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事業実施に当たっての留意事項について 

（（介護予防）通所リハビリテーション・（介護予防）訪問リハビリテーション） 

 

 

  

１ 基本報酬 

■通所リハビリテーション 【例】要介護３の場合 

＜改定前＞ 

 

＜改定後＞ 

通常規模型    ３時間以上４時間未満 596 単位／回 ⇒ 

４時間以上６時間未満 772 単位／回 

 

６時間以上８時間未満 1022 単位／回 

 

 

大規模型（Ⅰ）３時間以上４時間未満 587 単位／回 ⇒ 

４時間以上６時間未満 759 単位／回 

 

６時間以上８時間未満 1007 単位／回 

 

 

大規模型（Ⅱ）３時間以上４時間未満 573 単位／回 ⇒ 

４時間以上６時間未満 741 単位／回 

 

６時間以上８時間未満 982 単位／回 

３時間以上４時間未満  596 単位／回 

４時間以上５時間未満  681 単位／回 

５時間以上６時間未満  799 単位／回 

６時間以上７時間未満  924 単位／回  

７時間以上８時間未満  988 単位／回 

 

３時間以上４時間未満  587 単位／回 

４時間以上５時間未満  667 単位／回 

５時間以上６時間未満  772 単位／回 

６時間以上７時間未満  902 単位／回 

７時間以上８時間未満  955 単位／回 

 

３時間以上４時間未満  573 単位／回 

４時間以上５時間未満  645 単位／回 

５時間以上６時間未満  746 単位／回 

６時間以上７時間未満  870 単位／回 

７時間以上８時間未満  922 単位／回 

■介護予防通所リハビリテーション 
＜改定前＞ 

要支援１   1812 単位／月          ⇒ 

要支援２   3715 単位／月          ⇒ 

 

＜改定後＞ 

1712 単位／月 

3615 単位／月 

 

２ 指定通所リハビリテーションの提供について 

【留意事項通知】老企第３６号第２の８（８）、老計発・老振発・老老発第 0317001 号第 2 の 6（12） 

① 平成 27 年度の介護報酬改定において、個別リハビリテーション実施加算が本体報酬

に包括化された趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じ、個別にリハビリテーションを実施

することが望ましいこと。 

② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診療に

基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、例外と

して、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション

料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者

が、介護保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーションマネ

ジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理

手順及び様式例の提示について」（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第２号）の別紙

様式２－１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医

師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－１に記載された内容について確認し、指

定通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙
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様式２－１をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を

開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該

事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーション計画を作成する。 

 

◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

【介護予防通所リハビリテーション】 

○ 送迎の実施について 

Vol.4（問９） 

介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所との間の送迎を実施しない場合、基本報酬を算定してよいか。 

（答） 

利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施するこ

とが望ましいが、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施しない場

合であっても基本報酬を算定して差し支えない。 

 

３ リハビリテーション提供体制加算（新） ※介護予防通所リハビリテーションは含まない 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」 別表７注４ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定

通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所

リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに

要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 所要時間３時間以上４時間未満の場合  12 単位 

ロ 所要時間４時間以上５時間未満の場合  16 単位 

ハ 所要時間５時間以上６時間未満の場合  20 単位 

ニ 所要時間６時間以上７時間未満の場合  24 単位 

ホ 所要時間７時間以上の場合       28 単位 

 

＜別に厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号・24 の 2）＞ 

イ 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が 25 又はその

端数を増すごとに 1以上であること。 

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。 

 

【留意事項通知】老企第３６号 第２の８（５） 

「当該事業所の利用者の数」とは、指定通所リハビリテーション事業者と指定介護予防通

所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、指定通所リハビリテーションの事業と

指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リ

ハビリテーションの利用者数の合計をいう。 
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◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

Vol.３（問２） 

リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所

において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

合計数が、当該事業所の利用者の数が 25又はその端数を増すごとに１以上であること。」

とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス

提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して 25：１いれば良いと

いうことか。 

（答）貴見のとおり。 

 

４-1 リハビリテーションマネジメント加算 ※介護予防通所リハビリテーションは含まない 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」 別表７注７ 

イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)                   330 単位／月 

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月

から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合       850 単位／月 

(2) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 

530 単位／月 

ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月

から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合      1,120 単位／月 

(2) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 

800 単位／月 

ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 

(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月

から起算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合      1,220 単位／月 

(2) 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 

900 単位／月 

【留意事項通知】老企第３６号 第２の８（10） 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環と

して実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活

環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適

切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し

等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行

った場合に加算するものである。 
 
② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心

身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を

担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バラン

ス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。 
 
③ 本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を

行った場合に加算するものであることから、当該ＳＰＤＣＡサイクルの中で通所リハビリテ

ーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当

該計画の見直しが行われるものである。 

  したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計
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画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意すること。 
 
④ 注７ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）（１）、注７ハに規定するリハ

ビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）（１）又は注７ニに規定するリハビリテーションマネ

ジメント加算（Ⅳ）（１）を取得後は、注７ロに規定するリハビリテーションマネジメント加

算（Ⅱ）（２）、注７ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）（２）又は注７

ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）（２）を算定するものであることに

留意すること。 

ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等

により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見

直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーシ

ョンマネジメント加算（Ⅱ）（１）、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）（１）又はリ

ハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）（１）を再算定できるものであること。 
 
⑤ 大臣基準告示第二十五号イ(1)の「定期的に」とは、初回の評価は、通所リハビリテーショ

ン計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後は各加算

に位置付けられた見直しの期間ごとに評価を行うものであること。 
 
⑥ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定通所リハビリ

テーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄

に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他指定居宅サービスの併用と

移行の見通しを記載すること。 
 
⑦ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等

情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場

合には、当該会議の議事に支障のないよう留意すること。 
 
⑧ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定

通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指

定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機

関において、算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリ

ハビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初から

３月に１回の頻度でよいこととする。 
 
⑨ 大臣基準告示第 25 号ニ（２）のデータ提出については、厚生労働省が実施する VISIT に

参加し、当該事業で活用しているシステムを用いて、リハビリテーションマネジメントで活

用されるリハビリテーション計画書等のデータを提出することを評価したものである。 

当該事業への参加方法や提出するデータについては「リハビリテーションマネジメント加算

等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の

提示について」（平成 30年３月 22 日老老発 0322 第２号）を参照されたい。 

 

４-２ リハビリテーションマネジメント加算（新） ※介護予防通所リハビリテーション 

【算定基準】「厚生労働省告示第 127号」別表 5 イ注３ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予

防通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の

者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメ

ント加算として、１月につき 330単位を所定単位数に加算する。 
 

＜別に厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号・106 の５）＞ 

(1) 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該

計画を見直していること。 

(2)  事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、第一号

訪問事業その他の指定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテ
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ーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。 

(3)  新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防

通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始し

た日から起算して 1月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能

力検査等を行っていること。 

(4)  指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防通所リハビリテー

ションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用

者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実

施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテ

ーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。 

(5)  (4)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言

語聴覚士が、当該指示の内容が⑷の基準に適合するものであると明確にわかるように記録

すること。 

【留意事項通知】老計発・老振発・老老発第 0317001 号第 2 の 6（1） 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環と

して実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生

活環境等を踏まえた多職種協働による介護予防通所リハビリテーション計画の作成、当該計

画に基づく適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその

結果を踏まえた当該計画の見直し等といったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的に

リハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心

身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を

担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バラン

ス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。 

③ 大臣基準告示第 106 の５号(１)の「定期的に」とは、初回の評価は、介護予防通所リハビ

リテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供開始からおおむね２週間

以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行うものである。 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定介護予

防通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画

書の特記事項欄に指定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他介

護予防サービスの併用と移行の見通しを記載する。 

 

◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

【通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 

Vol.１（問 52） 

リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビリテー

ション実施の当日に指示を行わなければならないか。 

（答） 

・毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示は利用者

の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハビリテーショ

ンの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求めるものではない。 

・例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な期間にわ

たり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを提供した理学

療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用でも差し支えない。 
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【通所リハビリテーション】 

Vol.１（問 53） 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の算定要件では、医師がリハビリ

テーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。 

平成30年度介護報酬改定において、リハビリテーション会議の構成員である医師の参加に

ついては、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、リハビリ

テーション計画の内容について利用者又はその家族へテレビ電話等情報通信機器を介して説

明した場合、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の算定要件を満たすか。 

（答） 

リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家

族へ説明する場合に限り満たす。 

Vol.１（問 54） 

リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医

師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、

テレビ電話等情報通信機器の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなか

で必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は

含まれるか。 

（答） 

・含まれない。 

・テレビ電話等情報通信機器の使用については、リハビリテーション会議の議事を円滑に

する観点から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。 

 Vol.１（問 55） 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）について、通所・訪問リハビリテーションの

質の評価データ収集等事業に参加するにはどうしたらよいか。 

（答） 

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーシ

ョン計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成30年３月22日老老発0322

第２号）の「第２(５)リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)の算定に関して」を参照され

たい。 

 Vol.２（問 1） 

通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）、（Ⅲ）及び（Ⅳ）

では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た

日の属する月から起算して６月以内の場合にあっては１月に１回以上の開催が求められて

いるが、平成 30 年度介護報酬改定において、「算定開始の月の前月から起算して前 24 月

以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて６月以上

ある利用者については、算定当初から３月に１回の頻度でよいこととする」とされている。 

平成 29 年度に既にリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）を算定しており、かつ、

上記の要件に該当している利用者における平成 30 年４月以降のリハビリテーション会議

の開催頻度についても、３月に１回として差し支えないか。 

（答）差し支えない。 
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【介護予防通所リハビリテーション】 

Vol.３（問３）  

介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算

定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定

介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開

始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業

能力検査等を行っていること」とあるが、平成 30 年３月 31 日以前から介護予防通所リハ

ビリテーションを利用している利用者について、平成 30 年４月以降にリハビリテーション

マネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。 

（答） 

平成 30 年３月 31 日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録があれば、平成

30 年４月以降に改めて居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化が

ある場合は、必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。 

平成 30 年３月 31 日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録がなければ、平成

30 年４月以降に次回のリハビリテーション計画を見直す機会を利用するなどして居宅を

訪問されたい。 

【通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 

Vol.４（問８） 

新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した

場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。 

また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の

居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。 

（答） 

いずれの場合においても、利用初日の 1 月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場

合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、

算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。 

【通所リハビリテーション】 

Vol.６（問１） 

リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である

医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされている

が、テレビ電話等情報通信機器を使用する際の留意点は何か。 

（答） 

利用者に関する情報の共有や、リハビリテーション計画の内容について利用者等に説明を

行うためのリハビリテーション会議への医師の参加にテレビ電話等情報通信機器を用いる

場合、事業者はその旨を利用者にあらかじめ説明しておくこと。 

また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の

端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン（第５版）」（平成 29 年５月）に対応していること。 
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５ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算  

※介護予防通所リハビリテーションは含まない 

Vol.１（問 67） 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテ

ーションに関わる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。 

（答） 

認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知

症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫し

たプログラムを含む研修である必要がある。 

例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、

日本リハビリテーション病院・施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研

修会」、全国デイ・ケア協会が主催する「通所リハ認知症研修会」が該当すると考えている。     

また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制

構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」

修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。 

 

６ 栄養改善加算 ※介護予防通所リハビリテーションを含む 

Vol.１（問 31） 

対象となる「栄養ケア・ステーション」の範囲はどのようなものか。 

（答） 

 公益社団法人日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養士会栄養ケ

ア・ステーション」に限るものとする。 

Vol.１（問 34） 

通所サ―ビスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅

療養管理指導を行うことは可能か。 

（答） 

管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養

改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。 

Vol.５（問１） 

平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問 34 については、通所サービス

の利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理

指導を算定することができないものと理解してよいか。 

（答） 

通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的と

して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。 

一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別

食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管

理を行うものである。 

したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を改善する等の観点で管

理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えら

れるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を

算定することができない。 
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７ 栄養スクリーニング加算（新） ※介護予防通所リハビリテーションを含む 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」 別表７注１４、「厚生労働省告示第 127 号」別表 5 ニ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６

月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当

該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当

該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として 

１回につき５単位 を所定単位数に加算する。 

ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定し

ている場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービ

スを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 
 

＜別に厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号・19 の 2）＞ 

 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項通知】老企第３６号 第２の８（17）、老計発・老振発・老老発第 0317001 号第２の６（７） 

 栄養スクリーニング加算について 

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに

行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニ

に関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定

する基本チェックリストの No.11の項目が「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

③ 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定

することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続

的に実施すること。 

④ 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄

養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月で

も栄養改善加算を算定できること。 

 

 

◆参考通知 

  「居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順例及び様

式例の提示について」（平成 18 年 3月 31 日老老発第 0331009 号） 
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◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

【通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】 

Vol.１（問 30） 

当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場

合、栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。 

（答） 

サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、

栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス

担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。 

Vol.６（問２） 

栄養スクリーニング加算は当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定し

ている場合にあっては算定しないこととされているが、当該事業所以外で算定してから

６か月を空ければ当該事業所で算定できるか。 

（答） 

６か月を空ければ算定は可能だが、算定事業者の決定については、「平成 30 年度介

護報酬改定に関する Q＆A（Vol.１）」（平成 30年３月 23 日）の通所系・居住系サー

ビスにおける栄養スクリーニング加算に係る問 30 を参照されたい。 

 

8 短時間リハビリテーション等実施時の面積要件等の緩和 

【解釈通知】平成 11 年老企第 25 号 －抜粋－ 

保険医療機関が医療保険の疾患別（脳血管疾患等、運動器、呼吸器）リハビリテーシ

ョンの届出を行っており、当該保険医療機関において、指定通所リハビリテーション（１

時間以上２時間未満に限る）又は指定介護予防通所リハビリテーションを実施する場合

には、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション

料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビ

リテーションを受けている患者と介護保険の指定通所リハビリテーション又は指定介護

予防通所リハビリテーションの利用者に対するサービス提供に支障が生じない場合に限

り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えない。 

この場合の指定通所リハビリテーションを行うために必要なスペースは、医療保険の

リハビリテーションの患者数に関わらず、常時、３平方メートルに指定通所リハビリテ

ーションの利用者数（指定通所リハビリと指定介護予防通所リハビリとが同一の事業所

において一体的に運営されている場合は、通所リハビリの利用者数と介護予防通所リハ

ビリの利用者数の合計数）を乗じた面積以上とする。 

なお、機器及び機具は、サービス提供時間に関わらず、各サービスの提供に支障が生

じない場合に限り、共用して差し支えない。 

 

介護保険のリハビリテーションが、保険医療機関において医療保険のリハビリテーシ

ョンと同じ訓練室で実施されている場合、理学療法士等が介護保険のリハビリテーショ

ンに従事していない時間帯については、介護保険のリハビリテーション事業所の従業者

の員数及びリハビリテーション提供体制加算の従業者の合計数に含めない。 
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◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション】 

○ 設備に関する基準 

Vol１ 問 66  「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準につい

て」（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号）において、脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハ

ビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けている患者と介護保険の指

定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者に対す

るサービス提供に支障が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し

支えないとされ、その場合には、医療保険のリハビリテーションの患者数に関わらず、

常時、３平方メートルに指定通所リハビリテーションの利用者数を乗じた面積以上を満

たせばよいとされている。 

例えば保険医療機関の 45 平方メートルの訓練室を指定通所リハビリテーションと

共用する場合、45 平方メートルを３平方メートルで除した数、すなわち 15 人以下の

利用者数に指定通所リハビリテーションを提供できると考えていいか。 

（答） 

  よい。 
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１ 専任の常勤医師の配置（新） 

 人員に関する基準 

① 医師  専任の常勤医師が１人以上勤務していること 

なお、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であっ

て、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満

たす余力がある場合に限る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所

の常勤医師との兼務で差し支えないものであること。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士  １以上 

指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、

指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

を適当数置かなければならない。 
 

 

◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

○ 人員基準 【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】 

Vol.１（問 61） 

指定訪問リハビリテーションの人員基準において常勤医師の配置が必要であるが、常

勤医師が１名の診療所や介護老人保健施設において指定訪問リハビリテーションを実施

する場合、当該医師の他にもう一人の常勤医師を雇用する必要があるか。 

（答） 必要ない。 

Vol.１（問 62） 

指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問し

てリハビリテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険に

おける診療を行っても居宅等サービスの運営基準の人員に関する基準を満たしていると

考えてよいか。 

（答）よい。 

 

  ≪注意事項≫ 

事業所が定める運営規程（従業者の職種、員数及び職務の内容）の変更及び変更届の

提出が必要。 

 

２ 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合（減算） 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」 別表４イ注 10 「厚生労働省告示第 127 号」別表 3 注 10 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の

医師が診療を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合

は、１回につき 20 単位を所定単位数から減算する。 
 

 

 

（介護予防）訪問リハビリテーション 
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＜別に厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第９５号・12 の 2）＞ 

指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定

訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準     

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関の

医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が計

画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けて

いること。 

(2) 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしているこ

と。 

(3) 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報

を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。 

ロ  イの規定に関わらず、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に、

イ(1)及び(3)に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス介

護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注１０（２０単位の減算による評価）

を算定できるものとする。 

 

【留意事項通知】老企第３６号 第２の５（10）、老計発・老振発・老老発第 0317001 号第２の 4（10） 

 注 10（診療を行わなかった場合の減算） の取扱いについて 

訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師

の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成す

るものである。 
 

注 10 は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な

医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場

合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当該事業所の医師及び理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示

に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテー

ションを実施した場合について、例外として基本報酬に 20 単位を減じたもので評価した

ものである。 
 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行って

いる医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーションマネジ

メント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手

順及び様式例の提示について」（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第２号）の別紙様式

２－１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動（基本

動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテーションの目標、リハビリテ

ーション実施上の留意点等について、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十

分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。 
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◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】 

○ 事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算 

Vol.１（問 59） 

別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリ

テーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提

供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施する場合にお

いて、当該別の医療機関の医師から提供された情報からは、環境因子や社会参加の状況等、

リハビリテーションの計画、指示に必要な情報が得られない場合どのように対応すればよ

いか。 

（答） 

指定訪問リハビリテーション等を開始する前に、例えば当該指定訪問リハビリテーショ

ン事業所等の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に利用者を訪問させ、その状態につ

いての評価を報告させる等の手段によって、必要な情報を適宜入手した上で医師及び理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同してリハビリテーションを計画し、事業所の医

師の指示に基づいてリハビリテーションを行う必要がある。 

Vol.８（問１） 

別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハ

ビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情

報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、

当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 20 単位を減

じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修

の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得

した場合は含まれるか。 

（答） 

  含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に

情報提供を行う日が属する月から前 36 月の間に合計６単位以上（応用研修のうち、「応

用研修第１期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候

群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及び「応用研修第２期」の項目

である「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」「在宅リハビリテーシ

ョン症例」「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」のうち、いずれか１単位以

上を含むこと。）を取得又は取得を予定していればよい。また、別の医療機関の医師が訪

問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供をする際に下記を参考とした記載をす

ることが望ましい。 

「平成 33 年３月 31 日までに適切な研修の修了等または受講を予定している。」 

 

※ 平成 30年 Q＆A（Vol.１）（平成 30 年３月 23 日）問 60 は削除する。 

 

 

 



－15－ 

 

３ 算定の基準について 

【留意事項通知】老企第３６号第２の５（1）老計発・老振発・老老発第 0317001 号第２の 4（１） 

① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハ

ビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から

３月以内に行われた場合に算定する。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療でき

ない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供（指

定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情

報等）を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、指定

訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師に

よる当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

この場合、少なくとも３月に１回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、

当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等につ

いて情報提供を行う。 
 

② 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に

基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療保

険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器

リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険

の指定訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加

算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び

様式例の提示について」（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第２号）の別紙様式２－

１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用

者を診療するとともに、別紙様式２－１に記載された内容について確認し、指定訪問リ

ハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、

別紙様式２－１をリハビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の

算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該

事業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。 
 

③ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対

して１回当たり 20 分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定する。 
 

④ 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合

にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居

宅を訪問して指定訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の人員

基準の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設又は介護医療院による指定

訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設又は介護医療院におい

て、施設サービスに支障のないよう留意する。 
 

⑤ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降など

の行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーシ
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ョン計画にその目的、頻度等を記録するものとする。 
 

⑥ 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問

診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診

療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上

明確にすることとする。 

 

◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

○訪問リハビリテーションの基本報酬 

Vol.１（問 63） 

１日のうちに連続して 40 分以上のサービスを提供した場合、２回分として算定して

もよいか。 

（答） 

・ケアプラン上、複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サービ

スが 20 分以上である限り、連続していてもケアプラン上の位置づけ通り複数回算定

して差し支えない。 

・ただし、訪問リハビリテーションは、１週に６回を限度として算定することとなって

いることに注意されたい。 

 

４ 同一建物等減算（改） 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」別表４注２「厚生労働省告示第 127 号」別表 3 注 2 

改 

定 
前 

減算の内容 算定要件 

１０％減算 

 

 

 

○事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（養護老

人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢

者向け住宅に限る）に居住する者 

○上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居住する

者（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり 20 人以上の

場合） 

 

 

 

改 

定 

後 

減算の内容 算定要件 

①・② 

10％減算 

 

 

③15％減算 

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住す

る者（③に該当する場合を除く。） 

②上記以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住す

る利用者の人数が１月あたり 20 人以上の場合） 

③上記①の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あ

たり 50 人以上の場合 
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【留意事項通知】老企第３６号 第２の５（2）老計発・老振発・老老発第 0317001 号第２の 4（2） 

－抜粋－ 

＜同一敷地内建物等に居住する利用者に対する取扱い＞ 

① 同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部

分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、

同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や

幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当する。 

② 同一の建物に 20 人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に 20 人以上居住する建物」と

は、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定訪問介

護事業所の利用者が 20 人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物

や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。 

ロ 利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。１月間の利用者の数の平均

は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日

数で除して得た値とする。平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨て

る。また、当該指定訪問介護事業所が、第１号訪問事業（旧指定介護予防訪問介護に

相当するものとして市町村が定めるものに限る。）と一体的な運営をしている場合、第

１号訪問事業の利用者を含めて計算する。 

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供

が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、

位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次のような

場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべき

ではない。 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために

迂回しなければならない場合 

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運

営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当

する。 

⑤ 同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業所の

利用者が 50人以上居住する建物の利用者全員に適用される。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。１月間の利用者

の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、

当該月の日数で除して得た値とする。平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下

を切り捨てる。 
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５ 特別地域訪問リハビリテーション加算（新）※介護予防訪問リハビリテーションを含む 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」別表４注 3 「厚生労働省告示第 127 号」別表 3 注 3 

１回につき所定単位数の 100 分の 15  

・別に厚生労働大臣が定める地域（※１）に所在する指定（介護予防）訪問リハビリテ

ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定（介護予防）訪問リ

ハビリテーションを提供した場合 

※１ 別添「介護報酬制度における山口県の中山間地域等」参照 

 

６ 中山間地域等における小規模事業所加算（新）※介護予防訪問リハビリテーションを含む 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」 別表４注４ 「厚生労働省告示第 127 号」別表 3 注 4 

１回につき所定単位数の 100 分の 10  

・別に厚生労働大臣が定める地域（※２）に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める

施設基準（※３）に適合する指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定（介護予防）訪問リハビリテーションを提

供した場合 

※２ 別添「介護報酬制度における山口県の中山間地域等」参照 

※３ 訪問リハビリテーションについては、１月当たりの延訪問回数が 30 回以下であること。 

介護予防訪問リハビリテーションについては、１月当たり延訪問回数が 10 回以下であること。 

 

【留意事項通知】老企第３６号 第２の 5（５）老計発・老振発・老老発第 0317001 号 第２の 4（5） 

－抜粋－ 

 延訪問回数は前年度（３月を除く。）の 1 月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。 

前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）

については、直近の３月における 1月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。 

 したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可

能となるものであること。 

 平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を上回った場合に

ついては、直ちに届出を提出しなければならない。 

 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサ

ービスを行う必要があること。 
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７-1 リハビリテーションマネジメント加算 ※介護予防訪問リハビリテーションは含まない 

【算定基準】「厚生省告示第１９号」 別表 4 注７ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指

定訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の

職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーシ

ョンマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については３月

に１回を限度として算定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)  230 単位 

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)  280 単位 

ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)  320 単位 

ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)  420 単位 

 

【留意事項通知】老企第３６号 第２の 5（8） 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一

環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の

状態や生活環境等を踏まえた（Survey）、多職種協働による介護予防訪問リハビリテー

ション計画の作成（Plan）、当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビ

リテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該

計画の見直し等（Action）（以下「ＳＰＤＣＡ」という。）といったサイクルの構築を通

じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、

心身機能、個人として行うＡＤＬや手段的日常生活動作（以下「ＩＡＤＬ」とする。）と

いった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等

といった参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーショ

ンが提供できているかを管理することをいう。 

③ 大臣基準告示の「定期的に」とは、初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づ

くリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごと

に評価を行うものであること。 

④ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問リハ

ビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記

事項欄に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、指定通所リハビリテーシ

ョンその他の指定居宅サービスの併用や移行の見通しを記載すること。 

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電

話等情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用

する場合には、当該会議の議事に支障のないように留意すること。 

⑥ 大臣基準告示第 12 号ニ（２）のデータの提出については、厚生労働省が実施する「通

所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業（「VISIT」）に参加し、当該事

業で活用しているシステムを用いて、リハビリテーションマネジメントで活用されるリハ
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ビリテーション計画書等のデータを提出することを評価したものである。 

当該事業への参加方法や提出するデータについては「リハビリテーションマネジメン

ト加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及

び様式例の提示について」（平成30年３月22日老老発0322第２号）を参照されたい。 

 

７-２ リハビリテーションマネジメント加算（新） ※介護予防訪問リハビリテーション 

【算定基準】「厚生労働省告示第 127号」別表 3 注 7 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定

介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その

他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー

ションマネジメント加算として、１月につき 230 単位を所定単位数に加算する。 
 

＜別に厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号・106 の 2）＞ 

(1)介護予防訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計

画を見直していること。 

(2)指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

介護支援専門員を通じて、第一号訪問事業その他の指定介護予防サービスに該当する事業

に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫

等の情報を伝達していること。 

(3) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防訪問リハビリテー

ションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利

用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又

は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハ

ビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。 

(4) (3)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶の基準に適合するものであると明確にわかるように記

録すること。 

 

【留意事項通知】老計発・老振発・老老発第 0317001 号第 2 の 4（8） 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一

環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状

態や生活環境等を踏まえた（Survey）、多職種協働による介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画の作成（Plan）、当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテ

ーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計画の

見直し等（Action）（以下「ＳＰＤＣＡ」という。）といったサイクルの構築を通じて、継

続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、

心身機能、個人として行うＡＤＬや手段的日常生活動作（以下「ＩＡＤＬ」とする。）と

いった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等

といった参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーショ

ンが提供できているかを管理することをいう。 
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③ 大臣基準告示の「定期的に」とは、初回の評価は、介護予防訪問リハビリテーション計

画に基づく指定介護予防訪問リハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、

その後はおおむね３月ごとに評価を行うものである。 

④ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定介

護予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーショ

ン計画書の特記事項欄に指定介護予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、

指定介護予防通所リハビリテーションその他指定介護予防サービスの併用と移行の見通

しを記載すること。 

 

 

 

 

 

○ リハビリテーションマネジメント加算 

◆平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 

【訪問リハ・通所リハ・介護予防訪問リハ・介護予防通所リハ】 

Vol.１（問 52） 

リハビリテーションの実施に当たり、医師の指示が求められているが、医師がリハビ

リテーション実施の当日に指示を行わなければならないか。 

（答） 

・毎回のリハビリテーションは、医師の指示の下、行われるものであり、当該の指示

は利用者の状態等を踏まえて適時適切に行われることが必要であるが、必ずしも、リハ

ビリテーションの提供の日の度に、逐一、医師が理学療法士等に指示する形のみを求め

るものではない。 

・例えば、医師が状態の変動の範囲が予想できると判断した利用者について、適当な

期間にわたり、リハビリテーションの指示を事前に出しておき、リハビリテーションを

提供した理学療法士等の記録等に基づいて、必要に応じて適宜指示を修正する等の運用

でも差し支えない。 
 

  【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション】 

Vol.１（問 53） 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の算定要件では、医師がリハ

ビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。 

平成 30 年度介護報酬改定において、リハビリテーション会議の構成員である医師の

参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、

リハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へテレビ電話等情報通信機

器を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の算

定要件を満たすか。 

（答） 

リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はそ

の家族へ説明する場合に限り満たす。  

（介護予防）訪問リハビリテーション 

（介護予防）通所リハビリテーション 
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【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション】 

Vol.１（問 54） 

リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員であ

る医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされ

ているが、テレビ電話等情報通信機器の使用について、基本的には音声通話のみである

が、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画

や画像を送る方法は含まれるか。 

（答） 

・含まれない。 

・テレビ電話等情報通信機器の使用については、リハビリテーション会議の議事を円

滑にする観点から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。 

Vol.１（問 55） 

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）について、通所・訪問リハビリテーショ

ンの質の評価データ収集等事業に参加するにはどうしたらよいか。 

（答） 

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテ

ーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成 30年３月 22 日老

老発 0322 第２号）の「第２(５)リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)の算定に関

して」を参照されたい。 

Vol.６（問１） 

リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員であ

る医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされ

ているが、テレビ電話等情報通信機器を使用する際の留意点は何か。 

（答） 

利用者に関する情報の共有や、リハビリテーション計画の内容について利用者等に説

明を行うためのリハビリテーション会議への医師の参加にテレビ電話等情報通信機器を

用いる場合、事業者はその旨を利用者にあらかじめ説明しておくこと。 

また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク

上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン（第５版）」（平成 29 年５月）に対応していること。 

 

◆参考通知 

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリ

テーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」 

（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第２号） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



介護報酬制度における山口県の「中山間地域等」

　平成２２年４月現在

離島振興対策 振興山村 厚生労働大臣が 辺地
実施地域 定める地域(注１) (注２)

ア イ ウ エ オ カ キ

岩 国 市
【旧岩国市】柱島、
端島、黒島

【旧岩国市】北河内村、
南河内村、師木野村
【旧本郷村全域】本郷村
【旧周東町】川越村
【旧錦町全域】広瀬村、
深須村、高根村
【旧美川町】桑根村
【旧美和町全域】秋中
村、賀見畑村、坂上村

【旧美川町】小川、四馬
神、添谷

【旧本郷村全域】本郷村
【旧周東町全域】祖生村、
高森町、米川村、川越村
【旧錦町全域】広瀬村、深
須村、高根村
【旧美川町全域】桑根村、
河山村
【旧美和町全域】秋中村、
賀見畑村、坂上村

【旧本郷村全域】本郷村
【旧錦町全域】広瀬村、
深須村、高根村
【旧美川町全域】桑根
村、河山村
【旧美和町全域】秋中
村、賀見畑村、坂上村

和 木 町

柳 井 市 【旧柳井市】平郡島
【旧大畠町全域】神代村、
鳴門村

【旧大畠町全域】神代
村、鳴門村

全域

周 防 大 島 町

【旧久賀町】前島
【旧大島町】笠佐島
【旧東和町】情島
【旧橘町】浮島

【旧久賀町全域】久賀町、
蒲野村
【旧大島町全域】蒲野村、
屋代村、小松町、沖浦村
【東和町全域】油田村、和
田村、森野村、白木村

全域 全域

上 関 町 祝島、八島 全域 全域

田 布 施 町 馬島
竹屋、小行
司

平 生 町 佐合島 全域

周 南 市 【旧徳山市】大津島
【旧鹿野町全域】鹿野
町、須金村、串村

【旧鹿野町全域】鹿野町、
須金村、串村

【旧鹿野町全域】鹿野
町、須金村、串村

須野河内

下 松 市 赤谷・清若

光 市 【旧光市】牛島

山 口 市

【旧山口市】仁保、小鯖
【旧徳地町】柚野村、八
坂村、出雲村、串村
【旧阿東町全域】篠生
村、生雲村、地福村、徳
佐村、嘉年村

【旧山口市】仁保、小鯖
【旧徳地町全域】柚野村、
八坂村、出雲村、串村、島
地村　【旧阿東町全域】篠
生村、生雲村、地福村、徳
佐村、嘉年村

【旧徳地町全域】柚野
村、八坂村、出雲村、串
村、島地村
【旧阿東町全域】篠生
村、生雲村、地福村、徳
佐村、嘉年村

岩屋

防 府 市 野島 小野村

宇 部 市 【旧楠町】万倉村 【旧楠町】万倉村
【旧楠町全域】吉部村、
万倉村、船木町

山 陽 小 野 田 市

美 祢 市

【旧美祢市】西厚保村、
東厚保村
【旧美東町】大田町、綾
木村、赤郷村
【旧秋芳町】共和村

【旧美祢市】万倉村、西厚
保村、東厚保村、於福村
【旧美東町全域】
【旧秋芳町】共和村

全域

下 関 市
【旧下関市】六連
島、蓋井島

【旧豊田町】西市町、殿
居村
【旧豊北町】田耕村、宇
賀村

【旧菊川町】内日村
【旧豊田町全域】殿居村、
豊田中村、西市町、豊田
下村
【旧豊浦町】宇賀村
【旧豊北町】宇賀村、角島
村、田耕村

【旧豊田町全域】殿居
村、豊田中村、西市町、
豊田下村
【旧豊北町全域】宇賀
村、神玉村、角島村、神
田村、阿川村、粟野村、
滝部村、田耕村

吉母御崎・
国枝

長 門 市 【旧油谷町】菱海村
【旧油谷町】津黄、後
畑、角山、向津具下、向
津具上、川尻、蔵小田

【旧長門市全域】通村、仙
崎町、深川町、俵山村
【旧三隅町全域】三隅町
【旧油谷町全域】菱海村、
日置村、宇津賀村、向津
具村

全域

萩 市
【旧萩市】見島、大
島、相島、櫃島

【旧川上村全域】川上村
【旧田万川町】須佐町、
小川村
【旧むつみ村】高俣村
【旧須佐町】弥富村
【旧旭村全域】明木村、
佐々並村
【旧福栄村全域】福川
村、紫福村

【旧萩市】三見村
【旧川上村全域】川上村
【旧田万川町全域】須佐
町、小川村、江崎町
【旧むつみ村】高俣村
【旧須佐町全域】須佐町、
弥富村
【旧旭村全域】明木村、
佐々並村
【旧福栄村全域】福川村、
紫福村

全域

阿 武 町 全域 全域

(注２)　県内112カ所（平成22年3月末現在)ある辺地のうち、アイウエオカのいずれにも該当しないものを記載している。辺地に関する具体的
　　　な範囲等については各市町に確認されたい。
(注３)　下線部分は、平成２２年４月から変更(従来は岩国市全域)となる地域。

　　　定める地域（平成12年2月29日厚生省告示第53号）を指す。

特定農山村地域 過疎地域
半島振興対
策実施地域

小規模事業所加算（１０％）の対象地域

市 　町

特別地域加算（１５％）の対象地域

(注１)　厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が

　－２３－


