保険最新情報vol.127
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2021 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 併設医療機関の受診の場合の
取り扱い

通所サービスと併設医療機関等の受診について 通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない
場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが､
一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく､当日の利用者の心
身の状況､サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。

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 11

2022 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 併設医療機関の受診の場合の
取り扱い

通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について 通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであ
ることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も､当該延長
サービスは通所サービスに係る延長サービスをみなされず、当該加算を算定できない。
（参考）延長加算の算定の可否
例①は通所サービス後の延長サービスに限り算定できる。例②は通所サービス前の延長
サービスに限り算定できる。

例①延長加算×　診察　通所サービス　延長加算○　の順
例②延長加算○　通所サービス　診察　延長加算×　の順

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

2023 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 食費関係 通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業
所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、
このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。

可能である。その際には、入所者との契約事項を、運営規程の中でお示しいただければ
足りるものである。

17.9.7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

92

2024 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 食費関係 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに
弁当を持ってきてもよいのか。

デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 17.9.7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

93

2025 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 食費関係 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはで
きるのか。

利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいこと
から、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。

17.9.7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

94

2026 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 食費関係 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収し
ても差し支えないか。

食費は利用者との契約で定められるものであるが､あらかじめ利用者から連絡があれば
食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ず
キャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えて
いる。

17.9.7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

95

2027 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護・通所リハビ
リテーション
（サービスの提供方法）

介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービ
ス提供を行うことは可能か。

御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されているこ
とから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかり
やすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うこ
とが可能である。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

9

2028 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護・通所リハビ
リテーション
（サービスの提供方法）

午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提
供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構
わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、
当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能
か。

同一の事業所にいてもらっても構わないが、単にいるだけの利用者については、介護保
険サービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障のないよう配慮しなけれ
ばならない。具体的には、サービスを実施する機能訓練室以外の場所（休憩室、ロビー
等）に居ていただくことが考えられるが、機能訓練室内であっても面積に余裕のある場合
（単にいるだけの方を含めても1人当たり3㎡以上が確保されている場合）であれば、サー
ビス提供に支障のないような形で居ていただくことも考えられる。いずれにしても、介護保
険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切で
あると考えている。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

10
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2029 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護・通所リハビ
リテーション
（サービスの提供方法）

介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標
準利用回数は定められるのか。

地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案し
て行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回
数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回
数を定めることは考えていない。
なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1に
ついては週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの
参考となるのではないかと考える。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1) 11

2030 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護・通所リハビ
リテーション
（サービスの提供方法）

介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利
用する等同時に利用することは可能か。

地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画
に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーショ
ンのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していな
い。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1) 12

2031 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護・通所リハビ
リテーション
（サービスの提供方法）

ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けてい
る間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を
行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。

介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の
達成を図る観点から、一の事業所において、一月を通じ、利用回数、提供時間、内容な
ど、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定してお
り、介護報酬についてもこうした観点から包括化したところである。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1) 13

2032 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護・通所リハビ
リテーション
（サービスの提供方法）

予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たって
は、物理的(空間的・時間的）にグループを分けて行う必要があるのか。

通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ
等を勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念
頭に置かれているものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通
所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要が
ある。
具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上の
サービス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内
容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の
区分を設ける必要があると考えており、具体的には、以下のとおりの取扱いとする。
①日常生活上の支援(世話)等の共通サービス(入浴サービスを含む｡)については、サービ
ス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。
②選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス)につ
いては、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間
やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理
的に区分してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための口・
舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・
要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても、特段の支障がないものについては、必ず
しも物理的に区分する必要はないものとする。
③（③については、18.10.10厚労省老人保健課ＴＥＬ確認の上修正）なお、介護予防通所
介護におけるアクティビティについては、要支援者に対する場合と要介護者に対する場合
とで内容を区分する必要はあるが、必ずしも物理的に区分して提供しなければならないも
のではない。（必ずしも部屋を分ける等する必要はないが、サービス内容は異なるのでそ
の意味では区分する。時間帯、場所まで区分することはない。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

14

2033 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護・通所リハビ
リテーション
（選択的サービス：口腔機能向
上加算）

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護）の口
腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不
要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の
指示の下に業務を行うこととされている。）

介護予防通所介護（通所介護）で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネ
ジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の
指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

35

2034 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 定員関係 通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるの
か、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いも
のか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。

通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給
付の対象となる利用者（要介護者）と予防給付の対象となる利用者（要支援者）との合算
で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者
とを合わせて20という意昧であり、利用日によって､要介護者が10人、要支援者が10人で
あっても、要介護者が15人、要支援者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を
超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1) 39
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2035 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 定員関係 通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情
がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。

従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度、定員遵守規定にかかわ
らず、定員超過しても減算の対象にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきた
ところであるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじ
め、規定する趣旨である。したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情で
あるか、その都度、各自治体において、適切に判断されたい。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

41

2036 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防通所介護（複数事業
所利用）

介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされて
いるが、複数の事業所を利用することはできないのか。

月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防通所介護などについて
は、複数の事業所を利用することはできず、1つの事業所を選択する必要がある。

18.3.27
介護制度改革information
vol.80
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.2)

1

2037 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 介護予防サービス（定額報酬の
範囲）

介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用している
者から、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービス
とは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者
に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外というこ
とでよいか。

介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介
護計画等に基づくサービスであり、これとは別にあくまで本人の選好により当該事業者に
対して求められたサービスについては、介護保険による定額払いの対象とはならないも
のである。

18.4.21
介護制度改革information
vol.96
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.3)

17

2038 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 療養通所介護対象者 療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」
に当たるかどうかについてはどのように判断するのか。

療養通所介護は、重度要介護者の中で、医療ニーズも相当程度抱えており、一般の通所
介護ではサービス提供を行うことがなかなか難しいと考えられる者を対象とすることを考
えており、このような介護ニーズ、医療ニーズともに相当程度抱えている利用者を対象と
していることから、医療との連携も含め、サービスの質の確保は特に重要であると考えて
いる。
このため、療養通所介護の指定基準においては、利用者の病状の急変等に迅速に対応
するため、緊急時対応医療機関の設置を求めることや、地域の医療関係団体や保健、医
療又は福祉の専門家等から構成される「安全・サービス提供管理委員会」の設置を求め、
当該事業所より適切にサービス提供が行われているかどうか、またサービスの内容が適
切であるかどうか定期的に検討し、サービスの質の確保に常に努めることとしているとこ
ろである。
療養通所介護の提供に当たっては、こうした指定基準の趣旨の徹底が図られ、地域の医
師をはじめとする医療関係者と、他のサービス事業者との一般的な連携（協力医療機関
等）以上の緊密な連携が確保されていることも含め、サービスの提供に当たっての安全性
や適切な運営が十分に担保されることが重要であると考えている。
療養通所介護の対象者については、「難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者
であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なもの」とされているところ
であるが、利用者の疾患が「難病等」に当たるか否かについては、療養通所介護において
提供しているサービスの内容等を踏まえ、利用者に対する療養通所介護の提供の適否
の観点から主治医を含めたサービス担当者会議において検討の上、適切に判断されたい
（「難病等」について難病に限定するものではない）。

19.2.9
介護保険最新情報vol.5
平成18 年４月改定関係Ｑ＆Ａ
問58の改訂について

58

2039 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 特定高齢者へのサービス提供 通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通
所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能
か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。

それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、その場
合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、特定
高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある。
また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかかるも
のとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが必要で
ある。
なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、（一体的に実施
している要支援者は含むこととしているが）特定高齢者については含まない。（月平均利
用延人員の扱いについては、障害者自立支援法の基準該当サービスの利用者及び特定
施設入居者生活介護の外部サービス利用者についても同様である。） 平成１８年４月改
定関係Ｑ＆Ａ（vol.１）問４２は削除する。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

50
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2040 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 従業者の勤務延時間数 通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算
入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。

労働基準法第34条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、
確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準
第93条第3項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を
取ることがないようにすること。また、介護職員が常時１名しか配置されていない事業所に
ついては、当該職員が休憩を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを
行う職員（居宅基準第93条第1項第1号の生活相談員又は同項第2号の看護職員）が配置
されていれば、居宅基準第93条第3項の規定を満たすものとして取り扱って差し支えな
い。
　　このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必
要な労働力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で休
憩を取得したとしても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通所介護
（療養通所介護は除く）に限って認められるものである。
なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時間の
取得等について労働関係法規を遵守すること。
認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

63

2041 48 地域密着型通所介
護事業

3 運営 指定通所介護と第一号通所事
業を一体的に実施する場合の
取扱い

　指定通所介護と第一号通所事業（緩和した基準によるサービス（通所型サービ
スＡ））を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を
決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の
利用定員の考え方如何。

１　指定通所介護と第一号通所事業（緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ））
を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用
者数には、第一号通所事業（緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ））の利用者
数は含めず、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数にも含めない。
２　指定通所介護と第一号通所事業（現行の介護予防通所介護に相当するサービス）を
一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者
数に第一号通所事業（現行の介護予防通所介護に相当するサービス）の利用者数を含
めて計算し、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数に含めることになる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

51

2042 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 事業所規模区分 事業所規模による区分について、前年度の１月あたりの平均利用延人員数によ
り算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。

以下の手順・方法に従って算出すること。
　①　各月（暦月）ごとに利用延人員数を算出する。
②　毎日事業を実施した月においては、当該月の利用延人員数にのみ七分
の六を乗じる（小数点第三位を四捨五入）。
　③　②で算出した各月（暦月）ごとの利用延人員数を合算する。
④　③で合算した利用延人員数を、通所サービス費を算定している月数で割る。
※　②を除き、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わないこと。

［具体例］6月から10月まで毎日営業した事業所の利用延人員数の合計

→　利用延べ人数（4月～2月）…3313.03人
平均利用延人員数＝3313.03人÷11ヶ月＝301.184…人

24.3.30
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

10

2043 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練 平成24年度介護報酬改定において新設された個別機能訓練加算Ⅱは例えばど
のような場合に算定するのか。

　新設された個別機能訓練加算Ⅱは、利用者の自立支援を促進するという観点から、利
用者個別の心身の状況を重視した機能訓練（生活機能の向上を目的とした訓練）の実施
を評価するものである。
　例えば「１人で入浴する」という目標を設定する場合、利用者に対して適切なアセスメント
を行いＡＤＬ（ＩＡＤＬ）の状況を把握の上、最終目標を立て、また、最終目標を達成するため
のわかりやすい段階的な目標を設定することが望ましい（例：１月目は浴室への移動及び
脱衣、２月目は温度調整及び浴室内への移動、３月目は洗身・洗髪）。訓練内容について
は、浴室への安全な移動、着脱衣、湯はり（温度調節）、浴槽への安全な移動、洗体・洗
髪・すすぎ等が想定され、その方法としては利用者個々の状況に応じて事業所内の浴室
設備を用いるなど実践的な訓練を反復的に行うこととなる。また、実践的な訓練と併せ
て、上記入浴動作を実施するために必要な訓練（柔軟体操、立位・座位訓練、歩行訓練
等）を、５人程度の小集団で実施することは差し支えない。

24.3.30
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

13

2044 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 加算の請求 加算を意識的に請求しないことはよいか。 　入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を
行わない場合においては加算の請求はできない。加算の届出を行っている場合におい
て、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応する
のではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなる。

12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59
介護報酬等に係るQ&A

Ⅰ(1）④8

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 計

延べ人数 305.00 310.50 340.75 345.50 339.25 345.50 350.75 309.50 300.75 310.50 301.00 ‐

×6/7 ‐ ‐ 292.07 296.14 290.79 296.14 300.64 ‐

最終人数 305.00 310.50 292.07 296.14 290.79 296.14 300.64 309.50 300.75 310.50 301.00 3313.03
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2045 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 通所介護費の算定 事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護（通所リハビ
リテーション）に参加できなくなった場合、通所介護費（通所リハビリテーション
費）を算定することはできないか。

貴見のとおり、算定できない。 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

2046 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 通所サービスの所要時間 緊急やむを得ない場合における併設医療機関（他の医療機関を含む）の受診に
よる通所サービスの利用の中止について

併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要
時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。

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

3

2047 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 延長加算 延長加算に係る延長時間帯における人員配置について 延長サービスにおける日常生活上の世話とは､通常のサービスに含まれるものではなく､
いわゆる預かりサービスなどを、事業所の実情に応じて適当数の従業員を置いて行うも
のである。
よって、延長加算の時間帯は人員基準上の提供時間帯に該当しない。複数の単位の利
用者を同一の職員が対応することもできる。

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

6

2048 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 延長加算 延長加算に係る届出について 延長加算については､「実際に利用者に対して延長サービスが行うことが可能な場合」に
届出できると規定されている。よって、延長サービスに係る従業者の配置状況が分かる書
類などを添付する必要はない。

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

8

2049 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 通所サービスの算定 施設サービスや短期入所サービスの入所（入院）日や退所（退院）日に通所サー
ビスを算定できるか。

施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えること
から、入所（入院）日や退所（退院）日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正で
ない。例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所（退院）日において、利用者の家
族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂､機能
訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所
サービス費を算定できない。

15.6.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.153
介護報酬に係るQ&A(vol.2） 6

2050 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計
画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが
対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることができ
ないということになるのか。

個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画作成等のプロセスを評価するもの
であることから、利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、当該
単位の全ての利用者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。ま
た、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練を実施することも
可能であり、その場合、当該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その場合
であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成することが基本となる。なお、利用者の
選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従の機能訓練指導員を配置している旨について
利用者にあらかじめ説明しておくことも必要である。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1) 49

2051 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 若年性認知症ケア加算 通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体
的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考
えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、
加算の対象となるのか。

若年性認知症とは、介護保険法施行令第2条5項に定める初老期における認知症を示す
ため、その対象は「40歳以上65歳未満」の者となる。若年性認知症ケア加算の対象となる
プログラムを受けていた者であっても、65歳になると加算の対象とはならない。ただし、そ
の場合であっても、その者が引き続き若年性認知症ケアのプログラムを希望するのであ
れば、その提供を妨げるものではないことに留意されたい。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

51

2052 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 基本単位関係 訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合、介護報酬上どのよ
うに取り扱うのか。

送迎については、通所介護費において評価しており、訪問介議員等による送迎を、別途、
訪問介護費として算定することはできない。

18.3.22
介護制度改革information
vol.78
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

57

2053 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加
算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価する
こととしたものであり、介護サービスにおいては実施日、（介護予防）特定施設入居者生活
介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施
期間中において当該加算を算定することが可能である。　なお、具体的なサービスの流れ
としては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成を
した上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価
すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応
じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓
練を計画されたい。

18.4.21
介護制度改革information
vol.96
平成18年4月改定関係Q＆
A(vol.3)

15
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2054 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 栄養マネジメント加算・口腔機
能向上加算

それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞ
れの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定するこ
とはできるのか。

御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識している
が、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における
請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も
勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算
を算定することは基本的には想定されない。

18.5.2
介護制度改革information
vol.102
平成18年4月改定関係Q＆
A(VOL4)

1

2055 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 通所介護等の事業所規模区分
の計算

通所介護等の事業所規模区分の計算に当たっては、
①原則として、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数により、
②例外的に、前年度の実績が6月に満たない又は前年度から定員を25％以上
変更して事業を行う事業者においては、便宜上、利用定員の90％に予定される1
月当たりの営業日数を乗じて得た数により、
事業所規模の区分を判断することとなる。
しかし、②を利用することにより、年度末に定員規模を大幅に縮小し、年度を越
して当該年度の事業所規模が確定した後に定員を変更前の規模に戻す等、事
業所規模の実態を反映しない不適切な運用が行われる可能性も考えられるが、
その対応如何。

1　事業所規模の区分については、現在の事業所規模の実態を適切に反映させる方法に
より決定されるべきであることから、定員変更により②を適用する事業所は、前年度の実
績（前年度の4月から2月まで）が6月以上ある事業所が、年度が変わる際に定員を25％
以上変更する場合のみとする。

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

24

2056 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 口腔機能向上加算（通所サービ
ス）

口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下して
いる者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのよう
な者が対象となるか。

例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「１」に該当する者、基本チェックリストの
口腔関連項目の１項目のみが「１」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「０」に該当
する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題分析に当
たって、認定調査票の特記事項における記載内容（不足の判断根拠、介助方法の選択理
由等）から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算
定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記
載内容や特記すべき事項における記載内容（不足の判断根拠、介助方法の選択理由等）
から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定で
きる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内
容や特記すべき事項の記載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがある
と判断される者、視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科
医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下し
ている又はそのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。なお、
口腔機能の課題分析に有用な参考資料（口腔機能チェックシート等）は、「口腔機能向上
マニュアル」確定版（平成２１年３月）に収載されているので対象者を把握する際の判断の
参考にされたい。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

14

2057 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 口腔機能向上加算（通所サービ
ス）

口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又
はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。

口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確
認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同
意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

15

2058 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 栄養改善加算（通所サービス） (栄養改善加算）当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態
にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事
摂取量が不良の者（７５％以下）とはどういった者を指すのか。

その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合
が考えられる。
・ 医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。
・ イ～ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん
下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治
医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議に
おいて認められる場合。
なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、
低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。
また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる
・ 普段に比較し、食事摂取量が７５％以下である場合。
・ １日の食事回数が２回以下であって、１回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

16

2059 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。 ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

101

2060 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めて
いただきたい。人数や資格等の要件は問わない。

21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.1)

102
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2061 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 口腔機能向上加算 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療
機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。

歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家
族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管
理料を算定した場合）等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、
事業所において判断する。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.2)

1

2062 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 栄養改善加算 栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は
必ずしも必要ではないと考えるが如何。

栄養改善サービスの開始などの際に、利用者又はその家族の同意を口頭で確認した場
合には、栄養ケア計画などに係る記録に利用者又はその家族が同意した旨を記載すれ
ばよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。

21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q＆
A(vol.2)

4

2063 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 継続して通所介護を行った場合
の算定

7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は､それぞれの
通所介護費を算定できるのか。

日中と夕方に行われるそれぞれのプログラムが個々の利用者に応じて作成され､当該プ
ログラムに従って､単位ごとに効果的に実施されている場合は､それぞれの単位について
算定できる。この場合も、1日につき算定することとされている加算項目は当該利用者に
ついても当該日に1回限り算定できる。
単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合は、通算時間は12時間とし
て、所要時間7時間以上9時間未満の通所介護費に3時間分の延長サービスを加算して
算定する。
認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。

※　平成15年Q&A(vol.2)（平成15年6月30日）問5は削除する。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について 64

2064 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算Ⅱの訓練時間について「訓練を行うための標準的な時間」と
されているが、訓練時間の目安はあるのか。

1回あたりの訓練時間は、利用者の心身の状況や残存する生活機能を踏まえて設定され
た個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば
「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸（ス
プーン、フォーク）使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部
を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日
の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間
の訓練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成
度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

66

2065 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算Ⅱに係る機能訓練指導員は「専ら機能訓練指導員の職務に
従事する理学療法士等を配置すること」とされているが、具体的な配置時間の定
めはあるのか。

個別機能訓練加算Ⅱに係る機能訓練指導員は、個別機能訓練計画の策定に主体的に
関与するとともに、訓練実施を直接行う必要があることから、計画策定に要する時間や実
際の訓練時間を踏まえて配置すること。なお、専従配置が必要であるが常勤・非常勤の
別は問わない。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

67

2066 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算Ⅰの選択的訓練内容の一部と、個別機能訓練加算（Ⅱ）の
訓練内容がほぼ同一の内容である場合、1回の訓練で同一の利用者が両方の
加算を算定することができるのか。

それぞれの計画に基づき、それぞれの訓練を実施する必要があるものであり、1回の訓練
で両加算を算定することはできない。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

68

2067 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算Ⅰの要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい
必要なのか。

複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から
助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択することによって、生活
意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることである。よって、仮に、項目の種類が
少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、加算の要件を満たすものである。

※　平成21年Q＆A(vol.1)（平成21年3月23日）問48は削除する。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

70

2068 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算Ⅰの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準
備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。

類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき
目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準
備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。よって、利用者の主体的選択によっ
て利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備
されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならな
い。こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の
実態等を総合的に勘案して判断されるものである。

※　平成21年Q＆A(vol.1)（平成21年3月23日）問49は削除する。

24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報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）」の送付について

71
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2069 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、
看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する必要があるが、具体
的な計算方法如何。

　例えば、定員20人の通所介護、提供時間が７時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時
間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以
下の通りとなる。（本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。）

①　指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数
（例：月曜日の場合）
確保すべき勤務時間数＝（（利用者数－15）÷５＋１）×平均提供時間数＝11.2時間

②　指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数
（例：月曜日の場合）
指定基準に加えて確保された勤務時間数＝（８＋７＋８）－11.2＝11.8時間

以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、
84時間÷40時間＝2.1となることから、常勤換算方法で２以上確保したことになる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

25

2070 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認
知症介護に係る研修を修了している看護職員１人を、指定通所介護を行う時間
帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員１人の
配置でそれぞれの加算を算定できるのか。

　中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできな
い。このため、認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了している
者を別に配置する必要がある。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

26

2071 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日
の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、４
月15日以前に届出がなされた場合には、５月から加算の算定が可能か。

　前３月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降
においても、直近３月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しな
ければならない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

27

2072 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指
定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護
職員又は介護職員を常勤換算方法で４以上確保する必要があるか。

　事業所として、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加
え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していれば、認知症加算及び中
重度者ケア体制加算における「指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加
え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保する」という要件をそれぞれの
加算で満たすことになる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

28

2073 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知
症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて
事業所に１名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行って
いる場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。

　サービスの提供時間を通じて１名以上配置されていれば、加算の算定対象となる。 27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

29

月 火 水 木 金 土 計

利用者数 18人 17人 19人 20人 15人 16人 105人

必 要 時 間
数

11.2時間 9.8時間 12.6時間 14時間 7時間 8.4時間 63時間

職員Ａ 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 0時間 40時間

職員Ｂ 0時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 40時間

職員Ｃ 7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 0時間 35時間

職員Ｄ 8時間 8時間 0時間 0時間 8時間 8時間 32時間

計 23時間 31時間 23時間 23時間 31時間 16時間 147時間

加 配 時 間
数

11.8時間 21.2時間 10.4時間 9時間 24時間 7.6時間 84時間
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2074 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　通所介護を行う時間帯を通じて１名以上の配置が求められる看護職員（中重
度者ケア体制加算）、認知症介護実践者研修等の修了者（認知症加算）は、日
ごと又は１日の時間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じ
て配置されていれば、加算の要件を満たすと考えてよいか。

　日ごと又は１日の時間帯によって人員が変わっても、加算の要件の一つである「指定通
所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員（認知症
介護実践者研修等の修了者）を１名以上配置していること」を満たすこととなる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

30

2075 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日
常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護３以上の割合における具体的な計算方法
如何。

　認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立
度Ⅲ以上の割合、要介護３以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を
用いて算定するものとされているが、例えば、以下の例のような場合であって、中重度者
ケア体制加算の要介護３以上の割合を計算する場合、前３月の平均は次のように計算す
る。（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平均計算についても同様
に行う。）

　①　利用実人員数による計算（要支援者を除く）
　　・利用者の総数＝9人（1月）＋9人（2月）＋9人（3月）＝27人
　　・要介護３以上の数＝4人（1月）＋4人（2月）＋4人（3月）＝12人
　　　したがって、割合は12人÷27人≒44.4％（小数点第二位以下切り捨て）≧30％

　②　利用延人員数による計算（要支援者を除く）
　　・利用者の総数＝82人（1月）＋81人（2月）＋88人（3月）＝251人
　　・要介護3以上の数＝46人（1月）＋50人（2月）＋52人（3月）＝148人
　　　したがって、割合は148人÷251人≒58.9％（小数点第二位以下切り捨て）≧30％
　上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は
②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
　なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢者
の日常生活自立度が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の日
常生活自立度を用いて計算する。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

31

2076 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算について 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 １　認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医
意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、
複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
２　医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が
記入した同通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調
査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
３　これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者
の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
（注）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号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）第二１(7)「「認知症高齢者の日常生活自立
度」の決定方法について」の記載を確認すること。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

32

1月 2月 3月

利用者① 要介護1 7回 4回 7回

利用者② 要介護2 7回 6回 8回

利用者③ 要介護1 6回 6回 7回

利用者④ 要介護3 12回 13回 13回

利用者⑤ 要支援2 8回 8回 8回

利用者⑥ 要介護3 10回 11回 12回

利用者⑦ 要介護1 8回 7回 7回

利用者⑧ 要介護3 11回 13回 13回

利用者⑨ 要介護4 13回 13回 14回

利用者⑩ 要介護2 8回 8回 7回

46回 50回 52回

82回 81回 88回
合計(要支援者を除

く)

要介護度
利用実績

要介護3以上合計
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2077 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算について 認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められて
いるが、当該研修修了者は、介護職員以外の職種（管理者、生活相談員、看護
職員等）でもよいのか。

　介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じ
て指定通所介護事業所に従事している必要がある。
　なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

33

2078 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算について 　認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介
護の提供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となってい
るが、当該加算の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければなら
ないのか。

　認知症加算の算定対象者の利用がない日については、認知症介護実践者研修等の修
了者の配置は不要である。なお、認知症の算定対象者が利用している日に認知症介護
実践者研修等の修了者を配置していない場合は、認知症加算は算定できない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

34

2079 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算について 　旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に
係る実践的又は専門的な研修を修了した者に該当するのか。

　該当する。 27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

35

2080 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算について 　認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に
実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを
作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。

　利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計画
又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要である。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

36

2081 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 中重度者ケア体制加算につい
て

　加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護
職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する
際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。

　提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算の要
件である加配を行う常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない。
なお、加算の算定要件となる看護職員とは別に看護職員を配置している場合は、当該看
護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることができ
る。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

37

2082 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 中重度者ケア体制加算につい
て

　重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケア
を計画的に実施するプログラムとはどのようなものか。

　今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の
役割づくりのための支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援を
することなどの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を
行う必要がある。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

38

2083 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 中重度者ケア体制加算につい
て

　通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護
職員を１名以上配置とあるが、指定基準の他に配置する必要があるのか。

　当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護職員として提供時間帯を通じ
て既に配置している場合には、新たに配置する必要はない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

39

2084 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定要件である常勤専従の機能訓練指導員とし
て、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による看護職員を１名以上あ
てることにより加算の要件を満たすと言えるのか。

　個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定要件である常勤専従の機能訓練指導員は配置を求める
ものであるため、認められない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

41
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2085 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在
宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能
訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒
否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の
共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加
算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。

　利用者の居宅を訪問する新たな要件の追加については、利用者の居宅における生活状
況を確認し、個別機能訓練計画に反映させることを目的としている。このため、利用者や
その家族等との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、通所介護事業所の従業
者におかれては、居宅訪問の趣旨を利用者及びその家族等に対して十分に説明し、趣旨
をご理解していただく必要がある。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

42

2086 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に
居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場
合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。

　利用契約前に居宅訪問を行った場合についても、個別機能訓練加算の居宅訪問の要
件を満たすこととなる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

43

2087 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　個別機能訓練加算（Ⅰ）と個別機能訓練加算（Ⅱ）を併算定する場合、１回の
居宅訪問で、いずれの要件も満たすことになるか。

　個別機能訓練加算（Ⅰ）と個別機能訓練加算（Ⅱ）を併算定する場合、それぞれの算定
要件である居宅訪問による居宅での生活状況の確認は、それぞれの加算を算定するた
めに別々に行う必要はない。なお、それぞれの加算で行うべき機能訓練の内容は異なる
ことから、両加算の目的、趣旨の違いを踏まえた上で、個別機能訓練計画を作成する必
要がある。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

44

2088 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状
況を確認することでも認められるか。

　認められる。 27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

45

2089 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の
職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、
どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問
者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってし
まってもよいのか。

　個別機能訓練計画については、多職種共同で作成する必要がある。
　このため、個別機能訓練計画作成に関わる職員であれば、職種に関わらず計画作成や
居宅訪問を行うことができるため、機能訓練指導員以外がこれらを行っても差し支えな
い。
　なお、３月に１回以上、居宅を訪問し、生活状況を確認する者は、毎回必ずしも同一人
物で行う必要はない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

46

2090 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画の作成・見直しをすることが
加算の要件であることから、通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利
用者は、訪問すべき居宅に利用者がいないため、居宅を訪問できない。このよう
な場合は、加算を算定できないことでよろしいか。

　個別機能訓練加算は、利用者の居宅でのＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況を確認し、生活課題を
把握した上で、利用者の在宅生活の継続支援を行うことを評価するものであることから、
このような場合、加算を算定することはできない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

47

2091 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　居宅を訪問している時間は、人員基準上、必要な配置時間に含めて良いか。 　個別機能訓練加算（Ⅰ）で配置する常勤・専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練計
画におけるプログラムに支障がない範囲において、居宅を訪問している時間も配置時間
に含めることができる。
　生活相談員については、今回の見直しにより、事業所外における利用者の地域生活を
支えるための活動が認められるため、勤務時間として認められる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

48
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2092 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 延長加算の見直し 　９時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延
長加算は算定可能か。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　延長加算については、算定して差し支えない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

56

2093 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 延長加算の見直し 　宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされた
が、指定居宅サービス等の基準省令96条第３項第２号に規定する利用料は、宿
泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　通所介護等の営業時間後に利用者を宿泊させる場合には、別途宿泊サービスに係る利
用料を徴収していることから、延長に係る利用料を徴収することは適当ではない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

57

2094 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 延長加算の見直し 　通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長
して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　算定できる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

58

2095 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 延長加算の見直し 　「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされて
いるが、以下の場合には算定可能か。
①　通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所
介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
②　宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の
営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
同一日に宿泊サービスの提供を受ける場合は、延長加算を算定することは適当ではな
い。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

59

2096 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 延長加算の見直し 通所介護の延長加算は、利用者が当該通所介護事業所の設備を利用して宿泊
する場合は算定不可とされているが、通所介護として行う、歯科衛生士による口
腔機能向上サービスが延長時間帯に必要となる場合も加算の対象とならないの
か。

延長加算については、当該通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場合は算定でき
ないことが原則であるが、あらかじめ通所介護計画に位置づけられたサービスであり、か
つ、通常のサービス提供時間帯のみでは提供することができず、延長時間帯において提
供することが不可欠な場合（食事提供に伴い、通所介護計画に定められた口腔機能向上
サービスを通常の時間帯内に終えることができない場合（※））には、実際に延長サービス
を行った範囲内で算定して差し支えないこととする。
（※）指定通所介護事業所において、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれが
ある利用者に対して、夕食後に言語聴覚士、歯科衛生士等が口腔機能向上サービスを実
施する場合であって、夕食の時間との関係からサービス提供時間内に当該口腔機能向
上サービスを終了することが困難で延長サービスとなる場合には、算定することができ
る。

27.7．31
事務連絡
介護保険最新情報vol.493
「平成27年度介護報酬改定に
関するQ&A（平成27年7月31
日）」の送付について 5

2097 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 送迎が実施されない場合の評
価の見直し

　指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送
迎減算の考え方如何。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　宿泊サービスを利用するしないにかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

60

2098 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 送迎が実施されない場合の評
価の見直し

　送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上
で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で
結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対
象とならないのか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさ
せた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

61
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2099 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 送迎が実施されない場合の評
価の見直し

　通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合
には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならな
いと考えて良いか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

62

2100 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 指定通所介護事業所等の設備
を利用した宿泊サービス

　指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外の
サービスを提供する事業所については、平成27年４月１日から届出制が導入さ
れるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則
等の規定はあるか。

（通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通）
　届出及び事故報告については、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）を見直し規定したものであるため、届出を行わな
い場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反とな
る。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

64

2101 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 指定通所介護事業所等の設備
を利用した宿泊サービス

　従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われてい
たが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、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）に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。

（通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通）
　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）に基づき、各自治体で条例を制定し、この条例に基づき行うものと考えている。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

65

2102 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 指定通所介護事業所等の設備
を利用した宿泊サービス

　宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあ
るが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相
談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の
扱いはどうなるのか。

（通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通）
　指定通所介護事業所の設備を利用して提供する宿泊サービスについては、届出の対象
とするが、指定通所介護事業所の設備を利用しないものについては対象としない。また、
食堂などの一部設備を共用するが、宿泊に関しては指定通所介護事業所等以外で実施
する場合は対象とならない。
　なお、高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃
除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には、有料老
人ホームに該当し、老人福祉法上の届出を行うことが必要となることに留意されたい。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

66

2103 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算・中重度者ケア体制
加算について

　サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度
者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修
了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に１名以上配
置されていればよいか。

　認知症加算・中重度者ケア体制加算は、認知症高齢者や重度要介護者に在宅生活の
継続に資するサービスを提供している事業所を評価する加算であることから、通所介護を
行う時間帯を通じてサテライト事業所に１名以上の配置がなければ、加算を算定すること
はできない。

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

1

2104 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 認知症加算について 　職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換
算方法で２以上確保していることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等
の修了者を１名以上配置する必要があるか。

　指定基準で配置すべき従業者、又は、常勤換算方法で２以上確保する介護職員又は看
護職員のうち、通所介護を行う時間帯を通じて、専従の認知症実践者研修等の修了者を
少なくとも１名以上配置すればよい。

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

2

2105 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 中重度ケア体制加算について 　加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専従で看護職員を配置
していることとあるが、全ての営業日に看護職員を配置できない場合に、配置が
あった日のみ当該加算の算定対象となるか。

　貴見のとおり。 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

3

2106 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について 　ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの
事業所が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があ
るか。

　通所介護と短期入所生活介護を組み合わせて利用している者に対し、同一の機能訓練
指導員等が個別機能訓練計画を作成しており、一方の事業所で行った居宅訪問の結果
に基づき一体的に個別機能訓練計画を作成する場合は、居宅訪問を別々に行う必要は
ない。

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

4
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2107 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 送迎が実施されない場合の評
価の見直し

　指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以
外のサービス（宿泊サービス）を連続して利用する場合に、初日と最終日を除
き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算（47単位×２）と同一建
物減算（94単位）のどちらが適用されるのか。

　同一建物減算（94単位）については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同
一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、当該事案は送迎減算（47
単位×２）が適用される。
なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算（47単位）
が適用される。

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

5

2108 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 共生型サービスの定員超過減
算について

共生型通所介護（障害福祉制度の生活介護事業所等が、要介護者へ通所介護
を行う場合）の場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべき
か。

共生型通所介護事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者（要介護者）と
障害給付の対象となる利用者（障害児者）との合算で、利用定員を定めることとしている
ため、合計が利用定員を超えた場合には、介護給付及び障害給付の両方が減算の対象
となる。
※共生型短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

30．3.23
事務連絡
「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

48

2109 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 共生型サービスの人員基準欠
如減算について

共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所（介護保険の基準を
満たしていない障害福祉の事業所）の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業
所として人員基準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害給付
の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。

貴見のとおりである。 30．3.23
事務連絡
「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

49

2110 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 生活機能向上連携加算につい
て

指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問
リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施
設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所
等に支払うことになると考えてよいか。

貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必
要がある。

30．3.23
事務連絡
「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

35

2111 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 生活機能向上連携加算につい
て

生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若し
くは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医
療提供施設（原則として許可病床数２００床未満のものに限る。）と連携する場合
も算定できるものと考えてよいか。

貴見のとおりである。なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅
医療の主たる担い手として想定されている２００床未満の医療提供施設に原則として限っ
ている趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有
効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、
積極的に応じるべきである。

30．3.23
事務連絡
「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

36

2112 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ
指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練
指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はある
のか。

要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう
師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと
当該施設の管理者が判断できることは必要となる。

30．3.23
事務連絡
「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

32

2113 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 個別機能訓練加算について はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資
格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事
した経験を有することをどのように確認するのか。

例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれ
を証していることを確認すれば、確認として十分である。

30．3.23
事務連絡
「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

33

2114 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 ＡＤＬ維持等加算について 平成３０年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成２９年１月
から１２月が評価対象期間となるが、この時期に加算を算定しようとする指定通
所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場
合、指定居宅サービス基準第１６条の２イ（１）の「利用者」には、当該指定介護
予防通所介護事業所の利用者も含まれるのか。

含まれない。本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象である。
なお、指定居宅サービス基準第１６条の２イ（３）に「要支援認定」とあるのは、「利用者」に
要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの
間に要介護認定を受ける場合を想定したものである。

30．3.23
事務連絡
「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

37
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2115 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 ＡＤＬ維持等加算について ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定
地域密着型通所介護事業所を連続して６月以上利用した期間とされているが、
１）この「連続して利用」とは、毎月１度以上利用していることを指すのか。２）この
「連続して６月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。３）６月より
多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用
期間とするのか。

１）　貴見のとおりである。
２）　貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定し
ている。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要が
ある。
３）　連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い６月の期間を評価
対象利用期間とする。例えば、２月から１１月まで連続利用がある場合は、２月から１１月
までではなく、２月から７月までを評価対象利用期間とする。

30．3.23
事務連絡
「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

38

2116 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 ＡＤＬ維持等加算について ADL維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は、算定しようとする月の５時間未満の通所介護
の算定回数が５時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できる
のか。

できる。 30．3.23
事務連絡
「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

39

2117 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 ＡＤＬ維持等加算について 平成３１年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要
があるか。

申し出た年においては、申出の日の属する月から同年１２月までの期間を評価対象期間
とするため、評価対象利用開始月から起算して６ヶ月を確保するためには、平成３０年７
月までに申出を行う必要がある。

30．5.29
事務連絡
「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

7

2118 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 栄養改善加算について 通所サービスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士によ
る居宅療養管理指導を行うことは可能か。

管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄
養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されな
い。

30．3.23
事務連絡
「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

34

2119 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 栄養改善加算について 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（vol.1）問３４については、通所サービス
の利用者のうち、栄養改善加算を算定した者については、管理栄養士による居
宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。

通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的とし
て栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。
一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別
食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養
管理を行うものである。したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を
改善する等の観点で管理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内
容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養
士による居宅療養管理指導を算定することができない。

30．7.4
事務連絡
「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 1

2120 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 栄養スクリーニング加算につい
て

当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用して
いる場合、栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよい
か。

サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、
栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス
担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。

30．3.23
事務連絡
「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

30

2121 48 地域密着型通所介
護事業

4 報酬 栄養スクリーニング加算につい
て

栄養スクリーニング加算は当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算
定している場合にあっては算定しないこととされているが、当該事業所以外で算
定してから６か月を空ければ当該事業所で算定できるか。

６か月を空ければ算定は可能だが、算定事業者の決定については、「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）の通所系・居住系サービスにおける
栄養スクリーニング加算に係る問30を参照されたい。

30．8.6
事務連絡
「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

2

2122 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 地域連携の拠点としての機能
の充実

　生活相談員の勤務延時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と
連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用の
ための時間」が認められたが、具体的にはどのようなものが想定されるのか。ま
た、事業所外での勤務に関しては、活動実績などの記録を保管しておく必要が
あるか。

１　例えば、以下のような活動が想定される。
・　事業所の利用者である要介護者等も含んだ地域における買い物支援、移動支援、見
守りなどの体制を構築するため、地域住民等が参加する会議等に参加する場合
・　利用者が生活支援サービスを受けられるよう地域のボランティア団体との調整に出か
けていく場合
２　生活相談員の事業所外での活動に関しては、利用者の地域生活を支えるための取組
である必要があるため、事業所において、その活動や取組を記録しておく必要がある。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

49
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≪参考資料≫介護サービス関係 Q&A集（地域密着サービス、地域密着型通所介護）（厚生労働省HPより抜粋）

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

2123 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 送迎時における居宅内介助等
の評価

　デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、
通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居
宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
１　通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介
助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス
計画に位置付けて実施するものである。
２　現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等につい
て、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。
例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な
利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

52

2124 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 送迎時における居宅内介助等
の評価

　送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよ
いとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利
用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　対象となる。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について
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2125 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 送迎時における居宅内介助等
の評価

　送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用
者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサー
ビスの提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に
待たせて行うことは認められない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について
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2126 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 送迎時における居宅内介助等
の評価

　居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別
サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごと
に異なる場合が生じてもよいか。

（通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通）
　サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用者ごとに前
後することはあり得るものであり、単位内でサービスの提供時間の異なる場合が生じても
差し支えない。

27.4．1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「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）」の送付について

55

2127 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 共生型サービスの指定につい
て

平成３０年４月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際
は、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するの
か。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介
護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みな
し指定」されるのか。

・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサービス、
ホームヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、もう一方の制度に
おける居宅サービスの指定も受けやすくする、あくまでも「居宅サービスの指定の特例」を
設けたものであるため、従前通り「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として、
事業所の指定申請に基づき自治体が指定する。
・なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービスの指定を受けた事業所が行うこととな
るが、いずれの指定申請先も都道府県（＊）であるため、指定手続について可能な限り簡
素化を図る観点から、障害福祉サービス事業所の指定申請の際に既に提出した事項に
ついては、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしているので、別添を参照さ
れたい。
（＊）定員１８人以下の指定生活介護事業所等は、（共生型）地域密着型通所介護事業所
として指定を受けることとなるが、当該指定申請先は市町村であるため、申請書又は書類
の提出は、生活介護事業所等の指定申請の際に既に都道府県に提出した申請書又は書
類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。
※指定障害福祉サービス事業所が、（「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、
通常の）介護保険の居宅サービスの指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとす
る。

30．3.23
事務連絡
「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

44
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2128 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 共生型サービスの指定につい
て

改正後の介護保険法第７２条の２第１項ただし書に規定されている共生型居宅
サービス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行
われることを想定しているのか。
（１）例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業所が、指定申
請を行う場合、
　（ア）「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受
けることができる
　（イ）「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けるこ
とになる
ということか。
（２）介護報酬については、
　上記（ア）の場合、基本報酬は所定単位数に９３／１００を乗じた単位数
　上記（イ）の場合、基本報酬は所定単位数（通常の通所介護と同じ）
ということか。

【（１）について】
・貴見のとおりである。
・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス（デイサービス、
ホームヘルプサービス、ショートステイ）の指定を受けている事業所が、もう一方の制度に
おける居宅サービスの指定も受けやすくする、「（共生型）居宅サービスの指定の特例」を
設けたもの。
・（１）の場合、指定障害福祉事業所が介護保険サービスを行うことになるが、
　（ア）指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合
　（イ）指定障害福祉事業所が、（「（共生型）居宅サービスの指定の特例」を受けることな
く）介護保険サービスの基準を満たす場合（※現在も事実上の共生型サービスとして運営
可能）
があるため、（イ）の場合に「別段の申出」を必要としているもの。
・なお、「別段の申出」については、以下の事項を記載した申請書を、当該申出に係る事
業所の所在地の指定権者に対して行う。
　ア　当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業者の管理者の指
名及び住所
　イ　当該申出に係る居宅サービスの種類
　ウ　法第７２条の２第１項等に規定する特例による指定を不要とする旨
【（２）について】
・貴見のとおりである。

30．3.23
事務連絡
「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

45

2129 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 共生型サービスの指定につい
て

共生型サービス事業所の指定を行う際、指定通知書等に明確に「共生型」と区
分する必要があるのか。

不要である。 30．3.23
事務連絡
「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

46

2130 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 共生型サービスの指定につい
て

通所介護（都道府県指定）の利用定員は１９人以上、地域密着型通所介護（市
町村指定）の利用定員は１８人以下とされているが、例えば、障害福祉制度の生
活介護の指定を受けた事業所が介護保険（共生型）の通所介護の指定を受ける
場合、定員１９人以上であれば都道府県に指定申請を、定員１８人以下であれ
ば市町村に指定申請を行うことになるのか。

・共生型通所介護の定員については、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事
業所等において同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限であり、介護
給付の対象となる利用者（要介護者）と障害給付の対象となる利用者（障害者）との合算
で、利用定員を定めることとなるため、貴見のとおりである。
・なお、障害福祉制度の指定を受けた事業所が介護保険（共生型）の訪問介護又は短期
入所生活介護の指定を受ける場合、これらのサービスには市町村指定の地域密着型
サービスは存在しないため、事業所規模に関わらず、都道府県に指定申請を行うことにな
る。

30．3.23
事務連絡
「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 47

2131 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 障害者施設が日中に提供する
共生型サービスについて

共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活
動系サービスは共生型サービスの対象であるか。

指定障害福祉事業所のうち指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスにつ
いても、共生型通所介護及び共生型地域密着型通所介護の対象となる。

30．5.29
事務連絡
「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

2

2132 48 地域密着型通所介
護事業

5 その他 機能訓練指導員が共生型生活
介護における自立訓練（機能訓
練）を行うことについて

通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓
練指導員（理学療法士等）が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を
行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当する
のか。

通所介護の機能訓練指導員は、配置基準上は１以上とされており、共生型生活介護にお
ける自立訓練（機能訓練）を兼務することは可能。共生型サービスは、高齢者と障害児者
が同一の事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険と障害福祉両方の制度に
位置づけられたものであり、対象者を区分せずに、一体的に実施することができる。この
ため、機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練（機能訓練）を行う場合は、
利用者である高齢者と障害児者の合計数により利用定員を定めることとしており、その利
用定員の範囲内において、両事業を一体的に実施し、機能訓練を行うものであることか
ら、専従要件に該当する。

30．5.29
事務連絡
「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 3
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