
令和２年度　事業者連絡会と集団指導で寄せられた質問・回答

サービス種類 質問（ＨＰ掲載用） 回答案

共通
「書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応
を原則求めることとする」とありますが、具体的にどのような方法で
すか。

居宅介護支援事業所については、「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について（老企第22号）」第2の5を参照
してください。
なお、その他のサービスについては、当該サービスの解釈通知を
参照してください。

共通

利用者等の署名・押印について、「求めないことが可能であること
及びその場合の代替手段を明示するとともに様式例から押印欄を
削除する。」とありますが、代替手段としてどのようなことがあります
か。

署名（電子署名）及び電子メールでの意思確認等があると考えま
す。署名以外の方法については、「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）」を参照ください。

共通
今回の改正で運営規程に定めておかなければならない事項として
追加された「虐待防止のための措置に関する事項」について、運営
規程にどのように記載して届出をするのでしょうか。

運営規程には、虐待の防止に係る組織内の体制（責任者の選定、
従業者への研修の方法や計画等）や、虐待又は虐待が疑われる
事案が発生した場合の対応方法等について、記載してください。な
お、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加することにつ
いては、３年間の経過措置が設けられており、令和６年３月末まで
は「虐待の防止のための措置に関する事項を定めるよう努める」と
されています。（努力義務）

共通
業務継続計画（BCP）の作成は、法人全体または個別部門（居宅介
護支援・訪問看護・訪問介護等）ごとに作成するのでしょうか。

業務継続計画は各事業所ごとに作成が必要です。

共通 事故報告について、電話での第一報は必要ですか。

事故発生時は、速やかに家族に連絡するとともに、郵送等で報告
書（第一報）を杉並区に提出する必要がありますが、緊急性が高い
場合は、杉並区介護保険課に電話で報告した後、第一報を提出し
てください。

居宅介護支援

「前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所
介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用
割合」と「前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介
護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス
ごとの、同一事業所によって提供されたものの割合」について、重
要事項説明書に追記して利用者等に説明を行うのでしょうか。ま
た、説明のタイミングはいつでしょうか。

「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につ
いて（老企第22号）」第2の3の(2）及び介護保険最新情報Vol.952
「令和3年度介護報酬改定に関するQ＆A（VOL.3)」問111及び問
112を参照してください。

居宅介護支援

今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る
観点から、利用者に説明が求められることになった前6か月間に作
成した居宅サービス計画における、通所介護と地域密着型通所介
護の利用割合は、別々に算出するのでしょうか。

お見込みのとおりです。

居宅介護支援
看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価にお
いて、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できる記録とは、
どのような書類ですか。

算定留意事項（老企第36号第3の5）に「当該利用者に対してモニタ
リング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成な
ど、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求で
きます。その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明でき
るよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支
援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。」と明記さ
れていますので、居宅サービス計画書第１～７表やモニタリングの
記録等、必要なケアマネジメントを行っていることが確認できる書類
と考えます。

居宅介護支援
生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の届出頻
度について、検証したケアプランの次回の届出は１年後とあります
が、いつからの１年後でしょうか。

区でケアプランの検証を実施した月から１年後です。

居宅介護支援

退院・退所加算のカンファレンス（病院又は診療所からの退院の場
合）のメンバーとして在宅療養の担当医療機関三者が求められて
いますが、新型コロナウィルス感染症対策のため、病院・診療所側
から人数制限をするよう求められた場合、実際に三者いなくてもカ
ンファレンスありの要件を満たしたこととして差し支えないですか。

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
たさない場合は、算定できません。カンファレンスなしの区分の退
院・退所加算を算定してください。なお、テレビ電話装置等を活用し
て実施することは差し支えありません。

居宅介護支援
通院時情報連携加算の算定にあたり、サービス担当者会議を開催
して居宅サービス計画を作成する必要はありますか。

通院時情報連携加算の算定にあたり、サービス担当者会議を開催
して居宅サービス計画書第１～３表に記載する必要はありません
が、あらかじめ、利用者又はその家族に対して、費用等について説
明を行い、利用者の同意を得てください。



居宅介護支援
通院時情報連携加算を算定する場合、「居宅サービス計画に記
録」することが求められていますが、具体的には「居宅介護支援経
過」に記録すればよろしいですか。

お見込みのとおりです。

居宅介護支援
通院時情報連携加算について、病院や診療所などの通院だけでな
く、訪問診療の場合に医師等と同様の情報連携を行って居宅サー
ビス計画に記録をした場合、算定は可能ですか。

訪問診療は対象外です。

居宅介護支援
通院時情報連携加算における医師等との情報連携を行い、当該
情報を踏まえて行うケアマネジメントとは具体的に何ですか。

医師等からの情報を踏まえて、居宅サービス事業者等との連絡調
整や居宅サービス計画の見直しが必要かどうかを検討することで
す。その結果、居宅サービス計画の変更が必要だと判断した場合
には、変更に伴う一連のケアマネジメントを行う必要があります。

居宅介護支援

通院時情報連携加算の記録については、例えば、利用者等の同
意を得て受診に同席したことや、医師へ提供した情報の内容、医
師から受けた情報の内容を居宅サービス計画書第5表に記載する
ことでよろしいですか。

お見込みのとおりです。
なお、連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の
遂行に支障がないかどうかを事前に医療機関に確認してください。
（介護保険最新情報Vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ
＆A（VOL.3)」 問118参照）

居宅介護支援
通院時情報連携加算について、ケアプランに「通院」の位置付けが
ない場合は算定できませんか。

ケアプランに通院等の位置付けがなくても、利用者の変化等で医
療連携が必要な状況となり、適切に情報の交換が行われた場合は
算定が可能です。

居宅介護支援
通所介護における入浴介助加算（Ⅱ）を算定する場合は、サービス
担当者会議の開催は必要ですか。

入浴介助加算（Ⅱ）は、これまでの入浴介助加算と異なり、利用者
の自宅での入浴の自立を図る観点から新設された加算です。
算定留意事項（老企第36号第3の7)に、「入浴介助加算（Ⅱ）は、利
用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を
行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるよ
うになることを目的」との記載がありますので、利用者ごとにその必
要性を検討してください。利用者の解決すべき課題や目標、サービ
ス内容の変更を行う場合は、サービス担当者会議を含む一連のケ
アマネジメントを行う必要があります。

居宅介護支援
これまでの個別機能訓練加算を算定していた場合、改正後の個別
機能訓練加算（Ⅱ）を加えて算定するにあたり、サービス担当者会
議の開催は必要ですか。

個別機能訓練加算（Ⅱ）を追加するだけのケアプランの変更であれ
ば、サービス担当者会議を開催する必要はないと思われます。た
だし、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ又は（Ⅰ）ロの算定にあたり、ケア
プランの目標やサービス内容の変更がある場合は、サービス担当
者会議を開催する必要があります。

居宅介護支援
通所介護や通所リハビリテーションが科学的介護推進体制加算を
算定するにあたり、居宅介護支援事業所としてサービス担当者会
議を開催する必要はありますか。

科学的介護推進体制加算は、厚生労働省への基本情報の提出及
びフィードバックされた情報活用の手続きに評価される体制加算で
す。加算の算定が居宅サービス計画の解決すべき課題や目標、
サービス内容に直接大きく影響するものではないため、当該加算
の算定をすることのみの変更であれば、ケアプランの軽微な変更と
して取り扱って差し支えありません。ただし、利用料の変更が想定
されるため、その説明を利用者に対して行う必要があります。

居宅介護支援
通所介護事業所が3％加算や規模区分の特例を適用する際の利
用者への説明は、居宅介護支援側で何かに記載して説明するので
しょうか。

介護支援専門員が利用票の説明時に、内容を利用者又はその家
族に説明し同意を得ることが必要です。
（介護保険最新情報Vol.941「令和3年度介護報酬改定に関するQ
＆A（VOL.1)」問13参照）

介護予防支援
地域包括支援センターが担当しているケアプランを居宅介護支援
事業所が引き継いだ場合は、委託連携加算と初回加算を算定でき
ますか。

当該利用者に対して新規に介護予防支援を担当していないので、
初回加算は算定できません。委託連携加算については、要件を満
たせば算定可能です。

介護予防支援
介護予防支援の委託連携加算について、当該加算を算定した後、
委託先の居宅介護支援事業所が変更になった場合、再度当該加
算は算定できますか。

算定できます。



訪問介護

令和3年9月30日までの0.1％上乗せ分について、重要事項説明書
や運営規程に記載する必要はありますか。
また、上乗せ期間の終了に伴って改めて利用者との取り交わしが
必要ですか。

運営規程や重要事項説明書は事業所ごとに定めており、それぞれ
記載内容が異なりますので個別に判断してください。0.1％上乗せ
分についてだけではなく、報酬改定全体についてあらかじめ利用者
に文書で説明し同意を得なくてはならないことを、「9月末まで」とい
うことも含めて説明しておけば改めて重要事項説明書を取り直す
必要はないと思われます。対応例としては、利用者負担額改定表
を配布して説明し、理解を得ることです。その場合、署名は必ずしも
要しませんが、説明を行った日時、方法、対象者、利用者の同意を
得たことを記録する必要があります。

通所系サービス
改正前の入浴介助加算を算定していた利用者全員について、入浴
介助加算(Ⅱ)を算定することは可能ですか。

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者ごとにその必要性を検討するべきも
のであり、一律に実施するものではありません。入浴介助加算(Ⅱ)
の算定にあたっては、算定留意事項（老企第36号第2の7（8）イ)を
参照して適切に実施してください。

通所系サービス
自宅に浴室がない利用者について、入浴介助加算（Ⅱ）を算定でき
ますか。

介護保険最新情報Vol.974「令和３年度介護報酬改定に関する
Q&A（Vol.８）」問１を参照してください。

通所系サービス
通所サービスの入浴介助加算（Ⅱ）を取る場合の「医師等が居宅
訪問し」という部分の、「等」とは医師以外はどの職種ですか。

介護保険最新情報Vol.974「令和３年度介護報酬改定に関する
Q&A（Vol.8）」問2を参照してください。

通所系サービス
機械浴でも入浴介助加算（Ⅱ）を算定できますか。
また、利用者の居宅の浴室を住宅改修で機械浴にすれば算定でき
るますか。

入浴介助加算（Ⅱ）は利用者の居宅の状況に近い環境にて入浴介
助を行った場合に算定が出来ますので、機械浴は利用者の居宅
の状況に近い環境での入浴とは言い難いため算定できません。た
だし、利用者の居宅の浴室が機械浴であれば算定できます。

通所介護・地域密着
型通所介護

個別機能訓練加算について平日のみ機能訓練指導員を２名体制
とした場合、平日は個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定し、土日は
（Ⅰ）イを算定することは可能ですか。

個別サービス計画の内容やその日の機能訓練指導員の配置に応
じて、日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又は(Ⅰ)ロを算定するこ
とは可能です。なお、この場合の届出については、「個別機能訓練
加算（Ⅰ）ロ」で提出することで、「個別機能訓練加算（Ⅰ）イ」も記載
したとみなす取扱いとします。
ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している
曜日について、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必
要があります。

通所介護・地域密着
型通所介護

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定するにあたり、サービス提供時間
帯を通じて配置する機能訓練指導員の他に、口腔機能向上加算
の算定をするために看護師を配置している場合、個別機能訓練加
算（Ⅰ）ロを算定することは可能ですか。

看護師が機能訓練指導員として配置されている時間であれば算定
可能ですが、その時間帯は看護職員としての配置は出来ません。
その他の算定要件も、通知等で確認の上実施してください。

通所介護・地域密着
型通所介護・認知症
対応型通所介護

ＡＤＬ等維持等加算について、介護保険最新情報Vol.952「令和３年
度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.3）」問36に「加算の算定を開始
しようとする月の末日までに、ＬＩＦＥ上でＡＤＬ利得に係る基準を満
たすことを確認し」とありますが、これは4月から算定しようとする場
合は3月末ではなく4月末までに確認するということでしょうか。
また、問40に「令和3年度以降のＡＤＬ値は一定の研修を受けた者
が測定するものとする」とありますが、一定の研修とは何でしょう
か。

4月から算定を開始する場合は4月末までに確認が必要です。
また、,ＡＤＬ値の評価者が受けるべき一定の研修については、介護
保険最新情報Vol.965「令和3年度介護報酬改定に関するQ＆A
（Vol.5)」問5を参照してください。

通所介護・地域密着
型通所介護・認知症
対応型通所介護

経管栄養の方に対して栄養スクリーニング加算を算定していました
が、改正後の口腔・栄養スクリーニング加算も算定できますか。

経管栄養の方であっても口腔ケアの必要性はありますので、口腔・
栄養スクリーニング加算の算定は可能です。

介護老人福祉施設
補足給付の制度改正で、預貯金等基準について、段階が上がるに
つれて預貯金残高が下がるのはなぜですか。

補足給付を受けながら、本人の年金収入等と預貯金で15年入所す
ることができる水準として預貯金額の基準が設定されます。そのた
め、年金収入等が少ない方は預貯金の基準が高く、年金収入等が
多い方は預貯金の基準が低く設定されるためです。

短期入所生活介護
食費の基準費用額の引き上げと、食費・居住費の負担軽減制度の
見直しで、利用者の自己負担が増えると、ショートステイの利用控
えにつながるのではないでしょうか。

ショートステイの食費については、デイサービス等、補足給付のな
い他のサービスとの均衡を図る観点から見直しが行われます。
低所得者に対する負担軽減事業としては、「生計困難者に対する
利用者負担軽減事業」の制度もありますので、負担が難しい方に
ついては、制度のご案内をお願いします。



総合事業
総合事業は基本A3（自立支援訪問事業）は実施せず、A2が主体と
なりますか。

介護予防訪問事業（A2）は旧介護予防訪問事業の基準を準用して
おり、入浴、排せつ、食事などの介護その他日常生活上の支援を
するもので、身体介護、生活援助を行うものです。
一方、自立支援訪問事業（A3）は要支援者の自立を支援することを
目的に生活援助を提供するサービスです。心身機能の低下や生活
環境の問題により、訪問介護員が共に行うサービスを提供したとし
ても利用者が行うことが困難な生活行為を援助する事業です。ま
た、A3は認知機能の低下がなく、必要とする支援内容を自分で判
断できる方が対象です。具体的な援助内容としては、身体機能の
問題により移動能力に限界があり、かつ買物ができる場所が遠方
にしかない場合の買物支援を想定しています。掃除等の家事につ
いて要支援の場合、共に行う自立支援の見守り的援助となるため
介護予防事業となります。
ただし、全盲等視覚障がいのある身体障がい者手帳1級の方で、
その援助がなければ生活が成り立たない方、あるいは一時的に骨
折等により支援が必要な方への掃除等家事の代行は可能となって
います。
ただし、認知機能の低下により、買物について何を買う必要がある
かわからないなど、訪問介護員の方と相談して買うべき物を決めて
から訪問介護員の方が買物に行く場合は、代行であっても介護予
防訪問事業となります。


