
機関誌『老健』平成12年5月号
Q&A一覧

　　利用料をはじめ運営基準、介護幸酬の内容や解釈について、会員から多くの質問が全老健
事務局に寄せられている。

そこで、全老健では会員へ理解と周知を図るため介護保険に関するQ＆Aを作成した。

なお、回答はあくまで作成時点（平成12年3月29日）でのものであり、今後、運用に関する通知
等により変更がありうるものである。
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●人員基準
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１

定員が100であっても前年実
績が平均70の施設の場合、
人員配置は利用者70として
配置してはいけないのか。

利用者数は前年実績によって算定す
る。
ただし、処遇に支障があるような場合

には、その時々にふさわしい人員の配
置をすべきである。

介護保険施設サービス費の所定単位数
を算定するためには、看護職員及び介



２ 職員の欠員があった場合
は？

護職員の員数が所定の員数以上配置さ
れることのほか、医師、理学療法士又
は作業療法士及び介護支援専門具につ
いて、人員基準欠如の状態にある場
合、減算の対象となる（ただし、介護
支援専門員については猶予期間あ
り）。

３
理学療法士が介護支援専門
員を兼務した場合、標欠と
なるのか。

兼務可。
（人員に関する基準）

４
PT、0丁が基準に満たない
場合、給付費はカットされ
るのか。

貢見のとおり。

５
支援相談員が産休・育休に
なった場合、その期間は欠
員でもよいか。

この場合にかかわらず、長期にわたり
欠員となることが予測されるにもかか
わらず、補充をせず、人員基準欠如が
絶続する場合には、事業休止等の指導
の対象となる。

●夜勤

６ 「夜勤を行う職員の勤務条
件」とは？

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数
が2以上（短期入所療養介護利用者数及
び介護老人保健施設入所者数の合計が
40以下の介護老人保健施設であって、
常時緊急時の連絡体制を整備している
ものは、１以上）。
（平成12年2月20日厚生省告示第29号第
2号イ及び第4号）

７ 夜勤基準の職員は看護職以
外でもよいか？

看護職員又は介護職員であること。
夜間の安全の確保及び利用者等のニー
ズに対応することが重要である。

８ 夜勤の時間帯とは？

午後10時から翌日の午前5時までの時間
を含めた連続する16時間をいい、原則
として事業所又は施設ごとに設定す
る。

９
2名態勢とは、フロア数（階
数）に関係なく2名でよいと
いうことか

よい。
ただし、処遇に支障がある場合には、
その時々にふさわしい職員を増員する
こと。



１
０

夜勤を行う職員の員数が基
準に満たない場合は原産と
あるが、その条件は。

ある月（暦月）において以下のいずれ
かの事態が発生した場合に、その翌月
において利用者等の全員について減算
される。

イ．夜勤時間帯において夜勤を行う職
員数が夜勤職員基準に定める員数に満
たない事態が2日以上達続して発生した
場合

ロ．夜勤時間帯において夜勤を行う職
員数が夜勤職員基準に定める員数に満
たない事態が4日以上発生した場合

●加算

（リハビリ）

１１

理学療法士、作業療法士ま
たは言語療法士の加算の式
は？

以下の3点を満たすことが必
要である。

①常勤の理学療法士または
作業療浅士が１人以上配置
されている。
②「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」の第2条第
一項第5号を満たす（理学療
法士又は作業療法士が常勤
換算方法で入所者の数を100
で険した数以上）こと。
③入所者数を50で除した数

以上配置していること

12

たとえば、入所定員116名・
通所リハビリ47名の場合、
加配に対する加算は、通常
の施設基準数（l16＋47）
÷100＝l.63（常勤の理学療法
士または作業療法士）に加
えて
l16÷50＝32（常勤の理学療
法士または作業療法士）を
配置するということでよい
か。

116÷50＝2．32。介護保険施
設サービスとしては常勤換
算方法で理学療法士、作業
療法士又は言語聴覚士が2．
32以上配置されており、う
ちl名が常勤の理学療法士又
は作業療法士であれば加算
の対象となる。
ただし、施設全体として
は、これに、通所リハビリ
にかかる0．47を加えた配置
が必要である。



13

リハビリ加算において、0丁
の新卒者を採用した際、合
格発表が4月半ばであるが、
資格を取得した後、4月l日
に潮りこの加算を算定する
ことは可能か。

できない。

（痴呆）
14

現行の痴呆専門棟の人員配
置は？

現行の痴呆専門棟の人員配
置基準はなくなった。

15
「特に問題行動の著しい痴
呆性老人」の判断基準は？

「痴呆性老人の日常生活自
立度判定基準」によるラン
ク＝、lV又はMに該当し、
痴呆専門棟における処遇が
適当であると医師か認めた
者である。
（従前の痴呆専門棟の対象
と異なり、自力移動可は外
れた）

（初期加算）

16

初期加算は「入所した日か
ら起算して30日以内の期
間」とあるが、リセット期
間はなくなったのか（施設
遇所後、数日で再入所して
も算定できるか）。

過去3か月（ただし痴呆度ラ
ンク川、lV又はMに該当す
る者の場合は過去lか月とす
る）の間に、当該介護老人
保健施設に入所したことが
ないことが加算の条件とな
る。
なお、当該介護老人保健施
設の短期入所療養介護を利
用していた者が、日を空け
ずに（引き続き）当該施設
に入所した場合には、30日
から短期入所の日数を引い
た日数しか算定できない。

17
「入所日から30日」中に外
泊を行った場合、初期加算
は算定できるか。

外泊を行っている問は、初
期加算は算定てきない。

18

平成12年3月末日現在の入所
者について、4月より初期加
算は全員算定してもいいの
か。

入所した日から、となって
いる。つまり、4月１日時点
で入所期間が30日を超えて
いれば算定できない。

（退所時加
算）

退所時指導加算について入
所者１人につき1回を隈度と
して算定とあるが、平成12

平成12年4月l日以降を対象



算）

19

して算定とあるが、平成12
年3月までの情報提供はリ
セットされるのか

とする。

20
訪問看護指示書の有効期間
は？

介護老人保健施設から交付
される訪問看護指示書に有
効期間の記載がない場合
は、その有効期間は１か月
となる。

21
退所時指導加算は居宅に退
所しなくても算定できる
か。

社会福祉施設へ入所の場合
も算定できる。
ただし、以下の場合は算定
できない．
①退所して病院又は診療所
へ入院する場合
②退所して他の介護傑喚施
設へ入所する場合、
③死亡退所の場合

22

退所前後訪問指導を（必要
があるとは認められると
き）2回算定できる条件と
は？

入所後早期に退所に向けた
訪問指導の必要があると認
められる場合で、l回目は入
所後の介護保険施設サービ
スの取扱方針及び診療の方
針の決定に当たって行わ
れ、2回目は在宅療養に向け
た最終調整を目的として
行った場合である。

（緊急時施設
療養費）

23

緊急時施設療養費、予期で
きないものも給付管理限度
額の範囲内とされているの
か。

施設サービスには給付管理
限度額はない。
緊急時治療管理は月１回3日
を限度として500単位算定で
きる。

24

3日を限度として付き1回算
定とあるが、具体的にどの
ような医療行為が含まれて
いるのか。定められた基準
があるのか。

できない。

25

「緊急的な治療管理とし
て、投薬・検査などを行っ
たとき」とあるが、具体的
にどのような医療行為が含
まれるのか。定められた基

(1)意識障害又は昏睡、(2)急
性呼吸不全又は慢性呼吸不
全の急性増悪、(3)急性心不
全（心筋梗塞を含む）、(4)
ショック、(5)重篤な代謝障
害（肝不全、腎不全、重症



準があるのか。 糖尿病）、(6)その他薬物中
毒等で重篤なもの

（特定治療）

26

特定治療のうち、点数が算
定できるリハビリテーショ
ンとあるが、このリハビリ
テーションとは？

算定できないものとして、
「老人医科静療鞭酬点数表
第2章第7部によるリハビリ
テーション（同部において
医科診療報酬点数の例によ
るとされているもののうち
言語療法、視能訓練を含
む）」となっている。
よって、算定できるもの
は、心疾患リハビリテー
ション、摂食機能療法、早
期理学療法料等となる。
（平成12年2月10日　厚生省
告示第23号第4号）

（僻地）

27

離島・僻地に加算はつかな
いのか。

施設サービスには僻地・離
島加算はない。

（送迎）

28

通所リハビリ・短期入所の
送迎に加算があるのに、施
設入所の送迎加算はないの
か。

居宅サービスと施設サービ
スは別である。

●他科受診

29
特別の関係にある保険医療機
関などの取扱いは？ 詳細は後日通知等により示される予定。

30
他科受診の際の医療機関の保
険請求はどうなるのか。

現行どおり。ただし、施設入所者材料料
は医療機関により保険請求できることと
なった。

31

通所リハビリと通常の外来診
療は同一日の算定は認められ
るか。また、同一日の訪問診
療は可能か？

ケアプランにより介護サービスを提供さ
れる時間外であれば可能

●利用料

32

現在利用料の一部となってい
る教養娯楽費、日用品費、お
やつ代等の取扱いについて従
前どおりか。

詳細は後日通知等により示される予定



33
おむつ代は利用料として徴収
できるのか。

施設サービス及び短期系はできない。そ
の他の居宅サービスはできる。（運営基
準「利用料の受領」）

34
おやつ代は利用料として請求
が可能か、それとも基本食事
サービス費に含まれるのか

一日の献立の中に含まれ、一律に提供さ
れるものであれば基本食事サービス費に
含まれる

次ページ
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　●基本食事サービス費

（栄養士）

35

管理栄養士の常勤が必要
か。

基本食事サービス費の基
準を満たすためには、管
理栄養士は、常勤で配置
されていなければならな
い。
（平成12年3月1日事務連
絡「基本食事サービス費
について（厚生省老人保
健福祉局介護保険制度施
行準備室長）」）

（適時適温）

36

管理栄養士が管理していて
も適時適温でないと200円減
算されるのか。

貴見のとおりである。

37

委託先の管理栄費士が食事
提供の管理をしている場合
は基本食事サービス真の基
準を満たすか。

雇用関係にあることが条
件であり、この場合を満
たさない。

38

施設に栄葺士を配置してい
る上に、委託業者にも管理
栄章士を配置させている
が、基本食事サービス費は
どうなるか。

食事の提供が施設の常勤
の管理栄費士によって管
理されていなければ、基
本食事サービス費の減算
の対象となる。

39
適時適温とは？

（適時）

基本食事サービス費の条
件を満たす適時とは、夕
食の配膳される時間が午
後6時以降であることであ
る。
　（平成12年3月事務連絡
「基本食事サービス費に
ついて厚生省老人保健福
祉局介護保険制度施行準
備室長）」）

ア・適温の食事の提供
は、食堂に隣接した厨房
における調理又は保温庫
等の使用によって、食事
が提供されていることが



（適温）

が提供されていることが
条件である。
　食堂において食事が捷
供されない場合は、
(1)
保温・保冷配膳車、保冷
配膳車、保温トレイ、保
温食器のいずれかを用
い、入所者等全員に適温
の食事を提供する体制が
整っていること。

(2)厨房内の専用エレベー
ターが各階の配膳室に直
結し配膳室に隣接した食
堂に迅速に配繕する体制
が採られていること。

イ・恒常的に居室での食
事の提供が必要な入所者
等に対しては、保温・保
冷配時、保冷配膳車、保
温トレイ、保温食器のい
ずれかを用いて食事が提
供されていること。

ウ・電子レンジ等で十度
冷えた食事を温めた場合
は含まない0ただし、クッ
クチル、クックフリー入
または真空調理法による
ものを再度加熱する場合
に、電子レンジ等を用い
た場合はあたらない。

エ・保温食器は名称・材
質を問わず、保温機能を
有していればよい。

（特別食）

40

適温給食において、厨房に
隣接する食堂であれば、保
温食器等を使用しなくても
認められるか。

Q39の回答ア参照。

41

厨房より直接リフトで2階に
上げたところに食堂があ
り、厨房に隣接する食堂と

Q39の回答ア参照。



41 時間的大差はないが、適温
給食の基準の範囲と認めら
れるか。

Q39の回答ア参照。

42
別に厚生大臣の定める特別
食とは何か。

（1）医師の発行する食事
せんに基づいて提供され
る入所者の年齢、症状等
に対応した栄章畳及び内
容を有する治療食（腎臓
食、肝臓食、糖尿食、胃
潰瘍食（流動食（経菅栄
章のための濃厚流動食は
除く）は除く）、貧血
食、膵臓食、高脂血症
食、痛風食）、経管栄養
のための濃厚流動食及び
特別な場合の検査食。
（平成12年2月10日厚生省
告示第32号第l号及び平成
12年3月一日事務連絡「基
本食事サービス真につい
て（厚生省老人保健福祉
局介譲保険制度施行準備
室長）」）

（2）以上を対象とし、特
別食の献立表が作成され
ている必要がある。
　

43 減塩食は含まれるか

心臓疾患等に対して行う
（総量7.0g以下の減塩

食）場合は腎臓食に準じ
て取り扱うことができる
が、高血圧症に対する場
合は、加算の対象とはな
らない。

44

肝臓食とは何か

肝庇護食、肝炎食、肝硬
変食、閉鎖性黄痘食（胆
石症及び胆嚢炎による閉
鎖性黄痘の場合を含む）
等をいう。

（1）十二指腸潰瘍の場合
も胃潰瘍として取り扱い
できる。



45 胃潰瘍食の範囲は

できる。
（2）手術前後に与える高
カロリー食は対象としな
いが、侵襲の大きな消化
管手術の術後において胃
潰瘍食に準ずる食事を提
供した場合は加算を認め
られる。
（3）クローン病、潰瘍性
大腸炎等により腸管の機
能低下している入所者等
に対する低残さ食も可。
　　　　　　　　　　　

46 貧血食の対象は
・血中ヘモグロビン濃度
が10g／dI以下であり、そ
の原因が鉄分の欠乏に由
来する者

47 高脂血症食の対象は？

（1）空腹時定常状態にお
ける血清総コレステール
値が220mg／dl以上である
者又は血中性脂肪値が
150mg／dl以上である者と
する。
（2）高度肥満症（肥満度
が＋70％以上又はM也く

35以上）に対して食事療
法を行う場合

48
敬管栄養食のための濃厚流
動食の条件は？

各栄善素の質的構成に十
分考慮が払われていると
ともに、lグラム（1ml）
につき1キロカロリー程度
の熱量を有するものであ
ること。

49
特別な場合の検査食とはな
にか

潜血食の他、大腸X線検
査・大腸内視鏡検査のた
めに特に残さの少ない調
理済食品を使用した場合
をいう。

50
特別食（治療食）の利用負
担は？

ない（加算に包括され
る）。

特別食加算をする場合、具



51

特別食加算をする場合、具
体的にどのような様式を都
道府県知事に届けるのか
（病院給食に準ずるのか）

都道府県担当課に確認す
ること。

52
利用者が選定する特別な食
事とは？

利用者の嗜好により選択
するもので、具体的に
は、毎日又は予め定めら
れた日に、入所者等が希
望して選択できるもので
あり、特別料金を示した
メニューやパンフレット
等で説明がされているこ
とが必要である

（おやつ）

53
おやつ代はとれるか。

おやつの扱いについて
は、後日通知等により示
される予定。一律的に提
供されるものは、基本食
事サービス費に含まれる
と考えるべきである。

（標準負担額）

54

①施設サービスの基本食事
サービス費には自己負担分

も含むのか
②食材料費は利用者負担で
徴収できるか
③利用者の1割負担とは、介
護給付費と基本食事だ-ビス
費2120円を足したものの一
割か。

（1）標準負担額に含まれ
る。（介護保険法第48

条）
（2）介護保険施設サービ
スにおいては不可。
（3）利用者の１割負担と
は、基本食事サービス費
を除いた介護紺寸真のl割
負担である

55

基本食事サービス費2120円
とあるが、朝食後、または
昼食後に退所された場合の
算定は？外泊時は？

基本食事サービス費は一
日あたりの算定である。
なお外泊時は算定できな
い。

●一割負担

56
利用者の１割負担は、加算後
のl割と計上してよいか。

原則として合算した額のl割となる（基本
食事サービス賛を除く）。

●自費利用

要介護者以外の者が自費で
できない。
（「要介護者等以外の自費負担による



57
要介護者以外の者が自費で
施設入所することは可能
か。

（「要介護者等以外の自費負担による
サービスの利用について（平成ほ年l月
21日事務連絡　厚生省介護保険制度施
行準備室長）」）

58
要支援・要介護者以外の者
が自費で短期入所すること
は可能か。

原則不可。例外あり。
（「要介護者等以夕十の自費負担によ
るサービスの利用について（平成12年l
月21日事務連絡　厚生省介護保険制度
施行準備室長）」）

59
要介護者等が支給限度額を
超えて居宅サービスを利用
した場合は？

上乗せ分は全額自己負担。
（「要介護者等以外の自費負担による
サービスの利用について（平成12年l月
21日事務連絡　厚生省介護保険制度施
行準備室長）」）

60

市町村独自のサービスとし
て、自立認定者対象に今ま
で利用していた施設を継続
して利用できるとした場
合、市町村と委託契約を結
び、デイケア利用の受け入
れが可能か。

可能である。ただし、「要介護者等以
外の自費負担によるサービスの利用に
ついて（平成12年１月2】日事務連絡　
厚生省介護保険制度施行準備室長）」
を参照のこと。

●減免

61
社会福祉法人の減免制度は
どうなるのか

「社会福祉法人等による生計困難者に
対する減免等」による。

62

社会福祉事業法第2条第3項
「無料または低額老人保健
施設利用事業」はどうなる
のか。

詳細は後日通知等により示される予
定。

●経過措置

63

現在入所中で介護度が自
立・要支操と認定された方
の措置についてはどのよう
になっているか。

施行法第26条参照。退所の日まで老人
保健法（新老健法）に規定する医療費
が支給される。

●判定会議
介護保険法にあっても、老人保健施設
の役割は変わらない。入所者の病状及
び身体の状態に照らし、退所して居宅



64
入退所判定会議はなくなる
か

び身体の状態に照らし、退所して居宅
において生活ができるかどうかについ
て定期的に検討しなければならない。
その検討は適宜行われるべきである
が、少なくとも3か月ことには行い、検
討の経過及び結果の記録は2年間保存し
なければならない（判定→検討という
文言に変わった）。（運営基準第7条）

●届出書式

65
各種届出の必要と思われる
ものもあるが、その書式及
び届出時期は？

各通知等で示きれているとおりであ
る。詳細は各都道府県担当課に確認の
こと。

●契約

66
入所の際の契約書のひなが
たはないか。

現在、検討中である。なお、契約のあ
り方について担当委員会で検討した結
果は、以下のとおりである。
介護保険法上、文書による契約の締結
を求められているのは、「特定施設入
所者生活介覆」のみである。
「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（第4章第
5条）」によれば、「重要事項を記した
文書を交付して説明を行い、当該提供
の開始について入所申込者の同意を得
なければならない」とされている。
つまり、介護老人保健施設において
は、重要事項を記した文書を交付して
説明すること、及び入所申込者の同意
を得ることが「契約」の要件であり、
「契約書」による契約の締結を求めた
ものではないことが読み取れる。

　前ページ 　　　　　　次ページ
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　１／２／３／４
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　●短期入所

67
短期入所療養介護び限度額
管理期間で、6月間／６月間
外とあるのは？

要介護認定の限度額管理期
間は基本的には6月である
が、それ以外の場合もある
ため6月以外としてある。

（定員）

68

現在入所定数100（長期90、
短執0）で許可を得ている
が、長期短期の定数はどう
なるのか。短期入所は対象
者の標準が40床とあるが、
既存施設での50床の場合
は？

原則として、100人定員の施
設では、施設サービス対
象、短期入所対象合わせて
100以内が条件である。

（送迎）

69

短期入所利用者の送迎の対
象者の範囲は？

ケアプラン上、必要と認め
られた者である。

（経過措置）

70

ケアブラン未作成者が3月25
日に入所し、Ⅰ要介護度認定
を受けていれば、4月より12
日以内に退所するものの取
り扱いとしては、施設サー
ビスか、短期入所療養介護
か、あるいは4月以降の受付
は短期療養者はケアブラン
作成後とするのか。

介護給付の対象となる。

特に問題行動の著しい痴呆
性老人と他の利用者を区別
しており、以下の基準に適
合する施設及び設備を有す
ること。
（「厚生大臣が定める施設
基準（平成12年2月10日厚生
省告示第26号）第5号」）

(1)専ら特に問題行動の著し

い痴呆性老人を入所させる
ための施設であって、原則
として、同一の建物又は階
において、他の利用者を入
所させるものではないこ



（その他）

71

短期入所において痴呆の方
には76単位の加算が認めら
れているが、この中の「厚
生大臣の定める施設基準」
とは？

所させるものではないこ
と。

(2)入所定員は40名を標準と
する。

(3)(1)に入所定員の１割以上
の個室を設けていること。

(4)(1)の施設に療養室以外の
生活の場として入所定員１
人当たりの面積が2㎡以上の
デイルームを設けているこ
と。

(5)(1)の施設に特に問題行動
の著しい痴呆性老人の家族
に対する介護方法に関する
知識及び技術の提供のため
に必要な30㎡以上の面積を
有する施設を有しているこ
と。

　●通所

72
デイケアの介護給付金が著
しく低下しているが、この
金額算定の根拠は？

介護報酬実態調査の結
果による。

（定員）

73

通所リハビリテーションの
定員は、どの時点で考える
のかく延べ人数なのか、間
に利用している利用者数な
のか）。

同一時間に利用してい
る利用者数が定員を同
一時超えないことが条
件となる。

（人員基準）

74

人員基準で、通所要介護者
等10人に対し、看護・介護
職員l名専従とあるが、専従
と常勤職員は違うのか。ま
た、専任の看護職員を少な
くとも一名配置とあるが、
上記のほかに、配置が必要
なのか、専従との速いは何
か。

どちらの場合も、曜日

により、配置される職
員が交代することは可
能である。用語の定義
については基準通知を
参照のこと。

心身の状況から長時間
のサービス利用が困難
である者、病後等で短



（所要時間）

75

所要時間は2時間以上3時間
未満の適合利用者は？

である者、病後等で短
時間の利用から始めて
長時間利用に結びつけ
ていく必要がある者な
どである。
（平成12年2月10日厚生
省告示第23号第7号及び
第9号）

76

通所リハビリ費の算定につ
いて、所要時間ごとの単位
が違うが、所要時間には、
送迎時間も含まれるのか。
実質、施設内にいた時間な
のか。

送迎時間は含まれな
い。

（入浴介助加算）

77

デイケアの入浴介助加算
と、特別入浴介助加算の具
体的な区別は？

入浴介助加算は、入浴
中の利用者の観察を含
む介助を行う場合であ
り、自立支援の観点か
ら、極力利用者自身の
力で入浴していただく
ことにより、結果とし
て、身体に直接接触す
る介助を行わなかった
場合でも、加算の対象
となる。
（平成ほ年2月柑日厚生
省告示第23号第8号及び
第10号）

特別入浴介助加算と
は、利用者l人に対して
入浴介助を行う者がl人
以上必要であり、寝た
きり又はこれに準ずる
利用者が使用する特殊
な浴槽であって、l回の
入浴に利用者l人が入浴
するものを使用して行
われる入浴介助であ
る。この場合、（－般
浴槽や家族風呂等にリ
フト等を設置して入浴
時の昇降を揚助してい
るものは除く）スト
レッチヤー等を用いた



レッチヤー等を用いた
昇降式浴槽、いす等を
用いたリフト式浴槽、
シャワーパス等その浴
槽の形態は問わない。

78
施設で定めた入浴料との差
額を利用者負担として徴収
できるか．

入浴料は利用料にでき
ない。

（加算）

79

指定通所リハビリ事業に対
してⅠか月1回550単位と新し
い報酬があるが、毎月、訪
問リハビリとして取れる
か。

ケアブランに位置づけ
ることが必要。サービ
ス計画の見直しの必要
性があること。

80
通所介護と通所リハビリの
併用利用は？

ケアブランに基づき実
施される。

81
他施設の通所リハビリとの
僻用利用は？
だめな場合の解決策は？

ケアブランに基づき実
施される。

82
痴呆性老人通所加算はどう
なるのか。 なくなった。

●居宅介護支援

83

婁介護者が施設に入所するに
は、直接本人が申し込むの
か、居宅介護支援事業者を通
じて申し込むのか。

とちらでもよい。

84

居宅介護支援事業所で、施設
サービスを受ける者に施設紹
介をした場合、居宅介護支揚
真の算定もし（は紹介料のよ
うなものは取れるか。

取れない。仮に受領した場合は運営基準
違反となり、指定取消の対象となる。

85

居宅介護支援を行っていた利
用者が月の途中で介護保険施
設に入所した場合、若しくは
月の途中で介護保険施設を退
所した場合居宅介護支援費の
算定はどうなるか。

入所の時点で居宅介譲支援を行ってお
り、給付管理票を届け出ている事業者が
算定できる。

●通所介護



●通所介護

86

病院
や老
人保
健施
設で
も通
所介
護が
でき
るの
か

指定通所介護事業所の指定を受けることが必要である。

●訪問系サービス

87
訪問系サービスについて、
移動時間は所要時間に含ま
れないのか。

含まれない。

●特定福祉用具購入

88
特定福祉用具購入の支給限
度額の管理期間は？ 毎年4月からl年間である。

●住宅改修

89

住宅改修について、同一世
帯に要介護者等が2名いた
ら、給付額×２名という支給
になるのか

－の住宅に複数の被保険者が居住する
場合においては、住宅改修費の支給限
度額の管理は被保険者ごとに行われる
ため、被悌喚者ことに住宅改修費の支
給申請を行うことが可能である。ただ
し、一の住宅について同時に複数の被
イ綿者に係る住宅改修が行われた場合
は、当該住宅改修のうち、各被保険者
に有意な範囲を特定し、その範囲が重
複しないように申請を行うもとのす
る。したがって、たとえば被保険者が2
人いる場合において、各自の専用の居
室の床材の変更を同時に行ったとき
は、各自が自らの居室に係る住宅改修
費の支給申請を行うことが可能である
が、共用の居室について床材の変更を
行ったときは、いずれか一方のみが支



行ったときは、いずれか一方のみが支
給申請を行うこととなる。

●居宅系の食事加算等

90

通所リハビリの食事加算は
管理栄養士の管理等の条件
なしで一日一律39単位と考
えてよいか。

事業所内に厨房設備等食事を提供する
ために必要な設備を備え、調理に必要
な職員を配置していればよい。
（平成12年3月8日老企第36号「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（厚生省老人保健福祉
局企画課長）」）
当該事業所の最終的責任の下で委託す

ることは差し支えないが、クックチ
ル、クックフリーズ又は真空調理（真
空パック）法により急速冷凍したもの
を再度加熱して提供する場合は加算対
象となるが、出前等による食事を加熱
した場合、主食のみを事業所で調理
し、それ以外を出前等による場合は、
加算の対象とならない．

91
食事提供を必要とする条件
は？

食事提供の態勢を整えていても、通所
介護計画上、食事の提供を受けないこ
ととされている利用者については、加
算の対象とならない

92
何らかの事情により食事を
キャンセルした場合は？

通所介護計画上、食事の提供が位置づ
けられている場合に、利用者側の事情
により、食事を拝取しなかった場合
は、加算を算定してよい。

93

通所リハビリの食事加算に
ついて39単位と設定されて
いるが、現在の昼食代（利
用料として実費相当額徴
収）との差額を利用料とし
て請求できるか。

食材料賛は利用料として徴収する。
（運営基準）

94
特別食加算は通所リハビリ
テーションで算定できるか

通所リハビリテーションに特別食加算
はない

短期入所の食費はどうなる



95
短期入所の食費はどうなる
か 食材料費は利用料として徴収する

　前ページ 　　　　　　次ページ　

平成12年5月号



　１／２／３／４
Q&A一覧

●その他

96 地域区分を具体的に。

厚生大臣が定める「単位の単
価
（平成12年2月】0日厚生省告
示第22号）参乳

97

4月1日以降は、施設の名称は「介護
老人保健施設○○」と変えなければ
ならないのか。また、デイケア、短
期入所についてはどうか。

施設名（固有名詞）を変更す
る法的根拠は認められない
が、利用者に混乱を与える等
の可能性も考えられるので、
指導監督される都道府県担当
課に相談することをお勧めす
る。また、デイケア及び短期
入所は、通所リハビリテー
ション及び短期入所療養介護
に変更となるので、各種パン
フレット等印刷物の表記も変
更する必要があると思われ
る。

98
介護報酬請求の際に介護サービス計
画書添付とあるが、伝送システムで
はどのように添付するのか。　　

国保中央会より後日示される
予定である。

99
施設に入所中のよう介護者につい
て、住宅改修費は給付されるか 給付される。

100
尿取リパットや、おむつカバーは、
おむつ以外として利用料として徴収
できるか。

介護保険施設サービスの入所
者及び短期入所療養介護の利
用者については、保険給付の
対象となり、利用者からは賛
用を徴収できない（強要はダ
メ）。

101
刻み食やミキサー職は基本食事サー
ビス費に含まれるか。 含まれる。

102
家族が施設に持ち込んだおむつを利
用者が使用している場合、介護給付
の扱いはどうなるか。

原則としておむつは施設が提

供することとなっているが、
利用者の希望により特定のお
むつを使用する場合は差し支
えない。



103
選択メニューは「入所者が選定する
特別な食事の提供」に該当するか。

該当しない。選択メニューと
は「複数の献立を提示した場
合」であり、入所者に特別な
自己負担がないものを指す。
「入所者が選定する特別な食
事の提供」とは、予め希望し
た利用者が、特別料金である
ことを同意した上で選択した
食事を施設が提供した場合を
指す。

104
通所系サービスの「送迎」の距離に
定めはあるか。 厳密な定めはない。

105

痴呆対応型共同生活介護又は特定施
設入所者生活介護を受けている者
は、他の居宅サ－ビスを受けること
はできないか。

当該サービスの提供のため
に、他の居宅サービスの提供
が必要と判断される場合に
は、当該事業所の費用負担に
より利用させることは可能で
ある。

106
通所リハビリの4時間以上6時間未満
とは、5時間程度と考えるべきか。

通所リハビリテーション計画
に基づくサービス提供時間に
より示されるものである。

107
エレンタールやエンシェアリキッド
を経管栄養として使った場合どのよ
うな請求となるか。

薬価基準に収載されている高
カロリー薬を経鼻経管的に投
与した場合は、施設療養上必
要な処置であり、介護報酬に
含まれる。

108
施設の入所日及び退所別ま算定でき
るか。

原則として、入所日及び退所
日は、算定できる。ただし、
介護保険施設を退所し、同一
敷地内もしくは隣接・近接し
ていて職員の兼務や施設の共
用が行われている他の介護保
険施設へ入所した場合は、入
所の日を算定し、退所の日は
算定しない。

109
施設を退所した日に医療機関に入院
した場合、退所日は算定できるか。

同一敷地内もしくは隣接・近
接していて職員の兼務や施設
の共用が行われている医療機
関への退所日の入院または退
院日の入所の場合は、退所日
または入所日は介護保険施設
では算定できない。



では算定できない。

110
介譲老人保健施設の介護支揚専門員
は、他の職務に兼務できるか。

入所者の処遇に支障がなけれ
ば、当該施設の他の職務に兼
務できる。

111
居宅介護支援事業所の介護支援専門
員を介護老人保健施設の介護支援専
門具に兼務させることはできるか。

過剰分となる非常勤の介護支
援専門員であれば可能であ
る。

112
入所者の要介護度認定の有効期間が
終了する場合、更新の申請は誰が行
うか。

更新の申請は、遅くとも有効
期間の終了する30日前までに
は行うべきであり、施設は利
用者に対し申請の代行を含む
必要な援助を行わなければな
らない。

113
夕食の提供時間は6時以降でなけれ
ばならないか。

早くとも5時以降とすべきであ
り、基本食事サービス費を2，
120円算定するには6時以降と
しなければならない。

114
基本食事サービス費の200円減算の
対象と　なった場合、標準負担額も
減算されるか。

780円で変更なし。

115
ケアブランはどれくらいの期間で見
直すべきか。

居宅生活への復帰の検討は少
なくとも3か月ごとには行うこ
ととされており、施設サービ
ス計画も適宜見直す必要があ
る。

116
介護老人保健施設で整備すべき記録
とは？

1．介護保険施設サービスに関
する記録
・施設サービス計画書
・診療録その他の介護保険施
設サービスの提供内容に係る
記録
・基準省令第7条第5項に規定
する居宅への復帰の可能性に
ついての検討の記録（少なく
とも3か月ごとに居宅生活への
復帰の検討を行う）

2．基準省令第22条に係る市町
村への通知に係る記録・（正
当な理由なく施設の指示に従
わず要介護状態の程度を増進
させたとき、不正の行為によ



り保険給付を受けた、または
受けようとしたとき）

117
痴呆の著しくない者が痴呆加算棟
（76単位加算）に入所できるか。

痴呆専門棟対象外の者は、専
門棟には入所できない。

118

厨房に隣接している食堂で、入所者
100名中90名が食事し、都合によリ
10名が療章室で食事をした場合、適
温に当たらないこととなるのか適温
にあたらない場合、減額対象は川0
名なのか、柑名なのか。この場合10
名に対し、保温食器を使用すれば算
定可能となるのか。

療養室で食事をした10名が、
たまたま風邪などの理由で一
時的療養室で食事をとる場合
は、保温食器の使用に関係な
く算定できるが、この10名が
身体状況等の理由で常時療養
室で食事をとらなければなら
ない状況であれば、保温食器
を使用しなければ適温の算定
はできない。なお、減額とな
る場合は、100名全員が対象と
なる。

119

厨房内の専用エレベ－ターが各階の
配膳室に直結し配障室に隣接した食
堂に迅速に配膳する体制が採られて
いる場合も食堂における適温の食事
の提供とみなされるとあるが、配暗
室と食堂の間に廊下があった場合は
算定できないか。

配膳室と食堂の間の距離（隣
接の状況）については、特投
の定めがないので実態的に判
断することとするが、台車等
を用いて配膳する必要のある
距離であれば算定できない。

120
保温配膳車や保温食器を注文して
も、納品までに3～4か月かかるとの
ことだが、経過措置等はないのか。

適時適温については、とくに

経過措置等を設けてはいな
い。適時適温の条件が揃っ
て、届け出がされてからの算
定となる。
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