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第 1 令和３年度改正事項（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）  
 

★ 改正事項 ★                                    

１ 基本報酬 

２ 認知症専門ケア加算の新設 

３ 生活機能向上連携加算の見直し 

４ サービス提供体制強化加算の見直し 

５ 人員配置要件の見直し 

１  基本報酬                                     

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ） 

要介護１ 5,697 単位/月 

要介護２ 10,168 単位/月 

要介護３ 16,883 単位/月 

要介護４ 21,357 単位/月 

要介護５ 25,829 単位/月 

２  認知症専門ケア加算の新設                            

単位数・算定要件等 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）90 単位/月 

○認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の 50％以上 

○認知症介護実践リーダー研修修了者又は、認知症ケアに関する専門性の高い看護師（※１）

を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 20 名未満の場合は１名以上、20 名以上の

場合は１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又は端数を増すごとに１を加えて得た数以

上配置し、専門的な認知症ケアを実施 

○当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る

会議を定期的に開催 

※１ ①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程 

③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）120 単位/月 

○認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を１名

以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 

○介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定 
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３  生活機能向上連携加算の見直し                           

概 要 

算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリ専門職等との連携による自立支援・

重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。 

 

○ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、サービス提供責任者とリハビリ専門職等がそれぞ

れ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に関して、要介護者の

生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンスが効果的であることや、

業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加するサービス担当

者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリ専門職

等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。  
○ 外部のリハビリ専門職等との連携先を見つけやすくするため、加算の算定要件上連携先と

なり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。 

 

４  サービス提供体制強化加算の見直し                         

概 要 

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しを行う。 

単位数・算定要件等 

加算（Ⅰ）750 単位/月 

以下のいずれかに該当すること。 

① 介護福祉士 60％以上 

② 勤続 10 年以上介護福祉士 25％以上 

加算（Ⅱ）640 単位/月 

介護福祉士 40％以上 又は 

介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が 60％以上 

加算（Ⅲ）350 単位/月 

以下のいずれかに該当すること。 

① 介護福祉士 30％以上 又は 

介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が 50％以上 

② 常勤職員 60％以上 

  勤続７年以上の者が 30％以上 
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５  人員配置要件の明確化                               

概 要 

指定権者間の人員配置要件の整合性を図るため、利用者へのサービス提供に支障がないこと

を前提に、小規模多機能型居宅介護の例を参考に、以下を明確化する。 

ア 計画作成責任者について、管理者との兼務が可能であること。 

イ オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝（18 時〜８時）に

おいて、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。 

基 準 

ア 管理者は常勤専従で配置。ただし、管理業務に支障がない限り、下記の他の職務と兼務

できる。 

オペレーター、 

定期巡回サービスを行う訪問介護員等、 

随時訪問サービスを行う訪問介護員等、 

訪問看護サービスを行う看護師等、 

計画作成責任者 

 

イ 午後６時から午前８時までの時間帯は、下記の場合、必ずしも事業所内で勤務する必要

はない。 

 

ICT 等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的サービスの内容、利用

者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用する

ことにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コー

ル内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合 

利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができ

るなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されている場合 
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第 2 根拠法令等（主なもの）  
 

○富士市地域密着型サービス基準条例 

富士市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を定める条例（平成 25 年富士市条例第 21 号） 

○富士市地域密着型介護予防サービス基準条例 

富士市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の 

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成 25 年富士市条例第 22 号） 

○富士市居宅介護支援等基準条例 

富士市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成 30 年富士市条例第 22 号） 

○富士市介護予防支援等基準条例 

富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 

基準を定める条例（平成 27 年富士市条例第 22 号） 

○富士市地域密着型サービス基準規則 

富士市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を定める規則（平成 25 年富士市規則第 25 号） 

○富士市地域密着型介護予防サービス基準規則 

富士市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の 

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則（平成 25 年富士市規則第 26 号） 

○富士市指定居宅介護支援等基準規則 

富士市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める規則（平成 30 年富士市規則第 53 号） 

○富士市介護予防支援等基準規則 

富士市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 

基準を定める規則（平成 27 年富士市規則第 30 号） 

○指定居宅サービス等基準 

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） 

○地域密着型サービス等基準解釈 

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関する基準について（平成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331004 

号・老振発第 0331004 号・老老発第 0331017 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知） 

○地域密着型サービス報酬告示 

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） 

○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（平成 27 年厚生労働省告示第 94 号） 

○基準告示 

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） 

○施設基準告示 

厚生労働大臣が定める施設基準（平成 27 年厚生労働省告示第 96 号） 

○地域密着型サービス等報酬告示解釈 

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 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発 

第 0331018 号） 

○その他の日常生活費の取扱通知 

通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12 年３月 30 日老企第 54 号） 

○日常生活費等の受領通知 

介護保険施設等における日常生活費等の受領について（平成 12 年 11 月 16 日老振第 75 号・老健第 122 号） 
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第 3 各サービスの人員、設備及び運営に関する基準に関する留意事項  
 

以下、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を「定巡」と表記しています。 

 

「一体型」と「連携型」 

一体型定巡 １つの事業所が訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する 

連携型定巡 訪問看護事業所と緊密な連携を図って対応する  
Ⅰ 基本方針 

 

要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通

報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その

他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、

その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。 

 

＜提供するサービス＞ 

定期巡回サービス 
訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世

話。 

【解釈】 「定期的」とは原則として１日複数回の訪問を行うことを想定しているが、訪問回

数及び訪問時間等については適切なアセスメント及びマネジメントに基づき、利用者と

の合意の下に決定されるべきものであり、利用者の心身の状況等に応じて訪問を行わな

い日があることを必ずしも妨げるものではないこと。また、訪問時間については短時間

に限らず、必要なケアの内容に応じ柔軟に設定すること。  
随時対応サービス 

あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した

上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を

基に相談援助を行うサービス又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師

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。）による対応の要否等を判断するサービス。 

【解釈】 利用者のみならず利用者の家族等からの在宅介護における相談等にも適切に対応

すること。また、随時の訪問の必要性が同一時間帯に頻回に生じる場合には、利用者の

心身の状況を適切に把握し、定期巡回サービスに組み替える等の対応を行うこと。なお、

通報の内容によっては、必要に応じて看護師等からの助言を得る等、利用者の生活に支

障がないよう努めること。     
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随時訪問サービス 
随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員

等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話。 

【解釈】 随時の通報があってから、概ね 30 分以内の間に駆けつけられるような体制確保に

努めること。なお、同時に複数の利用者に対して随時の訪問の必要性が生じた場合の対

応方法についてあらかじめ定めておくとともに、適切なアセスメントの結果に基づき緊

急性の高い利用者を優先して訪問する場合があり得ること等について、利用者に対する

説明を行う等あらかじめサービス内容について理解を得ること。  
訪問看護サービス 

医師の指示に基づき看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の

世話又は必要な診療の補助。 

【解釈】 医師の指示に基づき実施されるものであり、全ての利用者が対象となるものでは

ないこと。また、訪問看護サービスには定期的に行うもの及び随時行うもののいずれも

含まれること。 

 

＜サービスの具体的な内容等＞【24.3.16 介護保険最新情報 vol.267（133）】 

Ｑ 定期巡回サービスは、20 分未満などの短時間のサービスに限られるのか。また訪問介護

のように、それぞれのサービスごとに概ね２時間の間隔を空ける必要があるのか。 

Ａ 定期巡回サービスは短時間のサービスに限るものではない。適切なアセスメントに基づき、

１回当たりのサービス内容に応じて柔軟に時間設定をする必要がある。 

また、それぞれのサービスごとの間隔の制限はない。 

 

＜サービスの具体的な内容等＞【24.3.16 介護保険最新情報 vol.267（134）】 

Ｑ 定期巡回サービスにおいて提供すべきサービスの具体的な内容は、どのように定められ

るのか。 

Ａ 定期巡回サービスは、居宅サービス計画において位置付けられた利用者の目標及び援助内

容において定められた、利用者が在宅の生活において定期的に必要となるサービスを提供す

るものである。 

また、利用者の心身の状況に応じて日々のサービスの提供時間や内容を定期巡回・随時対

応サービス事業所において変更し、利用者のニーズに応じて必要なサービスを柔軟に提供す

ることを可能としている。 

なお、こうした変更に当たっては、居宅サービス計画の内容を踏まえて行うとともに、介

護支援専門員と必要な連携を図る必要がある。 

 

＜サービスの具体的な内容等＞【24.3.16 介護保険最新情報 vol.267（135）】 

Ｑ 定期巡回サービスは、「１日複数回の訪問を行うことを想定している」とあるが、１日当

たりの訪問回数の目安若しくは上限や下限はあるのか。 

Ａ １日当たりの訪問回数の目安等は定めていないが、適切なアセスメントに基づき、利用者

にとって必要な回数が設定されるものである。 

例えば、利用者が外出している場合や他のサービスを利用している場合等は訪問を行わな

い日があっても差し支えなく、退院直後や利用者の体調が悪くなった場合等は訪問回数が通
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常よりも増加する場合も想定されるものであり、利用者の心身の状況に応じて適切な回数・

内容のサービスを柔軟に提供する必要がある。 

 

＜サービスの具体的な内容等＞【24.3.16 介護保険最新情報 vol.267（136）】 

Ｑ 定期巡回サービス及び随時訪問サービスにおいて提供するサービスの内容は、訪問介護

の身体介護と生活援助と同様か。 

Ａ 定期巡回サービス及び随時訪問サービスは、身体介護を中心とした１日複数回の定期訪問

と、それらに付随する生活援助を組み合わせて行うものであり、具体的なサービスについて

は、既存の訪問介護の内容・提供方法にとらわれず、適切なアセスメントにより利用者個々

の心身の状況に応じて、１日の生活の中で真に必要となる内容のものとされたい。 

なお、定期巡回サービス等における、１回の訪問の内容が安否確認、健康チェック、見守

りのみであっても差し支えない。 

 

＜サービスの具体的な内容等＞【24.3.16 介護保険最新情報 vol.267（137）】 

Ｑ 定期巡回サービスを提供しない時間帯を設けることは可能か。また、この場合、定期巡

回サービスの提供に当たる訪問介護員等を配置しないことはできるか。 

Ａ 事業所としては、利用者のニーズに対し 24 時間対応が可能な体制を確保する必要がある

が、全ての利用者に全ての時間帯においてサービスを提供しなければならないわけではなく、

例えば適切なアセスメントの結果、深夜帯の定期巡回サービスが１回もないといった計画と

なることもあり得るものである。 

また、定期巡回サービスの提供に当たる訪問介護員等は「必要数」配置することとしてお

り、結果として定期巡回サービスが存在しない時間帯が存在する場合、当該時間帯に配置し

ないことも可能である。 

 

＜サービスの具体的な内容等＞【24.3.16 介護保険最新情報 vol.267（138）】 

Ｑ 利用者からの随時の通報があった場合、必ず随時訪問サービスを提供しなければならな

いのか。 

Ａ 随時対応サービスは、オペレーターが利用者の心身の状況を適切に把握し、適切なアセス

メントの結果に基づき随時訪問サービスを提供すべきか等を判断するものであり、通報内容

に応じて通話による相談援助を行うのみの対応や、医療機関への通報を行う等の対応となる

ことも十分に想定されるものである。また、事業者はこうしたサービス内容について、利用

者等に対し十分に説明する必要がある。   
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Ⅱ 人員に関する基準   改正事項 5 を参照してください。 

 

＜従業者の員数＞ 

  オペレーター 
サービス提供する時間帯を通じて１以上確保されるため

に必要な数以上 

  定期巡回サービスを行う 

訪問介護員等 

交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回

サービスを提供するために必要な数以上 

  随時訪問サービスを行う 

訪問介護員等 

提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪

問介護員等が１以上確保されるために必要な数以上 

  訪問看護サービスを行う 

看護師等 

※一体型定巡のみ 

ア 保健師、看護師又は准看護師 

… 常勤換算方法で 2.5 以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

… 事業所の実情に応じた適当数 

１  オペレーター   

  オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専

門員でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、サービス提供時

間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は上記 の看護職員との連携を確保しているときは、

サービス提供責任者として１年以上（介護職員初任者研修課程修了者及び旧訪問介護職員養成

研修２級修了者にあっては、３年以上）従事した者をオペレーターとして充てることができる。

この場合、「１年以上（３年以上）従事」とは単なる介護等の業務に従事した期間を含まず、サ

ービス提供責任者として任用されていた期間を通算したものであること。 

  オペレーターのうち１人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。 

  オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に

支障がない場合は、当該事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の

指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は

利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

午後６時から午前８時までの時間帯については、ICT 等の活用により、事業所外においても、

利用者情報（具体的サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができると

ともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーター

が対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められ

る場合は、オペレーターは必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 

  事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所

者等の処遇に支障がない場合は、③にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充

てることができる。 

■ 指定短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、指定（地域密着型）特定施

設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定（地

域密着型）介護老人福祉施設、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設、介護医療院 
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●留意点● 

勤務表にオペレーター業務に従事する従業者を明確に位置付けてください。 

 

＜人員配置基準について＞【24.3.16 介護保険最新情報 vol.267（145）】 

Ｑ 定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。 

Ａ オペレーターについては、利用者からの通報を受け付けるに当たり支障のない範囲で、当

該事業所の定期巡回サービス、随時訪問サービス（午後６時から午前８時までの間に限る。）、

訪問看護サービス（オペレーターが保健師、看護師又は准看護師の場合に限る。）に従事でき

る。 

また、一体的に運営する訪問介護事業所、訪問看護事業所（オペレーターが保健師、看護

師又は准看護師の場合に限る。）及び夜間対応型訪問介護事業所の職務（利用者に対するサー

ビス提供を含む。）にも従事可能である。 

なお、オペレーターが他の職務に従事する場合は、利用者からの通報を適切に受け付ける

体制を確保することが必要である。 

また、訪問介護事業所のサービスに従事した時間については訪問介護事業所における勤務

延時間数として算入することが可能である。 

 

２  随時訪問サービスを行う訪問介護員等   

  随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の定期巡回サービス

又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従

事することができる。 

  当該事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、1 及び にかか

わらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 

   の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該事業所

の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、2 の規定にかかわらず、随時

訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 

 

●留意点● 

随時訪問サービスを行う訪問介護員等については、提供時間帯を通じて１以上、専従の従

業者を配置するとともに、勤務表に明確に位置付けてください。 

なお、当該従業者は、当該業務に専従している時間帯に、利用者以外の入居者の対応はで

きないことに留意してください。 

 

午後６時から午前８時までの時間帯については、利用者からの連絡を受けた後、事業所から

利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体

制が整備されているのであれば、随時訪問サービスを行う訪問介護員等は必ずしも事業所内で

勤務する必要はない。 
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３  看護職員  ※一体型定巡のみ   

  看護職員のうち１人以上は、常勤の保健師又は看護師（以下、「常勤看護師等」という。）で

なければならない。 

  看護職員のうち１人以上は、提供時間帯を通じて、事業者との連絡体制が確保された者でな

ければならない。 

 

４  計画作成責任者   

事業所ごとに、従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち１人以上を、利用者に

対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者（以下「計画作成責任者」と

いう。）としなければならない。 

利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできる。 

 

５  管理者   

■ 事業所ごとに専従する常勤の者であること。 

■ ただし、支障がない場合は、当該事業所の他の職務（オペレーター、定期巡回サービスを行

う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等又

は計画作成責任者）に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

■ 管理者は、オペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う

訪問介護員等又は訪問看護サービスを行う看護師等である必要はない。  
Ⅲ 設備に関する基準 

―省略― 

 

Ⅳ 運営に関する基準 

１  内容及び手続の説明及び同意   

サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書（重要事項説明書）を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

 

＜第三者評価の実施の有無＞ 

提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施し

た評価機関の名称、評価結果の開示状況）について、重要事項説明書に掲載すること。 

 

－10－



２  受給資格等の確認   

サービスを求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮し

て、サービスを提供するように努めなければならない。 

 

３  心身の状況等の把握   

サービスの提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に係る

指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければ

ならない。 

 

４  指定居宅介護支援事業者等との連携   

  サービスを提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

  サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

５  居宅サービス計画に沿ったサービスの提供   

居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿ったサービスを提供し

なければならない。 

 

６  居宅サービス計画等の変更の援助   

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業

者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

 

７  サービスの提供の記録   

  サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護について法第 42 条の２第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密

着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又は

これに準ずる書面に記載しなければならない。 

  サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用

者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対

して提供しなければならない。 
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８  利用料等の受領   

  法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額から事業者に支払われる地域密着

型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

  法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利

用料の額と、サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

  前項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅

においてサービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることがで

きる。 

  前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

９  基本取扱方針・具体的取扱方針   

■ 基本取扱方針 

① 定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及

び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、

利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。 

② 自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、それらの

結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

 

■ 具体的取扱方針 

① 定期巡回サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づ

き、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 

② 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サ

ービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境

等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとす

る。 

③ 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づ

き、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

④ 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に

行うものとする。 

⑤ 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれ

ている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものと

する。 
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⑥ 特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。 

⑦ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

⑧ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩

に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

⑨ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合に

は、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事

項を記載した文書を利用者に交付するものとする。 

 

10  主治の医師との関係  ※一体型定巡のみ   

  常勤看護師等は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な

管理をしなければならない。 

  訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならな

い。 

  主治の医師に 11 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの

利用者に係るものに限る。）及び 11⑩に規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービス

の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

  医療機関が当該事業所を運営する場合にあっては、②の規定にかかわらず、②の主治の医 

の文書による指示並びに③の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び 11⑩に規定する訪問

看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載

をもって代えることができる。 

11  定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成   

※④⑤⑩⑪⑫については一体型定巡のみ 

① 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及

び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪

問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければなら

ない。 

② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画におけるサービスを提供する日時等については、当該居宅サービス計画に

定められたサービスが提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。 

この場合において、計画作成責任者は、当該計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員

に提出するものとする。 

③ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行

うアセスメント（利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように

支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。）の結果を踏まえ、作成しなければならな

い。 
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④ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、①に

規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養

上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。  
⑤ 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、④の記載に際し、必要な

指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなけれ

ばならない。 

⑥ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容

について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

⑦ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。 

⑧ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪

問介護看護計画の変更を行うものとする。 

⑨ ①から⑦までの規定は、⑧に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更につい

て準用する。 

⑩ 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護サービスについて、訪問

日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。  
⑪ 常勤看護師等は、⑩の訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければな

らない。  
⑫ 10④の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係る

ものに限る。）及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

 

 

 

12  同居家族に対するサービス提供の禁止   

従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随

時対応サービスを除く。）の提供をさせてはならない。 
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13  緊急時等の対応   

  従業者は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

  前項の従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当てを行わなけ

ればならない。 

14  管理者等の責務   

  管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。 

  管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うもの

とする。 

  計画作成責任者は、事業所に対するサービスの利用の申込みに係る調整等のサービスの内容

の管理を行うものとする。 

15  運営規程   

事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程を定めること。 

＜運営規程で定めるべき主なもの＞ 

■ 事業の目的及び運営の方針 

■ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

■ 営業日及び営業時間 

■ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

■ 通常の事業の実施地域 

■ 緊急時等における対応方法 

■ 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

■ 非常災害対策 

■ 虐待防止のための措置に関する事項 

■ その他運営に関する重要事項 

 

※ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を

定めるに当たっては、置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載

することも差し支えない（重要事項説明書についても同様とする）。 

 

※ 虐待の防止のための措置に関する事項 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や

虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容であること。 
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16  勤務体制の確保等   

  利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定め

ておかなければならない。 

  事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。ただし、

事業所が、適切にサービスを利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、

指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所（以下この条において「指定訪問介護

事業所等」という。）との密接な連携を図ることにより当該事業所の効果的な運営を期待するこ

とができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切

と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定

訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることがで

きる。 

  前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して

適切と認める範囲内において、複数の事業所の間の契約に基づき、当該複数の事業所が密接な

連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。 

  従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

  職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

17  業務継続計画の作成等   

■ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

■ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 

■ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

18  衛生管理等   

  従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 

  事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

  事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する

こと。 
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19  掲示   

  事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

   に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、 の規定による掲示に代えることができる。 

 

20  秘密保持等   

  事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

  当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

  サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者

の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければ

ならない。 

 

21  苦情処理   

  提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

  苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

  提供したサービスに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市

の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力す

るとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

  市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。 

  提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力するとともに、

国保連から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

  国保連からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国保連に報告しなければならない。 

 

＜苦情対応について＞ 

利用者のご家族からの相談において、「事故が起こった際の最初の対応が納得できない。」、

「事故が起きたことについて、何の説明も謝罪もない。」等の苦情が多く寄せられます。事業

所内で発生した事故等については、必ずご家族への連絡をしていると思いますが、事故直後

の場合は、ご家族は気が動転していることも多いため、いくら謝罪や説明をしたとしても十

分に相手に伝わっていないことが多いようです。事故直後に説明をし、その後、利用者ご家

族が何も言ってこられないとしても、「事業所の方から何か言ってくるであろうと思い、待っ
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ているが何も言ってこない。」と実は対応について強い不満を持たれている場合もあります。 

発生した事故が過失によらないものであったとしても、利用者やご家族の状況に応じて改

めて説明や謝罪を行う等、利用者、ご家族の不安を解消するよう真摯な対応に努めてくださ

い。 

 

22  地域との連携等   

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護・医療連携推進会議（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）

を設置し、おおむね６月に１回以上、介護・医療連携推進会議に対し、サービスの提供状況等を

報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必

要な要望、助言等を聴く機会を設けること。 

 

  他の地域密着型サービス事業所を併設している場合 

１つの介護・医療連携推進会議において、両事業所の評価等を行うことで差し支えない。 

  複数の事業所の合同開催 

介護・医療連携推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現

在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めること

とする。 

① 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護するこ

と。 

② 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

③ 合同して開催する回数が、１年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の半数

を超えないこと。 

④ 外部評価を行う介護・医療連携推進会議は、単独開催で行うこと。 

  開催に当たっての留意事項 

① 開催通知は、遅くとも１月前までに各構成員に送付してください。なお、年間計画を作成

している場合であっても、開催通知は別に送付してください。 

② 市及び地域包括支援センターについては、出席の有無にかかわらず、介護保険課に開催通

知を書面（電話のみは不可・介護保険課課長宛て）にて送付してください。担当する地域包

括支援センターには、介護保険課から開催通知をＦＡＸ等で転送します。 

③ 市及び地域包括支援センターは、原則として、交代で出席しますが、地域包括支援センタ

ーについては、地域によって、事業所の運営状況や利用者等を継続的に把握するために、毎

回参加する場合もあります。 

④ 介護・医療連携推進会議終了後は、報告や評価、助言等の記録を作成するとともに、その

記録を公表してください。 

 

＜介護・医療連携推進会議を活用したサービス評価について＞ 

平成 27 年度より、対象サービスは、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として

自己評価を行い、介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとなりました。（サ

ービス評価） 

サービス評価の実施に当たって、市及び包括支援センター双方の出席を希望する場合には、

開催通知に併せてご連絡ください。 
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自己評価・外部評価表については、遅くとも２週間前までに出席者へ提出してください。

また、出席の有無にかかわらず、市及び包括支援センターには必ず提出してください。欠席

分も併せて評価実施当日に提出いたします。 

サービス評価の結果の公表については、事業所内で見やすい位置に掲示する、ウェブサイ

トに掲載する等を行い、併せて市及び包括支援センターに紙面での提出をお願いします。 

 

  事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、

正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、サービスの提

供を行わなければならない。 

 

【解釈】 

高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居

住する高齢者にサービスを提供する場合、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、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。 

 

23  事故発生時の対応   

  利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 

  事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

  賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

  事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ定めておくこと。 

  損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有すること。 

  事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

  

－19－



○事故報告書の提出について 

事故報告の対象事例 

１ サービス提供中における利用者の事故で、下記のいずれかに該当するもの。 

ア 死亡に至った事故 

イ 医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必 

要となった事故。 

※１ 「サービス提供中」には訪問、送迎、通院等の間も含む。 

また、在宅の通所・入所サービスおよび施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間 

（サービス終了後に送迎を待っている間を含む）は、「サービス提供中」に含まれるものとする。 

※２ 事業者側の過失の有無は問わない（利用者の自己過失による事故であっても、ア又はイに該当する

場合は報告すること）。 

※３ 利用者が病気等（老衰を含む）により死亡した場合、報告は要さない。 

ただし、当該事例において、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき（トラブルになる可能性があ

るとき）は、報告すること。 

※４ 利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合、事業者は速やかに報告書を再提出する

こと。 

２ 感染症・食中毒の発生又はその疑いがあるもので、下記のいずれかに該当するもの 

ア 同一の感染症若しくは食中毒による、又はそれらによると疑われる死亡者、又は 

重篤な患者が１週間以内に２人以上発症した場合 

イ 同一の有症者等が 10 人以上又は全利用者の半数以上発症した場合 

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、 

特に管理者等が必要と認めた場合 

３ 結核の発生（サービス提供に関連して発生したと認められる場合） 

４ 職員（従業者）の法令違反・不祥事等で利用者の処遇に影響があるもの 

５ 誤薬（違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬漏れ等が発生した場合において、施設内

又は外部の医療機関の医師の判断に基づく指示を受けた場合） 

６ 行方不明・離設事故 

 

★報告様式について★ 

「介護保険施設等における事故の報告様式等について」（令和３年３月 19 日付老高発・老認発・

老老発 0319 第１号）が発出されたことに伴い、令和３年４月１日より、事故報告の様式が変

更となりました。 

 国の示す「事故報告の様式例」に準じた様式に変更となりましたので、旧様式で提出すること

ないよう注意してください。（新様式については富士市ウェブサイトよりダウンロード可能で

す。） 

 また、第１報については事故発生から概ね５日以内に提出することとなっておりますので留意

してください。 
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24  記録の整備   

  従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

  利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。なお、その「完結の日」とは個々の利用者につき、契約の終了によ

り一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

 

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

■ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

■ 主治の医師による指示の文書 ※一体型定巡のみ 

■ 訪問看護報告書 ※一体型定巡のみ 

■ 市への通知に係る記録 

■ 苦情の内容等の記録 

■ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

Ⅴ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例 

○  指定訪問看護事業者との連携   

  連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該事業所の利用者に対して

指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。 

  連携指定訪問看護事業者との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次に掲げる

事項について必要な協力を得なければならない。 

イ 11③に規定するアセスメント 

ロ 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保 

ハ 介護・医療連携推進会議への参加 

二 その他サービスの提供に当たって必要な指導及び助言 

なお、イについては、連携指定訪問看護事業所の利用者に関しては、指定訪問看護の提供時

に把握した利用者の心身の状況について情報共有を図ることで足りるほか、連携指定訪問看護

事業所の利用者以外に関しても、連携指定訪問看護事業所の職員が必ず行わなければならない

ものではなく、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーターとして従

事する保健師、看護師又は准看護師や、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者が実施する他の事業に従事する保健師、看護師又は准看護師により実施することも差し支

えない。この場合において、当該アセスメント及びモニタリングの結果については連携指定訪

問看護事業所に情報提供を行わなければならないこと。 

●留意点● 

随時対応サービスを担当するオペレーターが、随時の訪問看護サービスの要否等を適切に

判断できるよう、訪問看護サービスの提供により把握された利用者の心身の状況等について、

連携指定訪問看護事業所と適宜、情報共有を図ってください。 
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第 4 報酬に関する留意事項 
  
Ⅰ 基本報酬 

■ 月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り計算して

得た単位数を算定する。  

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定している間は、当該利用者に係る、他の訪問

サービスのうち、訪問介護費（※１）、訪問看護費（※２）及び夜間対応型訪問介護費（以下

「訪問介護費等」という。）は算定しない。この場合において、サービスの利用を開始した初

日における当該利用開始時以前に提供されたサービスに係る訪問介護費等及び利用終了日に

おける当該利用終了時以後に提供されたサービスに係る訪問介護費等は算定できる。 

※１ 通院等乗降介助に係るものを除く。 

※２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く。 

 

■ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ） 

要介護１ 5,697 単位/月 

要介護２ 10,168 単位/月 

要介護３ 16,883 単位/月 

要介護４ 21,357 単位/月 

要介護５ 25,829 単位/月 

  改正事項 1 も参照してください。 

Ⅱ 減算 

１  通所系サービス及び短期入所系サービスを利用した場合の取扱い   

■ 通所系サービス 

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を受けて

いる利用者に対して、サービスを行った場合は、通所介護等を利用した日数に、１日当たり次

に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減算する。 

 一体型（訪問看護サービスを行わない場合）、連携型 

要介護１ 62 単位/日 

要介護２ 111 単位/日 

要介護３ 184 単位/日 

要介護４ 233 単位/日 

要介護５ 281 単位/日 

 

■ 短期入所系サービス 

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は夜間対

応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、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若しくは複合型サービスを受けて

いる間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は、算定しない。 
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＜留意事項＞ 

短期入所系サービスの利用日数に応じた日割り計算を行う。具体的には、当該月の日数か

ら、当該月の短期入所系サービスの利用日数（退所日を除く。）を減じて得た日数に、サー

ビスコード表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）又は（Ⅱ）の日割り単価を乗じ

て得た単位数を、当該月の所定単位数とする。 

 

■ 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用（定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

 月途中の事由 起算日※２ 

開

始 

・区分変更（要介護１〜５の間） 変更日 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続している場合を除く） 

契約日 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の退所（※１） 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型共同生活介

護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護（短期利用型）又は地

域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護・短期利用型）の退居（※１） 

退所日 

退居日 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（65 歳になって被保険者資格を

取得した場合） 
資格取得日 

終

了 

・区分変更（要介護１〜５の間） 変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

（満了日） 

（開始日） 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護の入所（※１） 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用型）、認知症対応型共同生活介

護（短期利用型）、特定施設入居者生活介護（短期利用型）又は地

域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護・短期利用型）の入居（※１） 

入所日の前日 
入居日の前日 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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※１ ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他

の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 

なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広

域連合を示す。 

※２ 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 

２  同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対する取扱い   

事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の

建物（以下、「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者に対して以下の単位数を所定単位

数から減算する。 

① 同一敷地内建物等に居住する利用者に対してサービスを行った場合 600 単位/月 

② 事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上

居住する建物に居住する利用者に対してサービスを行った場合 
900 単位/月 

 

  同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並

びに隣接する敷地（事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物

のうち効率的なサービス提供が可能なものを指す。具体的には、一体的な建築物として、当該

建物の１階部分に事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合などが該当し、

同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の

狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当する。 

  当該減算は、事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを

適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断

することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供

の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではない。 

＜同一敷地内建物等に該当しないものの例＞ 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回

しなければならない場合 

  同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が事業所の事業者と異なる場合であっ

ても該当する。 

  同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における事業所の利用者が 50 人以上居

住する建物の利用者全員に適用される。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の

利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、

当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を

切り捨てる。 
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Ⅲ 加算 

１  初期加算   

利用を開始した日から起算して 30 日以内の期間については、１日につき所定単位数を加算す

る。30 日を超える病院又は診療所への入院の後に利用を再び開始した場合も、同様とする。 

２  認知症専門ケア加算     改正事項２も参照してください。 

日常生活に支障を来た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

する認知症の者（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者の事を指す。以下「対

象者」とする。）に対し、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。 

＜厚生労働大臣が定める基準＞ 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）  90 単位/月 

① 事業所における利用者の総数のうち、対象者の占める割合が２分の１以上であること。 

② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者又は、認知症ケアに関する専門性の高

い看護師を、対象者の数が 20 人未満の場合は１以上、20 人以上の場合は１に、当該対象

者の数が 19 人を超えて 10 又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上を配置し、チ

ームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

③ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係

る会議を定期的に開催していること。 

 認知症専門ケア加算（Ⅱ）  120 単位/月 

① 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準のいずれにも適合すること。 

② 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業所全体

の認知症ケアの指導等を実施していること。 

③ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研

修を実施又は実施を予定していること。 

 

Ｑ 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。（21.3.23 最新情報 vol.69） 

（Ａ）届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。 

※ 届出を行った月以降においても、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。な

お、その記録については毎月記録すること。 

 

＜「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について＞ 

① 医師の判定結果又は主治医意見書を用いる。 

② 複数の医師の判定結果がある場合は、最も新しいものを用いる。 

③ 医師の判定がない場合は、認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を

用いる。 
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３  総合マネジメント体制強化加算   

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所が、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合は、１月につき 1,000 単位の所定単位数を

加算する。 

 

＜厚生労働大臣が定める基準＞ 

イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任

者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画の見直しを行っていること。 

ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所が提供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。 

４  生活機能向上連携加算     改正事項３も参照してください。 

■ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 単位/月  

 計画作成責任者が、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、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画（※１）を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づくサービスを行っ

たときは、初回のサービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

※１ 生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっ

ては、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、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リハビリテー

ションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は事業所の計画作成責任者

と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、事業所の

計画作成責任者に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を

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、理学療法士等と計画作成責任者で事前に方法等

を調整するものとする。 

 

■ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 単位/月  

利用者に対して、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、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定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計画作成責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い（※２ カンファレン

ス）、かつ、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場

合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該定期巡回・随

－26－



時対応型訪問介護看護計画に基づくサービスを行ったときは、初回のサービスが行われた日の

属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、（Ⅰ）を算定している場合

は、算定しない。 

※２ カンファレンス 

カンファレンスは、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケー

ションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、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」等を遵守していること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に

区分した上で、サービス提供責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支え

ない。さらに、この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション科の届出を行っている病院若しくは診療所

又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

５  サービス提供体制強化加算     改正事項 4 も参照してください。 

厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所において、1 日につき次に掲げる所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。 

サービス提供体制強化加算 

区分 単位数 厚生労働大臣が定める基準 

Ⅰ 750 単位/月 

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 60％以上 

又は ■ 勤続 10 年以上の介護福祉士が 25％以上 

Ⅱ 640 単位/月 

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 40％以上 

又は ■ 介護福祉士、実務者研修修了者及び基礎研修課程修了者

の合計が 60％以上 

Ⅲ 350 単位/月 
次のいずれかに該当すること 

■ 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 30％以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び基礎研修課

程修了者の合計が 50％以上 

■ 従業者の総数のうち、常勤職員が 60％以上 

■ 従業者の総数のうち、勤続７年以上の者が 30％以上 

共通 

■ 事業所の全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、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。 

■ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会

議を定期的に開催していること。 

■ 事業所の全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 
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＜留意事項＞ 

① 研修について 

当該事業所におけるサービス従業者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤

務体制の確保を定めるとともに、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定

めた計画を策定すること。 

② 会議の開催について 

この会議は、当該事業所の従業員の全てが参加するものであること。なお、実施に当たって

は、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催すること

も可能。また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、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」等を遵

守していること。 

以下の内容に要件も必要となるため留意すること。 

ア 会議の開催状況については、その概要を記録すること。 

イ  「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されていること。 

ウ 「利用者に関する情報」「サービスの提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも下記

の事項について、その変化の動向を含め、記載すること。 

■ 利用者のＡＤＬや意欲 

■ 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

■ 家庭環境 

■ 前回のサービス提供時の状況 

■ その他サービス提供に当たって必要な事項 

 

③ 職員の割合の算出方法 

ア 常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いること。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含

む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均

を用いること。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となる。 

ウ 前年度の実績が６月に満たない事業所で、イに基づき職員の割合を算出した場合、届出

を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を

維持すること。また、その割合は毎月記録し、所定の割合を下回った場合については、直

ちに変更の届出を提出すること。 

エ 介護福祉士については、各月の前月末日時点で資格を取得している者とすること。 

④ 勤続年数について 

各月の前月の末日時点における勤続年数とすること。 

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他

の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員

として勤務した年数を含めることができる。 

 

体制加算として影響が大きい加算の一つであることから、必要な割合の算出を毎年必ず

行ってください。 
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６ 介護職員処遇改善加算   

介護職員の賃金の改善等の実施を行っている事業所が、利用者に対してサービスを行った場合

に、令和６年３月 31 日までの間、下表の割合を 1 月あたりの総単位数を乗じて求めた単位数を

所定単位数に加算する。 

※ 当該加算は、区分支給限度額から控除する。 

※ １月あたりの総単位数とは、「基本サービス費＋各種加算・減算」をいう。 

区分 加算率 算定要件 

加算（Ⅰ） 11.1％ 
■ キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ及びⅢ 

■ 職場環境等要件を満たす。 

加算（Ⅱ） 8.1％ 
■ キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ 

■ 職場環境等要件を満たす。 

加算（Ⅲ） 4.5％ 
■ キャリアパス要件Ⅰ又はⅡ 

■ 職場環境等要件を満たす。 

 

（注） 

キャリアパス要件Ⅰ 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。 

キャリアパス要件Ⅱ 
資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保する

こと。 

キャリアパス要件Ⅲ 
経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定

期に昇給を判定する仕組みを設けること。 

職場環境等要件 

賃金改善以外の処遇改善を実施すること。 

※ 就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。 

分類の見直し 

・入職促進に向けた取組  

・資質の向上やキャリアアップに向けた支援 

・両立支援・多様な働き方の推進 

・腰痛を含む心身の健康管理 

・生産性向上のための業務改善の取組 

・やりがい・働きがいの醸成 
 

 

 

運営指導で確認を行う中で、研修計画を作成していない事業所が見受けられます。 

介護職員処遇改善加算ⅠまたはⅡを取得している事業所については、キャリアパス要件Ⅱに

おいて研修計画の策定と全職員への周知が求められています。研修計画を作成していない場合

には当該加算の算定要件を満たさなくなりますので、当該年度が始まる前年度中には、研修計

画を作成し周知を行うよう留意してください。 
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７ 介護職員等特定処遇改善加算   

介護職員等特定処遇改善加算は、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・

技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるため、令和元年

10 月１日から適用された加算です。算定に当たっては、算定を希望する月の２ヶ月前の月末

までに届出を行う必要があります。 

１ 算定要件                      

算定要件 特定Ⅰ 特定Ⅱ 

＜介護福祉士の配置要件＞ 

■ サービス提供体制強化加算のⅠ又はⅡの区分を算定していること。 
○ － 

＜現行加算要件＞ 

■ 介護職員処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲを算定していること。 
○ ○ 

＜職場環境要件＞ 

■ 平成 20 年 10 月から届出の前月までの間に実施した処遇改善の内容

を全ての職員に周知していること。 

■ 処遇改善について「資質の向上」、「労働環境。処遇の改善」、「その他」

のそれぞれの区分において１つ以上の取り組みを行っていること。 

○ ○ 

＜見える化要件＞ 

■ 特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により

公表していること。（介護サービスの情報公開制度の活用） 

■ 事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表をする

こと。 

○ ○ 

２ 単位数                       

サービス区分 特定Ⅰ 特定Ⅱ 

○ 通所介護 

○ 地域密着型通所介護 
1.2％ 1.0％ 

○（介護予防）認知症対応型通所介護 3.1％ 2.4％ 

○（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

○ 看護小規模型居宅介護 
1.5％ 1.2％ 

○（介護予防）認知症対応型共同生活介護 3.1％ 2.3％ 

○（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 
1.8％ 1.2％ 

○ 介護福祉施設サービス 

○ 地域密着型介護老人福祉施設 

○（介護予防）短期入所生活介護 

2.7％ 2.3％ 

○ 介護保険施設サービス 

○（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
2.1％ 1.7％ 

〇 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

〇 夜間対応型訪問介護 
6.3％ 4.2％ 
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３ 配分対象と配分方法                 

（1）賃金改善の対象グループ 

 ａ 経験・技能のある介護職員  

     介護福祉士であること。（必須） 

     勤続年数 10 年以上であることを基本に、経験・技能の有無等を踏まえ各事業所 

の裁量で決定可能。 

 ｂ 他の介護職員  

  ａグループ以外の介護職員 

 ｃ その他の職種  

  介護職員以外の職員 

（2）事業所における分配方法 

   ａ 経験・技能のある介護職員  

       １人は、月額平均８万円の賃金改善または改善後の賃金見込額が年額 440 万円 

       賃金改善費用の見込額が「ｂ 他の介護職員」の平均より高いこと 

   ｂ 他の介護職員  

  賃金改善費用の見込額が「ｃ その他の職種」の平均の２倍以上 

 ｃ その他の職種  

  改善後の賃金見込額が、年額 440 万円以下 

つまり、下記に則り賃金改善を行う必要があります。 

① 平均賃金改善額の比率  ａ＞b  かつ  ｂ ｃ ＝ ２ １以下  を満たす 

② ａについては月額８万円の改善 or 改善後の賃金が年額 440 万円となる職員を１名以上 

③ ｃについては改善後の賃金が年額 440 万円以下 

  

 

４ 処遇改善加算等に係るＱ＆Ａ （一部抜粋）           

○ 配分対象と配分ルールについて 

Q１ 経験・技能のある介護職員について、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護
福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続 10 年の考え方については、事業所の
裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。（H31.4.12 vol.1） 

Ａ１ 

「勤続 10 年の考え方」については、 

・勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での

経験等も通算する 

・すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以

上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする 

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 

 

－31－



Q２ 月額８万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善
を含めて計算することは可能か。（H31.4.12 vol.1） 

Ａ２ 

月額８万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にもよ
る賃金改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは
分けて判断することが必要である。 

 

Q３ 本部の人事、事業部で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「そ
の他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。（R1.7.23 
vol.2） 

Ａ３ 
特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合

には、その他の職種に含めることができる。 

○ 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Ｑ＆Ａ 

介護保険最新情報 Vol.993 令和３年６月 29 日 

問１ 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額１、２（前年度の（介護職員の）賃金

の総額）及び基準額３（グループ別の前年度の平均賃金額）の欄が設けられているが、

実績報告書の提出時において、基準額１、２及び３に変更の必要が生じた場合について、

どのように対応すればよいか。 

答 

・ 処遇改善加算及び特定加算（以下「処遇改善加算等」という。）については、原

則、当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、処遇改

善加算等による収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認し

ているところ。 

・ 当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、 

① 前年度の賃金の総額（基準額１、２） 

② 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額 

を比較し計算することとしているが、①について職員構成や賃金改善実施期間

等が変わることにより、修正が必要となった場合や、②について経営状況等が変

わった場合、以下の取扱いが可能である。 

＜①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、 

修正が必要となった場合＞ 

当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等

により、前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画

書策定時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額

が、②と比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。 

通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額１、２の額を推計するこ

とにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変

更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。（令和２年度

実績報告書においては、説明方法は問わないが、令和３年度においては、「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
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務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16 日老発 0316 第４号）

でお示しした実績報告書（様式３-１）の「⑥その他」に記載されたい。） 

なお、これは、基準額３についても同様であるとともに、推計方法は、令和３年

度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和３年３月 19 日）問 22 を参考に

されたい。 

＜②について経営状況等が変わった場合＞ 

サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、

資金繰りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合

は、特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定に

より賃金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要

額が加算総額を下回ることも差し支えない。 

なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、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）問 56 の

とおり、可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。 

 

問２ 実績報告書別紙様式３-２において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグル

ープ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。 

答 

・ 特定加算の配分比率を確認するため、介護職員について、経験・技能のある介護

職員（Ａ）と他の介護職員（Ｂ）にわけ、特定加算に加え、処遇改善加算について

もグループ別内訳の記載を求めているところ。 

・ 記載に当たっては、原則として、各グループに実際の配分された額の記載を求め

ているが、処遇改善加算について、経験・技能のある介護職員（Ａ）と他の介護職

員（Ｂ）で区別せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、（Ａ）

（Ｂ）間の人数比等により推計し記載することも可能であること。 

・ なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式３－２の処遇改善

加算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。 

 

問３ 独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式３-１及び３-２にお

ける賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善につ

いてどのような記載すればよいか。 

答 

・ 原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。

そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式３－１において賃金改

善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載すること

が可能であり、別紙様式３－２においては、 

－ 本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか 

－ 本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載する 

ことが可能。 

・ なお、別紙様式３-１において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載する
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ことを妨げるものではない。 

・ また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分

ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の

急な退職や独自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書

通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができ

なかった場合については、令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和

３年３月 19 日）問 24 も参照されたい。 

・ なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式３-２の処遇改善加

算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。 

 

問４ 実績報告書別紙様式３-１及び３-２に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加

算の総額について、賃金改善実施期間を４月から翌年３月までの期間以外で設定してい

る事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及

び加算の総額を記載することが可能か。 

また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、

事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可

能か。 

答 

・ 実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の

総額及び加算の総額を記載することが可能である。 

・ 事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合

理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和２年度は令和２年７月〜

令和３年６月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が、令和３年度から令

和３年４月〜令和４年３月に変更しようとする場合、令和２年度の処遇改善計画書

の賃金改善実施期間を変更する届出を行い、令和２年７月〜令和３年３月の９ヵ月

に短縮することも考えられること。 

なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。 

 

- 基準額１・２については、原則として、「加算を取得する前年の１月から 12 月

までの 12 か月間の（介護職員の）賃金の総額」を記入することとしているが、

この場合、「加算を取得する前年の１月から 12 月までの 12 か月間の（介護職員

の）賃金の総額」から 12 を除して、変更した期間（上記の場合は９か月間）の

月数を掛けて得られた額を記載することとし、 

 

- 処遇改善計画書別紙様式２-１の（１）④ⅱ）(イ)及び(ウ)、（２）⑥ⅱ）(イ)及

び(ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知され

る「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしている

が、この場合、12 か月間の加算の総額から 12 を除して、変更した期間（上記の

場合は９か月間）の月数を掛けて得られた額を記載することとする 
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8 ベースアップ等支援加算   

ベースアップ等支援加算は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月

19 日閣議決定）を踏まえ、介護職員の収入を３％程度（月額 9,000 円相当）引き上げるため

の措置を講じるため、令和４年 10 月より創設された加算となります。 

算定に当たっては、算定を希望する月の２ヶ月前の月末までに計画書を提出する必要があり

ます。併せて、加算等の届出を期日までに提出してください。（居宅系サービス…算定を開始

する月の前月 15 日まで。施設系サービス…算定を開始する月の１日まで。） 

※計画書の提出期日と加算等の届出の提出期日が異なりますのでご注意ください。 

1 算定要件 

   介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。(ベースアップ

等支援加算と同時に介護職員処遇改善加算の算定を開始する場合を含む。) 

  賃金改善の見込額が、ベースアップ等支援加算の見込額を上回ること。 

  賃金改善の合計額の３分の２以上は、介護職員のベースアップ等（基本給又は決まって毎

月支払われる手当の引き上げ)に充てること。 

2 単位数 

サービス区分 加算率 

○ 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 

2.4％ 

○ 通所介護 

○ 地域密着型通所介護 
1.1％ 

○（介護予防）認知症対応型通所介護 2.3％ 

○（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

○ 看護小規模型居宅介護 
1.7％ 

○（介護予防）認知症対応型共同生活介護 2.3％ 

○（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 
1.5％ 

○ 介護福祉施設サービス 

○ 地域密着型介護老人福祉施設 

○（介護予防）短期入所生活介護 

1.6％ 

○ 介護保険施設サービス 

○（介護予防）短期入所療養介護（老健） 
0.8％ 

 

３ 配分対象と配分方法                 

   配分対象  介護職員及びその他の職員 

   配分比率  事業所の判断により柔軟な設定が可能 

※いずれについても、介護職員の処遇改善を目的としていることを十分に踏まえ設定してく

ださい。 
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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加

算の算定に当たっては、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等

ベースアップ等支援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」（令和４年６月 21 日老発 0621 第１号厚生労働省老健局長）に算定要件の詳細、事務処理

手順及び様式例が示されているためご確認ください。 

 

○ 厚生労働省ウェブサイト掲載場所 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html 
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