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要支援者については、要介護者に対するものとほとんど同内容であるため、下記のとおり読
み替える。
要介護者

要支援者

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導事業所

介護予防居宅療養管理指導事業所

介護サービス
居宅サービス
居宅サービス計画
指定居宅介護支援事業者
ケアマネジャー

介護予防サービス
介護予防サービス計画
指定介護予防支援事業者

１ 居宅療養管理指導の概要
(１)居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」とい
う。)は、病院・診療所・薬局の医師などが、通院困難な要介護者等の自宅を訪問して、
療養上の管理及び指導を行うものである。サービス内容に応じて、医師、歯科医師、薬
剤師、管理栄養士、歯科衛生士等(以下、
「歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師」を
いう。)が担当する。
医師又は歯科医師の判断に基づいて行われるため、介護保険の他サービスとは異なり、
ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画での位置付け(支給限度額管理)の対象と
はならないが、
「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年厚生省令第37条)、
「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条)(以下「指定基準」という。)に従ったサービス提供が必要で
ある。また、
「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)、「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年厚生労働省告示第127号)に基づく介護報酬算定が必要である。
(２)事業所の指定
病院、診療所、薬局は、介護保険法第71条第1項(法第115条の11により準用される場
合を含む。)により、保険医療機関又は保険薬局である場合は、介護保険の指定事業所
としてみなされる(みなし指定)。
みなし指定を希望しない場合は、保険医療機関等の指定を受ける際に県庁高齢政策課
(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に所在する事業所は該当市の担当課)にみな
し不要申出書を提出する。
みなし指定を再度希望する場合は、みなし指定を不要とする旨の申出の取り下げ書を
提出する。
(３)人員基準
１) 病院・診療所
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士・・・適当数
２) 薬局
薬剤師
(４)設備基準
ア 病院、診療所、薬局であること。
イ 事業の運営に必要な広さを有していること。
ウ 必要な設備、備品等を備えていること(病院、診療所の診療用に備え付けられたも
のを使用することができる。)。
(５)運営基準

Ｐ.17参照
(６)指定基準の条例委任
平成24年10月10日に公布した「法令の規定により条例に委任された基準等に関する条
例」により、県の独自基準を定めている。
県独自基準

【参考】省令基準の概要

施行日

書類保存年限を省令基準の２年
から５年とする

サービス提供の完結の日から２年間保存しなけれ
ばならない

H24.10.10

研修計画の策定や研修結果の記
録の整備など計画的な人材の育
成に努めるよう規定

職員に対し、研修の機会を確保しなければならない
(研修計画の策定や結果の記録の整備等、具体的な規定
はない)

H25.４.１

運営内容の自己評価と改善を義
務付けるとともに、その結果の公
表に努めるよう規定

①自己評価と改善は、省令基準により大半の社会福祉
施設等で義務付けられているため、すべての施設等
で義務付ける
②結果の公表は、省令基準により児童福祉施設のみ
努力義務(一部の児童福祉施設は義務規定)が規定
されているため、すべての施設等で規定する

H25.４.１

①指定事業者等の申請者要件と
して暴力団員等でないこと
②管理者は暴力団員等でないこ
と
③運営が暴力団等の支配を受け
ないことを規定

省令に暴力団(員)を排除する規定はないが、暴力団排
除条例により、県はすべての事務又は事業において暴
力団を利することとならないよう、必要な措置を講ず
るものとされている

H25.４.１

事故発生の防止及び発生時の対
応の義務付け(省令基準で義務付
けられている施設等は省令基準
どおりとする)

①事故発生の防止措置は、省令基準により、老人
福祉法及び介護保険法関係施設の一部で義務付
けられているため、すべての施設等で義務付け
る
②事故発生時の対応は、省令基準により、大半の社
会福祉施設等で義務付けられているため、すべての
施設等で義務付ける

H25.４.１

①人格尊重は、省令基準により、大半の社会福祉施
設等で義務付けもしくは努力義務が課せられている
ため、すべての施設等で義務付ける

H24.10.10

人格尊重、秘密の保持、虐待防止 ②秘密の保持は、省令基準により、大半の社会福祉施
に関する規定の義務づけ(省令基
設等で義務付けられているため、すべての施設等で
準で義務づけられている施設等
義務付ける
は省令基準どおりとする)
③虐待防止は、虐待防止法が制定されている高齢者・
障害者・児童関係施設のうち、児童福祉法関係施設
のみ、職員による虐待行為の禁止規定が設けられて
いるため、高齢者・障害者施設の職員にも同様に禁
止規定を設ける

H25.４.１

(７)指定の有効期間、指定更新(みなし指定以外の事業所)
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平成18年４月施行の改正介護保険法により指定に有効期間(６年)が設けられ、指定事業者
は６年ごとに指定を更新することが必要となった(法第70条の2、第115条の11)。
指定基準等を遵守し適切な介護サービスが提供できるかを定期的にチェックする仕組
みであり、指定基準に違反している事業所や過去に指定取消処分を受けた事業者は指定
を更新できない。
なお、保険医療機関がみなし指定を受けている場合は、指定更新手続きは必要ない。
※ 指定更新手続きの詳細は兵庫県のホームページ内「指定介護サービス事業者の指
定更新について」を検索もしくは
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw18/hw18_000000038.html に掲載している。
(８)指定の取消し、効力の停止
次の場合には、事業所の指定を取り消すか、指定の効力の全部又は一部を停止する。
(法77条第１項、115条の９第１項)
ア 事業者が、禁錮以上の刑になり、刑期が終わるか、執行を受けることがなくなる
までの者であるとき。
イ 事業者が介護保険法その他保健・医療・福祉に関する法律により罰金刑になり、
執行を終わるか執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
ウ 事業者が、労働に関する法律により罰金刑になり、執行を終わるか失効を受ける
ことがなくなるまでの者であるとき。
エ 事業者が法人であり、法人役員等のうちに指定申請の欠格事由に該当する者がい
るとき。
オ 法人でない病院等で、管理者が欠格事由に該当する者であるとき。
カ 指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
キ 指定基準に定める人員基準を満たすことができなくなったとき。
ク 指定基準に定める設備基準、運営基準に従って運営できなくなったとき。
ケ 「要介護者・要支援者の人格を尊重し、介護保険法等を遵守し、要介護者・要支
援者のため忠実に職務を遂行する」義務に違反したとき。
コ 不正請求があったとき。
サ 報告、帳簿書類の提出又は提示を命じられたのに従わない、又は虚偽の報告をし
たとき。
シ 事業者又は従業者が出頭を求められたのに出頭しない、又は答弁しない、又は虚
偽の答弁をする、又は検査を拒む、又は忌避したとき(従業者がそのような行為を
しないよう事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
ス 不正の手段で指定を受けたとき。
セ 事業者が介護保険法その他保健・医療・福祉に関する法律及びその法律に基づく
命令、処分に違反したとき。
ソ 居宅療養管理指導等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
タ 事業者が法人であり、法人役員等のうちに指定取り消し等をしようとするときの
前５年以内に居宅サービス(居宅療養管理指導に限らない)等に関し不正又は著し
く不当な行為をした者がいるとき。
チ 法人でない病院等で、その管理者が指定取り消し等をしようとするときの前５年
以内に居宅サービス(居宅療養管理指導に限らない)等に関し不正又は著しく不当
な行為をした者であるとき。
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(９)サービス提供の流れ
利用者の申込み
↓
被保険者証の確認
↓
重要事項説明書による説明・同意・交付
↓
契約の締結
↓
心身の状況等の把握
↓
サービスの提供
↓
サービス記録の整備

関係者との連携、事故発生時の対応、苦情対応等

↓
利用料の受領、領収書等の発行
↓
終了
(10)重要事項説明書、契約書
県の「重要事項説明書及び契約書のガイドライン」※ に沿って介護保険サービスに関
する重要事項説明書及び契約書を作成する。契約に際しては、事前に重要事項説明書を
交付し、利用者及び家族に十分説明したうえで契約を締結する。特に利用者が認知症高
齢者であって利用者に家族がいない場合には、権利の代弁・擁護・弁護が確保されるこ
とを目的とした成年後見制度など第三者の関与が活用できるようにする。
なお、重要事項説明書は、利用申込者が自らのニーズに合致した事業者を選択するに
当たって極めて重要な文書であることから、重要事項説明書はサービスの利用契約とは
別の文書にする必要があり、①重要事項説明書を持って契約に代えること、②契約書中
に重要事項が記載されているとして重要事項説明書の交付をしないことは不適当であ
る。
※

兵庫県ホームページ内「介護保険居宅サービス事業所などについて」を検索もし

くはhttp://web.pref.hyogo.jp/hw18/hw18_000000009.htmlに掲載している。
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(11)医療保険の給付との調整
要介護・要支援認定を受けている者については、居宅療養管理指導等に相当する診療
報酬は原則として算定できない(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001
号)。
医療保険での算定

診療報酬点数表の項目

医科 診 療 報酬

要支援・要介護認定を受けている
者については算定不可

同一月に医師による居宅療養管理
指導費・介護予防居宅療養管理指
導費が算定されている場合は算定
不可

歯科 診 療 報酬

要支援・要介護認定を受けている
者については算定不可

同一月に歯科医師による居宅療養
管理指導費・介護予防居宅療養管
理指導費が算定されている場合は
算定不可

・在宅患者訪問リハビリテーション指導管
理料
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
・在宅患者訪問栄養食事指導料
・在宅患者連携指導料
・診療情報提供料(Ⅰ)の注２(医療機関から
市町村・居宅介護支援事業者への情報提
供)及び注３(医療機関から薬局への在宅
患者訪問薬剤管理指導に係る情報提供)
及び 注 13(医療機関から歯科診療を行う
他の医療機関に診療情報を示す文書を添
えて患者を紹介)
・訪問歯科衛生指導料
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
・ 在宅患者連携指導料
・歯科疾患管理料
・歯科特定疾患療養管理料
・診療情報提供料(Ⅰ)の注２(上記注２と同
じ)及び注６(障害者加算や歯科訪問診療
料を算定している患者について、医療機
関から居宅介護支援事業者等への情報提
供)
・歯科疾患在宅療養管理料

調剤 報 酬

要支援・要介護認定を受けている
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
者については算定不可
・薬剤服用歴管理指導料(ただし、薬学的管
同一月に薬剤師による居宅療養管
理指導計画に係る疾病と別の疾病等の臨
理指導費・介護予防居宅療養管理
時投薬時は算定可)
指導費が算定されている場合は算 ・外来服薬支援料
定不可
・長期投薬情報提供料
・服薬情報提供料
同一日に薬剤師による居宅療養管
理指導費・介護予防居宅療養管理
・在宅患者緊急時等共同指導料
指導費が算定されている場合は算
定不可

２ 介護報酬等
(１)１単位の単価
一律10円
(２)利用者負担
通常の利用料(１割～３割負担)
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交通費…訪問に要した交通費実費
※ 居宅療養管理指導等が公費負担の対象となるときは、資格証明等を確認し、公費
適用後の本人負担を徴収する。対象として、①原爆被爆者援護法の一般疾病医療
費の給付、②特定疾患治療研究事業、③先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
などがあげられる。
(３)介護報酬
(参考)「単一建物居住者」…以下の利用者をいう。
ア 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、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者
イ 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、認知症対応型共同生活介
護、複合型サービス(宿泊サービスに限る。)、介護予防小規模多機能型居宅介
護(宿泊サービスに限る。)、介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービ
スを受けている複数の利用者
ただし、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それ
ぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の
人数とみなすことができる。また、１つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同
居する同一世帯の利用者が２人以上いる場合の居宅療養管理指導費は、利用者ごとに
「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。さらに、居宅療養管理指導費について、
当該建築物において当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養管理指導を行う利用者
数が、当該建築物の戸数の10％以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、
当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養管理指導を行う利用者が２人以下の場合に
は、それぞれ「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。
１)医師・歯科医師が行う場合

(1)
居宅療養管理指導費(Ⅰ)
((2)を算定する場合以外)

医師が
行う場合
(月２回限度)

(1)単一建物居住者１人に
対して行う場合
(2)単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
(3)(1)及び(2)以外の場合

483 単位
442 単位

(2)
居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(診療報酬の在宅時医学総合管理
料、特定施設入居時等医学総合管
理料を算定する場合)

(1)単一建物居住者１人に
対して行う場合
(2)単一建物居住者２人以上
９人以下に対して行う場合
(3)(1)及び(2)以外の場合

歯 科 医 師 が (1)単一建物居住者１人に対して行う場合
(2)単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
行う場合
(月２回限度) (3)(1)及び(2)以外の場合
①

507 単位

算定内容
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294 単位
284 単位
260 単位
507単位
483単位
442 単位

主治の医師及び歯科医師が、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、
計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、ケアマネジャー(指
定居宅介護支援を受けている利用者はケアプランを作成しているケアマネジャー
を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の利用者は、
当該事業所のケアマネジャーをいう。)に対するケアプランの作成等に必要な情報
提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。)、利用者若しくはその家族
等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び
助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定
できない。
また、利用者が他の介護サービスを利用している場合は、必要に応じて、利用者
又は家族の同意を得た上で、介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上で
の情報提供及び助言を行うこと。
なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「
特定施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には当該医
師に限り居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定する。
② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法
ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により
行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等
においては、下記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、
診療状況を示す文書等の内容も含む。)について、原則として、文書等(メール、
ＦＡＸ等でも可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うこと。
なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、
その情報提供の要点を記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に
記載することは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別で
きるようにすること。
また、文書等により情報提供を行った場合については、当該文書等の写しを診
療録に添付する等により保存すること。
(情報提供すべき事項)
(a) 基本情報(医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、
生年月日、性別、住所、連絡先等)
(b) 利用者の病状、経過等
(c) 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
(d) 利用者の日常生活上の留意事項
※ 上記の情報提供は、医科診療報酬点数表における診療情報提供料に定める様
式を活用して行うこともできる。
イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又は助言は、
文書等の交付により行うよう努めること。
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なお、口頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録すること。当
該記載は、医療保険の診療録に記載してもよいが、下線又は枠で囲う等により、
他の記載と区別できるようにすること。
また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当該文書等の写し
を診療録に添付する等により保存すること。
③ ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や自らケアプランを作
成している利用者などのケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない
利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合は、①の規程にかかわらず算定できる。
ただし、利用者が居宅療養管理指導以外にも他の介護サービスを利用している場合
にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、他の介護サービス事
業者等に対し、介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行う。
④ 算定回数について
主治の医師及び歯科医師が、1人の利用者について、それぞれ月２回まで算定する
ことができる。
⑤ 算定日について
当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、請求明細書の摘要欄には、
訪問診療若しくは往診の日又は当該サービス担当者会議に参加した場合は、参加日若
しくは参加が困難な場合は、文書等を交付した日を記入すること。
２)薬剤師が行う場合
(1) 病院又は診療所の薬剤
師が行う場合(月２回限
度)

(1)単一建物居住者１人に対して行う場合
558単位
(2)単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
414 単位
(3)(1)及び(2)以外の場合
378 単位

(2) 薬局の薬剤師が行う場
合(月４回限度)

(1)単一建物居住者１人に対して行う場合
507単位
(2)単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
※ただし、末期の悪性腫瘍の者、
376 単位
中心静脈栄養を受けている者に
(3)(1)及び(2)以外の場合
344 単位
は、週２回かつ月８回を限度

※麻薬管理指導加算
疼痛緩和のために、麻薬及び向精神薬取締法第２条第一号に規定する麻薬の投薬が行
われている利用者に対して、薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、
１回につき100単位を所定単位数に加算する。
①

算定内容
在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局薬剤師が行う場合は、医師
又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、医療機関の薬
剤師が行う場合は、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬
歴管理、服薬指導、薬剤服用状況、薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、
提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に
文書等にて提出するよう努め、速やかに記録(薬局薬剤師は薬剤服用歴の記録、医療
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機関の薬剤師は薬剤管理指導記録)を作成する。
また、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作
成等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)を行った場合に算定す
る。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できない。ただし、ケアマネ
ジャーによるケアプランの作成が行われない場合の取扱いは、Ｐ.７の③を準用する。
併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため
訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事業者等に対して情報提供及
び必要な助言を行うこと。薬局薬剤師は指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結
果について必要な情報提供を文書で行うこと。また、提供した文書等の写しがある場
合は、記録に添付する等により保存すること。
なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入すること。
②

薬局薬剤師について
ア 「薬学的管理指導計画」
処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等
に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科医
師、看護師等)との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を
踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等
を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記
載する。
策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法によ
り保存する。
薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。
訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。
必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提
供を受けた場合にも適宜見直しを行う。
イ 情報提供
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、居宅療養管理指導の結果
及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点につ
いて情報提供すること。
③ 算定する日の間隔
薬局薬剤師が月２回以上算定する場合(がん末期患者及び中心静脈栄養を受けてい
る者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は６日以上とする。がん末期患者
及び中心静脈栄養を受けている者については、週２回かつ月８回に限り算定できる。
医療機関の薬剤師が月２回算定する場合は、算定する日の間隔は６日以上とする。
④ 記録
Ａ 薬局薬剤師は薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しなけ
ればならない。
ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、住所、必要に
応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録
イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の処方についての
記録
ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録
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エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
サ
シ

利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の利用者についての情報の記録
利用者又はその家族等からの相談事項の要点
服薬状況
利用者の服薬中の体調の変化
併用薬等 (一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報
合併症の情報
他科受診の有無
副作用が疑われる症状の有無
飲食物(現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているもの
に限る。)の摂取状況等
ス 服薬指導の要点
セ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
ソ 処方医から提供された情報の要点
タ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の
状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関
する確認、実施した服薬支援措置等)
チ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
ツ 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当
該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪
問結果に関する情報の要点
Ｂ 医療機関の薬剤師は薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カについて記
載しなければならない。最後の記入の日から最低３年間保存すること 。
ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号
イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴
ウ 薬学的管理指導の内容(医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重複投薬、
配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む。)
エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点
オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名
カ その他の事項
⑤ 医薬品緊急安全性情報
居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品について、薬剤師が以
下の情報を知ったときは、原則として、速やかに主治医に対し、当該情報を文書によ
り提供する。また、当該主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に対する薬学的管理
指導を行う。
ア 医薬品緊急安全性情報
イ 医薬品 ・医療機器 等安全性情報
⑥ 算定できない場合
現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅
療養管理指導費は算定しない。
⑦ サポート薬局
Ａ 算定内容
⑥にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬局」
という。)が連携する他の保険薬局(以下「サポート薬局」という。)と薬学的管理
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指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合
には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって利用者又はその家族等に居宅療養管理指導
等を行うことについて、あらかじめ利用者又はその家族等の同意を得ている場合に
は、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が居宅療養管理指導を行った場合は算定
できる。
なお、居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。
Ｂ 記録
サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指導を
行った場合は、次のとおり、薬剤服用歴記録等を行うこと。
ア サポート薬局
薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と記録の内容を共有する。
イ 在宅基幹薬局
(a)アを踏まえ、居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問
結果についての報告やケアマネジャーに対する必要な情報提供等を行う。
(b)薬剤服用歴に居宅療養管理指導を行ったサポート薬局名及びやむを得ない
事由等を記載するとともに、請求明細書の摘要欄にサポート薬局が業務を行っ
た日付等を記載する。
⑧ 麻薬管理指導加算
Ａ 麻薬(居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬剤をい
う。以下同じ。)について
「麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第２条第一号に規定する麻薬」
のうち、使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成14年厚生労働省告示第87号)に収載さ
れている医薬品であり、以降、改定がなされた際には、改定後の最新の薬価基準に
収載されているものを意味する。
Ｂ 算定内容
麻薬の投薬が行われている利用者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状
況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管
取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副
作用の有無の確認を行った場合に算定する。
なお、薬局薬剤師は、処方せん発行医に対して必要な情報提供を行うことが必要
である。
Ｃ 記録
(a)薬局薬剤師
薬剤服用歴の記録にＰ.９の④のＡの記載事項に加えて、少なくとも次の事項
について記載されていなければならない。
ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状
況、服薬状況 、残薬の状況 、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、
麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等)
イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残
薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和
及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。)の要点
エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に
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届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えな
い。)
(b)医療機関の薬剤師
薬剤管理指導記録にＰ.10の④のＢの記載事項に加えて、少なくとも次の事項に
ついて記載されていなければならない。
ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の
状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認等)
イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項(麻薬に係る服薬指導、残薬
の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
エ その他の麻薬に係る事項
⑨

医師又は歯科医師の記録
医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師からの報告による
留意事項を記載する。なお、当該記載は、医療保険の診療録に記載してもよいが、下
線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。また、薬局薬剤師
による訪問結果についての必要な情報提供についての文書は、診療録に添付する等に
より保存すること。

３)管理栄養士が行う場合(月２回限度)
(1)単一建物居住者１人に対して行う場合
537単位
(2)単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
483 単位
(3)(1)及び(2)以外の場合
442単位
① 算定内容
在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次のいずれの基準に
も適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学管理を行って
いる医師の指示に基づき、利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助
言を行った場合に算定する。
イ 厚生労働大臣が定める特別食 ※ を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医
師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の
職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ
ア計画を作成していること。
ロ 栄養ケア計画を作成し患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該計画
に従った栄養管理に係る情報提供、栄養食事相談又は助言を30分以上行っているこ
と。なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入すること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はそ
の家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄
養状態を定期的に記録していること。
二 利用者ごとの栄養ケア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。
※ 厚生労働大臣が定める特別食
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疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄
養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病
食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流
動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

※

特別食に含まれるもの
心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の
大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により
腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症(肥満度が＋
40％以上又はBMIが30以上)の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者に対
する減塩食(食塩相当量の総量が6.0グラム以下のものに限る。)及び嚥下困難者(そ
のために摂食不良となった者も含む。)のための流動食は、短期入所生活介護費、短
期入所療養介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設
サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異
なり、居宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれる。
② 勤務形態
管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定で
きる。
③ 指示を行った医師について
訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア
計画を添付する等により保存する。また、栄養ケア計画に基づき、実際に居宅療養管
理指導を行う管理栄養士に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さ
らに、栄養ケア計画の見直しに当たっては、管理栄養士の報告をうけ、医師の訪問診
療の結果等に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を
添付する等により保存する。なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療録
に記載及び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠で囲う等によ
り、他の記載と区別すること。
④ 実施について
以下のアからケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。
ア 利用者の低栄養状態のリスクを把握すること(以下「栄養スクリーニング」とい
う。)。
イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること(以下「栄
養アセスメント」という。)。
ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看護師、薬剤師そ
の他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮され
た栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食
事に関する内容、利用者又は家族が主体的に取り組むことができる具体的な内容及
び相談の実施方法等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事
項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画につい
ては、居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得
ること。
エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供及び栄養食事相
談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変
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更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば
直ちに当該計画を修正すること。
オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合には、当該利用者
に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ、介護支援専門員に対して情報
提供を行うこと。
カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、栄
養状態のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師に
対する報告を行うこと。なお、低栄養状態のモニタリングにおいては、 利用者個々
の身体状況等を勘案し必要に応じて 体重を測定するなど、BMIや体重減少率等か
ら利用者の栄養状態の把握を行うこと。
キ 利用者について、概ね３月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養ス
クリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職種と共同して当該計画の見直し
を行うこと。
ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録する。なお、交付
した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等により保存すること。
ケ 指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準第91条において準用する
第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従
い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に管理栄
養士の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要
はないものとすること。
⑤ 関係通知
実務については、「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」(厚生労働省老健局老人保健課長通知)Ｐ.
○を参照する。
４)歯科衛生士等が行う場合(月４回限度)
(1)単一建物居住者１人に対して行う場合
355単位
(2)単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合
323 単位
(3)(1)及び(2)以外の場合
295単位
①算定内容
イ 在宅の利用者であって、通院又は通所が困難なものに対して、指定居宅療養管理
指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員(以下、
「歯科衛生士等」という)が、
利用者又はその家族等に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、利
用者の居宅を訪問し、実地指導を行なうこと。
ロ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に利用者又は
その家族が同意する者に限る。)に対して、歯科衛生士等が、利用者を訪問し、歯
科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、訪問診療の結果等に基づき、利
用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成してい
ること。
ハ 管理指導計画を利用者又はその家族等に対して交付するとともに、管理指導計画
に従った療養上必要な実地指導を１人の利用者に対し歯科衛生士等が１対１で20
分以上行うこと。実際に指導を行った時間であり、指導のための準備や利用者の移
動に要した時間等は含まない。
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利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内
の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っていること。
また、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供、指導又は助言を
行い、定期的に記録していること。
ホ 利用者ごとの管理指導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。
へ 指示を行った歯科医師の訪問診療の日から起算して３月以内に行われること。
請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師が訪
問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日を記入すること。
ト 医療機関に勤務する歯科衛生士等が当該医療機関の歯科医師からの直接の指示、
管理指導計画に係る助言等(以下「指示等」という。)を受け、居宅に訪問して実施
すること。なお、終了後は、指示等を行った歯科医師に直接報告すること。
② 算定できない場合
実地指導が単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと
判断される場合は算定できない。
③ 勤務形態
歯科衛生士等は常勤、非常勤を問わない。
④ 記録
実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画を当該記録に添付する等により
保存する。また、指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導
の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師か
らの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了
時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。
⑤ 実施について
以下のアからキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。
ア 利用者の口腔機能(口腔衛生、摂食・嚥下機能等)のリスクを把握すること(以下「口
腔機能スクリーニング」という。)。
イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること(以下
「口腔機能アセスメント」という。)。
ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同
して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項(口腔内の清掃、有床義歯の清掃等)、摂食・
嚥下機能に関する事項(摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健の
ための食生活指導等)、解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項
等を記載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体
的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成した管理指導計画につい
ては、居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得る
こと。
エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施するとともに、管
理指導計画に実施上の問題(口腔清掃方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り
組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。
オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、口腔機
能のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に対す
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る報告を行うこと。なお、口腔機能のモニタリングにおいては、口腔衛生の評価、反
復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機能の把握を行うこと。
カ 利用者について、おおむね３月を目途として、口腔機能のリスクについて、口腔機
能スクリーニングを実施し、当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報
告し、歯科医師による指示に基づき、必要に応じて管理指導計画の見直しを行うこと。
なお、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科医師その他の職種と共同して行うこ
と。
キ 指定居宅サービス基準第91条において準用する第19条に規定するサービスの提供
の記録において利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が利用者の状態を定
期的に記録する場合は、当該記録とは別に歯科衛生士等の居宅療養管理指導費の算定
のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
⑥ 指示を行った歯科医師について
訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した管理指導
計画を添付する等により保存する。また、管理指導計画に基づき、実際に実地指導を
行う歯科衛生士等に指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さらに、管理指
導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報告をうけ、歯科医師の訪問診療の結
果等に基づき、指示した内容(療養上必要な実地指導の継続の必要性等)の要点を記載
し、共同で作成した管理指導計画を添付する等により保存する。なお、当該記載及び
添付については、医療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが、記載に
ついては、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別すること。
⑦ 情報提供
利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要である場合も想定さ
れることから、その疑いがある場合は、利用者又は家族等の同意を得て、指示を行っ
た歯科医師、歯科医師を通した指定居宅介護支援事業者等への情報提供等の適切な措
置を講じること。
⑧ 関係通知
実務については、平成18年3月31日付老老発第0331008号「口腔機能向上加算等に
関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(厚生労働省老健局老人保健課長
通知)Ｐ.39を参照する。
(４)加算
１)特別地域加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の医師等が指定
居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導加算として、１回につ
き所定単位数の15/100に相当する単位数を加算する。
２)中山間地域等における小規模事業所加算
厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合する指定居宅療養管理指導事業所の医師等が指定居宅療養管理指導を行った場
合は、１回につき所定単位数の10/100に相当する単位数を加算する。
※厚生労働大臣が定める施設基準
１月当たり延べ訪問回数が50回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること
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３)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
厚生労働大臣が定める地域※に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地
域を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、１回につき所定単位数の5/100
に相当する単位数を加算する。

３ 運営基準
(１)内容及び手続の説明及び同意(居宅基準第８条)
１ 指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族
に対し、第90条に規定する運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制そ
の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる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利用申込者の同意を得なければならな
い。
２ 利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交
付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得
て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通
信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」
という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅療養管理指
導事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(中略)
３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力すること
による文書を作成することができるものでなければならない。
４ 第２項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅療養管理指導事業者の使用に
係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
５ 第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらか
じめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類
及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第２項各号に規定する方法のうち指定居宅療養管理指導事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
６ 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は
電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利
用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によっ
てしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承
諾をした場合は、この限りでない。
利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供するため、その提供の開始に際し、
あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定居宅療養管理指導事業所の運
営規程の概要、居宅療養管理指導従事者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の
体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月
日、実施した評価期間の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者がサービスを選
択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等(他の
介護保険事業を併せて実施している場合、一体的に作成することは差し支えない。)
の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定居宅療養管理指導の提
供を受けることにつき同意を得なければならない。なお、当該同意については、利用
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者及び指定居宅療養管理指導事業者双方の保護の立場から書面によって確認するこ
とが望ましい。
(２)提供拒否の禁止(居宅基準第9条)
正当な理由なく指定居宅療養管理指導の提供を拒んではならない。
原則として、利用申込に対しては応じなければならない。特に、要介護度や所得の多
寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止する。(中略)提供を拒むことのできる
正当な理由がある場合は、①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②
利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申
込者に対し自ら適切な指定居宅療養管理指導を提供することが困難な場合である。
(３)サービス提供困難時の対応(居宅基準第10条)
事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地
域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅療養管理指
導を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援
事業者(法第８条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ)への
連絡、適当な他の指定居宅療養管理指導事業者等の紹介その他の必要な措置を速やか
に講じなければならない。
居宅基準第９条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅療養管理
指導を提供することが困難であると認めた場合には、居宅基準第10条の規定により、当
該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定居宅療養管理指導事
業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(４)受給資格等の確認(居宅基準第11条)
１

指定居宅療養管理指導の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証に
よって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。
２ 前項の被保険者証に、法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定居宅療養管理指導を提供するように努
めなければならない。
①

１は、指定居宅療養管理指導の利用に係る費用につき保険給付を受けることができ
るのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定
居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、利用者の提
示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効
期間を確かめなければならない。
② ２は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービスの適切かつ有効な利用等に関し当
該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指定居
宅療養管理指導事業者は、これに配慮して指定居宅療養管理指導を提供するように努
める。
(５)要介護認定の申請に係る援助(居宅基準第12条)
１ 指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込
者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行
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われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われ
るよう必要な援助を行わなければならない。
２ 居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていな
い等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当
該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、
必要な援助を行わなければならない。
① １は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ること
により、指定居宅療養管理指導の利用に係る費用が保険給付の対象となり得ることを
踏まえ、指定居宅療養管理指導事業者は、利用申込者が要介護認定を受けていないこ
とを確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申
請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行
われるよう必要な援助を行わなければならないこととした。
② ２は、要介護認定の有効期間が原則として６か月ごとに終了し、継続して保険給付
を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日
から30日以内に行われることとされていることを踏まえ、指定居宅療養管理指導事業
者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われてい
ない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当
該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必
要な援助を行わなければならないこととした。
(６)心身の状況等の把握(居宅基準第13条)
利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用
者の心身の状況、病歴、服薬歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は
福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(７)居宅介護支援事業者等との連携(居宅基準第64条)
１ 居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との
密接な連携に努めなければならない。
２ 指定居宅療養管理指導の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切
な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並び
に保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ
ならない。
(８)居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(居宅基準第16条)
居宅サービス計画(小規模多機能型居宅介護事業所で作成した居宅サービス計画及
び被保険者(利用者)が自分で作成し、市町村に届け出た計画を含む。以下同じ。)が作
成されている場合は、当該計画に沿った指定居宅療養管理指導を提供しなければなら
ない。
(９)身分を証する書類の携行(居宅基準第18条)
居宅療養管理指導従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者又はその家族から求
められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
利用者が安心して、指定居宅療養管理指導の提供を受けられるよう、指定居宅療養管
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理指導事業者は、従事者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、利用者又はそ
の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。この証
書等には、事業所の名称、従事者の氏名を記載するものとし、従事者の写真の貼付や職
能の記載を行うことが望ましい。
(10)サービスの提供の記録(居宅基準第19条)
１ 指定居宅療養管理指導の提供日及び内容、当該指定居宅療養管理指導について法
第41条第６の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額そ
の他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書
面に記載しなければならない。
２ 提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ
た場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供し
なければならない。
① １は、利用者及びサービス事業者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの
利用状況を把握できるようにするために、指定居宅療養管理指導の提供日、内容、保
険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用
票等に記載しなければならない。
② ２は、指定居宅療養管理指導の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者
の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携
等を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法に
より、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するな
どの方法である。
なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、５年間保存しなければならな
い。
(11)利用料等の受領(居宅基準第87条)
１ 法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利
用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費
用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の
額を控除して得た額の支払を受ける。
２ 法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利
用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービ
ス費用基準額と、健康保険法第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64
条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する
費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
３ １及び２の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の
額の支払を利用者から受けることができる。
４ ３の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族
に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけれ
ばならない。
①
１は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅療養管理指導についての
利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割～３割(法第50条若しくは第
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60条又は第69条第３項の規定の適用により保険給付の率が９割～７割でない場合に
ついては、それに応じた割合)の支払を受けなければならない。
② ２は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない
指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び
法定代理受領サービスである指定居宅療養管理指導に係る費用の額と、医療保険給付
の対象となる健康保険法又は高齢者医療確保法上の指定居宅療養管理指導の費用の
額の間に不合理な差異を設けてはならない。
なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付の給付対象となる居宅療養管理指導と
明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差
し支えない。
イ 利用者に、当該事業が指定居宅療養管理指導の事業とは別事業であり、当該サー
ビスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得るこ
と。
ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定居宅療養管理指導事業所の運営規
程とは別に定められていること。
ハ 会計が指定居宅療養管理指導の事業の会計と区分されていること。
③ ３は、１及び２の利用料のほかに、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費(通
常の事業の実施地域内の交通費を含む。)の額の支払を利用者から受けることができ
ることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな
名目による費用の支払を受けることは認めない。
④ ４は、３の交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族
に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととし
たものである。
(12)保険給付の請求のための証明書の交付(居宅基準第21条)
法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導に係る利用料の支払を受
けた場合は、提供した指定居宅療養管理指導の内容、費用の額その他必要と認められる
事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
利用者が市町村に対する保険給付の請求を容易に行えるよう、法定代理受領サービス
でない指定居宅療養管理指導に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定居宅療
養管理指導の内容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上で必要と認められる
事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならないこと。
(13)指定居宅療養管理指導の基本取扱方針(居宅基準第88条)
１ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなけれ
ばならない。
２ 自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らな
ければならない。
(14)指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針(居宅基準第89条)
１ 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針
一 訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的
な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅
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サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サ
ービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。
二 利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用
者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又
は助言を行う。
三 利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記
載した文書を交付するよう努めなければならない。
四 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居
宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護
支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービ
スの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
五 居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言につい
ては、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならな
い。
六 サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援
事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を
記載した文書を交付して行わなければならない。
七 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速
やかに診療録に記録する。
２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針
一 医師又は歯科医師の指示(薬局薬剤師による指定居宅療養管理指導は、医師又は
歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利
用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥
当適切に行う。
二 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項に
ついて、理解しやすいように指導又は説明を行う。
三 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、
利用者に対し適切なサービスを提供する。
四 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速
やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。
① 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導は、訪問診療等により常に利用者の
病状及び心身の状況を把握し、計画的な医学的管理又は歯科医学的管理を行っている
要介護者に対して行うものであり、サービスの提供状況に応じた指導又は助言が行え
るよう日頃から居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者と連携を図ること。
② 指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者にサービスを提供している事業者に対し
て、サービス担当者会議への参加や文書の交付等を通じ、必要に応じて迅速に指導又
は助言を行うために、日頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握するように努
めること。
③ 薬剤師、歯科衛生士及び管理栄養士は、指定居宅療養管理指導を行った際には、速
やかに、指定居宅療養管理指導を実施した要介護者等の氏名、実施日時、実施した居
宅療養管理指導の要点及び担当者の氏名を記録すること。
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(15)利用者に関する市町村への通知(居宅基準第26条)
利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に
通知しなければならない。
一 正当な理由なしに指定居宅療養管理指導の利用に関する指示に従わないことによ
り、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
偽りその他の不正な行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又
は重大な過失等により、要介護状態等又はその原因となった事故を生じさせるなどした
者については、市町村が、法第22条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法
第64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定居宅療養管理指導
事業者が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければな
らない事由を列記した。
(16)管理者の責務(居宅基準第52条)
１ 従業者の管理及び指定居宅療養管理指導の利用の申込みに係る調整、業務の実施
状況の把握その他の管理を一元的に行う。
２ 従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
従業者の管理及び指定居宅療養管理指導の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の
把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者に
居宅基準の第６章第４節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととした。
(17)運営規程(居宅基準第90条)
事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章
において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 その他運営に関する重要事項
指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定居宅療養
管理指導の提供を確保するため、上記の事項を内容とする規程を定めることを指定居宅
療養管理指導事業所ごとに義務づけた。なお、第四号の「指定居宅療養管理指導の種類」
としては、当該事業所により提供される指定居宅療養管理指導の提供者の職種(医師、
歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士)ごとの種類を規定する。
なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数のサービス種類について
事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に
作成することも差し支えない。
(利用料その他の費用の額)
「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定居宅療養管理指導に係る利用
料(１割～３割負担)及び法定代理受領サービスでない指定居宅療養管理指導の利用料
を、「その他の費用の額」としては、居宅基準第87条第３項により徴収が認められてい
る交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定する。
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(18)勤務体制の確保等(居宅基準第30条)
１ 利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供できるよう、指定居宅療養管理
指導事業所ごとに、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制を定めておかなければな
らない。
２ 指定居宅療養管理指導事業所ごとに、当該指定居宅療養管理指導事業所の居宅療養
管理指導従業者によって指定居宅療養管理指導を提供しなければならない。
３ 居宅療養管理指導従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ
ならない。
利用者に対する適切な指定居宅療養管理指導の提供を確保するため、職員の勤務体制
等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。
① 指定居宅療養管理指導事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、居宅療
養管理指導従事者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管
理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。
② ２は当該指定居宅療養管理指導事業所の居宅療養管理指導従事者によって指定居
宅療養管理指導を提供するべきことを規定したものであるが、指定居宅療養管理指導
事業所の居宅療養管理指導従事者とは、雇用契約、労働者派遣法に規定する労働者派
遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある居宅療養管理指
導従事者を指すものであること。
③ ３は当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者たる居宅療養管理指導従事者の質
の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を
計画的に確保することとした。
④ 居宅療養管理指導従業者は、その職種によっては、労働者派遣法に規定する派遣労
働者であってはならない。
(19)衛生管理等(居宅基準第31条)
１ 居宅療養管理指導従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わ
なければならない。
２ 指定居宅療養管理指導事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めな
ければならない。
居宅療養管理指導従事者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定居宅療養管理
指導事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきである。特に、居宅療養管理
指導従事者が感染源となることを予防し、また居宅療養管理指導従事者を感染の危険か
ら守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる
必要がある。
(20)掲示(居宅基準第32条)
事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制
その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなけれ
ばならない。
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(21)秘密保持等(居宅基準第33条)
１ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を
漏らしてはならない。
２ 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族
の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
３ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、
利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得
ておかなければならない。
① １は、指定居宅療養管理指導事業所の居宅療養管理指導従事者その他の従業者に、
その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。
② ２は、指定居宅療養管理指導事業者に対して、過去に当該指定居宅療養管理指導事
業所の居宅療養管理指導従事者その他の従業者であった者が、その業務上知り得た利
用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけ
たものであり、具体的には、指定居宅療養管理指導事業者は、当該指定居宅療養管理
指導事業所の居宅療養管理指導従事者その他の従業者が、従業者でなくなった後にお
いてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約
金についての定めを置くなどの措置を講ずべきである。
③ ３は、居宅療養管理指導従事者がサービス担当者会議等において、課題分析情報等
を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や
他のサービスの担当者と共有するためには、指定居宅療養管理指導事業者は、あらか
じめ、文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したもの
であるが、この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意
を得ておくことで足りるものである。
(22)居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止(居宅基準第35条)
居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサ
ービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら
ない。
居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定居宅療養管理指導事業者は、居宅
介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを
利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(23)苦情処理(居宅基準第36条)
１ 提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ
適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を
講じなければならない。
２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
３ 提供した指定居宅療養管理指導に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書そ
の他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照
会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市
町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行わなければならない。
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４

市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければ
ならない。
５ 提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団
体連合会(中略)が行う法第176条第１項第三号の調査に協力するとともに、国民健康
保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言
に従って必要な改善を行わなければならない。
６ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、５の改善の内容を国民健康
保険団体連合会に報告しなければならない。
① １の「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当
該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用
申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要に
ついても併せて記載するとともに、事業所に掲示すること等である。
② ２は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定居宅療養管理指導事業者が組織
として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定居宅療養管理指導事業者が提供
したサービスとは関係のないものを除く。)の受付日、その内容等を記録することを
義務づけたものである。
また、指定居宅療養管理指導事業者は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重
要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた
取組を自ら行うべきである。
なお、苦情の内容等の記録は、５年間保存しなければならない。
③ ３は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民
健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者であ
る市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村につい
ても国民健康保険団体連合会と同様に、指定居宅療養管理指導事業者に対する苦情に
関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にした。
(24)地域との連携(居宅基準第36条の２)
事業の運営に当たっては、提供した指定居宅療養管理指導に関する利用者からの苦
情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行うその他の市町村が実施する事
業に協力するよう努めなければいけない。
居宅基準第基準第３条第２項の趣旨に基づき、介護相談員を派遣する事業を積極的
に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。
(25)
１

事故発生時の対応(居宅基準第37条)
利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町
村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとと
もに、必要な措置を講じなければならない。
２ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
３ 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生した場
合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
利用者が安心して指定居宅療養管理指導の提供を受けられるよう事故発生時の速や
かな対応を規定したものである。指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指
定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家
- 26 -

族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講
じるとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければ
ならない。
また、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により賠償すべき事故が発生し
た場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
なお、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、５年間保存しな
ければならない。
このほか、以下の点に留意するものとする。
① 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合の対応
方法については、あらかじめ指定居宅療養管理指導事業者が定めておくことが望ま
しいこと。
② 賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておく
か、又は賠償資力を有することが望ましいこと。
③ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
※ 市町への報告については、兵庫県ホームページに掲載している「介護保険事業者及び市
町等における事故発生における事故発生時の報告取扱い要領」を参照する。(「兵庫県 介
護保険居宅サービス事業所などについて」で検索もしくは
http://web.pref.hyogo.jp/hw18/hw18_000000009.htmlに掲載している。)
(26)会計の区分(居宅基準第38条)
事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅療養管理指導の事業の会計とその
他の事業の会計を区分しなければならない。
指定居宅療養管理指導事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅療養管理指導
の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである
が、具体的な会計処理の方法等については、「介護保険の給付対象事業における会計の
区分について(平成13年3月28日老振発第18号)」によるものであること。
(27)記録の整備(居宅基準第90条の2)
１ 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
２ 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整
備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。
一 提供した具体的なサービスの内容等の記録
二 市町村への通知に係る記録
三 苦情の内容等の記録
四 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
居宅基準第90条の２第２項の指定居宅療養管理指導の提供に関する記録には、診療録、
医師又は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画及び診療記録が含まれるものであ
ること。
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４

Ｑ＆Ａ

○単一建物居住者
１ 以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を
算定するのか。
①利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、２回に分け
て居宅療養管理指導を行わなければならない場合
②同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用
者に居宅療養管理指導を行った場合
いずれの利用者に対しても「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指
導費を算定する。
(介護保険最新情報vol629)
２ 単一建物居住者②要介護者と要支援者１人ずつへの訪問
同一月に、同一の集合住宅等に居住する２人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師
が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、
１人が要介護者で、
もう１人が要支援者である場合は、
単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療
養管理指導費を算定するのか。
要介護者は単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費を、要支
援者は単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合の介護予防居宅療養管理指導費を算
定する。なお、他の職種についても同様の取扱いとなる。
(介護保険最新情報vol629)
３ 単一建物居住者住所と居住場所が異なる場合
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数
を判断してよいか。
実際の居住場所で判断する。
４

(介護保険最新情報vol629)

以下の場合は、どのように取扱うのか。
①一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等の場合
②外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合
いずれも別の建物となる。

５

(介護保険最新情報vol.267)

医師の居宅療養管理指導において、同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同
一日に２人に訪問診療を行う場合であって、１人は訪問診療のみを行い、もう１人は訪問診療
と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、同一建物居住者以外の単位
数を算定することとなるのか。
同一建物居住者以外の単位数を算定する。なお、歯科医師による居宅療養管理指導について
も同様の取扱いとなる。
(介護保険最新情報vol.273)

○医師又は歯科医師が行う場合
６

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、１人の利用者について、それぞれ月２回まで
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算定できることとされたが、その具体的な内容について
１人の医師及び１人の歯科医師のみが、１人の利用者について１月に２回居宅療養管理指
導を算定できる。複数の医師、複数の歯科医師による算定は原則としてできないが、主治の
医師または歯科医師がやむを得ない事情により訪問できない場合については、同一医療機関
の医師・歯科医師が代わりに訪問して指導を行った場合も算定できる。
(介護保険最新情報vol.151)
７

医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に５回訪問診療が
あり、そのいずれの場合も居宅療養管理指導を行った場合に、月２回居宅療養管理指導を算
定しようとする場合の算定日は、事業者の任意で、５回の訪問診療の日のうちいずれの日か
ら選んでもよいか。
医師・歯科医師の居宅療養管理指導については、１日の訪問診療又は往診につき１回のみ
算定できる。当該月の訪問診療または往診が３日以上ある場合は、当該の日のうち、主たる
管理指導を行った２回の訪問診療または往診の日とする。
(介護保険最新情報vol.151)

○薬剤師が行う場合
８

薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導における医師・歯科医師からの指示は、医師・歯科医
師による居宅療養管理指導の情報提供でもよいのか。
医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でも構わない。この場合の情報提供は、
医師・歯科医師と薬局薬剤師がサービス担当者会議に参加し、医師・歯科医師から薬局薬剤
師が行う居宅療養管理指導の必要性を提案する方法や、サービス担当者会議に参加が困難な
場合や開催されない場合には、文書(メールやＦＡＸでも可)により薬局薬剤師に対して情報
提供を行う方法が考えられる。

９

(介護保険最新情報 vol.78)

訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について
医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療
養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を
行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合についてはこの限りでない。
(介護保険最新情報vol.151)

10

既に在宅基幹薬局として居宅療養管理指導を実施している薬局が、サポート薬局となるこ
とはできるのか。
サポート薬局となることができる。ただし、同一の利用者において、在宅基幹薬局とサポ
ート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。
(介護保険最新情報vol.273)

11

サポート薬局として１つの薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。
連携することは可能である。
ただし、サポート薬局として在宅業務に支障がない範囲で対応する必要がある。
(介護保険最新情報vol.273)
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12

サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指
導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を
取得していなければならないのか。
いずれについても免許を取得していることが必要である。
(介護保険最新情報vol.273)

○歯科衛生士等が行う場合
13

歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において､月の途中から給付が医療保険から介護保
険に変更した場合に、どのように取扱うのか。
月の途中から医療保険から介護保険に変更した場合、１月当たりの算定回数については、
同一医療機関において、両方の回数を合算する。

(介護保険最新情報vol.267)

○事業の実施地域の届出
14

居宅療養管理指導にといて、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設
するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運
営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営
規程の変更として、当該変更に係る事項についての当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事
業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。
運営規程に定める通常の事業の実施地域について、都道府県知事に届け出る必要はないが、
一旦運営規程に定めた実施地域を変更する場合は、届け出る必要がある。

○ 介護支援専門員への情報提供月複数回実施の場合
15

医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報
提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情
報提供を行わなければ算定できないのか。
･ 毎回行うことが必要である。

･ なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供する
ことや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよい。
(介護保険最新情報vol629)
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