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《イ

居宅介護支援費》
居宅介護支援費》

●注
注２ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の 100
分の 50 に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が２月以上継続している場合は、所定
単位数は算定しない。
【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・八十二
指定基準第４条第２項並びに第 13 条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及び第十五号（こ
れらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。）に定める規定に適合していないこと。

＜留意事項通知＞
○居宅介護支援の業務が適切に行われない場合〔第３の６〕
「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準告示第八十二号に規定す
ることとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。
これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努
めるものとする。市町村長（特別区の区長を含む。以下この第３〔居宅介護支援費に関する事項〕に
おいて同じ。）は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に
従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
（１）指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、
・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める
ことができること
について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至っ
た月の前月まで減算する。
（２）居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであるこ
と。
① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接してい
ない場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解
消されるに至った月の前月まで減算する。
② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合（やむを
得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）には、当該月から当該状態が解消されるに至った
月の前月まで減算する。
③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家
族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当
者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す
る。
（３）次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行って
いないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
① 居宅サービス計画を新規に作成した場合
② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
（４）居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」とい
う。）に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合
には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算す

る。
② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続す
る場合には、特設の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで
減算する。
●注
注６ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、特定事業所集中減算として、１月につき
200 単位を所定単位数から減算する。
【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・八十三
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付
けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって
提供されたものの占める割合が 100 分の 80 を超えていること。

＜留意事項通知＞
○特定事業所集中減算について〔老企第 36 号 第３の 10〕
（１）判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅
サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が
実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。
① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を 10 月１日から３月 31 日
までとする。
② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月 30 日ま
でとする。
なお、大臣基準告示において第八十三号の規定は平成 30 年４月１日から適用するとしているが、
具体的には、①の期間（平成 30 年度においては、４月１日から８月末日）において作成された居
宅サービス計画の判定から適用するものであり、減算については、同年 10 月１日からの居宅介護
支援から適用するものである。
（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。
（具体的な計算式）
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値
が 80％を超えた場合に減算
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÷当該サービスを位置付けた計画数
（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２年間保存しなければならない。
① 判定期間における居宅サービス計画の総数
② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに
紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
④ （２）の算定方法で計算した割合
⑤ （２）の算定方法で計算した割合が 80％を超えている場合であって正当な理由がある場合に

おいては、その正当な理由
（４）正当な理由の範囲
（３）で判定した割合が 80％を超える場合には、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。なお、市町村長が当該理由を不適当
と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられ
る理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸
般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町村長において適正に判断されたい。
① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場
合に５事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
（例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として 10 事業所が所在する地域の場合は、
訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が 80％を超えても減算は適用されないが、
通所介護について 80％を超えた場合には減算が適用される。
（例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として４事業所が所在する地域の場合は、
訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が 80％を超えた場
合でも減算は適用されない。
② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が 20 件以下であるなど事業所が小規模で
ある場合
④ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画
件数が１月当たり平均 10 件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
（例）訪問介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５件、通所介護が位置付けられた計画
件数が１月当たり平均 20 件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が
80％を超えても減算は適用されないが、通所介護について 80％を超えた場合には減算が適用さ
れる。
⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中し
ていると認められる場合
（例）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている
場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容について
の意見・助言を受けているもの。
⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合

《ロ

初回加算》
初回加算》

● 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画（法第８条第 23 項に規定する居宅
サービス計画をいう。）を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚
生労働大臣が定める基準に適合する場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、イ
イの注２
注２
に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
【厚生労働大臣が定める基準に適合する場合】
→利用者等告示・五十六
次のいずれかに該当している場合
イ 新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合
ロ 要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合
【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・八十二
指定基準第４条第２項並びに第 13 条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及び第十五号（こ
れらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。）に定める規定に適合していないこと。

＜留意事項通知＞
○初回加算について〔老企第 36 号 第３の９〕
初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。
① 新規に居宅サービス計画を作成する場合
② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

《ハ

特定事業所加算》
特定事業所加算》

● 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市町村長（特別区の区長を含む。以下
同じ。）に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲
げる所定単位数を加算する。ただし、特定事業所加算（Ⅰ）から特定事業所加算（Ⅲ）までのいず
れかの加算を算定している場合においては、特定事業所加算（Ⅰ）から特定事業所加算（Ⅲ）まで
のその他の加算は算定しない。
イ 特定事業所加算（Ⅰ）
５００単位
ロ 特定事業所加算（Ⅱ）
４００単位
ハ 特定事業所加算（Ⅲ）
３００単位
ニ 特定事業所加算（Ⅳ）
１２５単位
※平成 31 年４月１日適用
【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・八十四
イ 特定事業所加算（Ⅰ）
次のいずれにも適合すること。
（１）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を２名以上配置しているこ
と。
（２）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を３名以上配置していること。
（３）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
議を定期的に開催すること。
（４）24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保してい
ること。
（５）算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護
５である者の占める割合が 100 分の 40 以上であること。
（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している
こと。
（７）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難
な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。
（８）地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
（９）居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
（10）指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅
介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり 40 名未満であること。
（11）介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協
力又は協力体制を確保していること。（平成 28 年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格
発表の日から適用）
（12）他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施している
こと。
ロ 特定事業所加算（Ⅱ）
次のいずれにも適合すること。

（１） イ（２）、（３）、（４）及び（６）から（12）までの基準に適合すること。
（２） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
ハ 特定事業所加算（Ⅲ）
次のいずれにも適合すること。
（１） イ（３）、（４）及び（６）から（12）までの基準に適合すること。
（２） ロ（２）の基準に適合すること。
（３） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を２名以上配置していること。
ニ 特定事業所加算（Ⅳ）
※平成 31 年４月１日適用
次のいずれにも適合すること。
（１）前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算（Ⅰ）イ、
（Ⅰ）ロ、
（Ⅱ）
イ、（Ⅱ）ロ又は（Ⅲ）の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険
施設との連携の回数（第八十五号の二 イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。）
の合計が 35 回以上であること。
（２）前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を５回
以上算定していること。
（３）特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していること。

＜留意事項通知＞
○特定事業所加算について〔老企第 36 号 第３の 11〕
（１）趣旨
特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確
保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメント
を実施している事業所を評価し、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
に資することを目的とするものである。
（２）基本的取扱方針
特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、又は（Ⅲ）の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケース
でも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものであり、これらに加えて、特定事業所加算（Ⅳ）の対象となる事業所においては、
日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となる。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、
（１）に掲げる趣旨に合致した適
切な運用を図られるよう留意されたい。
（３）厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
大臣基準告示第八十四号に規定する各要件の取扱については、次の定めるところによること。
① （１）関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障が
ない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
② （２）関係
常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を置く必要があること。
したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員２名及び介
護支援専門員３名の合計５名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
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) 現に抱える処理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、２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 （４）関係
24 時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に
応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介
護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。
⑤ （５）関係
要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が 40％以上であることについては、毎月その割合
を記録しておくこと。
なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべき
こととされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについて
も、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。
また、（７）の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」
に該当するケースについては、例外的に（５）の 40％要件の枠外として取り扱うことが可能であ
ること（すなわち、当該ケースについては、要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合の計算
の対象外として取り扱うことが可能）。
⑥ （６）関係
「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質
向上のための研修体系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、介護支援専門
員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、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。また、管理者は、研修目標の達成
状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度
の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよ
いこと。
⑦ （７）関係
特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなけ
ればならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。
⑧ （９）関係
特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算
の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事
業所である必要があること。
⑨ （10）関係
取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員１名当たり 40
名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマ
ネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。
⑩ （11）関係
協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が
可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主
体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書面等によって提示できるようにす
ること。
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。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画
を策定すること。
⑫ 特定事業所加算（Ⅱ）について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障が
ない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があるこ
と。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介
護支援専門員３名の合計４名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
⑬ 特定事業所加算（Ⅲ）について
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障が
ない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があるこ
と。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介
護支援専門員２名の合計３名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
⑭ 特定事業所加算（Ⅳ）について
※平成 31 年４月１日適用
ア 退院・退所加算の算定実績について
退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、そ
の算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所加算（Ⅳ）を算定する年度の前々年度の３月
から前年度の２月までの間において 35 回以上の場合に要件を満たすこととなる。
イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について
ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所加算（Ⅳ）
を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において、算定回数が５回以上の
場合に要件を満たすこととなる。
ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について
特定事業所加算（Ⅳ）は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・
介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を満たす場合
であっても、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のいずれかを算定していない月は特定事
業所加算（Ⅳ）の算定はできない。
⑮ その他
特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特
定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利
用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。
（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、２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。

《ニ

入院時情報連携加算》
入院時情報連携加算》

● 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。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。
イ 入院時情報連携加算（Ⅰ）
２００単位
ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ）
１００単位

【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・八十五
イ 入院時情報連携加算（Ⅰ）
利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用
者に係る必要な情報を提供していること。
ロ 入院時情報連携加算（Ⅱ）
利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上７日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して
当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

＜留意事項通知＞
○入院時情報連携加算について〔老企第 36 号 第３の 12〕
（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。なお、情報提供の方法としては、居宅サー
ビス計画等の活用が考えられる。
（２）入院時情報連携加算（Ⅰ）
利用者が入院してから３日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単
位数を算定する。
（３）入院時情報連携加算（Ⅱ）
利用者が入院してから４日以上７日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
に所定単位数を算定する。

《ホ

退院・
退院・退所加算》
退所加算》

● 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設
に入所していた者が退院又は退所（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）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護のヨ又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する
基準（平成 12 年厚生省告示第 21 号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設
サービスのワの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅において居宅サービ
ス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に
関する必要な情報の提供を受けた上で、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（同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密
着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。）には、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げ
る区分に従い、入院又は入所期間中につき１回を限度として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する場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、
初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ
４５０単位
ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ
６００単位
ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ
６００単位
ニ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ
７５０単位
ホ 退院・退所加算（Ⅲ）
９００単位

【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・八十五の二
イ 退院・退所加算（Ⅰ）イ
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報
の提供をカンファレンス以外の方法により１回受けていること。
ロ 退院・退所加算（Ⅰ）ロ
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報
の提供をカンファレンスにより１回受けていること。
ハ 退院・退所加算（Ⅱ）イ
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報
の提供をカンファレンス以外の方法により２回以上受けていること。
ニ 退院・退所加算（Ⅱ）ロ
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報
の提供を２回受けており、うち１回以上はカンファレンスによること。
ホ 退院・退所加算（Ⅲ）
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報
の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンファレンスによること。

＜留意事項通知＞
○退院・退所加算について〔老企第 36 号 第３の 13〕
（１）総論
病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病
院等」という。）への入所をしていた者が退院又は退所（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅にお
いて居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に
当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する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には、当該
利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初
回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定める
こととする。
（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 退院・退所加算（Ⅰ）イ・ロ
退院・退所加算（Ⅰ）イ及びロについては、病院等の職員からの情報収集を１回行っている場
合に算定可能であり、うち（Ⅰ）ロについてはその方法がカンファレンスである場合に限る。
② 退院・退所加算（Ⅱ）イ・ロ
・退院・退所加算（Ⅱ）イについては、病院等の職員からの情報収集を２回以上行っている場合
に算定が可能。
・退院・退所加算（Ⅱ）ロについては、病院等の職員からの情報収集を２回行っている場合であ
って、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。
③ 退院・退所加算（Ⅲ）
退院・退所加算（Ⅲ）については、病院等の職員からの情報収集を３回以上行っている場合で
あって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。
（３）その他の留意事項
① （２）に規定するカンファレンスについて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）別表第一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。
ロ 地域密着型介護老人福祉施設
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（平成 18 年 3 月 14 日厚
生労働省令第 34 号。以下このロにおいて「基準」という。）第 134 条第６項及び第７項に基づ
き、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の
会議。ただし、基準第 131 条第１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及
び入所者又はその家族が参加するものに限る。
ハ 介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11 年 3 月 31 日厚生省令第
39 号。以下このハにおいて「基準」という。）第７条第６項及び第７項に基づき、入所者への
援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただ
し、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加す
るものに限る。
ニ 介護老人保健施設
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年 3 月 31 日厚生
省令第 40 号。以下このニにおいて「基準」という。）第８条第６項に基づき、入所者への指導
及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、
基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加する
ものに限る。
ホ 介護医療院
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年 1 月 18 日厚生労働省
令第５号。以下このホにおいて「基準」という。）第 12 条第６項に基づき、入所者への指導及
び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基
準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限
る。
へ 介護療養型医療施設（平成 35 年度末までに限る。）
健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２第１項の規
定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に
関する基準（平成 11 年厚生省令第 41 号。以下このヘにおいて「基準」という。）第９条第５
項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実
施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従業者及び
患者又はその家族が参加するものに限る。
② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、１回
として算定する。
③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後７日
以内に情報を得た場合には算定することとする。
（１）において別途定める様式ではなく、カンファレンスの
④ カンファレンスに参加した場合は、
日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族
に提供した文書の写しを添付すること。

《ヘ

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算》
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算》

３００単位
３００単位

● 利用者が指定小規模多機能型居宅介護（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（平成 18 年厚生労働省令第 34 号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第
62 条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）の利用を開始する際に、当該利用者に係る
必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所（指
定地域密着型サービス基準第 63 条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以

下同じ。）に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に
協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前６月以内にお
いて、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定して
いる場合は、算定しない。

＜留意事項通知＞
○小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について〔老企第 36 号 第３の 14〕
当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービス
の利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サー
ビス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該小規模多機能型居宅介
護事業所について６月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することができない。また、
当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるも
のとする。

《ト

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算》
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算》

３００単位
３００単位

● 利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第 170 条に規定する指
定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当
該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域
密着型サービス基準第 171 条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以
下同じ。）に提供し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成
等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、利用開始日前６月以内において、当該利用
者による当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、
算定しない。

＜留意事項通知＞
○看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について〔第３の 15〕
当該加算は、介護支援専門員が、看護小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サー
ビスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の看護小規模多機能型居宅介護における
居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該看護小規模多
機能型居宅介護事業所について６月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することがで
きない。また、当該加算は、利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定
することができるものとする。

《チ

緊急時等居宅カンファレンス
緊急時等居宅カンファレンス加算
カンファレンス加算》
加算》

２００単位
２００単位

● 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪
問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な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は、利用者１人につき１月に２回を限度として所定単位数
を加算する。

＜留意事項通知＞
○緊急時等居宅カンファレンス加算について〔老企第 36 号

第３の 16〕

（１）当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日も
あわせて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点
を居宅サービス計画等に記載すること。
（２）当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅
な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変
化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、
居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切な対応すること。

《リ

ターミナルケアマネジメント加算
ターミナルケアマネジメント加算》
加算》

４００単位
４００単位

● 在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、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市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死
亡日前 14 日以内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、
当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス
事業者に提供した場合は、１月につき所定単位数を加算する。
【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・八十五の三
ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24 時間連絡できる体制を確
保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。

＜留意事項通知＞
○ターミナルケアマネジメント加算について〔第３の 17〕
（１）ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算するこ
ととするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合に
は、死亡月に算定することとする。
（２）ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業
所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡
日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成
した事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとする。
（３）ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降
は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。
① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支
援事業者が行った支援についての記録
② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ
ス事業者等と行った連絡調整に関する記録
（４）ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送
され、24 時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を
算定することができるものとする。

〔通所介護の
通所介護の介護報酬〕
介護報酬〕
《イ

通常規模型
通常規模型通所介護費

ロ

大規模型通所介護費（
大規模型通所介護費（Ⅰ）

ハ

大規模型通所介護費（
大規模型通所介護費（Ⅱ）》

● イからハまでについては、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都道府県知
事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる
区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）
４６単位
ロ 個別機能訓練加算（Ⅱ）
５６単位
【厚生労働大臣が定める基準】
→大臣基準告示・十六
イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）
次のいずれにも適合すること。
（１）指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又は
きゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、
柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で
６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以下「理学療法士等」）を１名以
上配置していること。
（２）個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ
う複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が
増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
（３）機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導
員等」）が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機
能訓練を行っていること。
（４）機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後３月
ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練
の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
ロ 個別機能訓練加算（Ⅱ）
次のいずれにも適合すること。
（１） 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置していること。
（２） 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況
を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
（３） 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、
理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
（４） イ（４）に掲げる基準に適合すること。

＜留意事項通知＞
○個別機能訓練加算について〔老企第 36 号 第２の７(11)〕
① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩
マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練
指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有するものに限る。）（以下７
〔通所介護の規定〕において「理学療法士等」という。）が個別機能訓練計画に基づき、計画的に

行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について算定する。
② 個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務
に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置している指定通所介護の単位（指定居宅サービス
基準第 93 条第４項に規定する指定通所介護の単位をいう。）の利用者に対して行うものであるこ
と。この場合において、例えば１週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置さ
れ、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学療法士
等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とはならない。
（個別機能訓練加算（Ⅱ）
の要件に該当している場合は、その算定対象となる。）ただし、個別機能訓練加算（Ⅰ）の対象と
なる理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知
されている必要がある。なお、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職
務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準
の算定に含めない。
③ 個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る機能訓練の項目の選択については、機能訓練指導員等が、利用
者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し、利用者が選択した項目ごとにグループに
分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となる。
また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な援助を行
わなければならない。
④ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士
等を１名以上配置して行うものであること。この場合において、例えば、１週間のうち特定の曜
日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供
を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置され
る曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、
通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職
務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他
の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機能訓
練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等について評
価等を行う。なお、通所介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中
に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする
こと。
⑥ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練
ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可
能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施するものである。
具体的には適切なアセスメントを経て利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握し、日常生活
における生活機能の維持・向上に関する目標（１人で入浴ができるようになりたい等）を設定の
うえ、当該目標を達成するための訓練を実施すること。
⑦ ⑥の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏
まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど
可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。
⑧ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された５
人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じ
て事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。実施時間については、個別
機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定するこ
と。
また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・断続的に行
う必要があることから、概ね週１回以上実施することを目安とする。
⑨ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況
（起居動作、ＡＤＬ，ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した
上で実施することとし、その後３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での
生活状況を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）

や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の達
成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応じて
利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標
の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
⑩ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常
に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
⑪ 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している者であっても、別途個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る訓
練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定できるが、この場合にあ
っては、個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算（Ⅱ）
に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓
練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算（Ⅰ）は身体機能への働きかけを中心に
行うものであるが、個別機能訓練加算（Ⅱ）は、心身機能への働きかけでなく、ＡＤＬ（食事、
排泄、入浴等）やＩＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、役割の創出や社
会参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、参加といった生活機能にバラ
ンスよく働きかけるものであり、それぞれの加算の目的・趣旨が異なることから、それぞれの個
別機能訓練計画に基づいた適切な訓練を実施する必要がある。なお、それぞれの加算の目的・趣
旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等については、別に通知〔「通所介護、地域密着型通所介
護及び短期入所生活介護における個別機能訓練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 27 年３月 27 日老振発 0327 第２号）→３巻〕するところによるものとする。

