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Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

【人員基準】
１

介護予防事業関係

（質問）

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。
（回答）

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

【設備基準】
１

機能訓練室等の確保

（質問）

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。
（回答）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

【運営基準】
１ 送迎
（質問）

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。
（回答）

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

２

介護報酬等に係る Q&A

複数の通所介護事業所の利用

（質問）

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。
（回答）

可能である（通所リハビリテーションも同様）
。
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

３

食材料費の徴収

（質問）

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。
（回答）

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

４

通所介護におけるおむつの処理代

（質問）

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。
（回答）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

５

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

（質問）

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。
（回答）

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

６

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

（質問）

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）
（回答）

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

７

通所サービス利用時の理美容サービスの利用

（質問）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
サービスを提供することはできるか。
（回答）

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

８

通所サービス利用時の理美容サービスの利用

（質問）

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。
（回答）

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

９

通所サービスの所要時間

（質問）

6 時間以上 8 時間未満の単位のみを設定している通所介護事業所において、利用者の希望によ
り、4 時間以上 6 時間未満のサービスを提供することはできるか。
（回答）

4 時間以上 6 時間未満のサービスの一部を受ける利用者が 6 時間以上 8 時間未満のサービスの
一部を受けるのではなく、4 時間以上 6 時間未満のサービスの中で介護計画が適切に作成され､利
用者にとって必要なサービスが提供される場合は、提供できる。
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

１０

通所サービスの所要時間

（質問）

「通所介護計画上、6 時間以上 8 時間未満の通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の
状況から、5 時間の通所介護を行った場合には、6 時間以上 8 時間未満の通所介護の単位数を算定
できる。」とされているが、その具体的内容について
（回答）

通所サービスの所要時間については､現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けら
れた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている。
こうした趣旨を踏まえ、6～8 時間のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当
日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず 5 時間でサービス提供を中止した場合に、当

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。
（ただし、利用者負担の軽減の観点
から､4 時間以上 6 時間未満の所定単位数を算定してもよい。）こうした取り扱いは､6～8 時間のサ
ービス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事業所を想定しており､限定的に適用されるものである。
当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は､当初の通所介護計画
を変更し､再作成されるべきであり､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。
（例）
①利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより 5 時間
程度のサービスを行った場合には､利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変
更し､再作成されるべきであり､5 時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
②利用者の当日の希望により 3 時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には､利用者の当
日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成するべきであり、3 時間程度の所要
時間に応じた所定単位数を算定する。
③6 時間以上 8 時間未満の通所介護を行っていたが､当日利用者の心身の状況から 1～2 時間で
中止した場合は､当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮している
ため､当日のキャンセルとして通所サービスを算定できない。
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

１１

併設医療機関の受診の場合の取り扱い

（質問）

通所サービスと併設医療機関等の受診について
（回答）

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

１２

併設医療機関の受診の場合の取り扱い

（質問）

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
（回答）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
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

１３

食費関係

（質問）

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。
（回答）

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

１４

食費関係

（質問）

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。
（回答）

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

１５

食費関係

（質問）

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。
（回答）

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

１６

食費関係

（質問）

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。
（回答）

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

１７ 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）

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
（質問）

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。
（回答）

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)

１８ 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）
（質問）

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。
（回答）

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)

１９ 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）
（質問）

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。
（回答）

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)

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

２０ 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）
（質問）

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。
（回答）

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)

２１ 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）
（質問）

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。
（回答）

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)

２２ 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）
（質問）

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。
（回答）

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、

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
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□・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)

２３ 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）
（質問）

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。）
（回答）

介護予防通所介護（通所介護）で提供する□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、□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)

２４

定員関係

（質問）

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。
（回答）

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)

２５

定員関係

（質問）

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過
した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。
（回答）

介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で
行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位（月平均）とすることとしている。また、
多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと
想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとしたところで
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)

２６

定員関係

（質問）

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。
（回答）

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)

２７

介護予防通所介護（複数事業所利用）

（質問）

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。
（回答）

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)

２８

介護予防サービス（定額報酬の範囲）

（質問）

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。
（回答）

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。

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
18.4.21 介護制度改革 information

２９

vol.96 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.3)

療養通所介護対象者

（質問）

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。
（回答）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

【報酬】
１ 加算の請求
（質問）

加算を意識的に請求しないことはよいか。
（回答）

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

２

介護報酬等に係る Q&A

通所介護費の算定

（質問）

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。
（回答）

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

３

通所サービスの所要時間

（質問）

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
（回答）

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

４

延長加算

（質問）

延長加算の所要時間ついて
（回答）

延長加算は､実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において､実際に延
長サービスを行ったときに､当該利用者について算定できる。
通所介護の所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が 8 時間以上となるときに 1 時間ご
とに加算するとしているが､ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨
を踏まえれば不適切である。
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

５

延長加算

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
（質問）

延長加算と延長サービスにかかる利用料の関係について
（回答）

通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については､サービス提供時間が 8 時間未満にお
いて行われる延長サービスやサービス提供時間が 10 時間以上において行われる延長サービスに
ついて徴収できる.また、サービス提供時間が 10 時間未満において行われる延長サービスについ
て延長加算にかえて徴収できる。このとき当該延長にかかるサービス提供について届出は必要な
い。
ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。
（参考）延長加算および利用料の徴収の可否
例①・②は 8 時間を超える部分（2 時間分）を算定できる。例③は延長加算にかかる時間帯の
うち、8 時間を超える部分（1 時間分）のみ算定できる
例①

サービス提供時間

8 時間で 2 時間延長の場合

例②

サービス提供時間

7 時間で 3 時間延長の場合（7 時間から 8 時間の間は利用料、8 時間

から 10 時間が延長加算の設定）
例③

サービス提供時間

7 時間で 3 時間延長の場合（7 時間から 9 時間の間は延長加算、9 時

間から 10 時間が利用料の設定）
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

延長加算

（質問）

延長加算に係る延長時間帯における人員配置について
（回答）

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

７

延長加算

（質問）

延長加算に係る届出について
（回答）

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

通所サービス費の算定

（質問）

6 時間の通所サービスに引き続いて 4 時間の通所サービスを行った場合は､それぞれの通所サー

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
ビス費を算定できるか。
（回答）

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。
単に日中の通所サービスの延長として夕方に通所サービスを行う場合は、通算時間は 10 時間と
して、所要時間 6 時間以上 8 時間未満の通所サービス費に 2 時間分の延長サービスを加算して算
定する。
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）

９

通所サービスの算定

（質問）

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。
（回答）

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）

１０ 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
（キャンセル料等）
（質問）

これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することがで
きたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセ
ルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。
（回答）

キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえ
ると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。
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)

１１ 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
（基本単位）
（質問）

送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされな
いのか。
（回答）

送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては、引き続

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
き希望される利用者に対して適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えている。た
だし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考
えていない。
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 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
（定員超過・人員欠如減算）
（質問）

介護予防通所介護・通所リハビリテーションの定員超過・人員欠如の減算については、歴月を
通じて人員欠如の場合のみを減算とするのか。
（回答）

介護予防通所介護・通所リハビリテーションについては、月単位の包括報酬としていることか
ら、従来の一日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過・人員欠如があれば、次
の月の全利用者について所定単位数の 70％を算定する取扱いとしたところである。なお、この取
扱いについては、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので
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)

１３ 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
（アクティビティ実施加算）
（質問）

計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数
や最低時間などは示されるのか。
（回答）

様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同様の計画（介護計画等）に基づくサ
ービス提供が適切になされれば、加算の対象とすることとしている。
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)

１４ 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
（アクティビティ実施加算）
（質問）

(アクティビティ実施加算関係）加算算定のための人員配置は必要ないのか。
（回答）

特に基準を超える人員を配置してサービスを実施する必要はなく、従来通りの人員体制で、計
画に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象となる。
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)

１５ 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
（アクティビティ実施加算）
（質問）

事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
（回答）

現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象と
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)

１６ 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：総論）
（質問）

選択的サービスについては、月 1 回利用でも加算対象となるのか。また、月 4 回の利用の中で
1 回のみ提供した場合には加算対象となるのか。
（回答）

利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件を満たしている場合には加算の対象
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)

１７ 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：総論）
（質問）

選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。
（回答）

選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス
提供に当たり必要な時間配置していれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職
務と兼務することも可能である。
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)

１８ 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：総論）
（質問）

(選択的サービス関係）各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通
所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式
等は作成しないのか。
（回答）

各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計
画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。な
お、計画書の参考様式については特に示すことは考えていないので、厚生労働省のホームページ
に掲載している「介護予防に関する事業の実施に向けた具体内容について」
（介護予防マニュアル）
や「栄養マネジメント加算及び経□移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
（平成 17 年 9 月 7 日老老発第 0907002 号）も参考に各事業所で工夫して、適切なサービス提供が
図られるよう、必要な計画の作成を行われたい。
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)

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

１９ 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：運動器機能向上加算）
（質問）

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外
に利用時間を通じて 1 名以上の配置が必要か。また、1 名の看護職員で、運動器機能向上加算、
口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
（回答）

運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、看護職員、
柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を
通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行
う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サー
ビス、□腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護
職員 1 名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかど
うかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
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)

２０ 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：運動器機能向上加算）
（質問）

運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提
供してもよいか。
（回答）

個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算
の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨
げるものではない。
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)

２１ 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：運動器機能向上加算）
（質問）

運動器の機能向上加算は 1 月間に何回か。また、1 日当たりの実施時間に目安はあるのか。利
用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めるこ
とは認められるか。
（回答）

利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して
実施されたい。また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケアマネジメントにお
いて把握されるものと考えている。
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)

２２ 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：運動器機能向上加算）

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
（質問）

介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。
（回答）

特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全
かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。
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)

２３ 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：運動器機能向上加算）
（質問）

介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、
PT,OT,ST ではなく、看護職員ではいけないのか。
（回答）

介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サ
ービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハ
ビリの専門職種であるＰＴ、ＯＴ又はＳＴの配置を算定要件上求めているところであり、看護職
員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の
指示を受けたこれらの 3 職種若しくは看護職員が実施することは可能である。
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)

２４ 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：栄養改善加算）
（質問）

(栄養改善加算関係）管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別
を問わないのか。
（回答）

管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場
合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が
遂行できるような勤務体制が必要である。
（なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにお
ける栄養改善加算についても同様の取扱いである｡）
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)

２５ 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：栄養改善加算）
（質問）

(栄養改善加算関係）管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは
可能か。
（回答）

介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支
障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの
管理栄養士とを兼務することは可能である。
（なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションに

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
おける栄養改善加算についても同様の取扱いである｡）
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)

２６ 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：栄養改善加算）
（質問）

(栄養改善加算関係）管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められ
るのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
（回答）

当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用
された管理栄養士（労働者派違法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む｡）が
行うものであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない。な
お、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは差
し支えない。
（居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算について
も同様の取扱いである｡）
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)

２７ 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：栄養改善加算）
（質問）

(栄養改善加算関係）管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することがで
きれば認められるのか。
（回答）

適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多
職種協働により行うことが必要である。
（なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおけ
る栄養改善加算についても同様の取扱いである｡）
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)

２８ 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：栄養改善加算）
（質問）

(栄養改善加算関係）栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では 3 月毎に継続の確認を行
うこととなっているが、
「栄養改善マニュアル」においては、6 月を 1 クールとしている。どのよ
うに実施したらよいのか。
（回答）

低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しその効果を得るためには一定の期間が必要
であることから、栄養改善マニュアルにおいては 6 月を 1 クールとして示されている。報酬の算
定に当たっては、3 月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者の栄養状態の改善や食
生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3 月毎に低栄養状態のスクリーニング
を行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、低栄
養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断された場合には継続して支援されたい。

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
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)

２９ 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）
（質問）

(口腔機能向上加算関係）言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した
場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員では
どうか。
（回答）

口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーショ
ン事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員（労働者派遣法に基づく紹介予定派
遣により派遣されたこれらの職種の者を含む｡）が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の
業務を委託することは認められない。
（なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーション
における□腔機能向上加算についても同様の取扱いである｡）
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)

３０ 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：事業所評価加算）
（質問）

(事業所評価加算関係）事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価
であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する
説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。
（回答）

事業所評価加算を算定できる事業所は、介護予防の観点からの目標達成度の高い事業所である
ことから利用者負担も高くなることについて、介護予防サービス計画作成時から利用者に十分に
説明し、理解を求めることが重要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)

３１ 介護予防通所介護・通所リハビリテーション
（事業所評価加算）
（質問）

(事業所評価加算関係）要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、
当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者
に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのでは
ないか。
（回答）

介護予防サービス計画には生活機能の向上の観点からの目標が定められ、当該目標を達成する
ために各種サービスが提供されるものであるから、当該目標が達成されれば、それは「サービス
の提供が終了した」と認められる。したがって、その者がサービスから離脱した場合であっても、
新たな目標を設定して引き続きサービス提供を受ける場合であっても、評価対象者には加えられ
るものである。

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
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)

３２

規模別報酬関係

（質問）

実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応えて日祝日にも実施している事業所が不利と
なるが、これらの事業所の算定特例は検討されないのか。
（回答）

利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対応する観点から、実績規模別の報酬に関
する利用者の計算に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所につい
ては、一週当たりの利用延人員数に 6／7 を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均利用
者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報酬を算定する取扱いとする。
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)

３３

規模別報酬関係

（質問）

事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定
ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
（回答）

いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数の計算に当
たって含めない取扱いとする。
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)

３４

個別機能訓練加算

（質問）

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。
（回答）

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)

３５

若年性認知症ケア加算

（質問）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
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。
（回答）

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)

３６

基本単位関係

（質問）

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。
（回答）

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)

３７

個別機能訓練加算

（質問）

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。
（回答）

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

３８

vol.96 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.3)

介護予防サービス(日割り算定）

（質問）

介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引越する場合や、介護予防サービスを受
ける者が新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサ
ービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方
法如何。
（回答）

日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
に応じた日数による日割りとする。
（用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定
対象日数を乗じて単位数を算定する｡）
（※）契約日から契約解除日までの期間
詳しくは、
「介護制度改革インフォメーション vol.76 の月額包括報酬の日割り請求にかかる
適用＜対象事由と起算日＞」を参照されたい。
18.4.21 介護制度改革 information

３９

vol.96 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.3)

介護予防サービス(基本部分のみの利用）

（質問）

介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、3 つの選択的メニューの加算又はアク
ティビティ加算を希望しない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。
（回答）

可能である。
18.4.21 介護制度改革 information

４０

vol.96 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.3)

栄養マネジメント加算・口腔機能向上加算

（質問）

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。
（回答）

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□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

４１

vol.102 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(VOL4)

栄養マネジメント加算

（質問）

通所サービスにおいて栄養マネジメント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。
（回答）

両者が同時に提供され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

４２

vol.102 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(VOL4)

短期集中リハビリテーション実施加算

（質問）

通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所）日」について、
短期入所生活介護(療養介護）からの退院(所）も含むのか。
（回答）

短期入所からの退院（所）は含まない。

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
18.5.2 介護制度改革 information

４３

vol.102 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(VOL4)

人員欠如減算

（質問）

平成 18 年 4 月改定関係Ｑ＆A VOL.1 問 17 において示された通所介護における看護職員につい
ての具体的な人員欠如の計算方法如何。
（回答）

通所介護における看護職員については、月平均で 1 名以上を配置するものとしているところで
あるが、この場合の減算の考え方は、
「指定居宅サービス費の額の算定基準（短期入所サービス等
に係る部分）等の制定に伴う実施上の留意事項」
（平成 11 年老企第 40 号）に定められた介護保険
施設等における人員欠如減算と同様、人員基準上必要とされる員数から 1 割を超えて減少した場
合には、翌月分を減算することとする。なお、この措置は 4 月 1 日に遡って適用することとする。
（算定式）（単位ごと）
サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日≧0.9
18.6.30 介護制度改革 information vol.114 平成 18 年 4 月改定関係 Q＆A(VOL5)及び平成 18 年 7 月改定関係 Q＆A(経
過型介護療養型医療施設関係）

４４

事業所評価加算

（質問）

いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。
（回答）

1 事業所評価加算の評価対象となる利用者は、
①評価の対象となる事業所にて、選択的サービスに係る加算を連続して 3 月以上算定しており
②選択的サービスに係る加算より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けている者であ
ることから、選択的サービスの提供を受けた者の全てが評価対象受給者となるものではない。
2 評価の対象となる期間は、各年 1 月 1 日から 12 月 31 日までであるが、各年 12 月 31 日まで
に、国保連合会において評価対象受給者を確定する必要があることから、
① 9 月までに選択的サービスの提供を受け、10 月末日までに更新変更認定が行われた者までが、
翌年度の事業所評価加算の評価対象受給者であり、
②11 月以降に更新・変更認定が行われた者は翌々年度の事業所評価加算の評価対象受給者とな
る。
3 なお、選択的サービスに係る加算や受給者台帳情報は、国保連合会が一定期間のうちに把握
できたものに限られるため、例えば、評価対象期間を過ぎて請求されてきた場合等は評価対象と
ならない。
18.9.11 平成 18 年 4 月改定関係 Q&Avol.7(事業所評価加算関係)

４５

事業所評価加算

（質問）

事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを 3 月以上利用することが要件
とされているが、連続する 3 月が必要か。また、3 月の間に選択的サービスの種類に変更があっ
た場合はどうか。

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
（回答）

選択的サービスの標準的なサービス提供期間は概ね 3 月であることから、評価対象受給者につ
いては選択的サービスを 3 月以上連続して受給する者を対象とすることとしている。
また、選択的サービスの標準的なサービス提供期間は概ね 3 月であることから、通常 3 月は同
一の選択的サービスが提供されるものと考えているが、連続する 3 月の中で選択的サービスが同
一でない場合についても、国保連合会においては、評価対象受給者として計算することとしてい
る。
18.9.11 平成 18 年 4 月改定関係 Q&Avol.7(事業所評価加算関係)

４６

事業所評価加算

（質問）

評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用
実人員数が 10 名以上であること。」とされているが、10 名以上の者が連続する 3 月以上の選択的
サービスを利用する必要があるのか。
（回答）

単に利用実人数が 10 名以上であればよく、必ずしもこれらの者全員が連続する 3 月以上の選択
的サービスを利用している必要はない。
18.9.11 平成 18 年 4 月改定関係 Q&Avol.7(事業所評価加算関係)

４７

事業所評価加算

（質問）

4 月に A 事業所、5 月に B 事業所、6 月に C 事業所から選択的サービスの提供があった場合は評
価対象となるのか。
（回答）

事業所評価加算は事業所の提供する効果的なサービスを評価する観点から行うものであること
から、同一事業所が提供する選択的サービスについて評価するものであり、御質問のケースにつ
いては、評価対象とならない。
18.9.11 平成 18 年 4 月改定関係 Q&Avol.7(事業所評価加算関係)

４８

事業所評価加算

（質問）

都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すれ
ばよいか。
（回答）

ホームページへの掲載や事業所ヘの文書の郵送等による方法等が考えられるが、どのような方
法で行うかは都道府県の判断による。
なお、利用者が事業所を選択するに当たっては、地域包括支援センターが当該事業所が事業所
評価加算の算定事業所である旨を説明することとなるが、その事業所の選択やケアプラン作成等
に支障が生じることのないよう、事業所評価加算の対象事業所情報については、地域包括支援セ
ンター(介設予防支援事業所)、住民等にも十分に周知いただきたい。
18.9.11 平成 18 年 4 月改定関係 Q&Avol.7(事業所評価加算関係)

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

４９

介護予防サービス等の介護報酬の算定等

（質問）

要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如
何。また、当該変更後(前）にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。
（回答）

1 平成 18 年 3 月 16 日に発出した「介護保険制度改革 Information vol.76」において、日割
りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。
2 ただし、報酬区分が変更となる前（後）のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬
区分が変更となった後（前）の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区
分は算定しない。
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５０

通所介護等の事業所規模区分の計算

（質問）

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。
（回答）

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。
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５１

口腔機能向上加算（通所サービス）

（質問）

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。
（回答）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
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。
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５２

口腔機能向上加算（通所サービス）

（質問）

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。
（回答）

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。
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５３

栄養改善加算（通所サービス）

（質問）

(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。
（回答）

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。
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Q&A（通所介護・介護予防通所介護）

５４

個別機能訓練加算

（質問）

個別機能訓練加算Ⅱの算定を予定していた利用者について、月の途中で、必要な計画の変更等
を行い、同加算Ⅰに変更して差し支えないか。
（回答）

個別機能訓練加算Ⅱの要件を満たす事業所は、当然に同加算Ⅰの要件も満たすものであるが、
同一事業所において同加算Ⅱと同加算Ⅰの双方を算定することを想定している場合には、双方の
加算を取る旨の体制届出を行っている必要がある。問のケースのように、同加算Ⅱを算定すると
予定していた日において、その要件を満たすことはできないが、同加算Ⅰの要件を満たすときは、
あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、必要な計画の変更等を行い、同加算Ⅰを算定する
ことは差し支えない。
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５５

個別機能訓練加算・運動器機能向上加算

（質問）

介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算Ⅱを算定するた
めに配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配
置された機能訓練指導員を兼務することは差し支えないか。
（回答）

通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サービスの提供、それ
ぞれに支障のない範囲で可能である。
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５６

個別機能訓練加算

（質問）

個別機能訓練加算Ⅱ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か。
（回答）

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。
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５７

個別機能訓練加算

（質問）

個別機能訓練加算Ⅱ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。
（回答）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
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。
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５８

特定高齢者へのサービス提供

（質問）

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。
（回答）

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。
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５９

個別機能訓練加算

（質問）

通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策
定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービ
スに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。
（回答）

個別機能訓練加算Ⅰを算定するには、１日１２０分以上専従で１名以上の機能訓練指導員の配
置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従する
ことまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員
を兼務し、要件を満たせば、個別機能訓練加算Ⅰを算定することは可能であり、また、当該看護
職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務する
ことも可能である。
ただし、都道府県においては、看護職員を１名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて
行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすよう
な業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
なお、個別機能訓練加算Ⅱの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を
通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員と

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
しての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとな
っている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼
務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。
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６０

規模別報酬関係

（質問）

同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、すべての
単位を合算するのか。
（回答）

実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。
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６１

規模別報酬関係

（質問）

(通所介護）事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェ
ックしないのか。
（回答）

事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査
等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。
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６２

若年性認知症利用者受入加算

（質問）

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。
（回答）

６５歳の誕生日の前々日までは対象である。
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６３

若年性認知症利用者受入加算

（質問）

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。
（回答）

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。
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６４

口腔機能向上加算

（質問）

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

Q&A（通所介護・介護予防通所介護）
いずれにおいて判断するのか。
（回答）

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。
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６５

栄養改善加算

（質問）

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。
（回答）

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。
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６６

若年性認知症利用者受入加算

（質問）

若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーション
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。
（回答）

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介護予防
通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては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。
ただし、当該月において６５歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は算定
できない。
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