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はじめに

介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えることを目的として創

設されました。平成１２年（２０００年）の制度開始から、５年に１度の

制度の見直し、３年に１度の介護報酬の改定を経て２０１２年には４回目

の報酬改定がなされ、品川区としては介護保険事業計画の第５期を迎えま

す。

 品川区では、これまで、個々の状況に応じきめ細やかな対応をしていく

ために、原則と例外についてマニュアル化することをせず、事例に応じて、

その都度ケアマネジャーからの相談を受け、利用者の状態を確認して給付

の妥当性を判断してきました。判断の根拠として、適切なケアマネジメン

トがなされていることと、医師の所見に基づいていることが必要であり、

例外的な事例の相談については「特例ケース対応相談票」を提出していた

だいています。

 ケアプランサポートチームでは、これまで保険者が判断してきた事例の

内容を振り返るとともに、皆様と情報を共有できるように『特例相談事例

集』を作成いたしました。特例ケース相談の手順や相談票の記入のポイン

ト、添付が必要な書類についても解説を加え、現場のケアマネジャーが迷

ったときに活用できるガイドブックとなることを目指しました。

 介護保険法の目的に鑑み、利用者の尊厳を保ち自立を支援するより良い

ケアプランの作成に役立てていただければ幸いです。

平成２４年 １１月

品川区健康福祉事業部 高齢者福祉課

ケアプランサポートチーム

＜ケアプランサポートチームについて＞

品川区では、高齢者福祉課が在宅介護支援センターを統括する

「統括（基幹型）在宅介護支援センター」として、全体的調整と

地区在宅介護支援センターのバックアップを行う役割を担って

います。また地域包括支援センターとして、包括的継続的マネジ

メント、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネ

ジャーの指導、相談等を行っています。

ケアプランサポートチームは、地域包括支援センターとして、

サービス利用の公平性確保、ケアマネジメントの質の向上、研修

による人材の指導・育成等を目的に、主任ケアマネジャーを中心

に活動している『ケアマネジャーを支援するチーム』です。
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1.介護保険上の定義および考え方

（１）介護保険上の定義

（２）訪問サービスの行われる利用者の居宅について

（３）厚生労働省で定める日常生活上の世話

（４）訪問介護の区分と主な内容
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（６）訪問介護導入にあたっての留意点

２．生活援助・算定フローチャート
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１．介護保険上の定義および考え方

（１）介護保険上の定義

介護保険法第８条－２

この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものに

ついて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの（定期巡

回・随時対応型訪問介護看護（第十五項第二号に掲げるものに限る。）又は夜間対応型訪問

介護に該当するものを除く。）をいう。

介護保険法第８条２－２

この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受

けるものについて、その者の居宅において、その介護予防（身体上又は精神上の障害がある

ために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について

常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。）

を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわた

り行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令

で定めるものをいう。

（２）訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

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及び指定居宅介護支援に要する費用の額

の算定に要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）

  訪問介護、訪問看護その他訪問系サービスは、介護保険法（平成 9年法律第 123号）第８条
の定義上、要介護者等の居宅において行われるものとされており、要介護者等の居宅以外で行

われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅か

ら乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）

院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは、居宅において行われる

目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅

以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行

為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。

（３）厚生労働省で定める日常生活上の世話 

規則第 5条
次に掲げるものである。

① 入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事（居宅要介護者が単身の世

帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自

ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。）

② 生活等に関する相談及び助言。

③ その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話。
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（４）訪問介護の区分と主な内容

生活援助中心型

通院等乗降介助 （要介護 1以上）

身体介護中心型
介護予防訪問介護

・ 排泄介助（トイレ利用・オムツ交換等）

・ 食事介助、特段の専門的配慮をもって行

う調理

・ 清拭、入浴（部分浴、洗髪、全身浴）

・ 洗面、身体整容、更衣介助

・ 体位交換

・ 移動・移乗介助

・ 通院・外出介助

・ 起床、就寝介助、服薬介助

 掃除、洗濯

 一般的な調理、配下膳

 ベッドメイク

 買い物・薬の受け取り 等

＊ 生活援助は、本人の代行的なサービスと

して位置づけることができ、仮に介護等

を要する状態が解消されたとしたならば

本人が行うことが基本となる行為であ

る。

＊要介護者である利用者に対し、通院等の

ため、訪問介護員等が自ら運転する車両へ

の乗車又は降車の介助を行うとともに、乗

車前又は降車後の屋内外の移動等の介助、

受診等の手続きを行った場合に算定。

訪問介護

身体・生活の区分

を一本化

通院等乗降介助は

算定されない
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（５）訪問介護の報酬算定に係る算定基準

介護保険の目的は、要介護状態となった者が尊厳を保持し、その有する能力に応じて自立した日

常生活を営むことが出来るよう必要なサービスを給付することです。

 訪問介護には「身体介護中心型」、「生活援助中心型」の２区分と「通院等乗降介助」があります。

【身体介護中心型とは】 

■ 「身体介護」とは以下の介助等をいい、1人の利用者に対して訪問介護員が 1対 1で行うこ
とが原則である。

・ 利用者の身体に直接接触して行う介助

・ 上記を行うために必要な準備および後始末

・ 利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助および専門的な援助

＊専門的な援助とは…利用者の日常生活動作能力などの向上のために見守りながら行う手助

けや介助に合わせて行う専門的な相談助言を言う。

■ 特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は 1回の身体介護の所要時間を 1回の利
用者の人数で除した結果の利用者 1人当たりの所要時間が概ね２０分以上であること。

【生活援助中心型とは】 

■ 「生活援助」とは、単身又は家族若しくは親族（以下「家族等」という。）と同居してい

る利用者であって、障害、疾病等の理由により利用者又は家族等が家事を行うことが困難で

あるものに対して行われる調理、洗濯、掃除等の家事の援助であり、これを受けなければ日

常生活を営むのに支障が生ずるものをいう。

■ 「生活援助中心型」の訪問介護費は、単身又は同居家族等が障害・疾病その他同様のやむ

を得ない事情により家事を行うことが困難な場合に算定できる。なお、居宅サービス計画

に生活援助中心型の訪問介護を位置づけた場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心

の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決す

べき課題に対応してその解決に必要であって最適なサービス内容とその方針を明確に記載

する必要がある。

■ 「同様のやむを得ない事情」とは障害、疾病の有無に限定されるものではなく、個々の利

用者の状況に応じて具体的に判断されるというものである。したがって市町村においては

同居家族の有無のみを判断基準として一律に介護給付の支給の可否を機械的に判断しない

ようにされたい。（介護保険最新情報 vol.26 平成１９年１２月２０日）
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【通院等のための乗車または降車の介助とは】 

■ 要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、

自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降

車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動

等の介助を行った場合に算定する。

■ 通院等乗降介助の単位を算定するに当たっては、総合的な援助の一環としてあらかじめ居

宅サービス計画に位置づけられている必要があり、居宅サービス計画において、

 ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由

 イ 利用者の心身の状況から乗降等の介助行為を要すると判断した旨

 ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡している

ことを明確に記載する必要がある。

「通院等のための乗車又は降車の介助の適正な実施について」（平成 15年 3月 19日老
振発第 0319002号）

【「通院等乗降介助」と「身体介護」の適用関係について】 

■ 利用者の外出に係る介助については、「通院等乗降介助」又は「身体介護中心型」（通院・

外出介助）により算定する。

■ 「身体介護中心型」については公共交通機関を利用し、運転者とは別の訪問介護員等が介

助に当たることが原則である。

〔介護報酬に係る Q&Aについて（平成１５年５月３０日）〕
（Q）公共交通機関による通院・外出について
（A）要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の公共交通機関を利用して移送中
の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には従来どおり「身体介護

中心型」を算定できる。

なおタクシーも公共交通機関に含まれる。

■ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合には「身体介護」の単位を算定することはでき

ない。

■ 特別な事情のない限り、通所サービス・短期入所サービスの送迎で「通院等乗降介助」の

算定はできない。

〔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の制定に伴う実施上の留意事項について〕

 通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の当該事業所との間の送迎を行う場

合は、当該利用者の心身の状況により当該事業所の送迎車を利用することができないなど

特別な事情のない限り、短期入所サービスの送迎加算を算定することとし（通所サービス

は基本単位に包括）、「通院等乗降介助」は算定できない。
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【通院･外出介助における受診中の待ち時間の取扱いについて】 

■ 通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。

■ 院内の付添い行為だけをもってして単独行為として算定することはできない。

〔介護報酬に係る Q&Aについて（平成１５年５月３０日）〕
（Q）通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱いについて
（A）通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。

院内の付添いのうち具体的な「自立支援のための見守り的援助」は「身体

介護中心型」として算定できる。

なお、院内の付添いなど居宅以外において行われる訪問介護については、

居宅において行われる目的地（病院等）に行くための準備行為を含む一連

のサービス行為とみなし得る場合に限り認められるため、院内の付添い行

為だけをもってして単独行為として算定することはできない。

【介護予防訪問介護の内容】 

■ 対象となるサービスの範囲については、訪問介護と同じである（通院等乗降介助を除く

〔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〕

 「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分

を一本化することとする。ただし、介護予防訪問介護においては、通院等のための乗車又は

降車の介助が中心である場合の単位数は算定しないこととし、通院等乗降介助以外のサービス

の範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。
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（６）訪問介護導入にあたっての留意点 

同居家族の範囲

 社会通念に照らして、同じ屋根の下、同一敷地内、同マンション内に居住する親族。た

  だし、その者が、18歳以下の就学児童である場合を除く。しかし、同居の家族がいる場合
であっても一律に保険給付の支給ができないわけではなく、要介護者の心身の状況、置かれ

ている環境、同居家族の障害・疾病等の個別具体的な状況を見ながら、適切にマネジメント

することが必要である。

同居家族がいるが就労等により日中独居の場合の生活援助の範囲

   食の確保に関わる部分と本人のみの居室の掃除についてはアセスメントにより必要な状況

を判断した場合に導入することは可能である。就労していても休日に行える共用部分の掃除

・洗濯の類は基本的には行えないものと考える。ただし、それについても、認知症等の程度

により、掃除・洗濯の回数等で家庭に過度な負担がかかるような場合には状況に応じて判断

する。

訪問介護における外出の範囲

① 考え方

・ 要介護者の日常生活に必要性が認められる援助であり、居宅内の援助を含む一連の行為

である場合。

② 適切な外出介助

・ 居宅内での準備、移動介助を含む通院介助。（除く要支援者）

・ 自ら品物（食材・日用品）を選べるよう援助するとともに、品物の整理、調理の下ごし

らえ等を含む買い物同行。

・ 引きこもりの見られる利用者について、その先のサービス（通所介護等）につなげるた

めの一段階として近隣の公園等に連れ出す介助。

・ 通所介護事業所や介護保険施設の見学。

・ 頻回ではない、入院中の家族への見舞い。

・ 公官庁への届出。                  等

③ 不適切な外出介助

・ 日常生活の範囲を超え、趣味嗜好に関わる場所・会社等への同行。

・ 利用者等からの要望により行った随時の外出同行。

・ 単なる散歩。

・ 荷物持ちだけのための同行。

・ 冠婚葬祭やお祭りなど地域行事への参加。     
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通院に伴う院内介助

①考え方

    院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきであるが、利

用者の身体、精神状況、家族等の生活環境、病院の管理体制等により、院内での介助が必

要である場合は、適切なアセスメント・マネジメントがなされていれば、身体介護中心型

として算定できる。

    なお、院内の介助は、自宅での準備を含む一連の行為として認められるもので、院内の

付き添い行為だけの単独行為として算定することはできない。

    また、単に一緒にいるだけの待ち時間や、診療中についても医療保険との二重給付にな

ることから認められない。

    要支援者については、通院等乗降介助が要介護のみ算定のため、原則として通院介助・

院内介助は算定できない。

②算定の具体的な例

● 身体介護として算定可能な通院介助

病院内

での介助

病院内

での介助
居宅において

行われる介助
通院介助

受付 会計

通院介助 居宅において

行われる介助

     身体介護中心型を算定             身体介護中心型を算定

● 一連の行為として見なせる場合に院内での介助を認める場合。

病院内での介助
居宅において

行われる介助
通院介助 受付・移動介助・排泄介助

・認知症の方等の見守り・会計

通院介助
居宅において

行われる介助

                身体介護中心型を算定

● 通院介助のみの場合、病院内での介助は認められません。

病院内での介助
通院介助

受付・会計
通院介助



 2. 「生活援助算定」確認フローチャート
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■　要支援1～２　・　要介護１～５の利用者であること

■　利用者本人に対してヘルパーによる生活援助が必要であること

■「同居家族がいない」又は「同居家族は家事ができない」

同居家族の有無の判断

同居家族がいる場合
　障害　・　疾病の有無

同居家族がいる場合
障害・疾病ないが同様のやむを得ない事情の有無

サービス提供内容が介護保険
　　　　　　　　給付サービスとして適切か

生活援助の算定
　　ができない

■　事前にケアプランに位置づけられていること
　■　ケアプランが合意され明文化されていること
　■　事前に訪問介護計画に位置づけられていること

生活援助の算定
　　　できる

介護保険の訪問介護以外の方法での
  代替サービス・支援方法を再検討する



【事例１】　同居家族のいる利用者への生活援助①

【事例２】　同居家族のいる利用者への生活援助②

【事例３】　要支援者の通院介助

【事例４】　通院に伴う院内介助
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【利用者及び家族の状況】 

本人  ：88 歳男性 要介護１ 障害高齢者自立度 A2 認知症高齢者の生活自立度Ⅰ 

     糖尿病で治療食の配食を受けている。肺気腫の既往があり、動作時息切れがあって家 

事が行なえないため妻に頼っている。 

妻   ：85 歳女性 要支援１ 障害高齢者自立度 J2 認知症高齢者の生活自立度Ⅱｂ 

夫の介護と家事をしている。食事は 3食宅配の冷凍食を利用。夫の治療食と自分の普通

食を仕分けることが難しくなっており、取り違えてしまう。冷蔵庫の中の惣菜など古い

食べ物が捨てられない、室内の整理もできなくなっている。 

長男  ：就労あり。勤務は不規則で土日も仕事になることが多く帰宅も夜遅い。 

長男妻 ：実父が癌末期で一人暮らし。他県まで通い、介護をしている。 

     結婚当初より姑との関係はあまりよくない。以前冷蔵庫の中の古い食材を捨てたことで

義理の母から責められたことがあり、それ以降片づけを手伝うことができなくなった。

時々様子を見に行く程度のことはできても、義理の両親に対してこれ以上の介護負担は

できないと感じている。 

【対応およびケアマネジャーの判断】 
妻が本人の介護と家事を担ってきたが、認知症と膝関節症のために家事を行うことが困難にな

ってきている。隣に住む長男夫婦は「同居家族」とみなされるため、ご家族と話し合い、サービ

ス担当者会議を実施した。長男は仕事のため欠席となった。 

  長男妻にとって、義理の両親との関係は長年のストレスで、隣家の話になると表情がこわばり、

度々涙がこみ上げてくる。実父の介護もあり、介護負担の軽減を図る必要があると感じた。ケア

マネジャーから見て、長男妻に今以上の役割を求める事は過度な負担となり、逆に介護放棄にな

る可能性もある。訪問介護事業所からは、長男妻ではできない冷蔵庫の整理、室内の片付け、清

掃の生活援助を導入する事で生活環境が整えられるのではないかとの意見があった。 

  要介護 1 の本人と、要支援１の妻の在宅での生活を継続させるためには、安全な生活環境を整

える必要がある。同居の家族は「やむを得ない事情」により本人に代わって家事を行うことがで

きないため生活援助の保険給付が必要と判断する。 

【整 理】 

■ 同居家族：有 

■ 同居家族（有）の場合の算定要件： 

○同居の妻：「家族が障害・疾病で家事が困難」に該当。要支援１、認知症（Ⅱｂ）のため家 

事を行うことができなくなっている。 

○同居の長男家族：「その他やむを得ない事情」に該当。長男は就労のため勤務が不規則で家 

事を行なえない。長男妻は実父の介護があり、今以上の介護を担うことができない。 

■ 必要な生活援助サービス：生活援助として室内片付け、清掃、冷蔵庫整理を導入することが 

必要と判断する。定期的に状況を確認し、サービス内容の見直しを行なう。 

対応事例＃１
長男夫婦が同一敷地内に住み、「同居家族がある」

世帯に環境整備のために生活援助を導入した事例。

保険者への特例ケース対応相談の必要なし 
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【利用者及び家族の状況】 

本人 ：69 歳女性 要支援１ 障害高齢者自立度Ａ1 認知症高齢者の生活自立度 正常  

 狭心症によるステント手術後、めまいと筋肉のふるえが始まる。 

 元々は家事全般を本人がしていたが、手術後うつ状態がひどくなり家事が行なえなく 

なってしまった。40 代からうつ病を患い服薬と定期受診を行っている。食事の支度、 

片付け、掃除ができなくなり、室内環境は不衛生になってきている。 

長男 ：大学卒業後就労につかず、自宅に閉じこもり、昼夜逆転の生活を送っている。 

 母親が家事ができなくなっても生活を変える様子が無く、買い物は頼めばしてくれる 

こともあるが、インスタント物や惣菜が多く調理はできない。精神的に不安定になる 

と母親とも顔を合わせられなくなってしまう。 

親戚 ：夫は他界。夫の親族が他区に住む。 

    週１～２回食事を届けるなどの協力をしているが親族も高齢で長くは続けられない。 

【対応およびケアマネジャーの判断】 
本人と夫の親族、訪問介護事業所と担当者会議を行った。夫の親族は週 1～2回食事を届ける

などの援助を行っているが負担感が出てきている。本人は長男に対して買い物を手伝ってもら

えるだけで十分だと思っている。長男に色々要求すると精神的に不安定になってしまう。身体

が動くようになれば自分で家事を行いたいが、今は何をするのも億劫で食欲も無いので体力も

低下している。 

主治医からは手術後本人のうつ症状が重く、無理をすれば状態悪化の可能性があるため支援

が必要との意見を事前に頂いている。 

訪問介護事業所から、ご本人が食べたいものをその都度お聞きすることで食べる意欲を取り

戻してもらえると良いとの意見。居室の環境整備も本人に代わって行える家族がいないので、

支援の必要があるのではないかと。 

食事については、食欲が出てくれば食事サービスの利用も今後検討できると思われる。 

現在の状態が続けば、栄養状態の悪化、生活環境の悪化の可能性がある。状態の悪化を防ぎ、

自立を支援するために生活援助の保険給付が必要と判断する。

【整 理】 

■ 同居家族：有

■ 同居家族（有）の場合の算定要件：「その他やむを得ない事情」に該当

○同居の長男：精神的に不安定なため買い物等部分的な家事は行えるが、調理や片付けなど

の家事を行うことが困難な状態。

■ 必要な生活援助サービス：買い物、調理、片付け、本人居室の清掃等の生活援助導入。

  定期的に状況を確認し、サービス内容の見直しを行う。

対応事例＃２
同居家族が本人に代わって家事を行えない状態の

ため、食事確保と環境整備のため生活援助を導入し

た事例。 

保険者への特例ケース対応相談の必要なし 
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【利用者及び家族の状況】 

本人 ：8１歳女性 要支援２ 障害高齢者自立度 A2  認知症高齢者の生活自立度 Ⅰ 

    慢性腎不全の為に週３回透析通院を行っている。単身で付き添いできる家族がいない。 

    慢性腎不全と診断されてから１年は、交通機関を利用して遠方の病院に通院していたが、

体力的な負担が大きい為、１年前から近隣の透析病院に通院先を変更した。 
     透析病院には、歩いて通院している。 

【相談内容】 
ヘルパーによる、透析後の帰宅介助について、保険給付可能か判断してほしい。 

【対応およびケアマネジャーの意見】
本人には「自力で通院したい」という意思はあるが、透析後にベッドから立ち上がれない、

膝から崩れ落ちそうになる事が続き、対応方法を検討する為に担当者会議を行った。 

話し合いの結果、自宅から透析病院まで行く事に問題はないが、透析後は著しく体力を消耗 

し、移動負担と転倒の危険が高い為、透析後の帰宅支援が必要な状態であると病院スタッフか

らの意見があった。 

主治医からは、加齢による体力低下に加え、循環器内科の受診を勧める程、動作時の心臓負

担が増しており、透析後一人で帰宅することは状態悪化のリスクが高く移動介助が必要との意

見がある。透析後の身体能力低下と介護者不在である事から、要支援者ではあるが、ヘルパー

による、透析後の帰宅介助は必要と考える。  

【総合的判断・意見】 

慢性腎不全のため透析通院を継続させる必要がある。主治医の医学的な所見により、透析後

の自宅までの移動に際して安全に帰宅するための介助が必要であると判断する。介護予防給付

による訪問介護の帰宅支援は必要と認める。 

【整 理】 

■ 心身の状況

○透析通院は健康状態の安定の為に欠かせないが、現在の状態では、一人で通院する事が

 できない。透析後の、体力消耗が著しく転倒のリスクが高い。

○心臓の不調が、透析後に著しく出ている可能性もあり、直近で循環器系内科を受診する

予定がある。

■ 必要なサービス：訪問介護による、透析後の帰宅介助 週３回（介護予防訪問介護）

■ 本人の状態の変化に応じて、ケアプランの内容および状態区分の見直しを図る必要がある。

対応事例＃３
透析治療の為に通院する必要があるが、一人暮らし

の為に家族支援が受けられず、ヘルパーによる通院

介助を導入した事例。
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【利用者及び家族の状況】 

本人 ：85 歳男性 要介護１ 障害高齢者自立度 A2 認知症高齢者の生活自立度 Ⅰ 

    糖尿病、腎不全、洞不全症候群（ペースメーカー） 

    筋力低下により自力歩行不可。糖尿病性網膜症による視力低下、聴力の低下もある。 

妻  ：78 歳女性 本人と同居。（要介護認定申請中） 

家事と本人の身の回りの世話を行なっている。腎臓病のため疲れやすい。半年くらい前

より、物忘れの症状がひどくなってきている。 

長男 ：53 歳男性 別居 父親の仕事を継いで自営業を営む。就労のため週３回の透析通院の介 

助を行うことは困難である。 

【相談内容】 
通院介助に引き続き、訪問介護による院内介助が算定可能か判断してほしい。 

【対応およびケアマネジャーの意見】 
本人の心身の状態は、下肢筋力の低下による歩行困難な状態に加え、糖尿病性網膜症による

視力低下、難聴も進んでいる。歩行介助は前面からのしっかりとした手引き歩行介助が必要で、

声かけもかなり大きな声で伝えないと聞こえない。

透析時、ベッドまでの移動、移乗、更衣まで介助者がいないと自力で行うことができない。

病院内スタッフで対応できない理由は、「本人は視力低下や難聴のため声かけの指示では安全に

移動が行えず、歩行も不安定なため病院内スタッフが対応できる範囲内の介助では安全が確保

できない場合がある。」ということだった。 

家族の状況は、同居の妻が要介護認定申請中で本人の通院介助ができる状況になく、長男は

就労があり、週３回の透析通院の介助を行うことは困難。安全に透析治療を継続し、在宅生活

を維持するためには、通院介助に引き続き、訪問介護による院内介助が必要な状況である。

【総合的判断・意見】 
安全に透析治療を継続し、在宅生活を維持するために介助が必要であり、現状では家族の付き

添いが困難で、病院スタッフによる対応では安全確保が難しい状況である。視力低下、難聴、

歩行不安定などの本人の心身の状況を踏まえ、支援計画に基づいて介護知識を持つものが通院

介助に引き続き院内介助を行なうことが求められる。よって訪問介護による院内介助が必要と

判断する。

【整 理】 

■【同居家族】：有

  妻が同居であるが疾病があり虚弱、ひどい物忘れの症状も出てきており、要介護認定申請中。

病院内で夫の身体介護を担うことは困難。

■ 介護協力者：有

  長男が区内に住むが、自営業を営み、平日の日中、週 3 回の通院介助を行う事は困難。

■ 病院スタッフの対応・意見：歩行が不安定で視力低下、難聴という本人の状態では、常に介

助がないと安全に透析を受けてもらう事ができない。病院スタッフの対応では安全の確保が

困難。

■ 必要なサービス：通院介助に引き続き、訪問介護による院内介助が必要と判断する。

対応事例＃４
透析通院で、通院介助に引き続き、訪問介護による

院内介助が必要な状況なため身体介護を導入した

事例。 



１. 軽度者に対する福祉用具の取り扱いについて

２. 軽度者に対する福祉用具貸与･算定フローチャート



Ⅰ 軽度者に対する福祉用具の取り扱いについて

○　次の福祉用具において、要支援及び要介護１(以下「軽度者」という。)の方等に
　　対しては、原則として福祉用具貸与費が算定できません。※（注１参照）

ア　車いす　及び　車いす付属品

イ　特殊寝台　及び　特殊寝台付属品

ウ　床ずれ防止用具　及び　体位変換器

エ　認知症老人徘徊感知機器

オ　移動用リフト（つり具の部分を除く）

カ　自動排泄処理装置

○　例外として「厚生労働大臣が定める者」に該当し、その状態像に応じて利用が想
　　定される場合は、軽度者であっても福祉用具貸与費が算定できます。

ア 車いす及び  次のいずれかに該当する者

　 車いす付属品  （一） 日常的に歩行が困難な者 　1-7　歩行「3.できない」

 （二） 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認め 　※（注２）参照

　　    られる者

イ 特殊寝台及び  次のいずれかに該当する者

　 特殊寝台付属品  （一） 日常的に起きあがりが困難な者 　1-4　起き上がり「3.できない」

 （二） 日常的に寝返りが困難な者 　1-3　寝返り「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具  日常的に寝返りが困難な者 　1-3　寝返り「3.できない」

　 及び体位変換器

エ 認知症老人徘徊  次のいずれにも該当する者

　 感知機器   （一）意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれ 　3-1「1､意思を他者に伝達でき

　  　  かに支障がある者 　きる」以外　又は　3-2～3-7の

　いずれか「2､できない」　又は

　3-8～4-15のいずれか「1.ない」

　以外　その他、主治医意見書に

　おいて、認知症の症状がある旨

　が記載されている場合も含む。

  （二） 移動において全介助を必要としない者 　2-2　移動「4.全介助」以外

オ 移動用リフト  次のいずれかに該当する者

（ つり具の部分を除く）   （一） 日常的に立ち上がりが困難な者 　1-8　立ち上がり「3.できない」

  （二） 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 　2-1　移乗「3.一部介助」

　又は「4.全介助」

  （三）生活環境において段差の解消が必要と認められる者 　※（注２）参照

カ自動排泄処理装置  次のいずれにも該当する者

※（注１）参照   （一） 排便が全介助を必要とする者 　2-6　排便「4.全介助」

  （二） 移乗が全介助必要とする者 　2-1　移乗「4.全介助」
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【表１】厚生労働大臣が定める者（平成１２年厚生省告示第９５号第二十五号のイ）
厚生労働大臣が定める者のイに該
当する基本調査の結果厚生労働大臣が定める者のイ対象外種目



※（注２）によって、該当する事例に関して特例ケース相談必要なしとする。

　　　　　　　⇒　品川区への確認の必要なし。（平成24年12月1日以降適用）

※　居宅サービスに記載された必要な内容を見直す頻度については、

　　　　　　　⇒　少なくとも6ヶ月に1回とする。
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　要介護１の者等に係る福祉用具貸与費　[老企第36号　第2の９(2)　第2の11の(2）]

※（注１）
要介護1の者に係る指定福祉用具貸与については、その状態から見て使用が想定しにくい「車いす」，
「車いす付属品」，「特殊寝台」，「特殊寝台付属品」，「床ずれ防止用具」，「体位変換器」，「認知症
老人徘徊感知機器」，「移動用リフト（つり具の部分を除く。）」及び「自動排泄処理装置」（以下対象外
種目」という。）に対しては、原則として算定できない。また、「自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸
引する機能のものを除く。）」については、要介護1の者に加え、要介護２及び要介護３に対しては、原則
として算定できない。しかしながら95号告示第二十五号のイで定める状態像に該当する者については、軽度
者（要介護1の者をいう。ただし、自動排泄処理装置については、要介護1，要介護2及び要介護３の者をい
う。）であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が
可能である。

　※（注２）
   アの(二)及びオの(三)については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉
用具専門相談員のほか軽度者の状態について適切な助言が可能な者が参加するｻｰﾋﾞｽ担当者会議等を通じ
た適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者等が判断することとなる。
   なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必
要に応じて随時）で行うこととする。



○　例外として【表１】には該当しないが、下記【表２】のいずれかに該当するこ
　　とが①医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ②サービス担当者会議等を
　　通じた適切なマネジメントにより福祉用具の貸与が特に必要であると判断され
　　ている場合は、③品川区の承認が得られれば福祉用具貸与費が算定できます。

【表２】福祉用具が必要となる主な事例内容（概略）
　※平成19年3月14日　厚生労働省「地域包括支援センター・介護予防事業担当者会議資料」より

・特殊寝台 　パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・増悪

　ⅰ 状態の変化 ・床ずれ防止用具 　を起こす現象（ ON・OFF現象） が頻度におき、日によって、告示で

・体位変換器 　定める福祉用具が必要な状態となる。

・移動用リフト

・特殊寝台 　重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯

・床ずれ防止用具 　によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。

・体位変換器

・移動用リフト

・特殊寝台 　末期がんで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が

　ⅱ 急性増悪 ・床ずれ防止用具 　悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要となる。

・体位変換器

・移動用リフト

　 ・特殊寝台 　重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体

　ⅲ 医師禁忌 　を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊

　寝台の必要性を医師からも指示されている。

・特殊寝台 　重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらない

　ようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台

　の必要性を医師からも指示されている。

・特殊寝台 　重度の逆流性食道炎（ 嚥下障害） で、特殊寝台の利用により、一

　定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避す

　る必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。

・床ずれ防止用具 　脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれの発生リスクが高く、床ず

・体位変換器 　れ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要があ

　る。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。

・移動用リフト 　人工股関節の術後で、移動用リフトにより、立ち座りの際の脱臼

　の危険性を回避する必要がある。移動用リフトの必要性を医師か

　らも指示されている。

※ 上記については、あくまでも例示であり、これ以外の状態像であっても、ⅰ）～ⅲ）の状態である

  と判断される場合もあります。
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事　例　内　容　（概　略）必要となる福祉用具事例類型



２． 軽度者に対する福祉用具貸与・算定フローチャート
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　軽度者が原則利用できない福祉用具であるかを確認しましょう。

<

特
例
相
談
へ

>

○車椅子及び車椅子付属品
○特殊寝台及び特殊寝台付属品
○床ずれ防止用具及び体位変換器
○認知症老人徘徊感知機器
○移動用リフト
○自動排泄処理装置

○手すり
   ○スロープ
 　○歩行器
   ○歩行杖

＜確認①＞
  末期がん等の診断を受けている

＜確認②＞

 「厚生労働大臣が定める者」に
　該当する 　　⇒【表１】参照

＜確認③＞
  厚生労働省の「福祉用具が必要と
なる主な事例内容」の要件に該当す
る⇒【表２】参照

＜確認④＞
　確認①～③に該当しないが、福祉
用具の利用が必要な理由がある？

<

算
定
可
能

>
＜確認②　ポイント＞

該当する基本調査の結果がない項目に
ついては、サービス担当者会議を通じた
適切なケアマネジメントにより指定居宅
介護支援事業者等が判断し、利用が必要
とされる場合は福祉用具貸与費が算定で
きます。
　　　　　　　　 ⇒【表１】P13参照

＜確認①　ポイント＞

末期がん等の方の場合、非該当とならな
い限りは、認定申請中であっても、福祉用
具の利用が可能です。
⇒資料編－事務連絡等－「末期がん等の方
への福祉用具貸与の取扱等について」P46
参照

＜確認③　ポイント＞
　【表１】には該当しないが、【表２】のいず
れかに該当すると①医師の医学的な所見に基づ
き判断され、かつ②サービス担当者会議等を通
じた適切なケアマネジメントにより福祉用具の
貸与が特に必要であると判断される場合は、特
例ケース相談をした上で、③品川区の承認が得
られれば福祉用具貸与費が算定できます。

⇒【表２】P15参照

Y
E
S

☆特例相談時のポイント☆
＜書類作成＞

　　特例ケース対応相談票と添付書類を、担当地区のケースワーカーに提出して相談します。
　＜添付書類について＞
　　①特例ケース対応相談票　　（品川区福祉用具貸与ケース対応票【記入例】P23参照）
　　②アセスメント表
　　　利用者の状態、疾病状況、日常生活の状況、福祉用具活用の必要性等が具体的にわかるように記入します。
　　③サービス担当者会議記録
　　　福祉用具の必要性、福祉用具利用時の安全性等について、利用者および各サービス提供事業者、主治医等担当
　　　者から意見を聴取しサービス担当者会議録に記載します。
　　④適切なケアプラン
　　　ケアプラン表は、サービス担当者会議を踏まえ福祉用具を導入したことを想定して作成してください。サービ
　　　スを利用することで病状や心身の状態の悪化を防ぐ、自立した生活を維持するなどの目標が設定されているこ
      とが必要となります。計画期間の記載も忘れずに！
　　⑤医師の判断を確認する内容を含む書類の添付が必要です。（主治医・ケアマネジャー連絡票等　資料編－書式－参照）
　　　主治医がサービス担当者会議等に出席している場合は、主治医の意見が記載された担当者会議録を添付してください。

  ※以上の手続きはケアプランに記載された福祉用具の必要性を見直す頻度（少なくとも6ヶ月に1回）で行うこと。

＜算定不可＞
介護保険の福祉用具貸与以外で

支援内容を再検討

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

Y
E
S

Y
E
S

Y
E
S

＜確認④　ポイント＞
　【表１】【表２】のいずれにも該当しない
が、①医学的所見に基づき判断され、かつ②
サービス担当者会議等を通じた適切なマネジメ
ントにより、福祉用具の貸与が特に必要である
と判断される（自立した生活を維持継続する上
で日常生活上福祉用具の活用が必要と認められ
る等の）場合は、特例ケース相談をした上で、
③品川区の承認が得られれば福祉用具貸与費が
算定できます。



【事例１】　車いすの介護給付福祉用具貸与

【事例２】　電動車いすの介護予防給付福祉用具貸与

【事例３】　特殊寝台及び特殊寝台付属品の介護給付

福祉用具貸与
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【利用者及び家族の状況】 

本人 ：82 歳女性 要介護１ 障害高齢者自立度 A2  認知症高齢者の生活自立度 Ⅰ  

    転倒による慢性硬膜下血腫（術後 6ヶ月）、変形性腰椎症、変形性膝関節症のため歩行が

不安定で下肢筋力低下している。網膜色素変性症のため視力が低下し、眼鏡をかけても

目の前の人がぼんやりとしか見えない。高血圧症もあり定期通院が必要。 

本人･家族の意向 日常生活や通院で車いす利用を継続したい。 

【対応およびケアマネジャーの判断】 

初回認定結果が「要介護１」で、認定調査項目の歩行が「できない」ため、車いすレンタル

利用していたが、更新調査の結果「要介護１」で歩行が「つかまれば可」となった。

本人は、内科（月 2 回）・眼科（月 1 回）・整形外科（月 2 回）の通院介助と買い物（週 1 回）

の際の移動介助に車いすを使用。室内はつかまり歩きで移動しているが、視力の低下もあり、

屋外では介助者がいても１０ｍも歩行できない。主治医より「腰痛と膝関節痛のため介助をし

ても歩行が困難であり、網膜色素変性症による視力障害について眼鏡での補正も難しい。転倒

のリスクが高く、安全に屋外移動するためには車いすが必要」との意見がある。

介助者がいても歩行での屋外移動は困難であり、転倒を繰り返して慢性硬膜下血腫を起こし

手術していることから、転倒リスクを回避する為にも介助者による車いすでの移動介助が適切

な対応と判断できる。通院の継続だけでなく、日常生活を維持するために車いす貸与の継続が

必要と判断する。

【整 理】 

対応事例＃１
要介護１で、車いす貸与の継続について検討した事

例 

■ 認定結果：「要介護１」で歩行の項目が「つかまれば可」（「できない」に該当しない）

■ 主治医より車いすが必要な状態と判断されている（医学的な所見に基づく判断である）

■ 転倒リスクが高く、介助者による車いすでの移動が適切な対応である。車いすを利用する事

で通院の継続、買い物等ができており、日常生活を維持するために車いすの利用が欠かせな

くなっている。

■ 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者に該当

■ 必要なサービス：車いす貸与の継続（介護給付福祉用具貸与）

保険者への特例ケース対応相談の必要なし 
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【利用者及び家族の状況】 
本人 ：90 歳男性 要支援２ 障害高齢者自立度 A1  認知症高齢者の生活自立度 正常 

    両変形性膝関節症を患っており、歩行時に痛みが生じており、室内移動もふらつきがある。

（室内伝い歩き）昨年の秋口に外出時に転倒してからは、杖歩行であるが妻の付き添いが

ないと外出が困難になっている。できることは自分で行いたいという気持ちが強い。 

妻  ：88 歳女性 非該当 

持病はないが、高齢のため下肢筋力は低下している。杖をついて安全に外出する事は可能。

調理や洗濯等は自力で行うが重いものを持って歩くことは困難。夫に付き添って外出する

が夫の歩行介助を行う体力はなく見守りしている。夫が転倒する前までは買い物は夫と一

緒に行き、夫に荷物を持ってもらっていた。 

自宅周辺の環境  

：集合住宅の一階部分で生活。自宅玄関のすぐ脇に自転車置き場があり、正面がすぐ道路 

となっている。車の交通量としては、大通りに面していないので少ないほうである。 

 自宅近くの道路は起伏の多い坂道の為、歩行器の利用は高齢者には負担が大きく危険。 

【相談内容】 
安全な外出の機会を確保し、自立を支援するために予防給付で電動車いすを利用したい。 

【対応およびケアマネジャーの意見】 
本人は膝痛のため歩行が不安定で、屋外では杖を使用。妻は転倒防止のため見守りしているが

本人の身体を支えるほどの介助はできない。ヘルパーを含めた第三者の買い物代行を提案したが、

なじみの商店で、品物を見て選んで買い物したい。できるだけ人に迷惑をかけずに生活したいと

の希望から、利用には至らなかった。主治医に相談したところ、安全な外出の機会を確保するこ

とは、機能低下を防ぐために重要で、電動車いすの活用が転倒防止、膝への負担軽減に効果的で

はないかとの意見を頂いた。 

福祉用具事業者の協力で電動車いすを試乗した結果、安定走行可能で問題なく操作できた。 

坂の多い周辺環境により歩行器よりも電動車いすの安全性の有効性が認められる。電動車いす利

用によりご本人が希望する主体性を持った生活が継続出来る。 

【総合的判断・意見】 
杖歩行が可能なため「日常的生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」と認め

がたく、ⅰ状態変化、ⅱ急性増悪、ⅲ医師禁忌の状態像にも該当しない。主治医より、機能低下

の防止、転倒防止、膝の負担軽減のために電動車いすの活用は有効との意見があり、福祉用具事

業所との担当者会議により用具の必要性、安全性の確認が行われている。よって、本人の自立し

た生活を継続するために予防給付による電動車いすの利用は妥当と判断する。 

【整 理】 

■ 認定結果：「要介護１」で歩行の項目が「つかまれば可」（「できない」に該当しない） 

■ 杖歩行可能で「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」に該当しない。

■ 両膝関節症と筋力低下により歩行が不安定で転倒リスクがある。（医学的所見に基づく判断）

■ アセスメントにより確認した本人のニーズとサービス活用で得られる効果（ケアプランの目標）

：安全な外出の機会確保、心身機能の低下防止、自立した生活の維持（自立支援・医師の意見）

■ サービス担当者会議による福祉用具の必要性を確認、試乗による操作の安全性の確認ずみ。

（必要性、安全性の確認）

■ 品川区へ「福祉用具貸与ケース相談票」により相談。

■ 必要なサービス：電動車いすの貸与（介護予防福祉用具貸与）

対応事例＃２
歩行が不安定で、安全な外出が確保出来ないため、

自立支援を目標として電動車いすの利用を検討し

たケース。
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【利用者及び家族の状況】 

本人 ：88 歳男性 要介護１ 障害高齢者自立度 A2  認知症高齢者の生活自立度 Ⅰ 

後縦靱帯骨化症、脊柱管狭窄症、慢性気管支炎により動作時息切れがあり、SpO2 低下 

によるめまいふらつきがある。寝返り、起き上がりが困難、10分間以上の姿勢保持困難。 

食道裂孔ヘルニアにより喀痰がある。以前肺炎を起こしている。胃液が肺に逆流する 

ことが考えられ、寝ているとき（角度 10 度～15度程度）上半身を少し上げおくこと 

が望ましいと医師から指摘されている。 

妻  ：80 歳女性 非該当 

 夫と二人暮らし。腰痛があるので夫の寝返りや起き上がりを介助することが大変にな 

っている。食事はなるべく食堂へ移動して食べさせたいが、本人の体調が悪い時には 

ベッド上で食事介助するときもある。特殊寝台があればギャッジアップが楽に行える。 

【相談内容】 
在宅で安全に生活を続けるために、特殊寝台及び特殊寝台付属品の貸与を利用したい。 

【対応およびケアマネジャーの意見】 
特殊寝台及び特殊寝台付属品を利用することで、病状の悪化を予防し、自宅での生活を継続 

できる効果があると考える。主治医からも肺炎の防止策として福祉用具の利用が必要であると

指摘を受けている。よって軽度者の福祉用具貸与算定の要件に該当すると判断する。 

介護者も高齢のため安全、安楽に介護できる環境を整備する必要がある。

【総合的判断・意見】 
後縦靱帯骨化症、脊柱管狭窄症、慢性気管支炎により自力での起き上がりや姿勢保持が困難

な状態であり、食道裂孔ヘルニアによる肺炎のリスクもある。病状の悪化を防止し、安全に在

宅生活を送るためには特殊寝台および特殊寝台付属品の介護給付が妥当であると判断する。 

【整 理】 

■ 認定結果：「要介護１」で「寝返り」、「起きあがり」が「つかまれば可」のため日常的に寝

返りおよび起きあがりが困難な者に該当しない。

■ 食道裂孔ヘルニアで胃液が肺に逆流することが考えられ、寝ているときは上半身を（10 度

～15 度程度）上げておくことが望ましいとの医師の所見がある。（医師禁忌）

■ 心肺機能の低下により、寝返り起き上がり等の動作時 SpO2の低下がある。めまいやふらつ

きを防ぎ動作を安楽に行うために特殊寝台が必要である。（転倒、転落の防止・安全確保）

■ 介護者が高齢で腰痛があり、一般のベッドでは本人の寝返りや起き上がりを介助することが

負担になっている。（介護者の負担軽減）

■ 医師の所見に基づき特殊寝台および特殊寝台付属品が必要な状態と判断され、サービス担当

者会議を通じて必要性の確認を行い、品川区より承認。

■ 必要なサービス：特殊寝台および特殊寝台付属品貸与（介護給付福祉用具貸与）

対応事例＃３
疾病により姿勢保持が困難であり、医師の所見によ

り、肺炎のリスクを避けるためにも特殊寝台の貸与

が必要と判断された事例



１．相談票作成の目的

２．記入のポイント

３．Q&A　　

品川区福祉用具貸与ケース対応相談票

　【記入のポイント】

　【記入例 】
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１．相談票作成の目的 
介護保険制度においては、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき、利用者に必

要なサービスが提供されるべきであるとされています。一方で、それぞれのサービスについ

て、算定の可否の原則があり、指定事業者は介護給付適正化、法令の遵守を事業運営に求め

られています。「介護保険指定事業者運営の手引き Q＆A」等を参考に、ケアマネジャーや各

サービス事業所の提供責任者が、適正なケアプラン作成を心がけているところですが、個別

の状況によっては、介護給付または予防給付でサービスを提供するべきか、判断に迷う場合

があります。品川区では、サービスの支給について、一律機械的な可否の決定を避け、保険

者として個別具体的な状況を踏まえた判断が行なえるよう努めております。 

 ケアマネジャー、各サービス提供事業者の責任者の皆さんが、判断に迷った時に、アセス

メントの内容を確認して問題を整理できるように、また、保険者として、共に考え、適正な

給付が行なえるように「特例ケース対応相談票」の様式を活用していきたいと思います。 

２．記入のポイント 
品川区福祉用具貸与ケース相談対応票【記入のポイント】（P22）をご参照ください。 

 ◆相談の趣旨・詳細内容 

 （具体的に記入すること、別紙とする場合でも要約を記入すること） 

  １．世帯の状況 

単身、同居家族の有無、二世帯住宅など家屋の状況も含めて記入。 

２．本人・家族の状況 

  本人の状況：介護度、認知症自立度、障害自立度、できること、できないこと、 

生活への支障など。 

  家族の状況：障害、疾病、要支援または要介護の状態であるか、その他介護困 

難な事情があるなど 

  ３．相談内容（特例申請の理由） 

◆対応およびケアマネジャーの意見 

（判断を求める内容とその理由・根拠等を具体的に記入すること） 

◆添付書類 

  ′ケアプラン表、′アセスメント表、′サービス担当者会議記録、′その他 

   適切なケアマネジメントに基づき、ケアプランに位置づけることの妥当性を判断でき

る書類を添付します。主治医との連絡票や主治医の意見が記載されたサービス担当者

会議の記録など、医師の判断を確認する内容を含む書類(※)の添付が必要となります。 

「特例ケース対応相談票」・「福祉用具貸与ケース対応相談票」 

作成の目的と記入のポイント 

～適切なケアマネジメントで、利用者の「その人らしい暮らし」を支えるために～ 
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（※）医師の判断を確認する内容を含む書類について

医師に診断書や同意書を作成してもらう必要はありません。以下のいずれかにより医

師によるサービスの必要性の判断を確認する内容を記載した書類を添付してください。 

① サービスの必要性を判断する内容が含まれる「主治医意見書」

② 医師等医療関係者が出席し、医師の判断が確認できる内容を含む「サービス担当者

会議の記録」 

③ 医師等医療関係者が日程調整困難でサービス担当者会議に出席できない場合、サー

ビス照会により医師の判断を「サービス照会により聴取した内容の記録」

④ 医師の判断が確認できる内容の記載された「主治医・ケアマネジャー連絡票」

※要介護認定申請中のため暫定で特例ケースの相談が必要な場合は高齢者福祉課にお

問い合わせください。医師の判断、医学的所見の収集について、「主治医・ケアマネ

ジャー連絡票」により確認することも可能です。資料編に書式がありますのでご活

用ください。（第 4部資料編 参考様式集- P64 参照） 

３．Ｑ＆Ａ 
Q1 認定申請後、早急に福祉用具貸与が必要な場合はどうしたらよいか？ 

Ａ  軽度者に対して福祉用具を貸与する場合は、①適切なアセスメント②医師の判

断・医学的所見の収集、③サービス担当者会議の開催、④ケアプラン原案作成、  

⑤保険者への確認の手続きが必要になります。しかし、認定申請後早急に必要に

なった場合や利用者の状態像の急激な変化等の理由により緊急に福祉用具貸与

が必要になった場合で、⑤の手続きが完了していない場合は、高齢者福祉課にお

問い合わせください。なお、この場合、①～④の手続きが完了していることが必

要になります。 

Q2 医師の判断が確認できる内容とは具体的にどのような内容か？ 

Ａ  利用者の病名、病状、サービス利用が必要な理由 

例：病名：重度の関節リウマチ 

    病状：重度の関節リウマチにより関節のこわばりが強く、寝返りや起き上が

りができない時間帯がある。 

サービス利用が必要な理由：特に朝方のこわばりが強く、起居動作を安全に

行うために特殊寝台及び特殊寝台付属品が必要な状態である。 

Q3 サービス担当者会議の日程を調整しているが、利用者・家族と担当者の日程が合

わない場合は？ 

  Ａ  やむを得ない場合は担当者による照会等で意見を求めることができます。【運営

に関する基準第 13 条】ただし、照会等で意見を求めた記録をサービス担当者会議

の要点に記録するか添付することが必要です。 



【記入のポイント】品川区高齢者福祉課fax：5742-6881
◆照会日(作成日) ＊ﾌｧｯｸｽで提出する場合は、誤送付等の個人情報漏洩に注意すること

◆居宅介護支援事業所

担当ケアマネジャー

◆相談者 該当者との関係

◆該当者

◆サービス種別 　′電動車いす　　′車いす　　　′特殊寝台　　　　　′その他（　　　　　　　　　　）

◆サービス提供事業所

◆相談の趣旨・詳細内容（具体的に記入すること、別紙とする場合でも要約を記入すること）

◆ケアマネジャーの意見（判断を求める内容とその理由・根拠等を具体的に記入すること）

○添付書類

　′ケアプラン表

　′アセスメント表

　′サービス担当者会議記録

　′その他（ ）

◆地域包括支援センターの　判断　意見

上記のとおり決定・回答・報告する。

平成　年　月　日　品川区高齢者福祉課 *決定後供覧
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氏　名

住　所

平成  　年　 月　 日

連絡電話番号

生年月日

氏　名

(       )

(       )ﾌｧｯｸｽ番号

連絡電話番号

連絡電話番号

◎期間：　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日とし、
　ケアプラン等の見直しを適時行なうこと

連絡電話番号

認知症自立度Ｍ.Ｔ.Ｓ   年　月　日　(　 歳)

(       )

要介護度

介護保険
担当主査

認定給付
係長

担当者

品川区福祉用具貸与ケース対応相談票

高齢者福祉
課長

高齢者支援
第３係長

高齢者支援
第２係長

高齢者支援
第１係長

庶務係長

住　所

特例ケースとしての対応を相談する場合には・・・

①医師の医学的所見等によりサービスの必要性が判断され、
②サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに
よりサービスが必要であると認められた場合、
②特例ケース相談をした上で品川区の承認が得ることが必要
です。

●相談の趣旨・詳細内容
利用者の日常生活の状況等について、サービス
の必要性が判断できるよう具体的に記入します。
＜記載すべき内容＞
・利用者の日常生活の状況
・心身の状態
・家族状況
・「疾病状況」「生活環境」
・特例相談に至った経過
・本人および家族の意向
・サービス担当者会議等で聴取した専門職の意見
・社会資源の検討状況等
・サービスを利用することで得られる効果

　　　　　＜ワンポイント＞
●特例相談をする前に、地域の社会資源
について再確認してみましょう。
・事業所内でケース検討する
・地域包括の主任ケアマネジャー等に情報
　をもらう
・地区ケア会議でケース検討を行い、地域
　に足りないサービスについて情報を共有
　する等…
●検討の結果、保険給付以外の社会資源
が活用できない場合は特例相談します。

●添付書類について
・対応相談票提出時に、以下の書類が必要となります。
・添付書類は、サービスの必要性を判断するための資料と
　なります。
・サービス利用を想定したケアプランを添付して下さい。
・その他は「医師の医学的所見に基づき判断された」
　内容が記載された書類となりますが、担当者会議記録
　に医師の所見が記載されていれば不要となります。

●専門職としての意見を記載する
・適切なケアマネジメントに基づく専門職としての意見を記載します。
・支援の必要性と、サービスを利用することで見込まれる「状態の改
　善」「状態の悪化防止」等について記載します。

上記記載や添付書類から・・・

地区担当のケースワー
カーが、保険給付によ
るサービスの必要性を
検討します。

　　　＜保険給付の可否決定＞
申請された時点での要介護（要支援）認

　　定区分の有効期間内で、提出されたケア
　　プランの作成期間内（６ヶ月間まで）について
　　保険給付を承認します。（利用者の状態が変
　　わった時やプラン内容が変わった場合には再
　　度見直しが必要です。）

●見直しの期間について
※　少なくとも６ヶ月に一度の見直しが
  必要となります。



品川区福祉用具貸与ケース対応相談票【記入例】 品川区高齢者福祉課fax：5742-6881
◆照会日(作成日) ＊ﾌｧｯｸｽで提出する場合は、誤送付等の個人情報漏洩に注意すること

◆居宅介護支援事業所

担当ケアマネジャー

◆相談者 該当者との関係

◆該当者

◆サービス種別 　■電動車いす　　′車いす　　　′特殊寝台　　　　　′その他（　　　　　　　　　　）

◆サービス提供事業所

◆相談の趣旨・詳細内容（具体的に記入すること、別紙とする場合でも要約を記入すること）

○本人家族の状況：要支援1の妻と二人暮らし。子どもは無く、近くに親戚も無い。

　福祉サービスの利用はトイレの手すりのみ。妻は腰痛があり、筋力低下により歩行が不安定。杖歩行可能だが

　荷物を持って歩くなどのことは困難。

　本人は両変形性膝関節症を患っており、歩行時に痛みが生じる為、室内でもふらつきながら移動する(壁伝い移動)

　自宅周辺は坂が多く、Ｈ○年○月に妻と買い物に出た際に本人が転倒してしまった。

　以前は夫婦で買い物に出かけ、本人が荷物を持って歩いていたが、昨年の転倒後より外出が困難になっている。

　妻が外出時の歩行介助を試みたが、本人の体重を支えきれない為、共に倒れそうになる。

　ヘルパーを含めた第三者の買い物支援も検討したが、なじみの店で買い物したい。できることは自分で行いたいと

　いう本人の意向があり、ヘルパー利用には至らなかった。

　歩行器等の利用も検討したが、坂道が多く利用が困難。福祉用具品川の担当者同席でセニアカーの試乗を行ったと

　ころ、スムーズに運転し、速度も２～６ｋｍ／毎時を保守、安全に運転できていた。　

　妻も夫が安全に外出できるよう協力したいと考えており、セニアカーを本人が運転する際杖をついて同行するよう

　にしたいと。　

○主治医からは、定期的な外出、運動の機会を持つことは心身の機能低下を防ぐために必要であるが、両膝の負担

　軽減と転倒に気をつける必要があり、電動車いすの活用は有効との意見を頂いている。

◆ケアマネジャーの意見（判断を求める内容とその理由・根拠等を具体的に記入すること）

　妻の介助を受けても安全な歩行を確保するのは困難な状態。安全な外出手段と、買い物　○添付書類

の為に支援が必要と思われる。高齢ではあるが、本人が意欲的な生活を求めており 　■ケアプラン表

電動四輪車を利用する事で本人の自立した生活の継続ができると考える。 　■アセスメント表

　■サービス担当者会議記録

　■その他（主治医連絡票 ）

◆地域包括支援センターの　判断　意見

　高齢ではあるが、出来る範囲で家事を行い自立した生活を続けたいという本人家族の意向がある。

　電動四輪車を利用し、社会との接点や家庭での役割を持ち続ける事で、主体性を持って生活できる可能性が高い。

　主治医の意見からも転倒を防止し、膝への負担を軽減しながら外出の機会を保つことが必要と考えられ、

　福祉用具活用の効果が期待できる。（安全に操作できることも確認済み）

　心身の状況変化に配慮する必要はあるが、自立支援を目的とした電動四輪車の利用は妥当と認める。

上記のとおり決定・回答・報告する。

平成　年　月　日　品川区高齢者福祉課
*決定後供覧
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氏　名

住　所

平成 ○年　○月○○ 日

連絡電話番号

生年月日

氏　名

ﾌｧｯｸｽ番号

連絡電話番号

連絡電話番号

福祉用具○○

′′○　△△

要介護度

◎期間：Ｈ○年○月○○日～　　Ｈ○年′月△△日とし、
　ケアプラン等の見直しを適時行なうこと

本人

要支援２ 正常

品川区○○ー′ー′ー′

△△　○○○

連絡電話番号

認知症自立度　Ｍ．Ｔ．Ｓ　　年　月　　日　（90歳）

介護保険
担当主査

認定給付
係長

住　所

○△′居宅支援事業所

担当者
高齢者福祉

課長
高齢者支援
第３係長

高齢者支援
第２係長

高齢者支援
第１係長

庶務係長



１．生活援助に係る根拠条文集

２．関係通知集

３．Ｑ＆Ａ集－訪問介護・福祉用具貸与編－

４．参考様式集
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【介護保険法】 

第一条

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排

せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、こ

れらの者が尊厳を保持し、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、必要な

保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険

制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉

の増進を図ることを目的とする。

第八条

２ この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅（老人福祉法（昭和三十八年法

律第百三十三号）第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項 に規定する有料

老人ホーム（第十一項、第二十項及び第十三条第一項第二号において「有料老人ホーム」という。）

その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。）において介護を受けるもの（以

下「居宅要介護者」という。）について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者に

より行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定め

るもの（定期巡回・随時対応型訪問介護看護（第十五項第二号に掲げるものに限る。）又は夜間対応

型訪問介護に該当するものを除く。）をいう。

第八条の二

２ この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受ける

もの（以下「居宅要支援者」という。）について、その者の居宅において、その介護予防（身体上又

は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは

一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。

以下同じ。）を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間に

わたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定

めるものをいう。

第五条

法第八条第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調

理、洗濯、掃除等の家事（居宅要介護者（同項 に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。）が単身

の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うこと

が困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の二及び第十七条の

五において同じ。）、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話と

する。

第二十二条の 3 
法第八条二第二項 の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、

調理、洗濯、掃除等の家事（居宅要支援者（同項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。）が単

身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うこ

とが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。第22条の19において同じ。
生活等に関する相談及び助言その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

１．生活援助に係る根拠条文集
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「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 3月 31日厚生省令第 37号）
第４条

指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指定訪問介護」という。）の事業は、要介護状態と

なった場合においても、その利用者が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、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う

ものでなければならない。

「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 3月 14日厚生労働省令第 35号）
第４条

指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護（以下「指定介護予防訪問介護」という。）の

事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要

介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介

護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

「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」

（平成 12年厚生省告示第 19号（抄））
別表

「指定居宅サービス介護給付費単位数表指定」（平成 24 年改正） 

１ 訪問介護費

イ 身体介護が中心である場合

（1） 所要時間 20分未満の場合            170単位
（2） 所要時間 20分以上 30分未満の場合           254単位
（3） 所要時間 30分以上１時間未満の場合    402単位
（4） 所要時間１時間以上の場合 584単位に所要時間 1時間から計算して所要時間 30分を増すごと
に 83単位を加算した単位数

ロ 生活援助が中心である場合

（1） 所要時間 20分以上 45分未満の場合         190単位
（2） 所要時間 45分以上の場合              235単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合  100単位
注１ 利用者に対して、指定訪問介護事業所（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。以下「指定居宅サービス基準」という。）第５条第１ 項に規定する指定訪問介護事
業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等が、指定訪問介護（指定居宅サービス基準第４条に規

定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護

計画（指定居宅サービス基準に第 24 条第 1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。）に
位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
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２  イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な

準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的援

助をいう。以下同じ。）が中心である指定訪問介護を行った場合に、所定単位数を算定する。（身体介

護が中心である指定訪問介護の所要時間が 20分未満であって、かつ、夜間（午後６時から午後 10時
までの時間をいう。以下同じ。）、早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下同じ。）若し

くは深夜（午後 10時から午前６時までの時間をいう。以下同じ。）に行われる場合又は別に厚生労働
大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252
条の 19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252条の 22第１項の中核市（以
下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。）に届け出た指定訪問介

護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(１)
の所定単位数を算定する。）

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

次のいずれにも適合すること

イ 深夜（午後十時から午前六時までの時間をいう。）を除く時間帯を営業日及び営業時間（指

定居宅サービス基準第二十九条第三号に規定する営業日及び営業時間をいう。）として定め

ていること。

ロ 利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、常時対応できる体制にあるこ

と。

ハ 当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者が次のいずれかに該当すること。

(１) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を
併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。

(２) 当該指定訪問介護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を
併せて受けようとする計画を策定していること。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。

次のいずれにも該当する者

イ 要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であって、疾病若しくは

傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることか

ら、屋内での生活に介護を必要とするもの

ロ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議（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（平成十一年厚生省令第三十八号）第十三条第

九号に規定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が

参加し、三月に一回以上開催されている場合に限る。）において、概ね一週間のうち五日

以上、所要時間が二十分未満の指定訪問介護（身体介護に該当するものに限る。）の提供

が必要であると認められた利用者

３ ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族（以下「家族等」という。）と同

居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が

家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助（調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、

これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」
という。）第８条第２項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。）が中心である指定訪

問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

４ ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員
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等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後

の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行っ

た場合に１回につき所定単位数を算定する。

５ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間 20 分以上の生活援助が中心で
ある指定訪問介護を行ったとき（イ(1)の所定単位数を算定する場合を除く。）は、イの所定単位数に
かかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が 20 分から計算
して 25分を増すごとに 70単位（210単位を限度とする。）を加算した単位数を算定する。

６ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（指定居宅サービス基準第 5条第 2項サービス提供
責任者をいう。以下同じ。）を配置している指定訪問介護事業所（平成 25年 3月 31日までの間は別
に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所を

除く。）において、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の 100分の 90に相当する単位数を算定
する。

「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）

２ 訪問介護費

第２の２（３）１回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い

１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う必要がある場合は、居宅サ

ービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサ

ービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間で位置付けること

とし、３０分を１単位として、「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。

なお、身体介護中心型の単位数に生活援助が 20分以上で 70単位、45分以上で 140単位、70分以
上で 210単位を加算する方式となるが、1回の訪問介護の全体時間のうち「身体介護」及び「生活
援助」の所要時間に、基づき判断するため、実際のサービスの提供は身体介護中心型の援助に引き

続き生活援助中心型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護を行ってもよ

い。

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え身体を支えながら水差しで水分補

給を行い安楽な姿勢をとってもらった後、居室の掃除を行う場合。

   〔具体的な取扱い〕 「身体介護」も該当する行為がどの程度含まれるかを基準に以下のいずれ

かの組み合わせを算定

・ 身体介護中心型 30分未満（254単位）＋生活援助 45分（140単位）
・ 身体介護中心型 30分以上 1時間未満（402単位）＋生活援助加算 20分（70単位）
なお、20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き行われる生活援助
の単位数の加算を行うことはできない。（緊急時訪問看護加算を算定する場合を除く。）。

第２の２（６）「生活援助中心型」の単位を算定する場合

注３において「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮

らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」

とされたが、これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない
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事情により、家事が困難な場合をいうものであること。

なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画

書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全

般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確

に記載する必要がある。

第２の２（７）「通院等乗降介助」の単位を算定する場合

①  指定訪問介護事業者が注４の「通院等乗降介助」介助を行う場合には、当該所定単位数を算定

することとし、「身体介護中心型」の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに

当たっては、道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）等他の法令等に抵触しないよう留意

すること。なお、移送行為そのものすなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、

移送に係る経費（運賃）は、引き続き、評価しない。

②  注４において「通院等乗降介助」の単位を算定することができる場合、片道につき所定単位数

を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。

③ 複数の要介護者に「通院等のための乗車又は降車の介助」を行った場合であって、乗降時に一

人の利用者に対して一対一で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービス提供

の観点から移送時間を極小化すること。

④ 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じ

ものである。

⑤  サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降

車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等

の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活

動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、

事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定

対象とならない。また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若し

くは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、「通院先若しくは外出先での受診

等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又

は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない。

⑥  「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降

車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等

の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、

「通院等乗降介助」又は「身体介護中心型」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに

関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「目的地（病院等）に行くための準備」や通院

先での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「身体介護

中心型」として算定できない。

なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院等のための乗車又は降車の

介助」を行った場合も、一回の「通院等乗降介助」として算定し、訪問介護員等ごとに細かく区

分して算定できない。

⑦ 「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般

の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあら

かじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していることを

明確に記載する必要がある。



29

「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年老計発第 0317001号・老振発第 0317001号・老老発第 0317001号）

第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

２ 介護予防訪問介護費

第２の２（１）介護予防訪問介護の意義について

  注１の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分を

 一本化することとする。ただし、介護予防訪問介護においては、通院等のための乗車又は降車の介

助が中心である場合の単位数（以下この号において「通院等乗降介助」という。）は算定しないこ

ととし、通院等乗降介助以外のサービス範囲については、訪問介護と同じ扱いとする。

第２の２（２）介護予防訪問介護費の支給区分

  介護予防訪問介護費については、訪問介護に要する標準的な時間に応じた評価を廃止し、月当た 

りの定額払いによることとする。注１に掲げる各支給区分（介護予防訪問介護費（Ｉ）、（II）又は
（III）をいう。以下同じ。）の算定に関する取扱いは次に定めるところによる。
・ あらかじめ、指定介護予防支援事業者による適切なアセスメントにより作成された介護予防サ

ービス計画において、サービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案

して、標準的に想定される１週当たりのサービス提供頻度に基づき、各区分を位置付けること。

・ その際、１回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定され

た目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計

画に位置付けること。なお、サービス提供の時間や回数の程度については、利用者の状態の変

化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであって、当初の介護予防訪

問介護計画における設定に必ずしも拘束されるべきものではなく、柔軟な対応を行うべきであ

ること。

・ こうしたサービス提供の程度の変更に際しては、介護予防サービス計画との関係を十分に考慮

し、指定介護予防支援事業者と十分な連携を取ること。利用者の状態像の改善に伴って、当初

の支給区分において想定されているよりも、少ないサービス提供になること、又はその逆に、

傷病等で利用者の状態が悪化することによって、当初の支給区分において想定された以上に多

くのサービス提供になることがあり得るが、その場合であっても「月単位定額報酬」の性格上、

月の途中での支給区分の変更は不要である。なお、この場合にあっては、翌月の支給区分につ

いては、利用者の新たな状態や新たに設定した目標に応じた区分による介護予防サービス計画

及び介護予防訪問介護計画が定められることとなる。

第２の２（９）その他の取扱い

  前記以外の基本的な取扱いについては、訪問介護の取扱方針に従うこととする。なお、通院等乗 

降介助については、算定されない。
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「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」

（平成 18年厚生労働省告示代 127号（抄）（平成 24年改正））

別表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表

１ 介護予防訪問介護費（１月につき）

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ)  1,220単位
ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 2,440単位
ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 3,870単位

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問介護事業所（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５条第１項に規定する指定介護予防訪問
介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員等が、指定訪問介護（指定介護予防サービス基準第

４条に規定する介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ所定単位数を算定する。

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ)  介護予防サービス計画（介護保険法（平成９年法律第 123 号。以
下「法」という。）第８条の２第 18項に規定する介護予防サービス計画をいう。介護保険法施
行規則（平成 11年厚生省令第 36号）第 83条の９第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以
下同じ。）において１週に１回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者

ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において１週に２回程度の指定介護予防訪

問介護が必要とされた者

ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ)  介護予防サービス計画においてロに掲げる回数の程度を超える指
定介護予防訪問介護が必要とされた者（その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審

査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成 11 年厚生省令第 58 号）第２条第１項
第２号に掲げる区分である者に限る。）

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日老計第１０号）

訪問介護の介護報酬については、「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

問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）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日付厚生省老人保健福

祉局企画課長通知）において、その具体的な取扱いをお示ししているところであるが、今般、別紙

の通り、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分及び個々のサービス行為の一連の流れを例示し

たので、訪問介護計画及び居宅サービス計画（ケアプラン）を作成する際の参考として活用された

い。

なお、「サービス準備・記録」は、あくまでも身体介護又は生活援助サービスを提供する際の事

前準備等として行う行為であり、サービスに要する費用の額の算定にあたっては、この行為だけを

もってして「身体介護」又は「生活援助」の一つの単独行為として取り扱わないよう留意されたい。

また、今回示した個々のサービス行為の一連の流れは、あくまで例示であり、実際に利用者にサ

ービスを提供する際には、当然、利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いが求められ

ることを念のため申し添える。
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（別紙）

１ 身体介護

身体介護とは、(1)利用者の身体に直接接触して行う介助サービス（そのために必要となる準備、後
かたづけ等の一連の行為を含む）、(2)利用者の日常生活動作能力（ＡＤＬ）や意欲の向上のために利
用者と共に行う自立支援のためのサービス、(3)その他専門的知識・技術（介護を要する状態となった
要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮）をもって行う利用者の日常生

活上・社会生活上のためのサービスをいう。（仮に、介護等を要する状態が解消されたならば不要※

となる行為であるということができる。）

※ 例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等が解消されても日常生活上

必要な行為であるが、要介護状態が解消された場合、これらを「介助」する行為は不要となる。同

様に、「特段の専門的配慮をもって行う調理」についても、調理そのものは必要な行為であるが、

この場合も要介護状態が解消されたならば、流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる。

１－０ サービス準備・記録等

○サービス準備は、身体介護サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であり、状況に

応じて以下のようなサービスを行うものである。

１－０－１ 健康チェック

○利用者の安否確認、顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック

１－０－２ 環境整備

○換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓等

１－０－３ 相談援助、情報収集・提供

１－０－４ サービス提供後の記録等

１－１ 排泄・食事介助

１－１－１ 排泄介助

１－１－１－１ トイレ利用

○トイレまでの安全確認 声かけ・説明 トイレへの移動（見守りを含む） 脱衣 排便・排尿

後始末 着衣 利用者の清潔介助 居室への移動 ヘルパー自身の清潔動作

○（場合により）失禁・失敗への対応（汚れた衣服の処理、陰部・臀部の清潔介助、便器等の簡

単な清掃を含む）

１－１－１－２ ポータブルトイレ利用

○安全確認 声かけ・説明 環境整備（防水シートを敷く、衝立を立てる、ポータブルトイレ

を適切な位置に置くなど） 立位をとり脱衣（失禁の確認） ポータブルトイレへの移乗 排

便・排尿 後始末 立位をとり着衣 利用者の清潔介助 元の場所に戻り、安楽な姿勢の確保
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ポータブルトイレの後始末 ヘルパー自身の清潔動作

○（場合により）失禁・失敗への対応（汚れた衣服の処理、陰部・臀部の清潔介助）

１－１－１－３ おむつ交換

○声かけ・説明 物品準備（湯・タオル・ティッシュペーパー等） 新しいおむつの準備 脱衣 

（おむつを開く 尿パットをとる） 陰部・臀部洗浄（皮膚の状態などの観察、パッティング、乾

燥） おむつの装着 おむつの具合の確認 着衣 汚れたおむつの後始末 使用物品の後始末

ヘルパー自身の清潔動作○（場合により）おむつから漏れて汚れたリネン等の交換

○（必要に応じ）水分補給

１－１－２ 食事介助

○声かけ・説明（覚醒確認） 安全確認（誤飲兆候の観察） ヘルパー自身の清潔動作 準備

（利用者の手洗い、排泄、エプロン・タオル・おしぼりなどの物品準備） 食事場所の環境整備

食事姿勢の確保（ベッド上での座位保持を含む） 配膳 メニュー・材料の説明 摂食介助（お

かずをきざむ・つぶす、吸い口で水分を補給するなどを含む） 服薬介助 安楽な姿勢の確保

気分の確認 食べこぼしの処理 後始末（エプロン・タオルなどの後始末、下膳、残滓の処理、

食器洗い） ヘルパー自身の清潔動作

１－１－３ 特段の専門的配慮をもって行う調理

○嚥下困難者のための流動食等の調理

１－２ 清拭・入浴、身体整容

１－２－１清拭（全身清拭）

○ヘルパー自身の身支度 物品準備（湯・タオル・着替えなど） 声かけ・説明 顔・首の清

拭 上半身脱衣 上半身の皮膚等の観察 上肢の清拭 胸・腹の清拭 背の清拭 上半身着衣

下肢脱衣 下肢の皮膚等の観察 下肢の清拭 陰部・臀部の清拭 下肢着衣 身体状況の点検・

確認 水分補給 使用物品の後始末 汚れた衣服の処理 ヘルパー自身の清潔動作

１－２－２ 部分浴

１－２－２－１ 手浴及び足浴

○ヘルパー自身の身支度 物品準備（湯・タオルなど） 声かけ・説明 適切な体位の確保

脱衣 皮膚等の観察 手浴・足浴 身体を拭く・乾かす 着衣 安楽な姿勢の確保 水分補給

身体状況の点検・確認 使用物品の後始末 ヘルパー自身の清潔動作

１－２－２－２ 洗髪

○ヘルパー自身の身支度 物品準備（湯・タオルなど） 声かけ・説明 適切な体位の確保

洗髪 髪を拭く・乾かす 安楽な姿勢の確保 水分補給 身体状況の点検・確認 使用物品の

後始末 ヘルパー自身の清潔動作

１－２－３ 全身浴

○安全確認（浴室での安全） 声かけ・説明 浴槽の清掃 湯はり 物品準備（タオル・着替

えなど） ヘルパー自身の身支度 排泄の確認 脱衣室の温度確認 脱衣 皮膚等の観察 浴室
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への移動 湯温の確認 入湯 洗体・すすぎ 洗髪・すすぎ 入湯 体を拭く 着衣 身体状況

の点検・確認 髪の乾燥、整髪 浴室から居室への移動 水分補給 汚れた衣服の処理 浴槽の

簡単な後始末 使用物品の後始末 ヘルパー自身の身支度、清潔動作

１－２－４ 洗面等

○洗面所までの安全確認 声かけ・説明 洗面所への移動 座位確保 物品準備（歯ブラシ、

歯磨き粉、ガーゼなど） 洗面用具準備 洗面（タオルで顔を拭く、歯磨き見守り・介助、う

がい見守り・介助） 居室への移動（見守りを含む） 使用物品の後始末 ヘルパー自身の清

潔動作

１－２－５ 身体整容（日常的な行為としての身体整容）

○声かけ・説明 鏡台等への移動（見守りを含む） 座位確保 物品の準備 整容（手足の爪 

きり、耳そうじ、髭の手入れ、髪の手入れ、簡単な化粧） 使用物品の後始末 ヘルパー自身の

清潔動作

１－２－６ 更衣介助

○声かけ・説明 着替えの準備（寝間着・下着・外出着・靴下等） 上半身脱衣 上半身着衣

下半身脱衣 下半身着衣 靴下を脱がせる 靴下を履かせる 着替えた衣類を洗濯物置き場

に運ぶ スリッパや靴を履かせる

１－３ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助

１－３－１ 体位変換

○声かけ、説明 体位変換（仰臥位から側臥位、側臥位から仰臥位） 良肢位の確保（腰・肩

をひく等） 安楽な姿勢の保持（座布団・パットなどあて物をする等） 確認（安楽なのか、め

まいはないのかなど）

１－３－２ 移乗・移動介助

１－３－２－１ 移乗

○車いすの準備 声かけ・説明 ブレーキ・タイヤ等の確認 ベッドサイドで端座位の保持

立位 車いすに座らせる 座位の確保（後ろにひく、ずれを防ぐためあて物をするなど） フ

ットレストを下げて片方ずつ足を乗せる 気分の確認

○その他の補装具（歩行器、杖）の準備 声かけ・説明 移乗 気分の確認

１－３－２－２ 移動

○安全移動のための通路の確保（廊下・居室内等） 声かけ・説明 移動（車いすを押す、歩

行器に手をかける、手を引くなど） 気分の確認

１－３－３ 通院・外出介助

○声かけ・説明 目的地（病院等）に行くための準備 バス等の交通機関への乗降 気分の確

認 受診等の手続き

○（場合により）院内の移動等の介助
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１－４ 起床及び就寝介助

１－４－１ 起床・就寝介助

１－４－１－１ 起床介助

○声かけ・説明（覚醒確認） ベッドサイドでの端座位の確保 ベッドサイドでの起きあが

り ベッドからの移動（両手を引いて介助） 気分の確認

○（場合により）布団をたたみ押入に入れる

１－４－１－２ 就寝介助

○声かけ・説明 準備（シーツのしわをのばし食べかすやほこりをはらう、布団やベッド上

のものを片づける等） ベッドへの移動（両手を引いて介助） ベッドサイドでの端座位の

確保 ベッド上での仰臥位又は側臥位の確保 リネンの快適さの確認（掛け物を気温によっ

て調整する等） 気分の確認

○（場合により）布団を敷く

１－５ 服薬介助

○水の準備 配剤された薬をテーブルの上に出し、確認（飲み忘れないようにする） 本人が

薬を飲むのを手伝う 後かたづけ、確認

１－６ 自立生活支援のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ向上の観点から安全を確保しつつ常

時介助できる状態で行う見守り等）

○利用者と一緒に手助けしながら行う調理（安全確認の声かけ、疲労の確認を含む）

○入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認など

を含む）

○ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り中心で必要な時だけ介助）

○移動時、転倒しないように側について歩く（介護は必要時だけで、事故がないように常に見

守る）

○車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助

○洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防

等のための見守り・声かけを行う。

○認知症の高齢者の方といっしょに冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を

促す。

２ 生活援助

生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助（その

ために必要な一連の行為を含む）であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族

が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。（生活援助は、本人の代行的なサービスとし

て位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行う

ことが基本となる行為であるということができる。）
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※ 次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。

(1) 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
(2) 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

２－０ サービス準備等

○サービス準備は、生活援助サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であり、状況に

応じて以下のようなサービスを行うものである。

２－０－１ 健康チェック

○利用者の安否確認、顔色等のチェック

２－０－２ 環境整備

○換気、室温・日あたりの調整等

２－０－３ 相談援助、情報収集・提供

２－０－４ サービスの提供後の記録等

２－１ 掃除

○居室内やトイレ、卓上等の清掃

○ゴミ出し

○準備・後片づけ

２－２ 洗濯

○洗濯機または手洗いによる洗濯

○洗濯物の乾燥（物干し）

○洗濯物の取り入れと収納

○アイロンがけ

２－３ ベッドメイク

○利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等

２－４ 衣類の整理・被服の補修

○衣類の整理（夏・冬物等の入れ替え等）

○被服の補修（ボタン付け、破れの補修等）

２－５ 一般的な調理、配下膳

○配膳、後片づけのみ

○一般的な調理
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２－６ 買い物・薬の受け取り

○日常品等の買い物（内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む）

○薬の受け取り

「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」

（平成１２年１１月１６日老振第７６号）

２ 保険給付として不適切な事例への対応について

指定訪問介護事業者が、利用者宅への訪問時に、別紙に掲げる一般的には介護保険の家事援助の

範囲に含まれないと考えられる事例のように、保険給付として適切な範囲を逸脱したサービス提供

を求められた場合や、家事援助中心型を算定できない事例において家事援助中心型の訪問介護を求

められた場合における、指定基準第９条の運用については、以下のとおり取り扱うこととする。

（１） 訪問介護員から利用者に対して、求められた内容が介護保険の給付対象となるサービスと

しては適当でない旨を説明すること。その際、利用者が求めているサービスが保険給付の範

囲として適切かどうかや、家事援助中心型の訪問介護の対象となるかどうかについて判断が

つかない場合には、保険者（市町村）に確認を求めること。なお、担当の訪問介護員の説明

では利用者の理解が得られない場合には、サービス提供責任者が対応すること。 

（２） 利用者が、保険給付の範囲外のサービス利用を希望する場合には、訪問介護員は、居宅介護

支援事業者又は市町村に連絡することとし、希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活

援助事業、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）などの

住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用を助言すること。

（３） （１）及び（２）の説明を行っても、利用者が保険給付の対象となるサービスとしては適当

でないサービス提供を求めた場合には、指定訪問介護事業者は、求められた内容のサービス

提供を行わずとも、指定基準第９条には抵触しないものと解する。

  なお、これらの保険給付の範囲外のサービスについて、利用者と事業者との間の契約に基

づき、保険外のサービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分し、利用者の自己負担

によってサービスを提供することは、当然、可能である。

  また、こうした事例への対応については、居宅サービス計画の策定段階において利用者に

十分説明し、合意を得ることが重要であることから、指定居宅介護支援事業者にあっても、

十分に留意して居宅サービス計画の作成に当たることが必要である。
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（別紙）

一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる事例

１．「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

 ・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し

 ・主として利用者が使用する居室等以外の掃除

 ・来客の応接（お茶、食事の手配等）

 ・自家用車の洗車・清掃  等

２．「日常生活の援助」に該当しない行為

（１）訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

 ・草むしり

 ・花木の水やり

 ・犬の散歩等ペットの世話  等

（２）日常的に行われる家事の範囲を超える行為

 ・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

 ・大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ

 ・室内外家屋の修理、ペンキ塗り

 ・植木の剪定等の園芸

 ・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理  等
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２．関係通知集
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事  務  連  絡   

平成２１年７月２４日

各都道府県介護保険主管課（室）御中

厚生労働省老健局振興課

適切な訪問介護サービス等の提供について

訪問介護におけるサービスの内容等については、介護保険法第８条等に規定されて

いるほか、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成 12年老計
第 10号通知。以下「老計 10号」という。）において示しているところですが、その
サービス行為ごとの区分は、例示として示したものであり、適切なケアマネジメント

に基づくものであって、かつ保険者の個別具体的な判断により必要と認められるサー

ビスについては、保険給付の対象となります。

 こうした介護保険制度の趣旨を踏まえ、各都道府県におかれましては、訪問介護サ

ービス等が保険給付の対象となるかについては下記のとおりの取扱いである旨を、管

轄の市区町村に対して改めて周知していただきますとともに、介護サービス事業者、

関係団体、利用者等に対して幅広い情報提供をしていただくようお願いいたします。

記

１ 保険者にあたっては、利用者にとって真に適切な介護保険サービスが提供される

よう、行為の内容のみで一律機械的に保険給付の支給の可否を判断することなく、

必要に応じて介護支援専門員等からの情報を得るなどし、個々の利用者の状況等に

応じた判断をされたいこと。

２ 例えば、「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常生活動作向上の観点

 から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものであって、利用者の自立支

援に資する（例えば、ケアプランにおける長期目標又は短期目標等に示された目標

を達成するために必要な行為である）ものとしてケアプランに位置づけられるよう

な場合については、老計 10 号別紙「１ 身体介護」の「１－６ 自生活立支援の
ための見守り的援助（自立支援、ADL 向上の観点から安全を確保しつつ常時介助
できる状態で行う見守り等）」に該当するものと考えられることから、保険者が個々

の利用者の状況等に応じて要と認める場合において、訪問介護費の支給対象となり

うるものであること。
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事 務 連 絡  

平成22年４月28日  

都道府県  

各 指定都市 介護保険担当課（室）御中  

中 核 市  

厚生労働省老健局振興課  

訪問介護における院内介助の取扱いについて 

標記については、「『通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合』及

び『身体介護が中心である場合』の適用関係について」（平成15年５月８日老振発

第0508001号、老老発第0508001号）において、「基本的には院内のスタッフにより

対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされているところで

す（ただし、「通院等のための乗車又は降車が中心である場合」の院内介助につい

ては、「通院のための乗車又は降車の介助」として包括して評価されます。）。  

院内介助が認められる場合については各保険者の判断となりますが、院内介助に

ついて、一部で、一切の介護報酬上の算定を拒否されているとの指摘もあり、院内

介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います。  

当課では、この度、院内介助の判断に資するべく、別添のとおり各都道府県・保

険者が作成・公表している対応事例を取りまとめました。各都道府県・保険者にお

いては、①適切なケアマネジメントを行った上で、②院内スタッフ等による対応が

難しく、③利用者が介助を必要とする心身の状態であることを要件としているとこ

ろが多く見られ、また、利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例とし

ては、以下のような事例が挙げられておりましたので、参考として活用していただ

きますよう願います。  

【利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例】  

・ 院内の移動に介助が必要な場合  

・ 認知症その他のため、見守りが必要な場合  

・ 排せつ介助を必要とする場合 等
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事 務 連 絡 

 平成２２年４月３０日  

各都道府県及び市区町村等介護保険主管課（室）御中  

厚生労働省老健局老人保健課  

末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について 

介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  

末期がん等の方は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場

合があります。  

ついては、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場合は、下記

の事項に留意し、適切な要介護認定の実施及び介護サービスの提供を行っていただくよ

うお願いします。  

記  

１．暫定ケアプランの作成について  

保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介護認定の申請を受けた後、認定結

果が出る前の段階であっても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開

始することができます。また、一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応

が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日のうちに、認定調査員が認定調

査を実施するとともに、ケアマネジャーが暫定ケアプランを作成し、介護サービスの

提供を開始しているところです。  

こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要  

する場合には、迅速な暫定ケアプランの作成、介護サービスの提供を徹底いただくよ

うお願いします。  

２．要介護認定の実施について  

一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応が必要と判断される方からの申請

を受けた場合、同日のうちに認定調査を実施し、直近の介護認定審査会で二次判定を

行い、要介護認定を迅速に実施しているところです。  

こうしたことを踏まえ、末期がん等の方で、介護サービスの利用について急を要する場

合には、暫定ケアプランの作成に加え、迅速な要介護認定を実施いただくようお願い

します。  
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３．入院中からの介護サービスと医療機関との連携について 

入院している末期がん等の方が、退院後に在宅等に生活の拠点を移す場合において、

入院中の段階からケアマネジャー等と医療機関が連携し、退院後の介護サービスを調

整すること等が診療報酬上及び介護報酬上評価されています。  

入院している末期がん等の方で、退院後も介護サービスを利用する見通しの方に対

しては、これらの趣旨を踏まえ、切れ目のないサービスの提供を実施いただくようお

願いします。  

（参考）  

①介護報酬上の評価  

○平成21年度より新規に導入  

・医療連携加算 ：150単位／月（利用者１人につき１回を限度）  

・退院・退所加算：400単位／月（入院期間が30日を超えない場合）  

600単位／月（入院期間が30日を超える場合）  

②診療報酬上の評価  

○平成22年度より新規に導入  

・介護支援連携指導料 300点（入院中２回）  

○平成22年度以前より導入  

・退院時共同指導料 300点（入院中１回）  

・急性期病棟等退院調整加算 140点（退院時１回）（平成22年度に改正）  

４．主治医意見書の診断名欄への「末期がん」の明示について  

「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」

及び「特定疾病にかかる診断基準」について」（平成２１年９月３０日老老発０９３

０第２号厚生労働省老健局老人保健課長通知）において「４０歳以上６５歳未満の第

２号被保険者については、主治医意見書の診断名の欄に、介護を必要とさせている生

活機能低下等の直接の原因となっている特定疾病名を記入」することとしています。  

主治医意見書に末期がんであることを明示することは、保険者の要介護認定事務局

や介護保険認定審査会における迅速な対応に資するため、特に申請者が末期がんと診

断されている場合には、診断名を明示いただくよう、主治医の皆さまに周知願います。

ただし、告知の問題については十分留意願います。  
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５．区分変更申請の機会の周知について  

末期がん等の方は、心身の状況が急激に悪化するため、複数回、要介護状態区分の

変更が必要となる場合があります。  

したがって、末期がん等の方には、区分変更申請が提出されれば、要介護状態区 

分の変更等が速やかに行われることについて周知願います。 



4
5

○　末期がん等の方は、心身の状況に応じて迅速に介護サービスの提供が必要となる場合がある。
○　保険者より、末期がん等の方に対して、①迅速な暫定ケアプランの作成、②迅速な要介護認定の実施、③入院中からの介護サービスと
医療機関等との連携、④主治医意見書の診断名欄への「末期がん」の明示、⑤区分変更申請の機会の周知等を行い、末期がん等の方に対
する適切な要介護認定の実施および介護サービスの提供をおこなうことが必要

末期がん等の方への要介護認定等（イメージ）

入　院 在宅　・　施設等

③入院中からの介護サービスと
医療機関等との連携

暫定ケアプランに基
づく介護サービス

ケアプランに基づく介護サービス

①迅速な暫定
　　　ケアプランの作成

②迅速な要介護認定の
実施

④主治医意見書の
　　　　診断名欄への
　　　「末期がん」の明示

⑤区分変更申請の機会の周知

①迅速な暫定
ケアプランの作成

②迅速な要介護
　　認定の実施

④主治医意見書の
　　診断名欄への
　「末期がん」の明示
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品 健 福 発 第 ３ ６ ０ 号

平成２２年２月１０日

品川区内指定居宅介護支援事業所 様

指定福祉用具貸与事業所  様

品川区健康福祉事業部   

高齢者福祉課長 冨岡 正明

（ 公 印 省 略 ）

要介護認定申請を行うがん末期患者に対する

介護保険福祉用具貸与の取扱いについて

平素から品川区介護保険事業につきましては、特段のご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

 さて、かねてより標記、要介護認定申請を行うがん末期患者のうち、介護保険による

福祉用具貸与が必要とされる者について、適時適切な福祉用具貸与サービス提供が行え

ない場合があるとの指摘をいただいているところです。 

今般、その取扱いについて、下記のとおり整理したので通知します。 

今後は、本通知の趣旨をご理解のうえ、要介護認定申請を行うがん末期患者のうち、

福祉用具貸与を真に必要とされる者への介護保険福祉用具貸与サービスが適時適切に

提供できるよう、ご支援方よろしくお願いします。 

なお、既に要支援の認定を受けている場合においても、同様の取扱いとします。 

記 

１．がん末期患者に対する福祉用具貸与に係る問題点 

（１） 要介護認定における認定申請から認定結果が出るまでの間に状況が変化し、適

時に適切な福祉用具が提供されない（利用できない）場合があること。

（２） 暫定介護計画により適時にサービス提供が行われても、認定結果が要支援と 

判定された場合には、車いす、特殊寝台など一部の福祉用具について介護保険が 

適用できなくなること。

２．実務上の取扱い 

（１） 上記１の現状をふまえ、適時適切にサービス提供が行えるようにするため、  

要介護認定申請における認定結果が要支援であっても、介護保険適用対象として

差し支えないものとする。
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   （認定結果が非該当以外は当初の介護計画どおり介護保険によるサービス提供を

可能とする。）

    なお、当然のことながら、がん末期であることのみにより介護計画に位置づけ

るものではなく、真に福祉用具が必要であると判断されるものについて、計画に

位置づけ、サービス提供を行うものであること。

（２） 従前より行っている、要支援者に係る「品川区福祉用具貸与ケース対応相談票」

または電話等による協議は、がん末期の理由にかぎり必要ないものとする。

（３） 上記の対応を行う場合には、がん末期である旨の記録（たとえば、がん末期の

記載がある要介護認定申請書の写し、診断書、サービス担当者会議録など）等を

保存するとともに、本通知により保険者（品川区）が介護保険適用を可能として

いる旨を記載し、区その他関係機関等からの照会があった場合には、その状況や

経過が正確に説明できるようにしておくこと。

（４） 上記のとおり、要介護認定結果が「非該当」の場合は、介護保険の適用となら

ないため、あらかじめ、利用者および家族には、認定結果により遡って自費が発

生する旨の説明等を必ず行い、トラブルを回避する措置を講じること。

以上 

（問合せ等） 品川区地域包括支援センター            

           高齢者福祉課高齢者支援第 1係 野口 電話 03－5742－6729 

    高齢者福祉課介護保険担当   高桑 電話 03－5742－6927 
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３．Q&A集 －訪問介護・福祉用具貸与編－

厚生労働省「介護サービス関係 Q&A」（平成２４年６月１日老健局総務課介護保険

指導室事務連絡）に準じて、Ⅰ全サービス共通[01]およびⅡ居宅サービス共通[02]、〈訪

問系サービス〉訪問介護[11]から、特にお問合せの多い質問を抜粋して掲載していま

す。

Q&A の記載例【介護報酬 Q&A から抜粋】

「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話（介護

保険法第 7 条第 6 項）であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為については、訪問介護

サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならない。

理美容サービスについては、短期入所サービス及び施設サービスにおいては、滞在期間中に必要となる

ことも想定されるため、これらのサービスの一環として、事業所・施設がサービスの内容及び費用につ

いて利用者等から同意を得て理美容を提供した場合、実費相当額を「日常生活に要する費用」として利

用者等から支払いを受けることができる。訪問系サービスや通所系サービスにおいては、当該サービス

の提供時間中に理美容が必要となることは考えにくく、これらの事業所が理美容サービスを行う場合は、

これらのサービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこととなる。

また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、介護予防・生活支援事

業の訪問理美容サービス事業を積極的に活用して対応されたい。

「介護サービス関係 Q&A」原文

サービス種別 
基準

種別 
項目 質問 回答 

ＱＡ発出時期

文書番号等 

163 11 訪問介護事業 4 報酬 指定訪問介護事業者が

行う理美容サービス 

指定訪問介護事業者が訪

問介護を行う際に理美容サ

ービスを提供した場合、そ

の時間を含めて介護報酬を

算定してよいか。 

「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、

排泄、食事等の介護その他の日常生活上の

世話（介護保険法第 7条第 6 項）であって、理

美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行

為については、訪問介護サービスに該当せ

ず、したがって介護報酬の算定対象ともならな

い。 

理美容サービスについては、・・・】略】・・・ 

また、居宅で外出困難な高齢者について、理

美容サービスの必要がある場合は、介護予

防・生活支援事業の訪問理美容サービス事業

を積極的に活用して対応されたい。 

14.3.28 

事務連絡 

運営基準等に係

るQ&A 

Ⅲ２ 

Q５ 訪問介護の所要時間 ④利美容サービスは所要時間に含まれるか
163

14.3.28【14】Ⅲ2 

指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護

報酬を算定してよいか。

「介護サービス関係

Q&A」の項目名を表示

【原則原文どおり】

Q&Aの具体的内容や、

同一項目内での内容の

区分を示すために小項

目名を付加

「介護サービス関係

Q&A」の通番【平成 24
年 6 月 1 日版】を表記

発出時期【掲載

文書 No】番号

質問を掲載

回答を掲載

介護サービス関係Ｑ＆Ａ集について
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これは単なる本人の安否確認や健康チェックは訪問介護として算定できないことを規定して

おり、例えば､訪問介護事業所を併設した高齢者向け集合住宅における訪問介護の利用実態を想

定している。深夜時間帯を含め 24 時間対応するいわゆる巡回型の訪問介護のサービス内容につ

いては、一般的には、身体介護を中心とした介護として訪問介護費（身体介護中心型）を算定で

きる

「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や生活実態等

に応じて判断されたい

当該取扱いは同一事業者によるサービス提供に限られなく、複数の事業者によるサービス提供

にも適用される。（なお複数の事業者の場合訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられ

る。）

一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合は、訪問介護員等

の交代の有無に関わらず、1 回の訪問介護として算定することとしている。う場合にも適用され

る。（なお複数の事業者の場合訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられる。）

Q４ 訪問介護の所要時間 ③複数事業者による訪問介護員等の交代
188 

15.5.30 [17] 14

「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1 回の訪問

介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業

者により提供する場合の取扱について

Q３ 訪問介護の所要時間 ②複数事業者による一日複数回訪問
187 

15.5.30 [17] 13 

「訪問介護を 1 日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね 2 時間以上と

する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて

Q２ 訪問介護の所要時間 ①1 日複数回訪問時の間隔
186 

15.5.30 [17] 12

「訪問介護を 1 日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね 2 時間以上と

する。」にいう「概ね」の具体的な内容について

Q1 「身体介護｣および｢生活援助｣の区分 安否確認・健康チェック
182 

15.5.30 [17] 4

「訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護

又は生活援助を行う場合には､訪問介護費は算定できない。」とされているが、具体的な内容につ

いて
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「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話

（介護保険法第 7 条第 6 項）であって、理美容及びそれに伴う準備行為等の一連の行為について

は、訪問介護に該当せず、したがって介護報酬の算定対象ともならない。理美容のサービスにつ

いては、短期入所サービス及び施設サービスにおいては、滞在期間中に必要となることも想定さ

れるため、これらのサービスの一環として、事業所・施設がサービスの内容及び費用について利

用者等から同意を得て理美容を提供した場合、実費相当額を「日常生活に要する費用」として利

用者等から支払いを受けることができる。訪問系サービスや通所系サービスにおいては、当該サ

ービスの提供時間中に理美容が必要となることは考えにくく、これらの事業所が理美容サービス

を行う場合は、これらのサービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこ

ととなる。また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、介護

予防・生活支援事業の訪問理美容サービス事業を積極的に活用して対応されたい。

訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内

容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とされており、利用者の心身の状況を踏まえつつ設

定する。訪問介護の所要時間は実際に訪問介護サービスを行った時間に限るため、例えば、交通

機関の都合その他訪問介護サービスの必要以外の事由によって利用者の居宅に滞在した場合に

は、その滞在の時間は訪問介護の所要時間に算入しない。なお、身体介護サービスまたは生活援

助サービスを提供する際の事前準備等として居宅において行われるサービス準備・記録等（健康

チェック、環境整備など）は訪問介護の所要時間に含まれる。

「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件

を満たす場合は復路について算定できる。

Q７ 通院等乗降介助 ①往路のみで算定可能か
197 

15.5.30 [17] 21 

Q６ 訪問介護の所要時間 ⑤交通機関の待ち時間、準備時間と取り扱い
185 

15.5.30 [17] 9 

訪問介護の所要時間について

Q５ 訪問介護の所要時間 ④理美容サービスは所要時間に含まれるのか
163 

14.3.28[14] Ⅲ2 

指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて

介護報酬を算定してよいか。

往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはでき

るか。
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居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービ

ス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。したがって、医療機関から医

療機関への移送に伴う介護については､「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定すること

はできない。

「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関

連する身体介護（移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等）については、居室内での

準備や通院先での院内の移動等の介助など、通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる

身体介護の所要時間や内容に関わらず「身体介護中心型」を算定できず、「通院等のための乗車

又は降車の介助」を算定することになる。ただし、要介護 4 または要介護 5 の利用者に対して、

通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して、相当の所要時間（20 分から 30
分程度以上）を要しかつ手間のかかる、外出に直接関連する身体介護を行う場合に限り、その所

要時間（運転時間を控除する）に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場

合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数を併せて算定することはできない。

（例）（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッド

から車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。

要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた

通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシ

ーも公共交通機関に含まれる。

Q10 通院等乗降介助 ④公共交通機関による通院・外出
199 

15.5.30 [17] 23 

公共交通機関による通院・外出について

Q９ 通院等乗降介助 ③直接関連する身体介護中心型との区分
200 

15.5.30 [17] 24 

通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護（移

動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等）は別に算定できるのか。

Q８ 通院等乗降介助 ②医療機関からの別の医療機関への移動の場合
198 

15.5.30 [17] 22 

1 日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか
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「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関

連しない身体介護（入浴介助・食事介助等）については、その所要時間が 30 分～1 時間程度以

上を要しかつ身体介護が中心である場合に限り、外出に直接関連しない身体介護及び通院・外出

介助を通算した所要時間（運転時間を控除する）に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算

定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できない。

また、生活援助については、当該生活援助の所要時間が所定の要件を満たす場合に限り、その所

要時間に応じた「生活援助中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院のための

乗車又は降車の介助」の所定単位数は算定できる。

通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護

も含めた介護行為を行う場合は、当該訪問介護員等は「身体介護中心型」を算定するが、このと

き、当該車両を運転するもう１人の訪問介護員等は、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、

別に「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。ただし、例えば、重度

の要介護者であって、①体重が重い者に重介護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレベ

ーターの無い建物の 2 階以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得ず

に 2 人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合に限り、2 人の訪問介護員等によ

るサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」の 100 分の 200 に相当する単位数を算定でき

る。また、上記の場合において、例えば、2 人の訪問介護員等が移動介助・乗車介助を行う場合

は、2 人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が小さ

いため、それぞれの訪問介護員等のサービス提供時間に応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中

心型」を算定できる。

Q12 通院等乗降介助 ⑦２人の訪問介護員による提供
204 

15.5.30 [17] 28 

通院・外出介助において、利用者の状況等により、2 人の訪問介護員等によるサービス提供が

必要となった場合の取扱いについて

Q11 通院等乗降介助 ⑥前後に直接関連しないサービスをおこなった場合
203 

15.5.30 [17] 27 

通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる外出に直接関連しない身体介護（入浴介

助・食事介助等）や生活援助（調理・清掃等）は別に算定できるのか。
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保険給付対象として評価される身体介護のサービス行為は、要介護・要支援であるがために必

要とされる行為に限られ、また、車の乗降介助などの各動作ごとに区分されるのではなく、健康

チェックなどの準備やサービス後の後始末も含め、一連のサービスの流れによって区分される

（「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（H12 3.17 厚生省老人保健福祉局計

画課長通知）」参照）。例えば、家の中での着替え介助、ベッドから車椅子等への移乗介助、家の

中からタクシーまでの移動介助、病院内での移動や受付の介助、会計の援助等であって、そのよ

うな援助がなければ通院が困難な者に対して真に必要なサービスを提供する場合に、その一連の

サービス行為が保険給付の対象として評価されるものである。したがって、病院において要介護

者が受診している間、介護等を行わず単に待っている時間や、訪問介護員の資格を有するタクシ

ー運転手が、単にタクシーのドアを開けて要介護者が乗車するのを待っているような行為につい

て、保険給付の対象とすることは適切でない。

通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。院内の付き添いのう

ち具体的な「自立生活支援のための見守り的援助」は身体介護中心型として算定できる。

なお、院内の付き添いなど居宅以外において行われる訪問介護については、居宅において行われ

る目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に限り認めら

れるため、院内の付き添い行為だけをもってして単独行為として算定することはできない。

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（平成１２年３月１７日老計第１０号）

を参照されたい。 なお、同通知の別紙１の１－０（サービス準備・記録等）及び２－０（サー

ビス準備等）の時間は、所要時間に含まれるものである。           ※別紙は省略。

Q15 訪問介護計画       具体的なサービス内容
797 

21.3.23 [55] 21 

訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。

Q14 受診中の待ち時間［通院・外出介助] ［サービス提供時間での取り扱い］
183 

15.5.30 [17] 5 

通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱について

Q13 保険給付の対象となる通院・外出介助 どんなサービスでも対象か
138 

13.3.28 [9] Ⅵ4 

通院・外出介助のサービスを提供する場合において、乗車前・降車後のサービスであれば、ど

のようなものであっても介護報酬の対象となるのか。



54

いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦について､1 回の訪問に

係る滞在時間において、介護保険による「訪問介護」と個人契約による「家政婦」としてのサー

ビスが混合して行われる場合､訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画に位

置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行

われる場合に限り､当該訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる。

また、この際､できるだけ個人契約による「家政婦」としてのサービスも居宅サービス計画に明

記することとする。

居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書第

1 表の「生活援助中心型の算定理由」欄に○を付す（「3．その他に○を付す場合はその事情の内

容について簡潔明瞭に記載する）とともに、居宅サービス計画書第 2 表の「目標（長期目標・短

期目標）」、（「長期目標」及び「短期目標」に付する）「期間」､「サービス内容」欄などについて

も明確に記載する必要がある。こうした適切なアセスメント等が行われていない場合、当該居宅

サービス計画に係る生活援助中心型の訪問介護については、不適切な給付として返還を求め得る

ものである。居宅サービス計画書の具体的な記載要領については、「介護サービス計画書の様式

及び課題分析標準項目の提示について」（平成 11 年 11 月 12 日老企 29 号）を参照すること。

Q16 訪問介護と家政婦との区分   訪問介護院と同一人が家政婦となる場合
291 

15.6.30 [18] 2 

午前中に「訪問介護」を実施し､午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」と

してサービス提供を行った場合に､訪問介護費を算定できるか。

Q17 生活援助中心型の算定 居宅サービス計画書への記載
189 

15.5.30 [17] 15 

生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置

付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内

容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって

最適なサービスの内容とその方法を明確に記載する必要がある。」とされているが、その具体的

内容について
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例えば、当日の利用者の状態変化により、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、清拭

を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行っ

た場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要

と認める（事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。）範囲において、所要

時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、必要な変更

を行うこと。

例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレ

ベーターのない建物の 2 階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の状

況等により、複数の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合は、2 人の訪問介護員

等によるサービス提供に限り、訪問介護費を算定できる（このとき、所定単位数の 100 分の 200
に相当する単位数を算定する。）同時に 3 人以上の訪問介護員等が 1 人の利用者に対して訪問介

護を行った場合は､それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できなく、2 人の訪問介

護員に限り算定できる。

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例え

ば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リ

ハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の

内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、

それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。訪問入浴介護は看護職員 1 人

と介護職員 2 人の 3 人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の

訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問

介護費を算定できない。

Q20 訪問入浴介護と訪問介護の同時利用      必要が認められる場合
293 

15.6.30 [18] 3 

同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。

Q19 3 人以上の訪問介護院による訪問介護   ３人目以降を算定できるか
290 

15.6.30 [18] 1 

同時に 3 人以上の訪問介護員等が 1 人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの

訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。

Q18 計画に位置づけた所要時間の変更 利用者の当日の状況が変化した場合
798 

21.3.23 [55] 22 

利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時

間であるため、変更はできないのか。
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状況変化に応じて、提供回数を適宜、変更することとなる。なお、その際、報酬区分について

は、定額報酬の性格上、月途中で変更する必要はない。なお、状況の変化が著しい場合について

は、翌月から、支給区分を変更することもありうる。

介護予防訪問介護の利用回数や 1 回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス

計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する

介護予防訪問介護計画 に位置付けられる。実際の利用回数やサービス提供時間については、利

用者の状態の変化、目標の達成度等 を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであり、当初

の介護予防訪問介護計画などに必ずしも拘束されるものではない。また、過小サービスになって

いないか等サービス内容の適切性については、介護予防支援事業者が点検することとされている。

介護予防訪問介護の報酬については、月当たりの定額制とされているが、これは、利用者の求

めがあれば無定量にサービスを提供する必要があるという趣旨ではなく、介護予防サービス計画

や介護予防訪問介護計画に照らし、設定された目標の達成のために介護予防給付として必要な程

度の水準のサービスを提供することで足りるものである。なお、この必要な水準は、平均的な利

用時間によって判断すべきものではなく、あくまでも、利用者の状態及び必要とされるサービス

内容に応じ、サービス担当者会議等の所要のプロセスを経て、予防給付としての必要性の観点か

ら判断すべきものであることに留意する必要がある。

Q23 介護予防訪問介護（利用回数等）    平均的な利用時間を越えた場合
573

18.3.27 [31] 6 

介護予防訪問介護については、定額報酬であるので、利用者から平均的な利用時間を倍以上超

えたサービス提供を求められた場合、これに応じなければサービス提供拒否として基準違反にな

るのか。

Q22 介護予防訪問介護（利用回数等）サービス提供時間についての標準や指針
570 

18.3.27 [31] 3 

介護予防訪問介護の利用回数や 1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針について

は示されないのか。

Q21 介護予防訪問介護（利用回数等）     月途中での利用回数の変化
572 

18.3.27 [31] 5 

介護予防訪問介護について、当初、週 2 回程度の(Ⅱ）型を算定していたものの、月途中で状況

が変化して週 1 回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいか。
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具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内

容等に応じて適切に判断し、決定されるものである。したがって、機械的に要支援 1 は週 1 回、

要支援 2 は週 2 回といった形での取扱を行うことは不適当である。

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。

20 分未満の身体介護の内容については、在宅の利用者の生活にとって定期的に必要となる排

泄介助、体位交換、起床・就寝介助、服薬介助等の短時間サービスを想定しており、従前どおり

単なる本人の安否確認や健康チェック、声かけ等のサービス提供の場合は算定できない。

また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみを理由として、利用者の

意向等を踏まえずに本来 20 分以上の区分で提供すべき内容の身体介護を複数回に分け提供する

といった取扱いは適切ではない。

Q26 所要時間 20 分未満の身体介護中心型の算定
1131 

24.3.16（vol1）2 

20 分未満の身体介護中心型を算定する場合のサービス内容はどのようなものなのか。

Q25 介護予防訪問介護（複数事業所利用） 1 事業所による提供
568 

18.3.27［31］1 

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。

Q24 介護予防訪問介護（利用回数等）    一律の利用回数の設定
571

18.3.27 [31] 4 

(介護予防訪問介護）事業所として一律に要支援 1 は週 1 回、要支援 2 は週 2 回といった形で

の取扱いを行うこととしてよいか。
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20 分未満の身体介護に限り、前後の訪問介護との間隔が概ね２時間未満であっても、所要時

間を合算せず、それぞれのサービスの所要時間に応じた単位数が算定される。

なお、20 分未満の身体介護の前後に行われる訪問介護（20 分未満の身体介護中心型を算定する

場合を除く。）同士の間隔が概ね２時間未満の間隔である場合には、それぞれの所要時間を合算

するものとする。

（例） 下図の場合、20 分未満の身体介護（170 単位）と、(A)と(B)を合算した所要時間（80
分）に応じ、１時間以上１時間 30 分未満の身体介護（584 単位）がそれぞれ算定されることに

なる。

身体介護を、特別な事情により複数の利用者に対して同時に行う場合は、全体の所要時間を１

回の利用者数で除した結果の利用者１人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利

用者について算定することとする。

この計算の結果、利用者１人当たりの所要時間が 20 分未満となる場合は、サービス提供の時間

帯にかかわらず、訪問介護費の算定はできないこととする。例えば、１人の訪問介護員等が３人

の利用者に対して食事介助及び自立生活支援のための見守り的援助を 30 分にわたり同時に行っ

２時間未満 ２時間未満
（合算しない） （合算しない）

(A)
所要時間

20分以上30分未満
の身体介護
【２５分】

所要時間
20分未満の
身体介護

(B)
所要時間

30分以上60分未満
の身体介護
【５５分】

２時間未満
（それぞれの所要時間を合算＝８０分）

平成24年度 報酬改定Q&A（Vol.1）

所要時間 20 分未満の身体介護の中心型の算定

「概ね２時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算す

る」とあるが、20 分未満の身体介護中心型を算定する場合にも適用されるのか。

身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1 回の身体介護

の所要時間を１回の利用者の人数で除した結果の利用者１人当たりの所要時間が(4)にいう

要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。
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た場合は、利用者１人当たりの所要時間が 10 分（＝30 分÷３人）であるが、20 分未満の身体

介護中心型を、それぞれの利用者に算定することはできない。

なお、「特別な事情」の具体的内容は特に規定しておらず。利用者個々人の身体状況や生活実態

等に応じて判断されたい。

※ 平成 15 年 Q＆A(vol.1)（平成 15 年 5 月 30 日）訪問介護のＱ１及び平成 21 年 Q＆A(vol.1)
（平成 21 年 3 月 23 日）問 23 は削除する。

20 分未満の身体介護に引き続き生活援助を行うことを位置付けることはできない。

なお、排泄介助の提供時に失禁によりシーツ交換やベッド周辺の清掃が必要となった場合等にお

いては、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が認める（事後の

判断を含む。）範囲においてサービス内容の変更を行い、変更後のサービス内容に応じた所要時

間に基づき、所要時間 20 分以上の身体介護又は生活援助として算定すること。

要介護１又は２の利用者に対して提供された日中における 20 分未満の身体介護については保

険給付の対象とならず、全額利用者の自己負担となる。

したがって、サービス開始時にその旨を利用者等に十分に説明するとともに、サービス担当者会

議において、利用者の要介護認定の有効期間及び利用者の区分変更申請の意向等について十分に

確認した上で居宅サービス計画及び訪問介護計画を作成すること。

日中における 20 分未満の身体介護中心型については、要介護３以上の利用者にのみ算定可

能とされているが、サービス提供後に要介護認定の更新又は区分変更の認定が行われ、サー

ビス提供前に遡って要介護度１又は２となった場合、認定の効力発生日以降の所要時間 20
分未満の身体介護中心型の算定はできないのか。

20 分未満の身体介護中心型については、「引き続き生活援助を行うことは認められない」

とされているが、利用者の当日の状況が変化した場合に、介護支援専門員と連携した結果、

当初の計画に位置付けられていない生活援助の必要性が認められ、全体の所要時間が 20 分を

超えた場合であっても同様か。
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今般の介護報酬改定により、生活援助の時間区分が 20 分以上 45 分未満と 45 分以上の２区分

と見直されたが、これは必要なサービス量の上限等を付したわけではなく、利用者個々の状況に

応じた介護支援専門員とサービス提供責任者による適切なアセスメント及びケアマネジメント

に基づき、利用者のニーズに応じた必要な量のサービスを提供するべきであることは従前どおり

である。

また、この見直しにより、これまで提供されてきたサービスを利用者の意向等を踏まえずに、新

たな時間区分に適合させることを強いるものであってはならず、適切なアセスメントとケアマネ

ジメントに基づき、見直し以前に提供されていた 60 分程度のサービスや 90 分程度のサービスを

45 分以上の生活援助として位置付け、見直し後も継続して提供することは可能である。また、

必要に応じて見直し以前に提供されていたサービスに含まれる行為の内容を再評価し、例えば、

１回のサービスを午前と午後の２回に分けて提供することや、週１回のサービスを週２回とする

等、より利用者の生活のリズムに合わせた複数回の訪問により対応することも可能である。

※ 平成 18 年Ｑ＆Ａ（V0l.2）（平成 18 年 3 月 27 日）問 27 は削除する。

訪問介護においては、居宅において提供されるサービスとして位置付けられており、生活援助

における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等は利用者の自宅に立ち寄ってから、購入

すべき食品又は日用品等を利用者に確認し、店舗に向かうこととしてきたが、前回訪問時あるい

は事前の電話等により利用者から購入すべき商品を確認した上で、事業所等から店舗に向い、商

品を購入後、利用者の居宅に向かうことができるものとする。

なお、この場合の訪問介護の所要時間については、店舗での買い物に要する標準的な時間及び利

用者の居宅における訪問介護に要する標準的な時間を合算したものとすること。

生活援助の時間区分の見直し

今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の 60 分程度や 90 分程度の生活援助は

提供できなくなるのか。

生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商

品を購入することは可能か。



■品川区特例ケース対応相談票

■品川区福祉用具貸与ケース対応相談票

■ケアマネジャーから主治医への初回連絡票

　　(品川区標準様式）

■主治医・ケアマネジャー連絡票

　　(品川区標準様式）

■医療連携情報提供書（品川区標準様式）

                   ４．参考様式集



品川区高齢者福祉課fax：5742-6881
◆照会日(作成日) ＊ﾌｧｯｸｽで提出する場合は、誤送付等の個人情報漏洩に注意すること

◆居宅介護支援事業所

担当ケアマネジャー

◆相談者 該当者との関係

◆該当者

連絡電話番号

◆相談内容 ′認定　′保険料　′サービス内容　′事業者　′利用料　′その他（　　　　　　　　）

◆サービス種別 ′訪問介護　′通所介護　′短期入所　′その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◆サービス提供事業所 （　　　　）

◆相談の趣旨・詳細内容（具体的に記入すること、別紙とする場合でも要約を記入すること）

◆対応・ケアマネジャーの意見（判断を求める内容とその理由・根拠等を具体的に記入すること）

○添付書類

　′ケアプラン表

　′アセスメント表

　′サービス担当者会議記録

　′その他（ ）

◆区の対応経過・結果等

○高齢者支援係地区担当意見（ケアプランチェック） ○総合判断･意見

上記のとおり決定・回答・報告する。

平成　年　月　日　品川区高齢者福祉課
*在支・事業所確認印
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品川区特例ケース対応相談票

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

ﾌｧｯｸｽ番号

連絡電話番号

連絡電話番号

氏　名

住　所

（　　　　）

◎期間：　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日とし、
　ケアプラン等の見直しを適時行なうこと

平成　　年　　月　　日

連絡電話番号

認知症自立度

住　所

要介護度生年月日 Ｍ.Ｔ.Ｓ 　　年　　月　　日　(　　歳)

氏　名

担　当
介護保険
担当主査

高齢者福祉
課長

高齢者支援
第三係長

高齢者支援
第二係長

高齢者支援
第一係長

認定給付
係長

庶務係長 担　当



品川区高齢者福祉課fax：5742-6881
◆照会日(作成日) ＊ﾌｧｯｸｽで提出する場合は、誤送付等の個人情報漏洩に注意すること

◆居宅介護支援事業所

担当ケアマネジャー

◆相談者 該当者との関係

◆該当者

◆サービス種別 　′電動車いす　　′車いす　　　′特殊寝台　　　　　′その他（　　　　　　　　　　）

◆サービス提供事業所

◆相談の趣旨・詳細内容（具体的に記入すること、別紙とする場合でも要約を記入すること）

◆ケアマネジャーの意見（判断を求める内容とその理由・根拠等を具体的に記入すること）

○添付書類

　′ケアプラン表

　′アセスメント表

　′サービス担当者会議記録

　′その他（ ）

◆地域包括支援センターの　判断　意見

上記のとおり決定・回答・報告する。

平成　年　月　日　品川区高齢者福祉課
*決定後供覧
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品川区福祉用具貸与ケース対応相談票

高齢者福祉
課長

高齢者支援
第３係長

高齢者支援
第２係長

高齢者支援
第１係長

庶務係長

住　所

担当者
介護保険
担当主査

認定給付
係長

(       )

要介護度

◎期間：　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日とし、
　ケアプラン等の見直しを適時行なうこと

連絡電話番号

認知症自立度Ｍ.Ｔ.Ｓ   年　月　日　(　 歳)

(       )

(       )ﾌｧｯｸｽ番号

連絡電話番号

連絡電話番号

氏　名

住　所

平成  　年　 月　 日

連絡電話番号

生年月日

氏　名
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ケアマネジャーから主治医への初回連絡票 

貴院に受診されている            様（Ｍ･T・S  年 月 日生）から、

ケアプランの作成依頼を受けましたケアマネジャー と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

＊平成 年  月  日現在の介護認定情報 

要介護度 支１･２･介１・２・３・４・５ 認定期間   年  月  日～  年  月  日

□ 担当ケアマネジャーになったことのご挨拶 

□ ケアプランを作成するに当たり、病状等についてのご相談 

お忙しいところまことに恐縮でございますが、ご都合のよろしい日時と連絡方法を下記に

ご記入いただきＦＡＸしていただけると幸いです。

その他連絡事項：

医療機関名

連絡先 電話

FAX 
主治医

日付    平成  年 月 日

日付     平成  年 月 日

事業所名

連絡先 電話

FAX 
担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

＜主治医ご回答欄＞（以下は返信いただける場合にご利用ください）

□ 直接会います。希望日時を伝えます

□ 電話ください。希望日時を伝えます

□ ＦＡＸで下記のとおり回答します

＜主治医からの指示･回答事項＞

希 望 日 時 ①    月  日（  ）   ：   ～   ：

②    月  日（  ）   ：   ～   ：

③    月  日（  ）   ：   ～   ：

品 川 区 

標準様式 
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作 成 の  目  

主治医･ケアマネジャー連絡票 

氏名 生年月日

要介護度 支１･２･介１・２・３・４・５ 認定期間  年 月 日～ 年 月 日

＊居宅サービス利用状況 

訪問介護 訪問入浴

訪問看護 訪問リハ

通所介護 通所リハ

短期入所 福祉用具貸与 品目

その他 その他

いつもご指導・ご教授ありがとうございます。

下記について ご確認・ご回答 よろしくお願いいたします。

□介護保険の更新結果や利用サービス変更のご報告 

□ ケアプランを作成するにあたり、病状等についてのご相談 

□ 利用者の入院に伴う情報提供 

□サービス担当者会議の日程調整  ○月中の都合のよい日時をお知らせください。

□その他（                                   ）

＜主治医ご回答欄 ＞（以下は返信いただける場合にご利用ください）

□下記の通り指示・回答します

□サービス担当者会議に出席いたします。希望日時を伝えます

□サービス担当者会議に欠席いたします。情報提供します

＜主治医からの指示･回答事項＞

①    月  日（  ）   ：   ～   ：

②    月  日（  ）   ：   ～   ：希望日時

③    月  日（  ）   ：   ～   ：

日付     平成  年 月 日

事業所名

連絡先 電話

FAX 
担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

＜ケアマネからの照会（依頼）事項＞

品 川 区 

標準様式 

医療機関名

連絡先 電話

FAX 

主治医           

日付    平成  年 月 日
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医療連携情報提供書 

ご利用者様のご入院に伴い下記のとおり、介護等の情報を提供いたします。退院が決まりま

したら、日程等お知らせ下さい。サービス再開調整しますので、よろしくお願いします。

この情報提供は本人･ご家族の同意がとれています。

この情報提供は本人・ご家族の同意はとれていません。

氏名 生年月日

要介護度 支１･２･介１・２・３・４・５ 認定期間  年 月 日～ 年 月 日

１居宅サービス利用状況 

訪問介護 訪問入浴

訪問看護 訪問リハ

通所介護 通所リハ

短期入所 福祉用具貸与 品目

その他 その他

２家族情報：単身・高齢者世帯・同居あり（              ） 

     介護におけるキーパーソン （           連絡先        ） 

      特に注意すべき点 

３かかりつけ医：あり・なし 

 医療機関名              医師氏名 

 住所                 連絡先 

４住居環境の問題点：あり・なし 

５連絡事項（在宅での生活状況等） 

日付     平成  年 月 日

事業所名

連絡先 電話

FAX 
担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

品 川 区 

標準様式 

医療機関名

連絡先 電話

FAX 

主治医・MSW・看護師長



発行年月　 平成２４年１１月

発　行 品川区健康福祉事業部　高齢者福祉課
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高齢者支援二係

高齢者支援三係 （荏原東・荏原西地区）

高齢者支援一係


