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令和元年度実地指導の結果について（報酬） 

 

▶ 介護報酬 

 

 【根拠法令】指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成 12年 2月 10 日）厚生省告示第 20号 

                                      …（以下「報酬告示」という。） 

厚生労働大臣が定める基準（平成 27年 3月 23日）厚生労働省告示第 95号 

【通  知】指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉

用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について（平成 12年 3月 1日）老企第 36号 …（以下「留意事項通知」という。） 

 

 

１ 居宅介護支援費 

基 準 等 

別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表 

居宅介護支援費 

イ (1)～(3) 略 

注 1  

（前略） 

イ 居宅介護支援費(Ⅰ) （前略）（以下「取扱件数」という。）が 40未満である場合又は 40

以上である場合において、40未満の部分について算定する。 

ロ 居宅介護支援費(Ⅱ) 取扱件数が 40 以上である場合において、40 以上 60 未満の部分に

ついて算定する。 

ハ 居宅介護支援費(Ⅲ) 取扱件数が 40以上である場合において、60以上の部分について算

定する。  

報酬告示 別表 イ(1)～(3)注 1 

指導内容 取扱件数が 40 以上 60未満の部分について、居宅介護支援費(Ⅰ)で算定している。 

ポイント   ☞報酬請求時のチェック体制を整えること 

 単純なミスやシステムの設定による誤請求が複数の事業所で見受けられました。 

 請求前に区分に誤りがないか確認してください。 
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２ 退院・退所加算 

基 準 等 

(1) 略 

(2) 算定区分について 

 退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入所期間中 1回（医

師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居

宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場

合を含む）のみ算定することができる。 

 ①～③ 略 

(3) その他の留意事項 

 ① (2)に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

  イ 病院又は診療所 

    診療報酬の算定方法（平成 20 年厚生労働省告示第 59 号）別表第 1 医科診療報酬点数表の

退院時共同指導料 2の注 3の要件を満たすもの。 

留意事項通知第 3の 13 (3)① 

指導事項 
医療機関から情報提供を受ける方法のうち、カンファレンスの定義を満たさないものについて算

定している。 

ポイント 

 

注 3 

注１の場合において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療

機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生

士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）、理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員（介護保険法第７条第５項に規定する介

護支援専門員をいう。以下同じ。）又は相談支援専門員（障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

（平成２４年厚生労働省令第２８号）第３条第１項又は児童福祉法に基づく指定障害児相談

支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２９号）第３条第１項

に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）のうちいずれか３者以上と共同して指導を行

った場合に、多機関共同指導加算として、２，０００点を所定点数に加算する。 

 

☞入院中の病院等の医師又は看護師のほかに、次のうち 3者以上いればよい 

①患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の医師（若しくは看護師等）                 

②保険医である歯科医師（若しくはその指示を受けた歯科衛生士） 

③保険薬局の薬剤師 

④訪問看護ステーションの訪問看護師等（准看護師を除く）、理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士 

⑤介護支援専門員 

⑥相談支援専門員 
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３ 特定事業所集中減算 

基 準 等 

(1) 略 

(2) 判定方法 

 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下「訪問介護サービス等」という。）が

位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについ

て、最もその紹介件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス

計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて 80％を超えた場合に減

算する。 

（後略）  

(3) 算定手続 

 判定期間が前期の場合については 9 月 15 日までに、判定期間が後期の場合については 3 月 15

日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結

果 80％を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならない。なお、80％を超

えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において 5年間保存しなければならない。 

①～⑤ 略  

留意事項通知第 3の 10 

指導事項 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数で計算すべきところ、事業所単位で計

算している。 

80％を超えた場合の市町村長への届出がされていない。 

ポイント 

 

判定期間 減算適用期間 提出期限 

前期(3月 1日～8月末日) 10月 1日～3月 31日 9月 15日まで 

後期(9月 1日～2月末日) 4月 1日～9月 30日 3月 15日まで 

 

☞算定時は、それぞれの事業所の法人を確認すること 

☞正当な理由に該当するかどうかは市町村長が判断する 

80％を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を市町村長に

提出すること。例示されている正当な理由に該当する場合であっても提出が必要です。 
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４ 入院時情報連携加算 

基 準 等 

利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利

用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働

大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者 1人につき 1月に 1回を限度として所定単位数を

加算する。（後略） 

報酬告示 別表二注 

(1) 総論 

 「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況（例えば疾患・病歴、認知

症の有無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法

や家族介護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者 1人に

つき、1月に 1回を限度として算定することとする。 

 また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提供手段（面談、ＦＡ

Ｘ等）等について居宅サービス計画等に記録すること。（後略） 

(2)～(3) 略 

留意事項通知第 3の 12 

指導事項 サービスの利用状況の情報を提供した記録がない。 

ポイント ☞情報提供の内容が「必要な情報」を含んでいるか、記録したか確認すること 

※入院時情報連携加算に係る様式例の提示がされています。（平成 21 年 3 月 13 日老振発第

0313001 号厚生労働省老健局振興課長通知）当該加算の算定を担保するための標準様式例となり

ますので、情報提供の際、参考にしてください。 

※あくまで様式例です、当該様式以外の様式を使用しても問題ありません。 

☞情報提供を行った際は、受取確認をすること 

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、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

おかなければなりません。 
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５ 特定事業所加算 

基 準 等 

(1)～(2) 略 

(3) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第 84号に規定する各要件の取扱いについては、次に定めるところによること。 

①～② 略 

③ (3)関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会

議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。 

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

 (1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

 (2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

 (3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

 (4) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

 (5) ケアマネジメントに関する技術 

 (6) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

 (7) その他必要な事項 

イ 議事については、記録を作成し、5年間保存しなければならないこと。 

ウ 「定期的」とは、おおむね週 1回以上であること。 

 ④～⑩ 略 

 ⑪ (12)関係 

 特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域にお

ける居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法

人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先

して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他

事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならな

い。（後略） 

 ⑫～⑮ 略 

(4) 手続 

 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録

を作成し、5 年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなけれ

ばならない。 

留意事項通知第 3の 11 

指導事項 
特定事業所加算の要件である情報伝達会議、事例検討会、研修等を実施した際の記録が不十分で

あった。 

ポイント ☞あらかじめ記録の様式に要件を含んだ内容を定める等、工夫すること 

☞基本的な取扱方針を十分に踏まえ、事業所加算制度の趣旨に合致した適切な運用を図ること 

 要件を満たすだけでなく、制度の趣旨を理解した上で適切に運用してください。 

 


