
資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

1 23 居宅介護
支援事業

3 運営 契約時の説明
について

　今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを
確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプラン
に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹
介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、そ
れに違反した場合は報酬が減額されるが、平成30 年４月以前に
指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対して
は、どのように取り扱うのか。

　平成30 年４月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時
に説明を行うことが望ましい。

2 23 居宅介護
支援事業

3 運営 主治の医師に
ついて

　末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの
簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の心
身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握して
いる医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているの
か。

　訪問診療を受けている末期の悪性腫瘍の利用者については、診療報酬における在宅時
医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する医療機関の医師を「主治の医
師」とすることが考えられる。これらの医師については、居宅介護支援専門員に対し、病状
の変化等について適時情報提供を行うこととされていることから、連絡を受けた場合には
十分な連携を図ること。また、在宅時医学総合管理料等を算定していない末期の悪性腫
瘍の利用者の場合でも、家族等からの聞き取りにより、かかりつけ医として定期的な診療
と総合的な医学管理を行っている医師を把握し、当該医師を主治の医師とすることが望ま
しい。

3 23 居宅介護
支援事業

3 運営 主治の医師若
しくは歯科医
師又は薬剤師
への情報提供
について

　基準第13条第13号の２に規定する「利用者の服薬状況、口腔機
能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」につい
て、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定さ
れるか。

・解釈通知に記載のある事項のほか、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報
提供が必要な情報については、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要
かどうかをもとに介護支援専門員が判断するものとする。
・なお、基準第13条第13号の２は、日頃の居宅介護支援の業務において介護支援専門員
が把握したことを情報提供するものであり、当該規定の追加により利用者に係る情報収集
について新たに業務負担を求めるものではない。

4 23 居宅介護
支援事業

3 運営 訪問介護が必
要な理由につ
いて

　基準第13 条第18 号の２に基づき、市町村に居宅サービス計画
を提出するにあたっては、訪問介護（生活援助中心型）の必要性
について記載することとなっているが、居宅サービス計画とは別に
理由書の提出が必要となるのか。

　当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることそ
の他の事情により、訪問介護（生活援助中心型）の利用が必要である理由が居宅サービ
ス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを提出すれば足り、
別途理由書の提出を求めるものではない。

5 23 居宅介護
支援事業

4 報酬 特定事業所集
中減算につい
て

　平成28年５月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業
所集中減算（通所介護・地域密着型通所介護）の取扱いについ
て」（介護保険最新情報Vol.553）において、特定事業所集中減算
における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方
法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。

　貴見のとおりである。

6 23 居宅介護
支援事業

4 報酬 特定事業所加
算（Ⅰ）、（Ⅱ）
及び（Ⅲ）につ
いて

　特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）及び（Ⅲ）において、他の法人が運
営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等
を実施することが要件とされ、解釈通知において、毎年度少なくと
も次年度が始まるまでに事例検討会等に係る次年度の計画を定
めることとされているが、平成30年度はどのように取扱うのか。

・平成30年度については、事例検討会等の概略や開催時期等を記載した簡略的な計画を
同年度４月末日までに定めることとし、共同で実施する他事業所等まで記載した最終的な
計画を９月末日までに定めることとする。
・なお、９月末日までに当該計画を策定していない場合には、10 月以降は特定事業所加
算を算定できない。

7 23 居宅介護
支援事業

4 報酬 特定事業所加
算について

　特定事業所加算（Ⅰ）から（Ⅲ）において新たに要件とされた、他
の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、
研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団
体等と共同して実施した場合も評価の対象か。

・貴見のとおりである。
・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず２法人以上が事例検
討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法
人の居宅介護支援事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必
要である。

8 23 居宅介護
支援事業

4 報酬 特定事業所加
算（Ⅳ）につい
て

　特定事業所加算（Ⅳ）については、前々年度の３月から前年度
の２月までの間における退院・退所加算及びターミナルケアマネ
ジメント加算の算定実績等を算定要件とし、平成31年度より算定
可能とされたが、要件となる算定実績について平成31年度はどの
ように取り扱うのか。

・平成31年度に限っては、前々年度の３月において平成30年度介護報酬改定が反映され
ていないため、退院・退所加算及びターミナルケアマネジメント加算それぞれについて、以
下の取扱いとする。
【退院・退所加算】
平成29年度３月における退院・退所加算の算定回数と平成30年度４月から同年度２月ま
での退院・退所加算の算定に係る病院等との連携回数の合計が35回以上である場合に
要件を満たすこととする。
【ターミナルケアマネジメント加算】
平成30年度の４月から同年度の２月までの算定回数が５回以上である場合に要件を満た
すこととする。
・なお、退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数で
はなく、その算定に係る病院等との連携回数の合計により、例えば、特定事業所加算(Ⅳ)
を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において、退院・退所加算
(Ⅰ)イを10 回、退院・退所加算(Ⅱ)ロを10 回、退院・退所加算(Ⅲ)を２回算定している場合
は、それらの算定に係る病院等との連携回数は合計36 回であるため、要件を満たすこと
となる。

9 23 居宅介護
支援事業

4 報酬 入院時情報連
携加算につい
て

　先方と口頭でのやりとりがない方法（ＦＡＸやメール、郵送等）に
より情報提供を行った場合には、送信等を行ったことが確認でき
れば入院時情報連携加算の算定は可能か。

　入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコ
ミュニケーションを図ることが重要であり、ＦＡＸ等による情報提供の場合にも、先方が受け
取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記録しておか
なければならない。

10 23 居宅介護
支援事業

4 報酬 退院・退所加
算について

　退院・退所加算（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）ロ及び（Ⅲ）の算定において評価の
対象となるカンファレンスについて、退所施設の従業者として具体
的にどのような者の参加が想定されるか。

　退所施設からの参加者としては、当該施設に配置される介護支援専門員や生活相談
員、支援相談員等、利用者の心身の状況や置かれている環境等について把握した上で、
居宅介護支援事業所の介護支援専門員に必要な情報提供等を行うことができる者を想定
している。

11 23 居宅介護
支援事業

4 報酬 居宅サービス
計画の変更に
ついて

　今回、通所介護・地域密着型通所介護の基本報酬のサービス
提供時間区分について、２時間ごとから１時間ごとに見直されたこ
とにより、時間区分を変更することとしたケースについては、居宅
サービス計画の変更（サービス担当者会議を含む）は必要なの
か。

・介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合（例えば、サービス提供時
間が７時間以上９時間未満が、７時間以上８時間未満）であっても、サービスの内容及び
提供時間に変更が無ければ、居宅サービス計画の変更を行う必要はない。
・一方で、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメン
トに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、
居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合は、通常の変更と同様のプロセスが必要
となる。
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資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

12 40 定期巡回・
随時対応型訪
問介護看護事
業

4 報酬 生活機能向上
連携加算

　生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリ
テーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の
居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」と
されているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。

（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通）
具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪
問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施
している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサー
ビス提供責任者が同行することが考えられる

13 40 定期巡回・
随時対応型訪
問介護看護事
業

4 報酬 生活機能向上
連携加算につ
いて

　「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理
学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適
切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責
任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的に
はどのような方法があるのか。

（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通）
　利用者のＡＤＬ（寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩ ＡＤＬ（調
理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況及びその改善可能性の
評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行った上で、訪問介護計画には、生活機能
アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上
に資する内容を記載しなければならないことから、外部の理学療法士等は、生活機能アセ
スメントに留意した助言を行うことが求められる。
① 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
② 生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする達成
目標
③ ②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
④ ②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容
ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が
考えられる。
① 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコ
ミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が
利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整を行い、当該利
用者の自宅（生活の場・介護現場）にてビデオ通話を行うこと。
② 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画
によって利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよう、動画
の撮影方法及び撮影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利
用者宅で動画撮影を行い、当該動画データを外部の理学療法士等に提供することにより、
外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、当該利用
者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの動画内容は、当該利用者の自宅（生活の場・介護現場）の環境状
況、動作の一連の動き等がわかるように撮影すること。
　また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱いに留
意することが必要である。SNS（Social Networking Service）の利用については、セキュリ
ティが十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報
安全管理適合性評価協会（HISPRO）が公表している「医療情報連携において、SNSを利用
する際に気を付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外
部の理学療法士等が、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末を利用して行う場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン（第５版）」（平成29年５月）に対応していることが必要である。

14 40 定期巡回・
随時対応型訪
問介護看護事
業

地域へのサー
ビス提供につ
いて

　「いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われな
いよう、第３条の８の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア
推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなけれ
ばならない」ことされているが、地域の要介護者からの利用申込
みがないような場合はどうか

・この規定の趣旨は、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を
行わなければならないことを定めたものであり、地域のケアマネジャーや住民に対して、同
一建物の居住者以外の要介護者も利用可能であることを十分に周知した上でも、なお、地
域の要介護者からの利用申込みがない場合には、本規定に違反するものではない。
・また、同一建物の居住者以外の要介護者の利用申込みを妨げることは、本規定に違反
するものである。

15 42 認知症対
応型通所介護
事業

1 人員 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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。

16 42 認知症対
応型通所介護
事業

1 人員 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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。

17 42 認知症対
応型通所介護
事業

4 報酬 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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六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。

（通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護、地域
密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、介護福祉施設サービス、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）
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。

18 42 認知症対
応型通所介護
事業

4 報酬 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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
した事業所で六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。

（通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者生活介護、地域
密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、介護福祉施設サービス、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）
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。

19 42 認知症対
応型通所介護
事業

4 報酬 栄養改善加算 通所サ―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。

（通所介護、地域密着型通所介護、リハビリテーション、認知症対応型通所介護）
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。
※ 平成18年度報酬改定Q＆A(vol.２)(平成18年５月２日) 通所介護・通所リハビリテーショ
ンの問２は削除する。
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資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

20 42 認知症対
応型通所介護
事業

4 報酬 生活機能向上
連携加算

指定認知症対応型通所介護事業所は、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又は指定
通所リハビリテーション事業所若しく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良いか。

貴見の通りである。なお、委託料についてはそれぞれの合意により適切に設定する必要
がある。

21 42 認知症対
応型通所介護
事業

4 報酬 生活機能向上
連携加算

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。

22 42 認知症対
応型通所介護
事業

4 報酬 生活機能向上
連携加算

今回、認知症対応型通所介護の基本報酬のサービス提供時間区
分について、２時間ごとから１時間ごとに見直されたことにより、時
間区分を変更することとしたケースについては、居宅サービス計
画の変更（サービス担当者会議を含む）は必要なのか。

・介護報酬算定上のサービス提供時間区分が変更になる場合（例えば、サービス提供時
間が７時間以上９時間未満が、７時間以上８時間未満）であっても、サービスの内容及び
提供時間に変更が無ければ、居宅サービス計画の変更を行う必要はない。
・一方で、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメン
トに基づき、これまで提供されてきた介護サービス等の内容をあらためて見直した結果、
居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合は、通常の変更と同様のプロセスが必要
となる。

23 43 小規模多
機能型居宅介
護事業

4 報酬 生活機能向上
連携加算

　生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリ
テーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の
居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」と
されているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。

（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通）
具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪
問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施
している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサー
ビス提供責任者が同行することが考えられる

24 43 小規模多
機能型居宅介
護事業

4 報酬 生活機能向上
連携加算につ
いて

　「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理
学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適
切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責
任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的に
はどのような方法があるのか。

（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通）
　利用者のＡＤＬ（寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩ ＡＤＬ（調
理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況及びその改善可能性の
評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行った上で、訪問介護計画には、生活機能
アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上
に資する内容を記載しなければならないことから、外部の理学療法士等は、生活機能アセ
スメントに留意した助言を行うことが求められる。
① 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
② 生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする達成
目標
③ ②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
④ ②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容
ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が
考えられる。
① 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコ
ミュニケーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が
利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整を行い、当該利
用者の自宅（生活の場・介護現場）にてビデオ通話を行うこと。
② 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画
によって利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよう、動画
の撮影方法及び撮影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利
用者宅で動画撮影を行い、当該動画データを外部の理学療法士等に提供することにより、
外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、当該利用
者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの動画内容は、当該利用者の自宅（生活の場・介護現場）の環境状
況、動作の一連の動き等がわかるように撮影すること。
　また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱いに留
意することが必要である。SNS（Social Networking Service）の利用については、セキュリ
ティが十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報
安全管理適合性評価協会（HISPRO）が公表している「医療情報連携において、SNSを利用
する際に気を付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外
部の理学療法士等が、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末を利用して行う場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン（第５版）」（平成29年５月）に対応していることが必要である。

25 43 小規模多
機能型居宅介
護事業

4 報酬 若年性認知症
利用者受け入
れ加算につい
て

　若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅
介護や看護小規模
多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場
合、６５歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱う
のか。

（小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通）
本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小
規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については６５歳の誕生日の
前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。

26 44 認知症対
応型共同生活
介護事業

4 報酬 入院時の費用
の算定

入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のよう
に、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
（例）4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
　　　4月1日（入院）
　　　4月2日～7日(一日につき246単位を算定）
　　　4月8日～30日
　　　5月1日～6日(一日につき246単位を算定）
　　　5月7日～31日
　　　6月1日～6日(一日につき246単位を算定）
　　　6月7日～29日
　　　6月30日（退院）

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号第２－
６－（６）－⑤に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、
都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるもの
ではない。
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資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

27 44 認知症対
応型共同生活
介護事業

4 報酬 生活機能向上
連携加算

指定認知症対応型共同生活介護事業所は、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又は
指定通所リハビリテーション事業所若しく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。

28 44 認知症対
応型共同生活
介護事業

4 報酬 生活機能向上
連携加算

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。

29 44 認知症対
応型共同生活
介護事業

4 報酬 口腔衛生管理
体制加算入院
時の費用の算
定

口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外
泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱え
ばよいのか。

入院・外泊中の期間は除き、当該月において1 日でも当該施設に在所した入所者につい
て算定できる。

30 44 認知症対
応型共同生活
介護事業

4 報酬 口腔衛生管理
体制加算入院
時の費用の算
定

口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科
衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪
問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっ
ても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる
時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよ
いか。

貴見の通りである。

31 44 認知症対
応型共同生活
介護事業

4 報酬 身体拘束廃止
未実施減算

新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると
考えられるが、何時の時点から減算を適用するか。

施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針等を整
備する必要があるため、それ以降の減算になる。

32 44 認知症対
応型共同生活
介護事業

4 報酬 医療連携体制
加算

新設された医療連携体制加算（Ⅱ）・（Ⅲ）の算定要件である前十
二月間における利用実績と算定期間の関係性如何。

算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。

33 45 地域密着
型特定施設入
居者生活介護
事業

1 人員 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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。

34 45 地域密着
型特定施設入
居者生活介護
事業

1 人員 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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。

35 46 地域密着
型介護老人福
祉施設

1 人員 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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。

36 46 地域密着
型介護老人福
祉施設

1 人員 個別機能訓練
加算、機能訓
練体制加算に
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。

4/8



資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

37 46 地域密着
型介護老人福
祉施設

1 人員 特別養護老人
ホームの職員
に係る「専従
要件」の緩和
について

一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外
の部分それぞれ
別施設・事業所として指定されることとなった場合について、
➀常勤職員による専従が要件となっている加算
➁入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算
の算定について、それぞれどのように考えればよいか。

（➀について）
従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設
とユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型
及びユニット型以外の介護老人福祉施設（又は地域密着型介護老人福祉施設）が併設さ
れている場合については、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の
専従が要件となっている加算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって
双方の施設で当該加算を算定することは認められないものとしてきたところである。
しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」
ことが理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認めら
れる当該併設施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場
合で、常勤の理学療法士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務
に従事しているのであれば、今後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして
取り扱うこととする。
常勤医師配置加算については、同一建物内でユニット型施設と従来型施設を併設し、一
体的に運営されており、双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が実施されてい
る場合には、加算の算定要件を双方の施設で満たすものとする。

（➁について）
入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜
勤職員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するもの
である。
この点、夜勤職員配置加算については、「平成21 年4 月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1）」（平成21
年3 月23 日）では、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床室部分それぞれで
要件を満たす必要がある」としているところであるが、指定更新の際に別
指定を受けることとなった旧・一部ユニット型施設を含め、同一建物内にユニット型及びユ
ニット型以外の施設（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健
施設）が併設されている場合については、双方の入所者及びユニット数の合計数に基づい
て職員数を算出するものとして差し支えないこととする。なお、この際、ユニット型施設と従
来型施設のそれぞれについて、１日平均夜勤職員数を算出するものとし、それらを足し合
わせたものが、施設全体として、１以上上回っている場合に夜勤職員配置加算が算定でき
ることとする。ただし、ユニット型施設と従来型施設の入所者のそれぞれの基本サービス
費について加算が算定されることとなるため、双方の施設における夜勤職員の加配の状
況が極端に偏りのあるものとならないよう配置されたい。

38 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 指定 法人によらず指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設を
申請できることとなったのは、有床診療所のみという理解でよい
か。

貴見のとおりである。

39 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 指定 有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う
場合であって、当該事業所の宿泊室として届出を行った有床診療
所の病床に入院患者がいない場合については、看護小規模多機
能型居宅介護の利用者を宿泊させてもよいという理解でよいか。

貴見のとおりである。ただし、従来通り、宿泊室については、宿泊専用の個室がない場合
であっても、プライバシーが確保されたしつらえになっている必要があり、カーテンでは認
められないものである。

40 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 指定 個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが
確保されたしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、ア
コーディオンカーテンではどうか。

個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具な
どにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディ
オンカーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様に
プライバシーが確保されたものである場合には、宿泊室として取り扱って差し支えない。

41 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 指定 有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う
場合について、有床診療所の病床が４床で１病室であり、その病
室のうち１病床のみを看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿
泊室として届出した場合、当該事業所の当該宿泊室の定員は１人
であることから、当該宿泊室（１病床）については、一人当たり6.4
㎡程度以上として差し支えないという理解でよいか。

貴見のとおりである。ただし、プライバシーの確保については、問124のとおりである。

42 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 指定 有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う
場合について、有床診療所の病床を宿泊室として届出できること
となっており、当該病床のうち１病床以上は看護小規模多機能型
居宅介護サービス利用者の専用のものとして確保しておくこととさ
れているが、当該サービスの利用者がいない場合であっても、常
時、宿泊室の確保が必要となるのか。

必要である。看護小規模多機能型居宅介護サービスは通い、泊まり、訪問（介護・看護）
サービスを柔軟に組み合わせるサービスであり、利用者の泊まりに対応できるよう、利用
者専用の病床として１病床以上の確保が必要となる。

43 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 指定 有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う
場合であって、看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者
が、当該有床診療所に入院することはできるか。

利用者の状態の変化等により医師の判断により入院することは可能であるが、利用者が
看護小規模多機能型居宅介護サービスの宿泊サービスを利用しているのか、有床診療所
への入院であるのか混乱しないよう、利用者や家族等に入院に切り替える理由や、利用
者の費用負担について十分説明し理解をえること。
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資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

44 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 サテライト型
看護小規模多
機能型居宅介
護事業所

訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事
業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護
事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行わな
いといけないか。

訪問サービスについては、本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所及び
サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業員は、相互の利用者に対しサー
ビスを提供することができる。

※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）問159、157、
156における「サテライト事業所」については、「サテライト型看護小規模多機能型居宅介
護」と、「小規模多機能型居宅介護」については、「看護小規模多機能型居宅介護」と読み
替えるものとする。

45 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

3 運営 訪問看護事業
所の指定を受
ける場合の取
扱い

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所
である看護小規模多機能型居宅介護事業者が訪問看護事業者
の指定を併せてうけ、かつ看護小規模多機能型居宅介護サービ
スの事業と訪問看護の事業が同一の事業所において一体的に運
営されている場合、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事
業所の看護職員は当該訪問看護事業所のサテライト事業所とし
て、登録者以外に訪問看護を行えるという理解でよいか。

貴見のとおりである。本体事業所が訪問看護事業者の指定をうけている場合については、
サテライト型看護小規模多機能型居宅介護の看護職員1.0以上（常勤換算方法）について
は、当該訪問看護事業所と一体で行うものとして、訪問看護のサテライト事業所として差し
支えない。ただし、看護小規模多機能型居宅介護において看護サービスが必要な利用者
がいるにも関わらず、看護職員が指定訪問看護のみに従事することは適切でないことに
留意すること。

46 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

4 報酬 若年性認知症
利用者受け入
れ加算につい
て

　若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅
介護や看護小規模
多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場
合、６５歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱う
のか。

（小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通）
本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小
規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については６５歳の誕生日の
前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。

47 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

4 報酬 訪問体制強化
加算

訪問体制強化加算は、看護師等（保健師、看護師、准看護師、理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。）が訪問サービス
（医療保険による訪問看護を含む）を提供した場合には、当該加
算の要件となる訪問回数として計上できないという理解でよいか。

貴見のとおりである。サービスの提供内容に関わらず、看護師等が訪問した場合について
は、当該加算の算定要件である訪問サービスの訪問回数として計上できない。

48 47 看護小規
模多機能型居
宅介護（複合
型サービス）
事業

4 報酬 サテライト体
制未整備減算

訪問看護体制減算については、サテライト型看護小規模多機能
型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機
能型居宅介護事業所それぞれにおいて届出し、該当する場合に
それぞれが算定するものであるが、サテライト体制未整備減算に
ついては、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及
び本体事業所のいずれか一方が訪問看護体制減算を算定してい
る場合に、サテライト体制が減算型であるとして、サテライト型看
護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所の両方にお
いてサテライト体制未整備減算を算定するという理解でよいか。

その通り。

49 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。

50 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。

51 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。

52 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２
００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。

53 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。

54 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。
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資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

55 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。

56 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。

57 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。

58 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。

59 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。

60 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。

61 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。

62 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。

63 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。
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資料１

平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋平成30年度介護報酬改定関係Ｑ＆Ａ（居宅介護支援・地域密着型サービス）抜粋

連番
サービス種

別
基準種別 項目 質問 回答

64 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。

65 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。

66 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。

67 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。

68 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。
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