
サービス種別 内容 質問内容 回答

介護予防支援
介護予防ケアマネジメントの評価期間
について

介護予防ケアマネジメントの評価期間
に決まりはあるか。

最大で１年で設定。
なお、評価期間を一律１年とするので
はなく、本人の状態に応じて期間を設
定する。

介護予防支援 初回加算

事業対象者として介護予防ケアマネジ
メントを受けている者が、要支援認定を
受けて介護予防支援に移行した場合
は、介護予防支援の初回加算を算定で
きるか。

要支援者又は事業対象者に対して介
護予防ケアプランを作成することは、要
支援者に対して介護予防サービス計画
を作成することと同等であることから、
新規で介護予防計画を作成するときで
はないので算定できない。ただし、過去
2月以上地域包括支援センターにおい
て介護予防ケアマネジメントを算定して
いない場合は、算定できる。

居宅介護支援 居宅介護支援費

総合事業対象者の介護予防ケアマネジ
メントを居宅介護支援事業所に委託し
た場合、居宅介護支援事業所は当該
介護予防ケアマネジメントを取扱い件
数に含めるか。

含めない。

居宅介護支援 居宅サービス計画の目標設定
サービス計画の目標期間の期間設定
について、認定期間を考慮して設定し
ても問題ないか。

概ねの目標達成状況を確認するため、
原則として長期目標の期間は１年、短
期目標の期間は３か月を想定しいる。
国の通知（平成１１年１１月１２日老企
第２９号）での記載要領に示されている
とおり、長期目標の期間については、
認定の有効期間を考慮し、個々の事例
で判断するべきものと考るが、短期目
標の期間は、利用者ごとに到達可能な
ものとして設定するものであり、一律に
どれくらいが良いとは言えないため、課
題や長期目標に到達するためのステッ
プとして、個々の状況に応じて段階的
に設定する必要がある。

居宅介護支援 限度額について

ケアプラン上、週２回の訪問型サービス
を予定していたが、本人の都合により、
実績では週１回の利用となった。その
場合の限度額の考え方はどうか。

限度額の考え方は、当初のケアプラン
通りとする。ただし、翌月はプランの変
更を検討すること。

居宅介護支援 サービス担当者会議について

区分変更時の暫定プラン、本プランの
対応について、担当者会議、照会等、
どのようにしたらいいか、みよし市の見
解をモデルケース等と合わせて教えて
ほしい。

暫定プランと本プランにおいて、それぞ
れ担当者会議を開催するのが望ましい
が、内容の変更がない場合、または軽
微な変更のみの場合は、照会でも可と
する。ただし、利用者に担当者会議を
開催しない旨についての許可を得て、
本プランのサービス計画書に署名が必
要。

居宅介護支援 特定事業所加算

特定事業所加算の算定要件にある「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」につい
て、ケアマネ会への参加で足りるか。

包括が参加して事例検討を行っていれ
ば良い。

居宅介護支援 人員基準について

人員に関する基準で、利用者の数が35
名を増すごとに1とするとなっているが、
担当している予防の方が、更新して要
介護になった場合や他居宅の空きが無
く、どうしても担当を受けて欲しい等の
時、35名を超えて受け入れる事はでき
るか。35名を超えて受け入れる事が可
能な場合、職員を増やす努力は行う
が、職員の配置が難しい場合、35名を
超えても良い期間はあるか。

受け入れることはできる。ただし、運営
基準上、標準担当件数を超えないこと
が望ましいとされており、趣旨に従い、
居宅介護支援の質の確保に支障を来
すことのないように配慮することが重要
である。
期間の定めはないが、職員を増やすよ
うに努めるべきである。

住宅改修 扉の変更
引き戸を折れ戸にする工事を行うこと
はできるか。

理由書に必要性を記載して、工事を行
うことができる。



住宅改修 福祉用具
腰掛便座の設置に配管工事が伴い、完
全に固定される場合福祉用具購入とな
るのか住宅改修となるのか。

配管工事と腰掛便座が簡単に（単にネ
ジでとめるだけではなく）取り外すこと
ができない状況であれば住宅改修の対
象となる。

総合事業 総合事業の地域区分

総合事業の地域差区分について、給付
サービスでは事業所の所在地の地域
差区分を適用するが、総合事業ではど
うか。

本市の場合は、みよし市の地域差区分
を使用する。

短期入所者生活介護 ショートステイ

同日中の別事業所での短期入所利用
について、部屋の空き状態の事情によ
り午前に退所し、同日の午後から他事
業所のショートステイを利用する場合、
同日中の双方の利用分は算定できる
か。

老企第４０号において　「短期入所、入
所又は入院の日数については、原則と
して、入所等した日及び退所等した日
の両方を含むものとし、例外として、同
一敷地内における施設の間で同日に
退所・入所した場合は入所等の日は含
み、退所等の日は含まれない。」とあ
る。そのため、同一敷地内のショートス
テイ事業所間での退所・入所であれ
ば、退所日は算定することができない
が、そうでない場合、両事業所での退
所日・入所日とも算定できる。

短期入所者生活介護 長期間のショートステイ利用

要介護認定有効期間のおおむね半数
を超える短期入所の利用について、月
の半分の利用がある場合、書類の提出
が必要か。また、どのタイミングに書類
を提出する必要があるのか。

認定有効期間のおおむね半数の利用
をする場合ショートステイ利用には理由
書が必要。
ショートステイの利用をケアプランに位
置づける際に、継続して月の半分以上
の利用が見込まれる場合で認定有効
期間のおおむね半数を超える可能性を
把握した時点で提出が必要。

特定福祉用具購入 福祉用具購入同一品目

生活する家が自分の家と親族の家の２
つ有り、すでにシャワーチェアを購入済
みだが親戚の家にもほしいためもうひと
つ購入できるか。

原則、同一品目の購入はできない。例
外は、要介護度の大きな変化と破損で
あればできる。

特定福祉用具購入 福祉用具の再購入について

６年ほど前にポータブルトイレを購入し
て使用している。破損しているわけでは
ないが、尿臭・便臭がどうしても取れな
い場合、再購入はできるか。

福祉用具の再購入については、
・破損してしまった
・用途や機能が異なるものを購入する
・身体機能などが著しく低下し介護度が
重くなった
これらの場合に再購入できるとしている
が、その商品について定められた耐用
年数を書面等にて証明が可能であり、
耐用年数を超えていた場合は再度購
入することができる。

特定福祉用具購入 福祉用具の部品交換について
シャワーチェアーの部品は購入対象に
なるか。

福祉用具を構成する部品については、
福祉用具購入費の対象となる福祉用
具であって、製品の構造上、部品交換
がなされることが前提となっている部品
について、市が部品交換が必要である
と認めた場合には介護保険の適用対
象となる。

認定申請 ６５歳到達前の申請
６４歳１１ヶ月時点で介護保険の申請を
行い、認定調査・主治医意見書の取り
寄せをしても不当ではないか

みよし市では、６５歳到達の２ヶ月前か
ら申請することができる。

認定申請 名古屋刑務所受刑者の認定調査委託
受刑者の要介護申請日についていつ
から申請ができるか。

適用除外施設退所予定者の要介護申
請をする場合と同様の考え方をする。
みよし市は２ヶ月前から受付ける。



福祉用具貸与 海外での福祉用具貸与について
福祉用具のレンタルを海外で利用する
ことはできるか。

旅行と認められない海外生活で住所を
移さない場合での居宅サービスの給付
を受けることは介護保険での福祉用具
レンタルが居宅サービスであることから
認められない。
また、ケアマネジャーが暫定プランを組
むこと、モニタリングを行うことが通常
不可能であることからも認められない

福祉用具貸与 軽度者に対する福祉用具貸与

特殊寝台を自費で購入済みの方にベッ
トマットレスを特殊寝台付属品としてそ
れのみを貸与することについて介護給
付を受けることはできるか。

できる。

福祉用具貸与 タッチアップレンタル
施設と在宅の両方で福祉用具レンタル
することはできる。

福祉用具は日常生活上の便宜を図
るためのものであることから、原則と
して居宅以外で使う場合には算定
対象外となります。ただし本人の介
護の都合などで子の家に滞在する
など、日常生活の拠点を一時的に
移さざるを得ない場合に限り、例外
的に算定が可能です。 この場合、
それぞれの家での使用期間に応じ
て利用契約を結び、サービス利用
票には使用した日に「1」をたてて日
割りで算定します。

福祉用具貸与 福祉用具の貸与について
ＴＩＳコードは持っているが、貸与マーク
がない場合は、福祉用具の対象となる
か

貸与マークがない場合は対象とはなら
ない。

福祉用具貸与 福祉用具の部品レンタルについて
車いすを２台レンタルしているが、２台と
もクッションを追加でレンタルすることは
できるか。

既に利用者が車いすや特殊寝台を介
護保険の給付として貸与されている場
合、後から追加的に貸与される場合も
算定できる。

福祉用具貸与 踏み台付手すり
踏み台のついた手すりは介護保険の対
象となるか

原則、踏み台は介護保険の適用となら
ないため、対象外の用途を持つ手すり
を福祉用具レンタルとして認めることは
できない。

訪問介護 院内介助（訪問介護・通院等乗降介助）
認知機能の低下があり、常に見守りが
必要な方の院内介助を算定できるか。

原則、院内介助は病院のスタッフが行
うべきだが、病院のスタッフが対応する
ことが出来ない場合で、ケアマネジャー
がケアプランに必要性を位置づけて実
施する場合については例外的に算定で
きる。
その場合は、主治医意見書等の意見
を踏まえ、サ担において協議するなど、
その必要性については充分に検討する
とともに、検討した内容を記録に残す必
要がある。
また、院内介助を病院のスタッフが対
応できるかどうかの確認を病院の連携
室等に相談するなど医師等からの書面
で残す必要はないが、確認した内容等
記録に残すこと。

訪問介護 身体介護
特別食を調理することは身体介護とし
て算定できるか。

身体介護として算定できる特別食は
「特段の専門的配慮を持って行う調理」
に該当するもので、その要件は「厚生
労働大臣が定める者等を定める件」の
八にいう「厚生労働大臣が定める特別
食」にあたるもの。
食事せんが必要で、単にきざみ食を作
るだけでは算定できない。

訪問介護 退院日の訪問介護の利用 退院日に訪問介護を算定できるか。

ケアプラン上で必要性が位置づけられ
ればできる。
※訪問介護に限る。訪問看護やリハビ
リについては医療面でのサービスがあ
る以上なぜ同日に算定する必要がある
かの根拠を認めることが難しい。



訪問介護 通院等乗降介助

車いすを利用している方が院内でトイレ
に行く際、病院側が介助を行わないた
め、トイレの介助が必要になる場合に
身体介助を算定できるか。

原則、通院等乗降介助と身体介助は同
時には算定できない。
そのため、トイレを利用しなければ通院
等乗降介助で算定。トイレを利用したな
らば身体介助で算定する。

訪問介護 通院等乗降介助

短期入所サービスを利用する場合の送
迎について、通院等乗降介助を算定で
きるか。
また、施設への入退所時に通院等乗降
介助を算定できるか。

原則、事業所が対応するものである
が、特別な事情で対応できない場合
（送迎の体制がない）や家族の送迎が
できない等他に手段がない場合は算定
可。
施設の入退所についても、家族等が対
応できない場合は算定できる。

訪問介護 通院等乗降介助
入院、退院時に通院等乗降介助を算定
できるか。

入院、退院時の支援は、原則として家
族等が基本となるが、利用者の生活実
態や家庭環境（一人暮らしや家族が障
がい、疾病等により送迎を行うことがで
きない、他に手段がない）場合は算定
できる。
算定する場合はその事情や記録を残
す。

訪問介護 通院等乗降介助

利用者宅は急な階段があり、家族では
介助ができない場合（住改でスロープに
することもできないくらい急で狭い階
段）。当該利用者は週3回透析が必要
であり、当該利用者の通院等乗降介助
について、土曜日に対応できる事業所
がないため、木曜日の病院帰りに娘宅
に送り、土曜日は娘が病院の送迎をす
ることを考えているがよいか。（娘も仕
事の都合で週末しか対応できなく、本人
も自宅での生活を希望しているため、
火曜日に娘が自宅に送る。階段を上る
ことはできないので、車の中で待ち、そ
こから通院等乗降介助で医療機関に行
く。）

サ担で利用の必要性を明確にし、プラ
ンに位置づけられれば算定することは
できる。（土曜日に対応できる利用者を
探す等、他の方法も検討してもらう）

訪問介護 通院等乗降介助
家族が同乗していても通院等乗降介助
を算定することはできるか。

診察内容を聞くため等、家族が同乗す
る必要があり、家族が高齢・病弱等の
理由により、乗降の介助を行えない場
合は算定できる。

訪問介護 通院等乗降介助
退院時にストレッチャーが必要な人に
通院等乗降介助を算定できるか。

入院、退院時の支援は、原則として家
族等が基本となるが、利用者の生活実
態や家庭環境（一人暮らしや家族が障
がい者、疾病等により送迎を行うことが
できない、他に手段がない）場合は算
定できる。

訪問介護 同居家族がいる場合の生活援助
同居家族は共働きで、日中独居であ
る。その場合でも生活援助は使うことが
できないか。

同居家族がいるから、一律で生活援助
サービスを利用できないというわけでは
ない。家族の援助が見込めない理由が
あれば利用することができる。

訪問介護 生活援助

同一敷地内別棟に家族と暮らす方が生
活援助を使うことができるか。
また、居住地が2箇所あり、その両方で
生活援助を利用することができるか。

同一敷地内別棟は同居する家族がい
るのと大きな差は無いと考えるため、利
用するには同居家族がいても生活援助
の利用が必要と言った内容と同様の理
由が必要。
訪問介護は居宅サービスであるため、
居住地の両方で利用することはできな
い。

訪問介護
所定の要件に満たない訪問介護の合
算について

午前に洗濯して干したものを午後に取
り込む場合、午前又は午後の時間が３
０分未満のときは合算して算定できる
か。

生活援助は所要時間が３０分未満のと
き算定対象とすることができないが、同
様に一連のサービスとみなして合計し
て一回の訪問介護として算定できる。



訪問看護 複数事業所による訪問看護

１人の利用者（下半身麻痺）に対して、
本人がリハビリを多く希望しているた
め、複数の事業所がサービス提供して
もよいか。

ケアプラン上で必要性が位置づけられ
れば良い。
※当該複数の訪問看護事業所間にお
いて、十分な連携を図る必要がある。


