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

１

訪問リハビリテーションの概要

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（１） 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の概要
訪問リハビリテーションは、利⽤者が可能な限りその居宅において、その有する能⼒に応じ⾃⽴した⽇
常⽣活を営むことができるよう、利⽤者の居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテ
ーションを⾏うことにより、利⽤者の⼼⾝の機能の維持回復を図るものでなければならない。
（２）事業所の指定
病院⼜は診療所は、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
であっても、「指定基準」に従ったサービス提供が必要である。
なお、訪問リハビリテーション事業を介護予防訪問リハビリテーション事業が、同⼀の事業所において
⼀体的に運営されている場合、「⼈員基準」「設備基準」に関しては、訪問リハビリテーション事業の
基準を満たしていれば、介護予防訪問リハビリテーション事業の基準を満たしているものとみなされる。
なお、介護⽼⼈保健施設については、みなし指定の規定がないため各県⺠局への指定申請が必要となる。
（３）⼈員基準
①

医師

イ

専任の常勤医師が１⼈以上勤務していること。

ロ

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。
ハ

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、当該介護⽼⼈保健

施設⼜は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として⾜るものであるこ
と。
また、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
されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該病院⼜は当該診療所の
常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として⾜るものであること。
②

理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠

適当数

（４）設備基準
病院、診療所、介護⽼⼈保健施設⼜は介護医療院であること。
設備名
事務室

基準
事業の運営に必要な広さを有する専⽤の事務室。業務に⽀障がないときは、
区画が明確に特定されていれば可。
利⽤申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保。

設備及び備品等

訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備える。
当該病院、診療所、介護⽼⼈保健施設⼜は介護医療院における診療⽤に備え
付けられたものを使⽤することができる。
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（５）運営基準
Ｐ.6参照
（６）指定の有効期間、指定更新
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）。
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。
（７）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
↓
⾯談・リハビリテーション計画の作成
↓
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

（８）医療保険との給付の調整
１）在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、要介護被保険者等である患者については、原則と
しては算定できないが、急性増悪等により⼀時的に頻回の訪問リハビリテーションの指導管理を⾏う
必要がある場合には、６⽉に１回、14⽇間に限り医療保険の給付対象となる。
２）要介護被保険者等である患者に対して⾏うリハビリテーションは、同⼀の疾患等について、医療保
険における⼼⼤⾎管疾患リハビリテーション料、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（以下「医療保
険における疾患別リハビリテーション料」という。）を算定するリハビリテーション（以下「医療保
険における疾患別リハビリテーション」という。）を⾏った後、介護保険における訪問リハビリテー
ション若しくは通所リハビリテーション⼜は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通
所リハビリテーション（以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。）に移⾏した⽇以降
は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、⼿術、急性増悪等により医療保険における疾患
別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患
別リハビリテーション料は算定できない。
ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険にお
けるリハビリテーションを提供することになった場合には、⼀定期間、医療保険における疾患別リハ
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ビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併⽤して⾏うことで円滑な移⾏が期待できるこ
とから、必要な場合（介護⽼⼈保健施設の⼊所者である場合を除く。）には、診療録及び診療報酬明
細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する⽇」を記載し、当該終了する⽇前の
２⽉間に限り、同⼀の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを⾏った⽇以外の⽇に医
療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である（平成18年４⽉28⽇⽼⽼
発第0428001号・保医第0428001号））
（９）複数サービスの利⽤
１）算定関係
短期⼊所⽣活介護、短期⼊所療養介護、特定施設⼊所者⽣活介護、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若しくは地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護を受けている間は、
訪問リハビリテーション費を算定することができない。
ただし、特定施設⼊居者⽣活介護⼜は認知症対応型共同⽣活介護の提供に必要がある場合に、当該事業
者の費⽤負担により、その利⽤者が訪問リハビリテーションを利⽤することは差し⽀えない。
２）施設⼊所（院）⽇及び退所（院）⽇等における取扱い
介護⽼⼈保健施設及び介護療養型医療施設の退所（院）⽇⼜は短期⼊所療養介護のサービス終了（退所
（院））⽇については、訪問リハビリテーション費を算定することができない。また、⼊所（院）当⽇
であっても、当該⼊所（院）前に利⽤する訪問リハビリテーション費は算定できる。
また、施設⼊所（院）者が外泊⼜は介護保険施設若しくは経過的介護療養型医療施設の試⾏的退所を⾏
っている場合には、外泊時⼜は試⾏的退所時に訪問リハビリテーション費は算定できない。
３）同⼀時間帯に複数の訪問サービスを利⽤した場合
利⽤者は、同⼀時間帯にひとつの訪問サービスを利⽤することを原則とする。
ただし、訪問介護と訪問リハビリテーションを同⼀利⽤者が同⼀時間帯に利⽤する場合は、利⽤者の⼼
⾝の状況や介護の内容に応じて、同⼀時間帯に利⽤することが介護のために必要であると認められる場
合に限り、それぞれのサービスについて、それぞれの所定単位数が算定される。
４）複数の要介護者がいる世帯において同⼀時間帯に訪問サービスを利⽤した場合それぞれに標準的な
所要時間を⾒込んで居宅サービス計画上に位置づける。
５）サービスが⾏われる利⽤者の居宅について
訪問リハビリテーションは、利⽤者の居宅において⾏われるもの（介護保険法第８条）とされており、
居宅以外で⾏われるものは算定できない。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2 運営基準
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（１）内容及び⼿続きの説明及び同意（居宅基準第８条）
１ 指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利⽤者⼜はその家族に対し、運
営規程の概要、理学療法⼠等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
る重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の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。
書⾯での説明・同意等を⾏うものについては、電磁的記録による対応を原則認める。署名押印につ
いても代替⼿段（例 電⼦署名、メールの送受信記録等）を明⽰すれば、求めないことが可能である。
【2 6項省略】
（２）提供拒否の禁⽌（居宅基準第９条）
正当な理由なく、特に要介護度や所得の多寡等を理由に指定訪問リハビリテーションの提供を拒否し
てはならない。
※正当な理由とは
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
③その他利⽤申込者に対し⾃ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な場合
（３）サービス提供困難時の対応（居宅基準第10条）
正当な理由により、利⽤申込者に対し⾃ら適切な指定訪問リハビリテーションを提供することが困難
であると認めた場合には、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 指定訪問リハビリテーション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 被保険者証に、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
訪問リハビリテーションを提供するよう努めなければならない。
（５）要介護認定の申請に係る援助（居宅基準第12条）
１ 指定訪問リハビリテーション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⽇の30⽇前にはされるよう必要な援助を⾏わなければならない。
（６）⼼⾝の状況等の把握（居宅基準第13条）
サービス担当者会議等を通じて、利⽤者の⼼⾝の状況、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。
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（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 指定訪問リハビリテーション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。
※ 特に居宅介護⽀援事業所のケアマネージャーへの、サービスの実施状況の報告を⾏うことにより、
利⽤者へのサービス提供状況の共通認識に努める等、連携を図ること。
（８）法定代理受領サービスの提供を受けるための援助（居宅基準第15条）
指定訪問リハビリテーションの提供の開始に際し、利⽤申込者が介護保険法施⾏規則第64条第1号イ
⼜はロに該当しないときは、当該利⽤申込者⼜はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護
事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、指定訪問リハビリテーションの提供を法
定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護⽀援事業者に関する情報を
提供することその他の法定代理受領サービスを⾏うために必要な援助を⾏わなければいけない。
（９）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）
居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問リハビリテーションを提供し
なければならない。
（10）居宅サービス計画等の変更の援助（居宅基準第17条）
利⽤者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利⽤者に係る居宅介護⽀援事業者への連絡
その他の必要な援助を⾏わなければならない。
（11）⾝分を証する書類の携⾏（居宅基準第18条）
理学療法⼠等に⾝分を証する書類を携⾏させ、初回訪問時及び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、理学療法⼠等の⽒名を記載するものとし、理学療法⼠等の写真の
貼付や職能の記載を⾏うことが望ましい。
（12）サービス提供の記録（居宅基準第19条）
１ 訪問リハビリテーションを提供した際には、提供⽇及び内容、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 指定訪問リハビリテーションを提供した際には、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いけない。
（13）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訪問リハビリテーションに係る利⽤料の⽀払を受けた場合
は、提供した内容、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。
（14）⼈員に関する基準（居宅基準第76条）
①

医師

イ

専任の常勤医師が１⼈以上勤務していること。

ロ

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
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（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。
ハ

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、当該介護⽼⼈保

健施設⼜は当該介護医療院に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として⾜るもので
あること。
また、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。
）
と併設されている事業所において、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該病院⼜は当該
診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として⾜るものであること。
②

理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠

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。
（15）設備に関する基準（居宅基準第 77 条）
(１) 居宅基準第 77 条は、指定訪問リハビリテーション事業所については、
①

病院、診療所、介護⽼⼈保健施設⼜は介護医療院であること。

②、③略
(２)

設備及び備品等については、当該病院、診療所、介護⽼⼈保健施設⼜は介護医療院における診

療⽤に備え付けられたものを使⽤することができるものである。
（16）利⽤料等の受領（居宅基準第78条）
１

法定代理受領サービスとして提供される指定訪問リハビリテーション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割⼜は2割（法第50条若しくは第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割でない場合については、それに応じた割合）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訪問リハビリテーション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訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費⽤基準額と、健
康保険法⼜は⾼齢者の医療の確保に関する法律に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテー
ション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。

※介護保険給付、医療保険給付の給付対象となる指定訪問リハビリテーションと明確に区分され
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、当該事業が指定訪問リハビリテーション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、指定訪問リハビリテーション事業所の運営規程と
は別に定められていること。
ハ 会計が指定訪問リハビリテーションの事業の会計と区分されていること。
３ 前２項の⽀払を受ける額のほか、利⽤者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に
おいて指定訪問リハビリテーションを⾏う場合は、それに要した交通費の額の⽀払を利⽤者から受け
ることができる。

※利⽤料のほかに、サービスの提供に要する交通費(移動に要する実費)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 前項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
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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。
（17）指定訪問リハビリテーションの基本取扱⽅針及び具体的取扱⽅針（居宅基準79条及び第80条）
①

指定訪問リハビリテーションは、利⽤者の⼼⾝の状態、⽣活環境を踏まえて、妥当適切に⾏うと

ともにその⽣活の質の確保を図るよう、主治の医師との密接な連携のもとに訪問リハビリテーショ
ン計画に沿って⾏うこととしたものであること。
②

指定訪問リハビリテーションの提供については、⽬標達成の度合いやその効果等について評価を

⾏うとともに、訪問リハビリテーション計画の修正を⾏い改善を図る等に努めなければならないも
のであること。
③

指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利⽤者の⼼⾝状態、リハビリテーションの内

容やそれを提供する⽬的、具体的な⽅法、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守るべ
き

点及び療養上必要な⽬標等、療養上必要な事項について利⽤者及びその家族に理解しやすいよ

う指導⼜は説明を⾏うこと。
④

指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医学の進歩に沿った適切な技術をもって対応

できるよう、新しい技術の習得等、研鑽を積むことを定めたものであること。
⑤

指定訪問リハビリテーションを⾏った際には、速やかに、指定訪問リハビリテーションを実施し

た要介護者等の⽒名、実施⽇時、実施した指定訪問リハビリテーションの要点及び担当者の⽒名を
記録すること。
⑥

リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠、介護⽀援専

⾨員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、介護予防・⽇常⽣活⽀
援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。
指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーション
に関する専⾨的な⾒地から、利⽤者の状況等に関する情報を当該構成員と共有するよう努めること。
なお、リハビリテーション会議は、利⽤者及びその家族の参加を基本とするものであるが、家庭内
暴⼒等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠⽅に住んでいる等によりやむを得ず参加で
きない場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこと。
また、リハビリテーション会議の開催の⽇程調整を⾏ったが、サービス担当者の事由等により、
構成員がリハビリテーション会議を⽋席した場合は、速やかに当該会議の内容について⽋席者との
情報共有を図ること。
（18）訪問リハビリテーション計画の作成（居宅基準81条）
①

訪問リハビリテーション計画は、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、利

⽤者ごとに、利⽤者の⼼⾝の状態、⽣活環境を踏まえて作成することとしたものである。利⽤者の
希望、リハビリテーションの⽬標及び⽅針、健康状態、リハビリテーションの実施上の留意点、リ
ハビリテーション終了の⽬安・時期等を記載する。なお、既に居宅サービス計画等が作成されてい
る場合には、当該計画等に沿って訪問リハビリテーション計画を⽴案すること。
②

訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては①が原則であるが、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から計画的な医学的管理を受けている患者であって、例外として、
当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の医師から情報の提供を受け
て、当該情報をもとに訪問リハビリテーション計画を作成しても差し⽀えないものとすること。
③

訪問リハビリテーション計画の⽬標や内容等について、利⽤者及びその家族に理解しやすい⽅法

で説明を⾏うとともに、その実施状況や評価についても説明を⾏う。
④

訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならないこととし

たものである。
なお、訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問
リハビリテーション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更する
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ものとすること。
⑤

訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利⽤者の病状、⼼⾝の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利⽤者の
意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法⼠、作業療法⼠⼜は⾔語聴覚⼠は、当該計画
の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利⽤者の同意を得なければならず、また、リハビ
リテーション計画書を利⽤者に交付しなければならない。
なお、交付したリハビリテーション計画書は、居宅基準第82条の２第２項の規定に基づき、２年
間保存しなければならない。
⑥

指定訪問リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、
かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハ
ビリテーションの⽬標及び当該⽬標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のと
れた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、居宅基準第115条第１項から第４項
の基準を満たすことによって、居宅基準第81条第１項から第４項の基準を満たしているとみなすこ
とができることとしたものであること。
当該計画の作成に当たっては、各々の事業の⽬標を踏まえたうえで、共通⽬標を設定すること。
また、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利⽤者に対して⼀連のサービスとし
て提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施主体、⽬的及び具体的な提供内容等を１つの
計画として分かりやすく記載するよう留意すること。

⑦

指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションにおいて整合性のとれた計画に
従いリハビリテーションを実施した場合には、居宅基準第80条第４項に規定する診療記録を⼀括し
て管理しても差し⽀えないものであること。

（19）利⽤者に関する市町村への通知（居宅基準第26条）
利⽤者が下記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訪問リハビリテーション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。

（20）管理者の責務（居宅基準第52条）
１ 事業所の従業者の管理及び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 従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令を⾏う。
（21）運営規程（居宅基準第82条）
事業所ごとに、次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定めておかなければならない。
①事業の⽬的及び運営の⽅針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業⽇及び営業時間
④指定訪問リハビリテーションの利⽤料及びその他の費⽤の額
⑤通常の事業の実施地域
⑥虐待の防⽌のための措置に関する事項
⑦その他施設の運営に関する重要事項
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（22）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訪問リハビリテーションを提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員
等の勤務の体制を定めておかなければならない。
※事業所ごとに、原則として⽉ごとの勤務表を作成し、指定訪問リハビリテーションに従事する理学
療法⼠等を明確にするとともに、それらの者の職務の内容、常勤・⾮常勤の別等を明確にすること。
２ 事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって指定訪問リハビリテーションを提供しなけれ
ばならない。
３ 訪問介護員等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。
４

適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において⾏われる性的な⾔動（セクシュア

ルハラスメント）⼜は優越的な関係を背景とした⾔動（パワーハラスメント）であって、業務上必
要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防⽌するための
⽅針の明確化等の必要な措置を講じること。
※セクシュアルハラスメントについては、事業所内に限らず、利⽤者やその家族等から受けるも
のも含まれることに留意すること。
（23）衛⽣管理等（居宅基準第31条）
１ 訪問介護員等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 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。
３

感染症が発⽣し、⼜はまん延しないように必要な次の各号の措置を講じなければならない。
①感染症の予防及びまん延防⽌のための対策を検討する委員会を半年に⼀度開催し周知徹底する
こと。
②感染症の予防及びまん延防⽌のための指針を整備すること。
③感染症の予防及びまん延防⽌のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

（24）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、理学療法⼠等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するか、書⾯を備え付け、いつでも⾃由に閲覧できるよ
うにすること。
（25）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 当該事業所の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。
※具体的には、事業所の従業者等が、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 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。
※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。
（26）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。
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（27）苦情処理（居宅基準第36条）
１ 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。
※「必要な措置」…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。
２ 苦情を受け付けた場合には、苦情の内容等を記録しなければならない。
※苦情の内容等の記録は、２年間保存しなければならない。
３ 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いけない。
４ 市町村から求めがあった場合は、その改善の内容を市町村等に報告しなければならない。
５ 苦情に関して国⺠健康保険団体連合会が⾏う調査に協⼒するとともに、指導⼜は助⾔を受けた場
合は、必要な改善を⾏わなければならない。
６ 求めがあった場合には、改善の内容を国⺠健康保険団体連合会に報告しなければならない。
（28）地域との連携（居宅基準第36条の２）
（１）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事業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ならない。
（２）所在する建物と同⼀の建物に居住する利⽤者に対して、指定訪問リハビリテーションを提供する
場合には、当該建物に居住する利⽤者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を⾏うよう努めなけ
ればならない。
（29）事故発⽣時の対応（居宅基準第37条）
１ 訪問リハビリテーションの提供により事故が発⽣した場合は、市町村、利⽤者の家族、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 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 利⽤者に対する訪問リハビリテーション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。
※利⽤者に対する指定訪問リハビリテーション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、あらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。
※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。
※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。
（30）会計の区分（居宅基準38条）
事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問リハビリテーションの事業の会計とその他の事業の
会計の事業の会計を区分しなければならない。
（31）記録の整備（居宅基準第82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 利⽤者に対する訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、完結の⽇から
２年間保存しなければならない。
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①訪問リハビリテーション計画
②提供した具体的なサービスの内容等の記録
③市町村への通知の記録
④苦情の内容等の記録
⑤事故の状況・事故に際して採った処置の記録
（32）虐待の防⽌（居宅基準第83条、準⽤37条の２）
指定訪問リハビリテーション事業者は、利⽤者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等のため、必要な体制の整
備と、研修の実施等の措置を講じなければならない。また、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、
虐待の防⽌のための措置に関する事項を、運営規定に定めておかなければならない。
①虐待の防⽌のための対策を検討する委員会
②虐待の防⽌のための指針の整備
③虐待の防⽌のための従業者に対する研修（年１回以上）
④① ③を適切に実施するための専任の担当者の配置
※３年の経過措置。令和６年３⽉３１⽇までの間は努⼒義務。
（33）業務継続計画の策定等（居宅基準第83条、準⽤30条の２）
（１）感染症や⾮常災害の発⽣において、利⽤者にサービスを継続的に実施し、⾮常時の体制で早期の
業務再開を図るため業務継続計画を策定し、必要な措置を講じなければならない。
（２）訪問介護員等に対し等業務継続計画について周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施すること。
（３）定期的に業務継続計画の⾒直しを⾏い、必要に応じて変更すること。
※ただし、令和６年３⽉３１⽇までの間は、上記１ ３について「 するよう努める」とすることが
できる。（経過措置）
※業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施に当たっては、他のサービス事業者と連携して⾏うこと
としてもよい。
・「業務継続計画（ＢＣＰ）」には、以下の項⽬を記載すること。
①感染症に係る業務継続計画
ア

平常時からの備え（体制構築・整備、感染症防⽌に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）

イ

初動対応

ウ

感染拡⼤防⽌体制の確⽴（保健所との連携、農耕接触者への対応、関係者との情報共有等）

②災害に係る業務継続計画
ア

平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・⽔道等のライフラインが停⽌した場合の対策、必要

品の備蓄等）
イ

緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）

ウ

他施設及び地域との連携

・「研修」の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、
平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励⾏を⾏うものとすること。
職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規
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採⽤時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、
感染症の予防及びまん延の防⽌のための研修と⼀体的に実施することも差し⽀えない。
・「訓練（シミュレーション）」は、感染症や災害が発⽣した場合に迅速に⾏動できるよう、業務継続
計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発⽣した場合に実践するケアの演習等を定
期的（年１回以上）に実施すること。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予
防及びまん延の防⽌のための訓練と⼀体的に実施することも差し⽀えない。
訓練の実施は、机上を含めその実施⼿法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組
み合わせながら実施することが適切である。
（34）ＩＣＴの活⽤
運営基準や加算の要件等において求められる各種会議について、感染防⽌や多職種連携の促進の観点
から、利⽤者が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者
における個⼈情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活⽤しての実施を認める。また、利⽤者が参加する場合
もその同意を得た場合は同様に認める。

（35）介護保険等関連情報の活⽤とＰＤＣＡサイクルの推進について
指定居宅介護サービスを⾏うに当たっては、介護保険法第118条の２第１項に規定する介護保険等関
連情報等を活⽤し、事業所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの
質の向上に努めなければならない。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3

介護報酬等

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

（１）介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
１

提出期限

（１）単位数が増加する場合
算定開始⽉の前⽉ 15 ⽇までに提出
（２）単位数が減少する場合
施設は加算が算定されなくなる状況が⽣じた場合には速やかに届出をすること。

２ 提出先
（介護予防）訪問リハビリテーション（中部広域連合管内） 中部広域連合
（介護予防）訪問リハビリテーション（中部広域連合以外） 県
３ 提出書類
〇必要書類⼀覧（訪問リハビリテーション）
項⽬

必要書類

必須

□

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

必須

□

介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表（別紙１）

特別地域加算

指定の地域に該当するか否かを状況⼀覧表に記⼊

中⼭間地域等における⼩規

指定の地域に該当するか否かを状況⼀覧表に記⼊

模事業所加算(地域)
中⼭間地域等における⼩規

□前年度の平均延べ訪問回数が分かる書類

模事業所加算(規模)
加
算
別
提
出
書
類

短期集中リハビリテーショ

□なし

ン実施加算
リハマネ加算

□

従業者の勤務の体制及び勤務形態⼀覧表（別紙 7）

□

組織図（通所リハビリテーションを含む担当職員名

兼務・⾮常

勤を含むすべてを記載）
□

資格証の写し

□

リハビリテーション会議録様式(訪問・通所リハビリテーション)

□興味・関⼼チェックシート
□リハビリテーション計画書
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移⾏⽀援加算

□ 移⾏⽀援加算に係る届出（別紙 17）
□ 訪問リハビリテーション終了後の⾃宅訪問報告書
□ ⽉間利⽤者⼀覧（実績）

サービス提供体制強化 □ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙 12-3）
加算

□

資格証の写し

□

従業者の勤務の体制及び勤務形態⼀覧表（別紙 7）※１

□

組織図（通所リハビリテーションを含む担当職員名

兼務・⾮常

勤を含むすべてを記載）
□

当該法⼈において在職する（した）ことを⽰す書類（在職期間と
職務内容がわかるもの）

※１
⽉

従業者の勤務の体制及び勤務形態⼀覧表については、前年度 4
2 ⽉までの勤務形態⼀覧表を提⽰すること。新規事業所について

は、6 ⽉に満たない事業所のみ前 3 ⽉の実績により計算します。

〇必要書類⼀覧（介護予防訪問リハビリテーション）
項⽬

必要書類

必須

□

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

必須

□

介護給付費算定に係る体制等状況⼀覧表（別紙１-2）

特別地域加算

指定の地域に該当するか否かを状況⼀覧表に記⼊

中⼭間地域等における⼩規

指定の地域に該当するか否かを状況⼀覧表に記⼊

模事業所加算(地域)
中⼭間地域等における⼩規

□前年度の平均延べ訪問回数が分かる書類

模事業所加算(規模)

加
算
別
提
出
書
類

リハビリテーションマネジ

□

従業者の勤務の体制及び勤務形態⼀覧表（別紙 7）

メント加算

□

組織図（通所リハビリテーションを含む担当職員名

兼務・⾮常

勤を含むすべてを記載）
□

資格証の写し

□

⾷事せん及び献⽴表の写し

□

リハビリテーション会議録様式

□興味・関⼼チェックシート
□リハビリテーション計画書
□リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票

事業所評価加算

□ 介護予防訪問リハビリテーション事業所における事業所評価加算
に係る届出（別紙 25）
□ 別紙 25 中の 2 の①、②、③の⼈数が分かる書類
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サービス提供体制強化 □ サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙 12-3）
加算

□

資格証の写し

□

従業者の勤務の体制及び勤務形態⼀覧表（別紙 7）

□

組織図（通所リハビリテーションを含む担当職員名

兼務・⾮常

勤を含むすべてを記載）
□

当該法⼈において在職する（した）ことを⽰す書類（在職期間と
職務内容がわかるもの）

※１
⽉

従業者の勤務の体制及び勤務形態⼀覧表については、前年度 4
2 ⽉までの勤務形態⼀覧表を提⽰すること。新規事業所について

は、6 ⽉に満たない事業所のみ前 3 ⽉の実績により計算します。

（２）訪問リハビリテーション費・介護予防訪問リハビリテーション費
病院⼜は診療所／介護⽼⼈保健施設／介護医療院

307単位／回

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、基本報酬の０．１％上乗せ。（令
和３年９⽉末まで）
算定の基準
① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学管理を⾏っている当該指定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事業所の医師が、指定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、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１以上の⽀持を⾏う。
③

②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、

当該指⽰に基づき⾏った内容を明確に記録する。
④

指定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・個別機能訓練、栄養管理及び⼝腔管理の実施に関する基本的な考え⽅並びに事務処理⼿順及び
様式例の提⽰について」(令和３年３⽉16⽇⽼認発0316第３号、⽼⽼発0316第２号)の別紙様式２－２
－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
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とともに、別紙様式２－２－１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２－２－１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。
⑤ 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す。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。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、具体的な終了⽬安となる時期、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。
⑥ 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。ただし、退院（所）の⽇から起算
して３⽉以内に、医師の指⽰に基づきリハビリテーションを⾏う場合は、週12回まで算定可能である。
⑦ 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。
⑧ 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、介護⽀援専⾨員
を通じて、指定訪問介護の事業その他指定居宅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、介護の⼯夫などの情報を伝達する。
⑩ 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ョン計画にその⽬的、頻度等
を記録するものとする。
⑪ 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。
※「通院が困難な利⽤者」…通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの⾃⽴
困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジ
メントの結果、必要と判断された者。通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、
通所系サービスを優先すべきである。
事業所と同⼀の建物※１に居住する利⽤者に対する取扱い
☆介護予防訪問リハビリテーションを含む
減算の基準
①※１事業所の所在する建物と同⼀敷地内若しくは隣接する敷地内に所在する建物若しくは事業所
と同⼀の建物(以下「同⼀敷地内建物等」という。)に居住する利⽤者に対してサービスを⾏った場
合
②事業所における1⽉当たりの利⽤者が※2同⼀敷地内建物等に50⼈以上居住する建物に居住する
利⽤者に対してサービスを⾏った場合
③事業所における1⽉当たりの利⽤者が※3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)に居住する利⽤者に対してサービスを⾏った場合
①と③については、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
②については、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
- 18 -

※１事業所の所在する建物と同⼀敷地内若しくは隣接する敷地内に所在する建物若しくは事業所と
同⼀の建物
指定訪問介護事業所と構造上⼜は外形上、⼀体的な建築物及び同⼀敷地内並びに隣接する敷地（当
該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち
効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。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ものであること。

※１、※3のいずれの場合においても、同⼀の建物については、当該建築物に管理、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減算対象となる。
※2同⼀敷地内建物等に50⼈以上居住する建物
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ものである。
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。この場合、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。この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ものとす
る。
※3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。)
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

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。この場合、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。この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ものとす
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。以下同じ。)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こと。
※減算を適⽤すべきでない例
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こと。
（同⼀の敷地内の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
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特別地域(介護予防)訪問リハビリテーション加算 所定単位数の100分の15／回
☆介護予防訪問リハビリテーションを含む

算定の基準
別に厚⽣労働⼤⾂が定める地域(※)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
※ 離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、⼭村振興法、⼩笠原諸島振興開発特別措置法、
沖縄振興特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法の指定地域
中⼭間地域等における⼩規模事業所加算 所定単位数の100分の10／回
☆介護予防訪問リハビリテーションを含む

算定の基準
別に厚⽣労働⼤⾂が定める地域(※1)に所在し、かつ、別に厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準(※2)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
※1 豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関す
る法律、半島振興法、特定農⼭村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する
法律、過疎地域⾃⽴促進特別措置法の指定地域
※2 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
①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。
②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、
直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。
③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
中⼭間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5／回
☆介護予防訪問リハビリテーションを含む
算定の基準
指定訪問リハビリテーション事業所のPT、OT⼜はSTが、別に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（指定居宅サービス基準第８２条第５号に規定する通
常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定訪問リハビリテーションを⾏った場合。
※離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総
合整備のための財政上の特別措置等に関する法律、⼭村振興法、⼩笠原諸島振興開発特別措置法、半島
振興法、特定農⼭村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、過疎地域⾃
⽴促進特別措置法、沖縄振興特別措置法の指定地域
短期集中リハビリテーション実施加算 200単位/⽇
☆介護予防訪問リハビリテーションは含まない

算定の基準
退院(所)⽇⼜は認定⽇から起算して3⽉以内に、１週につき概ね２⽇以上、１⽇当たり20分以上実施
した場合
※「退院(所)⽇」…利⽤者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のた
めに⼊院（所）した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院（所）した⽇
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※「認定⽇」…要介護認定（法第19条第１項）の効⼒が⽣じた⽇（当該利⽤者が新たに要介護認定を受
けた
※ 加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることか
ら当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
者である場合に限る。）
※介護予防については、1⽉以内は1⽇40分以上、1⽉を超え3⽉以内は１⽇20分以上実施する。
退院・退所直後のリハビリテーションの充実
週に６回を限度としている訪問リハビリテーションについて、退院・退所直後のリハビリテーション
の充実を図る観点から、退院・退所のから起算して３⽉以内の利⽤者に対して週１２回まで算定可能と
する。
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

イ リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ

180単位（／⽉）

ロ リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ

213単位（／⽉）

ハ リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ

450単位（／⽉）

ニ リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ

483単位（／⽉）

リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ
①指定訪問リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準第七⼗六条第⼀項に規定する指定訪
問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の医師が、指定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。
②①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①に掲げる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。
③リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専⾨的な⾒地から利⽤者の状況等
に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
④訪問リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第⼋⼗⼀条第⼀項に規定する指定訪問リハ
ビリテーション計画をいう。以下同じ。）について、当該計画の作成に関与した理学療法⼠、作業療
法⼠⼜は⾔語聴覚⼠が利⽤者⼜はその家族に対して説明し、利⽤者の同意を得るとともに、説明した
内容等について医師へ報告すること。
⑤3⽉に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利⽤者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテ
ーション計画を⾒直していること。
⑥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、介護⽀援専⾨員
（法第七条第五項に規定する介護⽀援専⾨員をいう。以下同じ。）に対し、リハビリテーションに関
する専⾨的な⾒地から、利⽤者の有する能⼒、⾃⽴のために必要な⽀援⽅法及び⽇常⽣活上の留意点
に関する情報提供を⾏うこと。
⑦以下のいずれかに該当すること
ⅰ

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、居宅サービス計画

に位置づけたその他の居宅サービスに係る従業者と訪問リハビリテーションの利⽤者の居宅を訪問
し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専⾨的な⾒地から、介護の⼯夫に関する指導及
び⽇常⽣活上の留意点に関する助⾔を⾏うこと。
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ⅱ

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訪問リハビリテーシ

ョンの利⽤者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専⾨的な⾒地から、介
護の⼯夫に関する指導及び⽇常⽣活上の留意点に関する助⾔を⾏うこと。
⑧

① ⑦までに適合することを確認し、記録すること。

リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ
①「リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ」の基準に適合すること。
②利⽤者ごとの訪問リハビリテーション計画諸島の内容等の情報を厚⽣労働省に提出し、リハビリテ
ーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要
な情報を活⽤していること。
リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専⾨的な⾒地から利⽤者の状況等に
関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
③訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与したPT、OT⼜はSTが利⽤者⼜はそ
の家族に対して説明し、利⽤者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
④3⽉に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利⽤者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテ
ーション計画を⾒直していること。
⑤訪問リハビリテーション事業所のPT、OT⼜はSTが、介護⽀援専⾨員に対し、リハビリテーション
に関する専⾨的な⾒地から、利⽤者の有する能⼒、⾃⽴のために必要な⽀援⽅法及び⽇常⽣活上の留
意点に関する情報提供を⾏うこと。
⑥以下のいずれかに該当すること
ⅰ

訪問リハビリテーション事業所のPT、OT、STが、居宅サービス計画に位置づけたその他の居宅

サービスに係る従業者と訪問リハビリテーションの利⽤者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハ
ビリテーションに関する専⾨的な⾒地から、介護の⼯夫に関する指導及び⽇常⽣活上の留意点に関す
る助⾔を⾏うこと。
ⅱ

訪問リハビリテーション事業所のPT、OT、STが訪問リハビリテーションの利⽤者の居宅を訪問

し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専⾨的な⾒地から、介護の⼯夫に関する指導及び
⽇常⽣活上の留意点に関する助⾔を⾏うこと。
⑦

① ⑥までに適合することを確認し、記録すること。

リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ
①「リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ」の①から③まで及び⑤から⑦までに掲げる基準
のいずれにも適合すること。
②訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利⽤者⼜はそ
の家族に対して説明し、利⽤者の同意を得ること。
③①及び②に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ
①「リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ」の①から③までのいずれにも適合すること。
②利⽤者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚⽣労働省に提出し、リハビリテ
ーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要
な情報を活⽤していること。
※リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ
ンが可能な機器をいう）活⽤して⾏うことができる。ただし、利⽤者⼜はその家族が参加する場合は、
同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活⽤に当たっては、「医療・介護における個
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⼈情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」等を遵守すること。
移⾏⽀援加算 17単位（／⽇）

※これまでの社会参加⽀援加算

☆介護予防訪問リハビリテーションは含まない
リハビリテーションを⾏い、利⽤者の社会参加等を⽀援した場合は、評価対象期間（社会参加⽀援加
算を算定する年度の初⽇の属する年の前年の1⽉から12⽉までの期間）の末⽇が属する年度の次の年度
に限り加算する。
①評価対象期間において訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護、指定通所
リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定⼩規模多機能型居宅
介護、指定看護⼩規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症
対応型通所介護、指定介護予防⼩規模多機能型居宅介護、その他社会参加に資する取組を実施した者の
占める割合が100分の5を超えていること。
②評価対象期間中に訪問リハビリテーションの提供を修了した⽇から起算して14⽇以降44⽇以内に、
訪問リハビリテーション従業者が訪問リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーショ
ン終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し記録していること。
③１２⽉を訪問リハビリテーション事業所の利⽤者の平均利⽤⽉数で除して得た数が100分の25以上
であること。
④訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移⾏するに当たり、当該利⽤者のリハビ
リテーション計画書を移⾏先の事業所へ提供すること。
※リハビリテーションは、通所リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とするための⽬
標を作成したうえで、利⽤者のADL及びIADLを向上させ、通所介護等に移⾏させるものであること
※「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への⼊院や介護保険施設への⼊所、訪問リハビリ
テーション、認知症対応型共同⽣活介護等は含まれず、算定対象とならないこと
※要件の①及び③については、⼩数点第３位以下は切り上げること
※⼤⾂基準告⽰第⼗三号イ（１）（上記①）の基準において、指定通所介護等を実施したものの占め
る割合及び基準第⼗三号ロ（上記③）において、12を指定訪問リハビリテーション事業所の利⽤者の平
均利⽤⽉数については、⼩数点第3位以下は切り上げること。
※平均利⽤⽉数の計算⽅法
イ

（ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数
（ⅰ）当該事業所における評価対象期間の利⽤者ごとの利⽤者延⽉数の合計
（ⅱ）（評価対象期間の新規利⽤者数の合計+評価対象期間の新規終了者数の合計）÷２

ロ イ（ⅰ）の利⽤者には、当該施設の利⽤を開始して、その⽇のうちに利⽤を修了した者⼜は死
亡した者を含む
ハ イ（ⅰ）の利⽤者延⽉数は、利⽤者が評価対象期間において当該事業所の提供する訪問リハビ
リテーションを利⽤した⽉数の合計をいう。
⼆ イ（ⅱ）における新規利⽤者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する訪問
リハビリテーションを利⽤した者の数をいう。また、当該事業所の利⽤を終了後、12⽉以上
の期間を空けて、当該事業所を再度利⽤した者については、新規利⽤者として取り扱う。
ホ イ（ⅱ）における新規終了者とは、評価対象期間に当該事業所の提供する訪問リハビリテー
ションの利⽤を修了した者の数
※「指定通所介護等の実施状況」の確認にあたっては、訪問リハビリテーションのPT、OT、STが修
了者の居宅を訪問し、訪問リハビリテーション計画書のアセスメント項⽬を活⽤しながら、リハビ
リテーションの提供を修了したときと⽐較して、ADL及びIADLが維持⼜は改善していることを確認
すること。電話等での実施を含め確認の⼿法は問わない。
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※「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たって得られた情報については、訪問リハビリテーショ
ン計画等に記録すること。
※事業所と同⼀の敷地内の建物若しくは事業所と同⼀の建物等に居住する利⽤者に対しては算定太
陽とならない。
サービス提供体制強化加算
加算Ⅰ（６単位／回） 理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠のうち勤続年数７年以上の者がいること
加算Ⅱ（３単位／回） 理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠のうち勤続年数３年以上の者がいること
※勤続年数は各⽉の末⽇時点における勤続年数をいう
※勤続年数の算定に当たっては、同⼀法⼈の経営する他の介護サービス事業所等においてサービスを利
⽤者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる
※従業者が育児休業や介護休業を取得中の期間においては、資格等要件を満たす複数の⾮常勤の従業者
を常勤の従業者の員数に換算し、当該要件を満たすことが可能である。
事業所評価加算 120単位／⽉
☆介護予防訪問リハビリテーションのみ
算定の基準
次に掲げ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
ション事業所において、評価対象期間の満了⽇の属する年度の次の年度内に限り１⽉につき所定単位数
を加算する。
①評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利⽤実⼈員数が10名以上であ
ること。
②(2)の者の数を(1)の者の数で除して得た数が0.7以上であること。

(2)要⽀援状態区分の維持者数+改善数×2
(1)評価対象期間内にリハマネ加算を3⽉以上算定し、

≧0.7

その後に更新・変更認定を受けた者の数
診療未実施減算 50単位（／回）の減算
☆介護予防訪問リハビリテーションを含む
○ 指定訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーション計画を作成することが求め
られており、この際に事業所の医師が診療する必要がある。
○ このため、指定訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医師の配置を求めることとする。
○ この際、事業所である病院、診療所、介護⽼⼈保健施設、介護医療院の常勤医師との兼務を可能と
するほか、指定訪問リハビリテーションを⾏う介護⽼⼈保健施設、介護医療院であって、病院⼜は
診療所と併設されているものについては、通所リハビリテーションの⼈員基準と同様に当該病院⼜
は診療所の常勤医師との兼務で差し⽀えないものとする。医師の診療に係る取扱いについて例外を
設けることとするが、この場合の評価は適正化することとする。
減算基準
指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所のPT、OT⼜はSTが、当該指定(介護予防)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、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。
①指定介護予防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
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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介護予防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。
上記① ③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、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、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予
防訪問リハビリテーション費の注１０を算定できるものとする。
注 10
指定訪問介護予防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介
護予防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介護予防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。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4

実地指導における主な指摘事項

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎介護保険法及びその他法令
変更の届出等
・利⽤者の負担割合が平成27年8⽉より1割⼜は2割に変更されているが、運営規程の記載内容が適切に
変更されていなかった。
・従事者の⼈数変更があったにもかかわらず、変更届の提出がなかった。
・代表者、管理者が申請時と異なっていた。
・営業時間の変更等により運営規程の内容を変更していたが、県へ変更届を提出していなかった。
個⼈情報の保護に関する法律
・個⼈カルテについて、個⼈情報の漏洩防⽌の観点から配慮されたものになっていなかった。
⾼齢者虐待の防⽌、⾼齢者の養護者に対する⽀援等に関する法律
・⾼齢者虐待防⽌の研修を⾏っていなかった。
◎運営に関する基準
苦情処理
・苦情処理の概要の掲⽰がなかった。
・苦情の記録⽤紙が整備されていなかった。
・苦情処理の体制や⼿順等の整備がされてなかった。
・訪問リハビリテーションの重要事項説明書に苦情処理の窓⼝として管轄の保険者、国⺠健康保険団体
連合会の連絡先が明記されていなかった。
掲⽰
・運営規程の概要、理学療法⼠等の勤務体制そのほかの利⽤申込者の選択に資すると認められる重要事
項が⾒え⾟い箇所に掲⽰されていたり、掲⽰がなかった。
運営規定
・通常の事業の実施地域で、事業所が実際に訪問できない地域の記載があった。
・営業⽇及び営業時間が運営規程と重要事項説明書とに差異があった。
・利⽤料に⼆割の記載がなかった。
・通常の事業の実施地域で、〇〇町の⼀部と場所が特定されていない記載があった。
・通常の事業の実施地域で、○ｋｍと客観的に場所が特定されていない記載があった。
秘密保持等
・秘密保持の誓約書の中で、従事者でなくなった後においても秘密を保持する記載がなかった。
・秘密保持の誓約書の中で、利⽤者の家族においても秘密を保持するとの記載がなかった。
・訪問リハビリテーションと同法⼈が経営している別事業所と兼務している職員の秘密保持の誓約書が、
兼務先に保管されており、事業所で秘密保持の誓約書を取得しているかどうか確認できなかった。
勤務体制の確保等
・資質向上の研修を⾏っているが、その出席者についての記録がなく、全員が参加しているのか分から
なかった。
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・雇⽤契約書がないため、派遣労働者か従業者なのかの確認がどれなかった。
・従業員を雇⽤する際に、勤務⽇や賃⾦が明⽰されていない採⽤辞令のみを書⾯で交付していた。
事故発⽣時の対応
・マニュアルに利⽤者の家族、居宅介護事業所等に連絡を⾏う体制になっていなかった。
・訪問時に発⽣する事故等への対応マニュアルの整備が不⼗分だった。
・訪問リハビリテーションについて、マニュアルの整備がなかった。
衛⽣管理等
・各⾃の持ち物であるカバンを訪問バッグとして利⽤しており、感染症予防の対策が不⼗分だった。
・訪問時での感染予防についてマニュアルの整備が⾏われていなかった。
訪問リハビリテーションの計画の作成
・医師の診療が⾏われていないにも関わらず、訪問リハビリテーション計画を作成していた。
利⽤料の受領
・通常の事業の実施地域内に居住する利⽤者から、交通費の徴収を⾏っていた。
◎加算
訪問リハビリテーションの算定の基準
・医師の診察の⽇から３⽉以上経過しているにも関わらず、訪問リハビリテーションを⾏っていた。
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その他・参考資料
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○変更届の提出について
※

以下の事項に変更があった場合は、遅滞なく（変更後１０日以内）『変更届出書』に関係書類を添
付の上、佐賀県知事（佐賀中部広域連合長）に届出を行うこと。【介護保険法第７５条、第１１５
条の５】

変更があった事項
事業所の名称
事業所の所在地

主たる事務所の所在地
代表者の氏名及び住所
定款・寄附行為等及びその登記簿謄
本・条例等
(当該事業に関するもの)
事業所の建物の構造、専用区画等
事業所の管理者の氏名及び住所

必要な添付書類
運営規程（事業所の名称を記載している場合）
平面図、写真（外観及び各部屋）
、土地及び建物の登記簿謄本又は
賃貸借契約書、運営規程（事業所の所在地を記載している場合）
、
建築基準法及び消防法の検査済証等、付表
定款、登記事項証明書又は土地及び建物の登記簿謄本又は賃貸借
契約書
誓約書、役員名簿、登記事項証明書又は理事会等の議事録
定款、登記事項証明書

平面図、写真（変更箇所）
、建築基準法及び消防法の検査済証等
勤務表（変更月の管理者の勤務状況が分かるもの）、管理者経歴書、
誓約書、役員名簿（管理者のみ）
運営規程
運営規程（変更箇所が分かるようにすること）
、以下の変更につい
ては適宜必要な書類
＜従業者の職種、員数及び職務の内容＞
勤務表、組織図、資格証の写し
＜営業日及び営業時間＞
勤務表（変更月のもの）
、サービス提供実施単位一覧表
＜利用定員＞
勤務表、平面図、運営規程、サービス提供実施単位一覧表、
（看護
職員の免許証）
役員の氏名、生年月日及び住所
誓約書、役員名簿、登記事項証明書又は理事会等の議事録
※ 変更する事項の内容によって、その他の添付資料の提出を求める場合がある。

ン
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別紙様式２－２－１

リハビリテーション計画書

事業所番号

氏名：

様

リハビリテーション担当医

性別：

□入院 □外来 ／ □訪問 □通所 ／ □入所

男・女

生年月日：

担当

年

計画作成日： 令和

月

日

（

歳

）

年

月

（□PT □OT □ST □看護職員 □その他従事者（

■本人の希望（したい又はできるようになりたい生活の希望等）

日

□要支援 □要介護

）

■家族の希望（本人にしてほしい生活内容、家族が支援できること等）

■健康状態、経過
原因疾病：

発症日・受傷日：

年

月

日

直近の入院日：

年

月

日

直近の退院日：

年

月

日

治療経過（手術がある場合は手術日・術式等）：

合併疾患・コントロール状態（高血圧、心疾患、呼吸器疾患、糖尿病等）：

これまでのリハビリテーションの実施状況（プログラムの実施内容、頻度、量等）：

目標設定等支援・管理シート：□あり □なし

日常生活自立度：自立、J1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2

■心身機能・構造
項目
筋力低下
麻痺
感覚機能障害
関節可動域制限
摂食嚥下障害
失語症・構音障害
見当識障害
記憶障害
高次脳機能障害
（

）
栄養障害
褥瘡
疼痛

精神行動障害（BPSD）

■活動（基本動作）
現在の状況 活動への支障 特記事項（改善の見込み含む）
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり

あり

あり
あり
あり
あり

あり
あり
あり
あり

□６分間歩行試験
□TUG Test

服薬管理
□MMSE □HDSｰR
コミュニケーション
の状況

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準：自立、Ⅰ、Ⅱa 、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M

自立

■リハビリテーションの短期目標（今後3ヶ月）

項目
寝返り
起き上がり
座位保持
立ち上がり
立位保持

自立
自立
自立
自立
自立

現在の状況
自立
自立
自立
自立
自立

特記事項（改善の見込み含む）

■活動（ADL）（※「している」状況について記載する）
リハビリ開始時点
項目
食事
10 (自立)
15 (自立)
イスとベッド間の移乗
整容
5(自立)
トイレ動作
10 (自立)
入浴
5(自立)
平地歩行
15 (自立)
階段昇降
10 (自立)
更衣
10 (自立)
排便コントロール
10 (自立)
排尿コントロール
10 (自立)
合計点

現在の状況
10 (自立)
15 (自立)
5(自立)
10 (自立)
5(自立)
15 (自立)
10 (自立)
10 (自立)
10 (自立)
10 (自立)

特記事項（改善の見込み含む）

■リハビリテーションの長期目標

（心身機能）

（心身機能）

（活動）

（活動）

（参加）

（参加）

■リハビリテーションの方針（今後３ヶ月間）

リハビリ開始時点

■本人・家族への生活指導の内容（自主トレ指導含む）

■リハビリテーション実施上の留意点
（開始前・訓練中の留意事項、運動強度・負荷量等）

■リハビリテーションの見通し・継続理由

■リハビリテーションの終了目安

（終了の目安となる時期：

利用者・ご家族への説明：
特記事項：

ヶ月後 ）

令和

年

月

日

