別紙４
○

指定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17日老計発第
0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄）

新

旧

第１
１

届出手続の運用
第１ 届出手続の運用
届出の受理
１ 届出の受理
⑴～⑷ （略）
⑴～⑷ （略）
⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期
⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期
届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）
届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）
については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者
については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者
に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場
に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場
合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す
合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す
るものとすること。
るものとすること。
また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護
また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護
については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する
については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する
月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定
月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定
を開始するものとすること。
を開始するものとすること。
ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前
ただし、平成 27 年４月から算定を開始する加算等の届出については、
記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指導
前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指
に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについて
導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについ
は、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施
ては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定
設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれば
施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれ
足りるものとする。
ば足りるものとする。
介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であること
介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ
から、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ
ンについては、月額定額報酬であることから、月途中からのサービス開始、
ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定するこ
月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上
ととし、日割り計算は行わない。
に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。
ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か
ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か
ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所
ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所
を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度
を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度
が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を
が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を
算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費
算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費
(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合
(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合
については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。
については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。
第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
１ 通則
１ 通則
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⑴

算定上における端数処理について
単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの
割合を乗ずる計算に限る。
）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）
を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算
になる。
この計算の後、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
等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第 12 条
に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）
を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に
満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。
なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード
を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位
数（整数値）である。
⑵ サービス種類相互の算定関係について
介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活
介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域
密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。
）は算定
しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の
提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対
してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ
せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介
護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪
問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、
介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費並び
に介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護
費は算定しないものであること。
なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護
又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ
ること。
⑶～⑹ （略）
⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー
ションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条の２の定義上、要支
援者の居宅において行われるものとされており、要支援者の居宅以外で行
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⑴

算定上における端数処理について
単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの
割合を乗ずる計算に限る。
）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）
を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算
になる。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード
として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整
数値）である。
⑵ サービス種類相互の算定関係について
介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活
介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域
密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。
）は算定
しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の
提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対
してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ
せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介
護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪
問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問
リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテ
ーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多
機能型居宅介護費は算定しないものであること。
なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護
又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ
ること。
⑶・⑷ （略）
⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予
防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条
の２の定義上、要支援者の居宅において行われるものとされており、要支

われるものは算定できない。
⑹ （略）
（削る）

⑺

援者の居宅以外で行われるものは算定できない。
⑹ （略）
⑺ 栄養管理について
介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身の状況に
応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、介護予防短期入所生
活介護及び介護予防短期入所療養介護においては、常勤の管理栄養士又は
栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を
行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。
（新設）

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて
常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり
とすること。
① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母
性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育
児・介護休業法」という。
）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24
条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため
の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30
時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤
務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす
る。
② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている
常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基
本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置
又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて
いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ
ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と
して取り扱うことを可能とする。
また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が
労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健
康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条
第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制
度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。
）の
規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず
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る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ
る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す
ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。
⑻ 文書の取扱いについて
① 電磁的記録について
指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑻において「事
業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に
より行うことができる。
イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製
する方法によること。
ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。
ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備
えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル
により保存する方法
ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき
た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ
ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存
する方法
ハ その他、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び
に指定介護予防サービス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（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第
293 条第１項において電磁的記録により行うことができるとされてい
るものに類するものは、イ及びロに準じた方法によること。
ニ また、電磁的記録により行う場合は、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」等を遵守すること。
② 電磁的方法について
事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用
者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること
ができる。
イ 電磁的方法による交付は、指定介護予防サービス基準第 49 条の２
第２項から第６項までまでの規定に準じた方法によること。

（新設）
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ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意
の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての
Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）
」を参考に
すること。
ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明
確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子
署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ
（令和２年６月 19 日内閣府法務省経済産業省）
」を参考にすること。
ニ その他、指定介護予防サービス基準第 293 条第２項において電磁的
方法によることができるとされているものに類するものは、イからハ
までに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的
方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。
ホ また、電磁的方法による場合は、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」等を遵守すること。
③ その他
イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書
については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り
扱うものとすること。この場合において、
「押印についてのＱ＆Ａ（令
和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）
」を参考にすることと
し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ
と。
ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ
ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書
類等を求めないものとすること。
２ 介護予防訪問入浴介護費
⑴・⑵ （略）
⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い
実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に
は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場
合には、所定単位数に 100 分の 90 を乗じて得た単位数を算定できる。
⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所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指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に

２

介護予防訪問入浴介護費
⑴・⑵ （略）
⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い
実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に
は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場
合には、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を算定できる。
⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所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指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に
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居住する利用者に対する取扱い
訪問介護と同様であるので老企第 36 号第２の２の⒁を参照されたい。
⑸ （略）
⑹ 注７の取扱い
注７の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス等の事
業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス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（平成 18 年厚生労働省令第 35 号。
以下「指定介護予防サービス基準」という。
）第 50 条第３項第１号に規定
する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
⑺ 初回加算について
① 指定介護予防訪問入浴介護事業所において、初回の指定介護予防訪問
入浴介護を行う前に、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、浴槽
の設置場所や給排水の方法の確認等を行った場合に算定が可能である。
② 当該加算は、初回の指定介護予防訪問入浴介護を行った日に算定する
こと。
⑻ 認知症専門ケア加算について
① 「日常生活に支障を来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」とは、日常生活自立度のランク
Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定
方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員
数（要介護者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以
降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割
合につき、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、
その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場
合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。
③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成
事業の実施について」
（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省
老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」
（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規
定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研
修を指すものとする。
④ 「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」の
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
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居住する利用者に対する取扱い
訪問介護と同様であるので老企第 36 号２の⑿を参照されたい。
⑸ （略）
⑹ 注７の取扱い
注６の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス等の事
業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス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（平成 18 年厚生労働省令第 35 号。
以下「指定介護予防サービス基準」という。
）第 50 条第３項第１号に規定
する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
（新設）

（新設）

のグループ別に分かれて開催することで差し支えない。
⑤ 「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」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」等を遵守するこ
と。
⑥ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者
等養成事業の実施について」、
「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運
営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係
る適切な研修を指すものとする。
⑼ サービス提供体制強化加算の取扱い
① （略）
② 会議の開催について
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項
に係る伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における介護予
防訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所
においてサービス提供に当たる介護予防訪問入浴介護従業者のすべて
が参加するものでなければならない。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
催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記
録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以
上開催されている必要がある。
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。なお、テレビ電話装置等を活用するに当たっては、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」等を遵守すること。
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」
とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、
記載しなければならない。
・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
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⑺

サービス提供体制強化加算の取扱い
（略）
会議の開催について
「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項
に係る伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における介護予
防訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所
においてサービス提供に当たる介護予防訪問入浴介護従業者のすべて
が参加するものでなければならない。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
催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記
録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以
上開催されている必要がある。

①
②

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」
とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、
記載しなければならない。
・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

・家族を含む環境
・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
③～⑤ （略）
⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと
する。
⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、
同一法人等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
めることができるものとする。
⑧ （略）
⑽ 介護職員処遇改善加算の取扱い
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「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務
処理手順及び様式例の提示について」
）を参照すること。
⑾ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「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
に事務処理手順及び様式例の提示について」
）を参照すること。
⑿ （略）
３ 介護予防訪問看護費
⑴ 「通院が困難な利用者」について
介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと
されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での
支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防
訪問看護の提供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定で
きるものである。加えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による
介護予防訪問看護については、指定介護予防通所リハビリテーションのみ
では家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合であって、介護予防ケ
アマネジメントの結果、看護職員と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士が連携した家屋の状況の確認を含めた介護予防訪問看護の提供が必要
と判断された場合に、介護予防訪問看護費を算定できるものである。「通
院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保される
のであれば、通院サービスを優先すべきということである。

・家族を含む環境
・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
③～⑤ （略）
（新設）
（新設）

⑥

（略）
介護職員処遇改善加算の取扱い
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改
善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」
）を参照すること。
⑼ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「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務処理手順及び様式例
の提示について」
）を参照すること。
⑽ （略）
３ 介護予防訪問看護費
⑴ 「通院が困難な利用者」について
介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することと
されているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での
支援が不可欠な者に対して、介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防
訪問看護の提供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定で
きるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様の
サービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということ
である。
⑻
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⑵・⑶ （略）
⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について
①・② （略）
③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は、
１日２回（３回以上）を超えて行う場合には１回につき所定単位数の 100
分の 50 に相当する単位数を算定すること。なお、当該取扱いは、理学
療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連続して３回以上介護予防訪問看
護を行った場合だけでなく、例えば午前中に２回、午後に１回行った場
合も、同様である。
（例）１日の介護予防訪問看護が３回である場合の介護予防訪問看護費
１回単位数×（50／100）×３回
④ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供し
ている利用者については、毎回の訪問時において記録した介護予防訪問
看護記録書等を用い、適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理
学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した
内容を共有するとともに、介護予防訪問看護計画書（以下、
「計画書」と
いう。
）及び介護予防訪問看護報告書（以下、
「報告書」という。
）は、看
護職員（准看護師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書は理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に記載するものと
し、報告書には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供した介
護予防訪問看護の内容とその結果等を記載した文書を添付すること。
⑤・⑥ （略）
⑦ ⑥における、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が
過去２月間（歴月）において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防
訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。
）の提供を受けていない場合であ
って、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化
等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が
変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問す
ることをいう。
⑸～⒄ （略）
⒅ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療
機関を退院した日の介護予防訪問看護の取扱い
介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療
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⑵・⑶ （略）
⑷ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について
①・② （略）
（新設）

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供し
ている利用者については、毎回の訪問時において記録した介護予防訪問
看護記録書等を用い、適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理
学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した
内容を共有するとともに、介護予防訪問看護計画書（以下、
「計画書」と
いう。
）及び介護予防訪問看護報告書（以下、
「報告書」という。
）は、看
護職員（准看護師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書及び報告書は
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に含む
ものとすること。
④・⑤ （略）
⑥ ⑤における、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が
過去２月間（歴月）において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防
訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。
）の提供を受けていない場合であ
って、新たに計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化
等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が
変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問す
ることをいう。
⑸～⒄ （略）
⒅ 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）の介護予
防訪問看護の取扱い
介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について

機関を退院した日については、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣が
定める状態（利用者等告示第 77 号において準用する第６号を参照のこと。
）
にある利用者又は主治の医師が退所・退院した日の介護予防訪問看護が必
要であると認めた利用者に限り、介護予防訪問看護費を算定できることと
する。
⒆ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の
利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問看護費から５単位減算する。
なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、
新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和３
年４月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであること。
⒇ （略）
(21) 退院時共同指導加算
① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医
療院に入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ス
テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、
初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退
院につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照
のこと。
）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合
には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、
初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。
なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場
合においても算定できること。
また、退院時共同指導は、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。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又は
その看護に当たる者の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装
置等の活用に当たっては、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
守すること。
②～⑤ （略）
(22) 看護体制強化加算について
① 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。以下
「大臣基準告示」という。
）第 104 号の規定により準用する大臣基準告示
第９号イ⑴㈠の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げ
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は、第２の１の⑶に関わらず、厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示
第 77 号において準用する第６号を参照のこと。
）にある利用者に限り、介
護予防訪問看護費を算定できることとする。

（新設）

⒆
⒇

（略）
退院時共同指導加算
① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医
療院に入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ス
テーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、
初回の介護予防訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退
院につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照
のこと。
）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合
には２回）に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、
初回の介護予防訪問看護を実施した日に算定すること。
なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場
合においても算定できること。

②～⑤ （略）
(21) 看護体制強化加算について
① 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。以下
「大臣基準告示」という。
）第 104 号の規定により準用する大臣基準告示
第９号イ⑴の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる

る数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割
合を算出すること。
ア・イ （略）
② 大臣基準告示第 104 号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑵
㈡の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに
掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出す
ること。
ア・イ （略）
③ （略）
④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出
した前月（暦月）の平均を用いることとする。なお、当該割合が 100 分
の 60 から１割を超えて減少した場合（100 分の 54 を下回った場合）に
は、その翌月から看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範
囲内で減少した場合（100 分の 54 以上 100 分の 60 未満であった場合）
には、その翌々月から当該加算を算定できないものとすること（ただし、
翌月の末日において 100 分の 60 以上なる場合を除く。）。
⑤・⑥ （略）
⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 104 号の
規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑴㈠、イ⑴㈡及びイ⑴㈣の割
合について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、そ
の割合については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を
下回った場合については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなけ
ればならないこと。
(23) サービス提供体制強化加算について
２⑼を参照のこと。
（削る）

（削る）

４
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⑴

11

数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合
を算出すること。
ア・イ （略）
② 大臣基準告示第 104 号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑵
の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲
げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出する
こと。
ア・イ （略）
③ （略）
（新設）

④・⑤ （略）
⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第 104 号の
規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑴及びイ⑵の割合について、
継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合につい
ては、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合
については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなければならない
こと。
(22) サービス提供体制強化加算について
① ２⑺①から⑥までを参照のこと。
② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと
する。具体的には、平成 21 年４月における勤続年数３年以上の者とは、
平成 21 年３月 31 日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。
③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、
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
ることができるものとする。
４ 介護予防訪問リハビリテーション費
⑴ 算定の基準について

