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貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各保険者介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局高齢者支援課 
 

今回の内容 
 

「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」等の一部改正について 

計１２枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線３９７１） 
FAX : 03-3595-3670 
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老高発 0802 第 2 号 
老振発 0802 第 1 号 
老老発 0802 第 1 号 

                         平 成 30 年 ８ 月 ２ 日 

 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課長 

（ 公 印 省 略 ） 

振 興 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

老 人 保 健 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

 

「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」 

等の一部改正について 

 

 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29

年法律第52号）」の一部、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成30年政令第

213号）」及び「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成30年厚生労

働省令第96号）」が平成30年８月１日から施行される。 

 これらの改正に伴う通知の改正の内容については、下記のとおりであるので、御了

知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取

り扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。 

 

 

記 

 
１ 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）の一部改正 
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  別紙１のとおり改正する。 

 

２ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準に

ついて（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・老老発

第 0331017 号）の一部改正 

  別紙２のとおり改正する。 

 

３ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 12 年

３月 17 日老企第 43 号）の一部改正 

  別紙３のとおり改正する。 

 

４ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成

12 年３月 17 日老企第 44 号）の一部改正 

  別紙４のとおり改正する。 

 

５ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりな

おその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に

関する基準について（平成 12 年３月 17 日老企第 45 号）の一部改正 

  別紙５のとおり改正する。 

 

６ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成 30 年

３月 22 日老老発 0322 第１号）の一部改正 

  別紙６のとおり改正する。 

 

※ なお、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について（平成 12 年

３月８日老企第 42 号）」については、別途「「居宅介護住宅改修費及び介護予防住

宅改修費の支給について」の一部改正について（平成 30 年７月 13 日老高発 0713

第 1 号）」にて改正。 

 

 

以上 
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第１・第２ （略） 

第３ 介護サービス 

 一 訪問介護 

 １・２ （略） 

 ３ 運営に関する基準 

  （１）～（９） （略） 

  （10） 利用料等の受領 

① 居宅基準第 20 条第１項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供され

る指定訪問介護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、２割又

は３割（法第 50条若しくは第 60条又は第 69条第５項の規定の適用により保険給付の率が９

割、８割又は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

いことを規定したものである。 

   ②～④ （略） 

  （11）～（17） （略） 

  （18） 運営規程 

   ① （略） 

   ② 利用料その他の費用の額（第４号） 

     「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る利用料（１割負担、

２割負担又は３割負担）及び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料を、「その

他の費用の額」としては、居宅基準第 20 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ものであること（以下、他のサ

ービス種類についても同趣旨。）。 

   ③ （略） 

  （19）～（28） （略） 

 ４ （略） 

 ５ 基準該当訪問介護に関する基準 

  （１）～（４） （略） 

  （５） 運営に関する基準 

居宅基準第 43 条の規定により、居宅基準第 15条、第 20 条第１項、第 25 条、第 29条の２

並びに第 36 条第５項及び第６項を除き、指定訪問介護の運営に関する基準が基準該当訪問介

護に準用されるものであるため、第３の一の３の(１)から(５)まで及び(７)から(26)まで

（(10)の①及び(18)を除く。）を参照されたい。この場合において、準用される居宅基準第

20 条第２項の規定は、基準該当訪問介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該

サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費

を算定するための基準となる費用の額（100 分の 90、100 分の 80 又は 100 分の 70 を乗ずる前

第１・第２ （略） 

第３ 介護サービス 

 一 訪問介護 

 １・２ （略） 

 ３ 運営に関する基準 

  （１）～（９） （略） 

  （10） 利用料等の受領 

① 居宅基準第 20 条第１項は、指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供され

る指定訪問介護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割又は

８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ことを規定

したものである。 

   ②～④ （略） 

  （11）～（17） （略） 

  （18） 運営規程 

   ① （略） 

   ② 利用料その他の費用の額（第４号） 

     「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る利用料（１割負担

又は２割負担）及び法定代理受領サービスでない指定訪問介護の利用料を、「その他の費用

の額」としては、居宅基準第 20 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ものであること（以下、他のサービス種

類についても同趣旨。）。 

   ③ （略） 

  （19）～（28） （略） 

 ４ （略） 

 ５ 基準該当訪問介護に関する基準 

  （１）～（４） （略） 

  （５） 運営に関する基準 

居宅基準第 43 条の規定により、居宅基準第 15条、第 20 条第１項、第 25 条、第 29条の２

並びに第 36 条第５項及び第６項を除き、指定訪問介護の運営に関する基準が基準該当訪問介

護に準用されるものであるため、第３の一の３の(１)から(５)まで及び(７)から(26)まで

（(10)の①及び(18)を除く。）を参照されたい。この場合において、準用される居宅基準第

20 条第２項の規定は、基準該当訪問介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該

サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費

を算定するための基準となる費用の額（100 分の 90 又は 100 分の 80 を乗ずる前の額）との間

○ 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（抄）（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 
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の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象と

なるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管

理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当

該事業所による訪問介護が複数の市町村において基準該当訪問介護と認められる場合には、

利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 

 二 訪問入浴介護 

 １～３ （略） 

 ４ 基準該当訪問入浴介護に関する基準 

  （１）～（３） （略） 

  （４） 運営に関する基準 

居宅基準第 58 条の規定により、居宅基準第８条から第 14条まで、第 16条から第 19 条ま

で、第 21条、第 26 条、第 30 条から第 34 条まで、第 35 条、第 36 条（第５項及び第６項を

除く。）、第 36条の２から第 38条まで及び第 44 条並びに第４節（第 48 条第１項及び第 54

条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用されるものであるため、

第３の一の３の（１）から（５）まで（（１）の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、

（７）から（９）まで、（11）、（14）及び（20）から（22）まで、（24）から（28）まで

（（20）の②なお書きを除く。）並びに第３の二の３を参照されたい。この場合において、

準用される居宅基準第 48 条第２項の規定は、基準該当訪問入浴介護事業者が利用者から受領

する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、

特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額（100 分の 90、100 分の 80 又

は 100 分の 70 を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結

果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利

用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止す

る趣旨である。なお、当該事業所による訪問入浴介護が複数の市町村において基準該当訪問

入浴介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められな

いものである。 

 三～五 （略） 

六 通所介護 

 １～４（略） 

５ 基準該当通所介護に関する基準 

  （１）・（２） （略） 

  （３） 運営に関する基準 

     居宅基準第 109 条の規定により、居宅基準第８条から第 14条まで、第 16 条、第 17条、第

19 条、第 21条、第 26条、第 27 条、第 32 条から第 34 条まで、第 35条、第 36 条（第５項及

び第６項を除く。）、第 36 条の２、第 38 条、第 52 条、第 92 条及び第７章第４節（第 96 条

に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービス

の利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方

への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所によ

る訪問介護が複数の市町村において基準該当訪問介護と認められる場合には、利用者の住所

地によって利用料が異なることは認められないものである。 

 二 訪問入浴介護 

 １～３ （略） 

 ４ 基準該当訪問入浴介護に関する基準 

  （１）～（３） （略） 

  （４） 運営に関する基準 

居宅基準第 58 条の規定により、居宅基準第８条から第 14条まで、第 16条から第 19 条ま

で、第 21条、第 26 条、第 30 条から第 34 条まで、第 35 条、第 36 条（第５項及び第６項を

除く。）、第 36条の２から第 38条まで及び第 44 条並びに第４節（第 48 条第１項及び第 54

条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用されるものであるため、

第３の一の３の（１）から（５）まで（（１）の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、

（７）から（９）まで、（11）、（14）及び（20）から（22）まで、（24）から（28）まで

（（20）の②なお書きを除く。）並びに第３の二の３を参照されたい。この場合において、

準用される居宅基準第 48 条第２項の規定は、基準該当訪問入浴介護事業者が利用者から受領

する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、

特例居宅介護サービス費を算定するための基準となる費用の額（100 分の 90 又は 100 分の 80

を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給

付の対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、

一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。

なお、当該事業所による訪問入浴介護が複数の市町村において基準該当訪問入浴介護と認め

られる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 

  

三～五 （略） 

六 通所介護 

 １～４（略） 

５ 基準該当通所介護に関する基準 

  （１）・（２） （略） 

  （３） 運営に関する基準 

     居宅基準第 109 条の規定により、居宅基準第８条から第 14条まで、第 16 条、第 17条、第

19 条、第 21条、第 26条、第 27 条、第 32 条から第 34 条まで、第 35条、第 36 条（第５項及

び第６項を除く。）、第 36 条の２、第 38 条、第 52 条、第 92 条及び第７章第４節（第 96 条

○ 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（抄）（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 
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第１項及び第 105 条を除く。）の規定は、基準該当通所介護の事業について準用されるもの

であるため、第３の一の３の（１）から（５）まで、（７）、（９）、（11）、（14）、（15）、

（22）、（24）から（26）まで及び（28）、第３の二の３の（４）並びに第３の六の３を参

照されたいこと。この場合において、準用される居宅基準第 96 条第２項の規定は、基準該当

通所介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の

対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を

算定するための基準となる費用の額（100 分の 90、100 分の 80 又は 100 分の 70 を乗ずる前の

額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象とな

るサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理

経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該

事業所による通所介護が複数の市町村において基準該当通所介護と認められる場合には、利

用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 

七 （略） 

八 短期入所生活介護 

１～５ （略） 

６ 基準該当短期入所生活介護に関する基準 

 （１）～（３） （略） 

 （４） 運営に関する基準 

   居宅基準第 140 条の 32 の規定により、居宅基準第９条から第 13条まで、第 16条、第 19条、

第 21 条、第 26 条、第 32条から第 34 条まで、第 35 条、第 36条（第５項及び第６項を除く。）、

第 37 条、第 38条、第 52 条、第 101 条、第 103 条、第 104 条、第 120 条並びに第４節（第 127

条第１項及び第 140 条を除く。）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業に準用されるも

のであるため、第３の一の３の（２）から（５）まで、（９）、（11）、（14）、（22）、（24）

から（28）まで、第３の二の３の（４）、第３の六の３の（５）、（６）及び（７）並びに第

３の八の３を参照されたい。この場合において、準用される居宅基準第 127 条第２項の規定は、

基準該当短期入所生活介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果

的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための

基準となる費用の額（100 分の 90、100 分の 80 又は 100 分の 70 を乗ずる前の額）との間に不合

理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料

と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等

による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。 

なお、当該事業所による短期入所生活介護が複数の市町村において基準該当短期入所生活介

護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないもので

ある。 

また、準用される居宅基準第 138条第２項中「静養室」を「静養室等」と読み替える規定は、

第１項及び第 105 条を除く。）の規定は、基準該当通所介護の事業について準用されるもの

であるため、第３の一の３の（１）から（５）まで、（７）、（９）、（11）、（14）、（15）、

（22）、（24）から（26）まで及び（28）、第３の二の３の（４）並びに第３の六の３を参

照されたいこと。この場合において、準用される居宅基準第 96 条第２項の規定は、基準該当

通所介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果的に保険給付の

対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を

算定するための基準となる費用の額（100 分の 90又は 100 分の 80 を乗ずる前の額）との間に

不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの

利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方へ

の転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所による

通所介護が複数の市町村において基準該当通所介護と認められる場合には、利用者の住所地

によって利用料が異なることは認められないものである。 

七 （略） 

八 短期入所生活介護 

１～５ （略） 

６ 基準該当短期入所生活介護に関する基準 

 （１）～（３） （略） 

 （４） 運営に関する基準 

   居宅基準第 140 条の 32 の規定により、居宅基準第９条から第 13条まで、第 16条、第 19条、

第 21 条、第 26 条、第 32条から第 34 条まで、第 35 条、第 36条（第５項及び第６項を除く。）、

第 37 条、第 38条、第 52 条、第 101 条、第 103 条、第 104 条、第 120 条並びに第４節（第 127

条第１項及び第 140 条を除く。）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業に準用されるも

のであるため、第３の一の３の（２）から（５）まで、（９）、（11）、（14）、（22）、（24）

から（28）まで、第３の二の３の（４）、第３の六の３の（５）、（６）及び（７）並びに第

３の八の３を参照されたい。この場合において、準用される居宅基準第 127 条第２項の規定は、

基準該当短期入所生活介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果

的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サービス費を算定するための

基準となる費用の額（100 分の 90 又は 100 分の 80 を乗ずる前の額）との間に不合理な差額が生

じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保険給付

の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理

な差額を設けることを禁止する趣旨である。 

なお、当該事業所による短期入所生活介護が複数の市町村において基準該当短期入所生活介

護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないもので

ある。 

また、準用される居宅基準第 138条第２項中「静養室」を「静養室等」と読み替える規定は、

○ 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（抄）（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 
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新 旧 

床面積が 7.43 平方メートル以上確保されている場合には、静養室以外においても基準該当短期

入所生活介護を行うことができるものであり、このこと以外は、第３の八の３の(14)を準用す

る。 

 九・十 （略） 

十一 福祉用具貸与 

１・２ （略） 

３ 運営に関する基準 

 （１） 利用料等の受領 

  ① 居宅基準第 197 条第１項は、指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定福祉用具貸与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、２割又は３割（法第 50 条若しくは第 60 条又は第 69 条第５項の規定の適用により保険給

付の率が９割、８割又は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

ればならないことを規定したものである。また、指定福祉用具貸与者は、現に要した費用の

額として適切な利用料を設定し、指定福祉用具貸与の提供内容によって利用者から選択され

ることが本旨である。そのため、指定福祉用具貸与事業者が受領した自己のサービス提供に

係る利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自

己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減している場合は、本項の主旨からは除かれる

ものである。また、自己以外の者が自己のサービス提供に係る利用者負担を前提として、自

己の利用者に対して金品その他の財産上の利益を供与している場合も同様である。 

  ②～④ （略） 

（２）・（３） （略） 

 （４） 運営規程 

  ① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額（第４号） 

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導の

方法等を指すものであること。「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉

用具貸与に係る利用料（１割負担、２割負担又は３割負担）、法定代理受領サービスでない

指定福祉用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、居宅基準第 197 条第３項に

より徴収が認められている費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を

規定するものであるが、個々の福祉用具の利用料については、その額の設定の方式（利用期

間に暦月による１月に満たない端数がある場合の算定方法等）及び目録（居宅基準第 204 条

第２項に規定する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規

程には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。 

   ② （略） 

  （５）～（８） （略） 

 ４ 基準該当福祉用具貸与に関する基準 

床面積が 7.43 平方メートル以上確保されている場合には、静養室以外においても基準該当短期

入所生活介護を行うことができるものであり、このこと以外は、第３の八の３の(14)を準用す

る。 

九・十 （略） 

十一 福祉用具貸与 

１・２ （略） 

３ 運営に関する基準 

 （１） 利用料等の受領 

  ① 居宅基準第 197 条第１項は、指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定福祉用具貸与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（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）の支払を受けなければならないことを規定したも

のである。また、指定福祉用具貸与者は、現に要した費用の額として適切な利用料を設定し、

指定福祉用具貸与の提供内容によって利用者から選択されることが本旨である。そのため、

指定福祉用具貸与事業者が受領した自己のサービス提供に係る利用者負担を金品その他の財

産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又

は一部を軽減している場合は、本項の主旨からは除かれるものである。また、自己以外の者

が自己のサービス提供に係る利用者負担を前提として、自己の利用者に対して金品その他の

財産上の利益を供与している場合も同様である。 

  ②～④ （略） 

（２）・（３） （略） 

 （４） 運営規程 

  ① 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額（第４号） 

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定の援助、納品及び使用方法の指導の

方法等を指すものであること。「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定福祉

用具貸与に係る利用料（１割負担又は２割負担）、法定代理受領サービスでない指定福祉用

具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、居宅基準第 197 条第３項により徴収が

認められている費用の額並びに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も

のであるが、個々の福祉用具の利用料については、その額の設定の方式（利用期間に暦月に

よる１月に満たない端数がある場合の算定方法等）及び目録（居宅基準第 204 条第２項に規

定する目録をいう。）に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規程には必ず

しも額自体の記載を要しないものであること。 

   ② （略） 

  （５）～（８） （略） 

 ４ 基準該当福祉用具貸与に関する基準 

○ 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（抄）（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 
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  （１） （略） 

  （２） 準用 

     居宅基準第 206 条の規定により、居宅基準第８条から第 14 条まで、第 16 条から第 19条ま

で、第 21条、第 26 条、第 33 条から第 35 条まで、第 36 条（第５項及び第６項を除く。）、

第 36 条の２から第 38条まで、第 52 条、第 101条第１項及び第２項、第 193 条、第 195 条、

第 196 条並びに第４節（第 197 条第１項及び第 205 条を除く。）の規定は、基準該当福祉用

具貸与の事業に準用されるものであるため、第３の一の３の(１)から(５)まで（（１）の第

三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、(７)から(９)まで、(11)、(14) 、(22)及び(24)

から(28) まで、第３の二の３の(４)、第３の六の３の(５)並びに第３の十一の１（(１)の③

を除く。）から３までを参照されたい。なお、この場合において、準用される居宅基準第 197

条第２項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利用料について、当

該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も、ならない場合も、特例居宅介護サービ

ス費を算定するための基準となる費用の額（100分の 90、100 分の 80 又は 100 分の 70 を乗ず

る前の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対

象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方

の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、

当該事業所による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と認められる

場合には、利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 

 十二 （略） 

第４ （略）  

  （１） （略） 

  （２） 準用 

     居宅基準第 206 条の規定により、居宅基準第８条から第 14 条まで、第 16 条から第 19条ま

で、第 21条、第 26 条、第 33 条から第 35 条まで、第 36 条（第５項及び第６項を除く。）、

第 36 条の２から第 38条まで、第 52 条、第 101条第１項及び第２項、第 193 条、第 195 条、

第 196 条並びに第４節（第 197 条第１項及び第 205 条を除く。）の規定は、基準該当福祉用

具貸与の事業に準用されるものであるため、第３の一の３の(１)から(５)まで（（１）の第

三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、(７)から(９)まで、(11)、(14) 、(22)及び(24)

から(28) まで、第３の二の３の(４)、第３の六の３の(５)並びに第３の十一の１（(１)の③

を除く。）から３までを参照されたい。なお、この場合において、準用される居宅基準第 197

条第２項の規定は、基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から受領する利用料について、当

該サービスが結果的に保険給付の対象となる場合も、ならない場合も、特例居宅介護サービ

ス費を算定するための基準となる費用の額（100分の 90 又は 100 分の 80 を乗ずる前の額）と

の間に不合理な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の対象となるサー

ビスの利用料と、保険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管理経費の

他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、当該事業所

による福祉用具貸与が複数の市町村において基準該当福祉用具貸与と認められる場合には、

利用者の住所地によって利用料が異なることは認められないものである。 

 十二 （略） 

第４ （略）   

 

 

○ 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（抄）（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 
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第１・第２ （略） 

第３ （略） 

 一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 １～３ （略） 

 ４ 運営に関する基準 

  （１）～（11） （略） 

  （12） 利用料等の受領 

   ① 基準第３条の 19 第１項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受

領サービスとして提供される指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての利用者負担

として、地域密着型介護サービス費用基準額の１割、２割又は３割（法第 50 条又は第 69 条

第５項の規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は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ことを規定したものである。 

   ②～⑤ （略） 

  （13）～（19） （略） 

  （20） 運営規程 

   ①・② （略） 

   ③ 利用料その他の費用の額（第４号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護に係る利用料（１割負担、２割負担又は３割負担）及び法定代理受領サービスでない指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第３

条の19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ものであること（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

   ④ （略） 

  （21）～（29） （略） 

 ５ （略） 

 二～八 （略） 

第４ （略） 

第１・第２ （略） 

第３ （略） 

 一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 １～３ （略） 

 ４ 運営に関する基準 

  （１）～（11） （略） 

  （12） 利用料等の受領 

   ① 基準第３条の 19 第１項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受

領サービスとして提供される指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての利用者負担

として、地域密着型介護サービス費用基準額の１割又は２割（法第 50 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割又は８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ことを規定したものである。 

   ②～⑤ （略） 

  （13）～（19） （略） 

  （20） 運営規程 

   ①・② （略） 

   ③ 利用料その他の費用の額（第４号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護に係る利用料（１割負担又は２割負担）及び法定代理受領サービスでない指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第３条の 19 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

額を規定するものであること（以下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

   ④ （略） 

  （21）～（29） （略） 

 ５ （略） 

 二～八 （略） 

第４ （略） 

傍線の部分は改正部分 

○ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成18 年３月31 日老計発第0331004 号・老振発第0331004 号・老老発第0331017 号） 

新旧対照表 



別紙３ 

 
 

新 旧 

第１～第３ （略） 

第４ 運営に関する基準 

１～６ （略） 

７ 利用料等の受領 

 （１） 基準省令第９条第１項は、指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスとして提供

される指定介護福祉施設サービスについての入所者負担として、法第 48条第２項に規定する厚

生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護福祉施設サービ

スに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額と

する。）の１割、２割又は３割（法第 50条又は第 69 条の規定の適用により保険給付の率が９

割、８割又は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

ことを規定したものである。 

（２）～（４） （略） 

８～33 （略） 

第５ （略） 

第１～第３ （略） 

第４ 運営に関する基準 

１～６ （略） 

７ 利用料等の受領 

 （１） 基準省令第９条第１項は、指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスとして提供

される指定介護福祉施設サービスについての入所者負担として、法第 48条第２項に規定する厚

生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護福祉施設サービ

スに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額と

する。）の１割又は２割（法第 50条又は第 69条の規定の適用により保険給付の率が９割又は

８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ことを規定し

たものである。 

（２）～（４） （略） 

８～33 （略） 

第５ （略） 

 

 

傍線の部分は改正部分 

○（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について）（平成 12年３月 17日老企第 43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 



別紙４ 

 
 

新 旧 

第１～第３ （略） 

第４ 運営に関する基準 

 １～７ （略） 

 ８ 利用料等の受領 

  （１） 基準省令第 11 条第１項は、法定代理受領サービスとして提供される介護保健施設サービ

スについての入所者負担として、法第 48 条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用と

して厚生労働省令で定める費用を除いて算定。）の額を除いた額の１割、２割又は３割（法第

50 条又は第 69条の規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は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ことを規定したものである。 

  （２）～（４） （略） 

 ９～32 （略） 

第５ （略） 

第１～第３ （略） 

第４ 運営に関する基準 

 １～７ （略） 

 ８ 利用料等の受領 

  （１） 基準省令第 11 条第１項は、法定代理受領サービスとして提供される介護保健施設サービ

スについての入所者負担として、法第 48 条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により

算定した費用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用と

して厚生労働省令で定める費用を除いて算定。）の額を除いた額の１割又は２割（法第 50 条又

は第 69 条の規定の適用により保険給付の率が９割又は８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ことを規定したものである。 

  （２）～（４） （略） 

 ９～32 （略） 

第５ （略） 

 

  

 

○（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について）（抄）（平成 12 年３月 17 日老企第 44 号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 



別紙５ 

 

新 旧 

第１～第３ （略） 

第４ 運営に関する基準 

 １～６ （略） 

 ７ 利用料等の受領 

  （１） 基準省令第12条第１項は、指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスとして提

供される指定介護療養施設サービスについての患者負担として、法第48条第２項に規定する厚

生労働大臣が定める基準により算定した費用（食事の提供に要する費用、入院に要する費用そ

の他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除いて算定。）の額の１割、２

割又は３割（法第50条又は第69条の規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は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ことを規定したもので

ある。 

  （２）～（４） （略） 

 ８～29 （略） 

第５ （略） 

第１～第３ （略） 

第４ 運営に関する基準 

 １～６ （略） 

 ７ 利用料等の受領 

  （１） 基準省令第12条第１項は、指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスとして提

供される指定介護療養施設サービスについての患者負担として、法第48条第２項に規定する厚

生労働大臣が定める基準により算定した費用（食事の提供に要する費用、入院に要する費用そ

の他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除いて算定。）の額の１割又は

２割（法第50条又は第69条の規定の適用により保険給付の率が９割又は８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ことを規定したものである。 

   

（２）～（４） （略） 

 ８～29 （略） 

第５ （略） 

 

○ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第 130 条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備

及び運営に関する基準について（抄）（平成 12 年３月 17 日老企第 45 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 傍線の部分は改正部分 



別紙６ 

 
 

 

 
新 旧 

第１～第４ （略） 

第５ 運営に関する基準 

 １～７ （略） 

８ 利用料等の受領 

（１） 基準省令第 14条第１項は、法定代理受領サービスとして提供される介護医療院サービスについて

の入所者負担として、法第 48 条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令

で定める費用を除いて算定。）の額を除いた額の１割、２割又は３割（法第 50 条又は第 69 条の規定

の適用により保険給付の率が９割、８割又は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ことを規定したものである。 

（２）～（４） （略） 

９～32 （略） 

第６ （略） 

第１～第４ （略） 

第５ 運営に関する基準 

 １～７ （略） 

８ 利用料等の受領 

（１） 基準省令第 14条第１項は、法定代理受領サービスとして提供される介護医療院サービスについて

の入所者負担として、法第 48 条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令

で定める費用を除いて算定。）の額を除いた額の１割又は２割（法第 50条又は第 69 条の規定の適用

により保険給付の率が９割又は８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

ればならないことを規定したものである。 

（２）～（４） （略） 

９～32 （略） 

第６ （略） 

 

 

○ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（抄）（平成 30 年３月 22 日老老発 0322 第１号） 

傍線の部分は改正部分 



 

介 護 保 険 最 新 情 報 

 

 

 

 

 

Vol.６７４    

平成３０年８月３日 

厚生労働省老健局介護保険計画課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 介護保険計画課 
 

今回の内容 

 

高額介護（予防）サービス費の見直しにおける運用に

ついて 

計２３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2164） 

FAX : 03-3503-2167 

 



 
 

 
 

事 務 連 絡 

平成 30 年８月３日 

 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 御中 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

高額介護（予防）サービス費の見直しにおける運用について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し

上げます。 

高額介護（予防）サービス費の年間の自己負担額の上限の仕組みについては、「高額

介護（予防）サービス費の見直しにおける運用について」（平成29年５月19日付厚生

労働省老健局介護保険計画課事務連絡）、平成29年７月３日開催の全国介護保険担当

課長会議及び平成30年３月６日開催の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議等

において、その運用をお示ししてきているところです。今般、高額介護（予防）サービ

ス費の年間上限の支給事務が実施されることを踏まえ、この運用について改めてまとめ

るとともに、計算例の提示等をいたしますので、その内容についてご了知の上、管内保

険者への周知に特段のご配慮をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

第１ 高額介護（予防）サービス費の年間の自己負担額の上限の仕組みの概要 

 

 世帯内の全ての被保険者（利用者ではない被保険者を含む）が１割負担の世帯につ

いては、新たに、自己負担額の年間（前年の８月１日から７月31日までの間）の合

計額に対して446,400円（37,200円×12ヶ月）の負担上限額を設定する。（３年間

の時限措置。平成29年８月１日からの１年間分の自己負担額から。）また、支給方法

は、原則、被保険者の申請に基づく償還払いとする。 

 なお、上記のとおり、年間の自己負担額の上限の適用の対象となる世帯とは、介

護サービスの利用者であるか否かを問わず、１割負担者のみの世帯を指すものであ

る。したがって、65歳以上であっても要介護認定を受けておらず、負担割合証を有

していないため、自らの負担割合を把握していない被保険者もいることから、負担割

合の基準について適切に周知を行うこと。 



 
 

 
 

第２ 具体的な高額介護（予防）サービス費の年間の自己負担額の上限の仕組み 

 
１ 計算期間及び月単位の高額介護（予防）サービス費等との適用順序について 

 

自己負担額の年間の計算期間については、高額医療合算介護（予防）サービス費制

度との整合性を踏まえ、前年の８月１日～７月31日までとし、被保険者からの申請に

基づき支給するものとする。 

年間上限の設定に関し、各制度の適用順序は次のとおりとする。 

① 月単位の高額介護（予防）サービス費を計算 

② 年間上限の高額介護（予防）サービス費の計算 

③ 高額医療合算介護（予防）サービス費を計算 

④ 高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務 

（高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務の併給調整も含む。） 

 

２ 支給要件について 

毎年７月31日を基準日とし、基準日時点の負担能力に着目し、当該基準日におい

て、第４段階である世帯であって、世帯内の全ての被保険者（利用者ではない被保険

者も含む。）が１割負担者の世帯に対して、年間（12ヶ月）の自己負担額の合計額が

446,400円を超える場合は、その超える額の支給を行うこととする。 

なお、基準日において、第３段階以下の世帯であっても、計算期間中に第４段階の

期間がある場合などは、例外的に年間の自己負担額の上限額（446,400円）を超える

場合がある。こうした場合に、より負担能力の低い世帯に年間上限の対象としないこ

とはバランスを欠くことから、基準日において、第３段階以下の世帯に対しても、年

間上限の対象とする。 

また、基準日において、世帯内の被保険者（利用者ではない被保険者も含む。）の

うち２割負担者がいる世帯及び平成29年８月以前の第５段階（現役並み所得のある

世帯）について、年間上限の対象外とする。 

この点、負担割合については、月途中に世帯構成の変更があった場合、翌月から当

該変更を加味して負担割合の判定が行われる場合がある。そのため、７月中に世帯構

成の変更があった場合には、８月から負担割合が変更されることがあるが、年間上限

の支給対象者については、基準日時点の負担能力に着目しており、基準日時点で１割

負担者のみの世帯であっても、２割負担の基準を満たしている者がいれば、年間上限

の支給は行わない。 

 

３ 基準収入額の判定について 

基準日（７月31日）において平成29年８月以前の第５段階（現役並み所得のある

世帯）に該当する者については、年間の自己負担額の上限額の仕組みを適用しないこ

ととする。そのため、世帯内の全ての被保険者（利用者ではない被保険者も含む。）が

１割負担者であって、課税所得145万円以上の第１号被保険者がいる世帯についての

み基準収入額の判定を行うこととする。 



 
 

 
 

具体的には、基準日に年間の自己負担額の合計額が446,400円を超えている可能性

があり、世帯内の全ての被保険者（利用者ではない被保険者も含む。）が１割負担者の

世帯であって、課税所得145万円以上の第１号被保険者がいる世帯に、基準収入額適

用申請書を送り、申請を一定期間受け付け、世帯内の第１号被保険者の収入額の合計

が520万円（世帯内の第１号被保険者が１人のみの場合は383万円）を下回る場合に

限り、年間の自己負担額の上限額の仕組みを適用する。 

そのため、平成29年８月以前の第５段階に係る基準収入額の判定の事務と比較して

基準収入額適用申請書を送付する対象者は大幅に減少することが見込まれる。 

 

４ 支給額について 

  同一世帯内の年間（12ヶ月）の自己負担額の合計額が446,400円を超える場合、

その超える額の支給を行うこととする。支給に当たっては、世帯単位で支給額を計算

したうえで、世帯内の被保険者個人の年間の利用者負担額に応じて按分し、被保険者

個人単位で支給する。 

  なお、按分した際に、端数が生じる場合については、月単位の高額介護（予防）サ

ービス費の計算と同様に、最も自己負担額が低い被保険者に端数を寄せた形で支給す

ることとし、それ以外の被保険者に係る端数については、一律に切り捨てることとす

る。 

 

５ 計算期間途中に保険者異動があった場合について 

（１）基本的な取扱い 

 計算期間途中に保険者を異動した者がいる世帯については、基準日時点の保険者

（基準日保険者）における自己負担額に加えて、異動前保険者における自己負担額

を通算する。 

  計算期間中に保険者異動あった被保険者については、年間の負担額を基準日保険

者が把握することができないことから、被保険者が自己負担額証明書を添付の上、

基準日保険者に支給申請を行う必要がある。 

 自己負担額証明書については、被保険者又はその家族等による申請に基づき異動前

保険者が交付することとする。 

 

（２）保険者間の費用負担について 

  保険者異動があった場合は、事務負担等を考慮し、年間の自己負担額の合計額の

上限に係る高額介護（予防）サービス費について、基準日保険者が原則、全額支給

することとし、支給額の費用負担について、異動前と異動後の保険者間で按分など

は行わない。 

  ただし、基準日保険者における自己負担額以上に年間の高額介護（予防）サービ

ス費の支給が行われることとなる場合には、基準日保険者は、基準日保険者におけ

る自己負担額分まで高額介護（予防）サービス費を支給することとし、なお残る支

給額は、異動前保険者が支給することとする（複数の異動前保険者がある場合に

は、各保険者における自己負担額に応じて按分する）。 



 
 

 
 

  異動前保険者における支給が発生する場合は、基準日保険者が異動前保険者の支

給額の計算を行い、当該支給額を異動前保険者に通知する。異動前保険者は、その

情報を元に支給を行う。 

 

（３）端数処理について 

  市町村間で支給額を按分した際に、端数が生じる場合については、被保険者の負

担額の合計が最も低い市町村に端数を寄せた形で支給することとし、それ以外の市

町村に係る端数については、一律に切り捨てることとする。 

  これらの具体的な例については、別紙１の「保険者異動があった場合の具体例」

を参照されたい。 

 

６ 支給申請の省略について 

年間の自己負担額の合計額の上限額に係る高額介護（予防）サービス費の支給につ

いては、被保険者の利便性を考慮し、原則として、月ごとの高額介護（予防）サービ

ス費について支給実績のある被保険者に対しては、改めての申請は不要とする取扱い

とする。 

ただし、月ごとの高額介護（予防）サービス費の支給実績のない者が年間の自己負

担額の合計額の上限額に係る高額介護（予防）サービス費の支給対象となる場合など

は申請を求めることとする。 

 

７ 計算期間の途中で被保険者が死亡した場合について 

計算期間中の途中に被保険者が死亡した場合は、死亡日を基準日として、死亡した

日までの世帯の負担額を対象として精算することとする。 

また、死亡者の年間の自己負担額に係る高額介護（予防）サービス費を精算する場

合でも、基準額は446,400円とする。 

計算期間中に死亡した場合は、原則申請を省略することはできず、家族等が基準日

保険者に申請を行うものとする。 

死亡者と同一世帯の被保険者については、高額医療合算介護サービス費の計算と同

様に、７月31日（基準日）の後に改めて、年間の負担上限額に係る高額介護（予

防）サービス費の支給の計算を行うこととなる。その場合、死亡者の分の自己負担額

は含まずに、計算を行うこととする。  

 

８ 給付減額措置について 

 給付減額を受けている者に係る給付減額期間中の自己負担額については、年間の自己

負担額の計算の対象としない。 

 

 

 

 



 
 

 
 

９ 高額医療合算介護（予防）サービス費等への影響について 

 高額医療合算介護（予防）サービス費の支給計算に当たっては、年間上限の支給額

を支給してなお残る自己負担額を支給の対象とする。 

 高額医療合算介護（予防）サービス費の支給時期については、年間上限の支給額を

加味することにより、平成30年12月より国民健康保険団体連合会（以下「国保連合

会」という。）で仮算定処理を行うことを想定している。 

また、これに伴い、高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務（高額障害福祉サ

ービス等給付費等の支給事務の併給調整も含む。）の年次分処理の連携を開始する時

期を平成31年2月開始と想定している。 

  

 ※ 平成 29 年７月３日全国介護保険担当課長会議において「高額医療合算介護（予

防）サービス費の支給時期については、年間上限の支給額を加味することにより、

１、２ヶ月程度遅れることを想定している。」としているほか、平成30年３月６日

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料において「各保険者において年間

の高額介護サービス費の支給決定がなされ、最終的な自己負担額が確定次第仮算定

を行っていただくことになる。支給決定までに要する時間は保険者によって多少異

なると思われるため、実際の仮算定は、関係機関と協議の上、算定を開始されたい。」

としていたが、これは修正させていただきたい。 

 

 

10 マイナンバー制度における対応について 

マイナンバーを活用した情報連携に関して、データ標準レイアウトの高額医療合算

介護（予防）サービス費の自己負担額に関する項目については、平成31年７月に改

版が実施されるまでの間、データ標準レイアウトの項目定義を読み替え、高額介護サ

ービス費の年間上限の支給がある場合、その額を控除した後の額とする取扱いとす

る。 

※ 具体的には、特定個人情報「４介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業

の実施若しくは保険料の徴収に関する情報」における情報提供側情報の「高額医療

合算介護サービス費（自己負担額合計）」の項目に対し、高額介護サービス費の年

間上限の支給がある場合、その額を控除した後の額とする。 

 

11 高額介護（予防）サービス費相当事業の取扱いについて 

高額介護予防サービス相当事業における自己負担限度額も上記の１から 10 と同様

の取扱いとなるので、留意すること。（ただし、給付額減額措置については、総合事業

において実施していない市町村が多いものと見込まれ、この場合における相当事業に

係る自己負担は通常の自己負担額を計算の対象に含める。） 

 

12  支給事務の流れ、Ｑ＆Ａ及び計算例について 

上記のほか、支給事務の流れについては別紙２、Ｑ＆Ａについては別紙３、計算例

については、別紙４にお示しするので､適宜参照されたい 



 
 

 
 

13  国保連合会の活用について 

国保連合会で保有している給付実績等データを基に、これまで高額介護（予防）サ

ービス費及び高額医療合算介護（予防）サービス費の事務処理が委託可能となってお

り、今般の年間の高額介護（予防）サービス費の支給事務においても国保連合会に支

給対象者の帳票出力等の事務を委託できる。なお、要介護認定を受けていない者に係

る情報は国保連合会では保有していないため、年間の高額介護サービス費の支給事務

の対象者となる１割負担者のみの世帯の抽出に当たっての帳票の活用については国保

連合会と調整のうえ行うことに留意すること。 

※ 国保連合会事務処理に係るマイナンバー活用については、これまで高額医療合 

算介護（予防）サービス費の仮算定で行うこととしていたが、国民健康保険の資格

情報が個人単位化する議論があるため、当面の間見送る。 

 

第３ 高額介護サービス費の周知について 

 本年８月より、現役並みの所得を有する者の介護保険の利用者負担割合を２割から３

割とすることとしており、高額介護（予防）サービス費の受給対象者が増加すると考え

られること等から、改めて各保険者において、高額介護サービス費の申請勧奨等の取組

を着実に実施していただくことが重要である。 

  

  



 
 

 
 

（別紙１）保険者異動があった場合の具体例 
 （平成29年７月３日開催の全国介護保険担当課長会議資料の再掲） 
 
例１（基準日保険者で全て支給する場合） 

・Ａ市の自己負担額40万円 ・Ｂ市（基準日保険者）の自己負担額10万円 
年間上限の支給額：500,000円－446,400円＝53,600円 
 
⇒Ｂ市の支給額：53,600円 
⇒Ａ市の支給額：なし 

 
例２（基準日保険者と異動前保険者で支給する場合（按分なし）） 

・Ａ市の自己負担額は46万円 ・Ｂ市（基準日保険者）の自己負担額は４万円 
年間上限の支給額：500,000円－446,400円＝53,600円 
 
⇒Ｂ市の支給額：40,000円 
⇒Ａ市の支給額：13,600円（53,600―40,000）  

 
 
例３（基準日保険者と異動前保険者で支給する場合（按分あり）） 

・Ａ市の自己負担額は39万円  ・Ｂ市の自己負担額は７万円  
・Ｃ市（基準日保険者）の自己負担額は２万円 
年間上限の支給額：480,000円－446,400円＝33,600円 

 
⇒Ｃ市の支給額：20,000円 
⇒Ｂ市の支給額：2,070円 
※ 13,600（33,600-20,000）×70,000／460,000＝2,069.5･･→2,070円（切上） 

 
⇒Ａ市の支給額：11,530円 
※ 13,600（33,600-20,000）×390,000／460,000＝11,530.4･･→11,530円（切捨） 

Ａ市 Ｂ市 

４０万円 １０万円 

Ａ市 Ｂ市 

４６万円 ４万円 

Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 

３９万円 ７万円 ２万円 

基準日（7月31日） 

基準日（7月31日） 

基準日（7月31日） 



 
 

 
 

（別紙２）支給事務の流れ（平成29年７月３日開催の全国介護保険担当課長会議資料） 
 
 
  

高額介護（予防）サービス費 年間上限支給の流れ① 

申請 

支給審査 

支給決定 

申請 
受付 

平成
30 年 
９月
～ 

年間高額対象者と見込まれる被保険
者の年間利用者負担、高額介護サー
ビス費支給額情報を市区町村へ連携
※１ 

年間高額対象者 
情報受領 

年間高額対象者情

年間高額対象者把握 

（年間上限額超過支給

勧奨通知 

受領した年間高額対象者情報
より、年間上限の適用者を把握
※２ 

自己負担額 

証明書 

（高額年間上

年間高額実績情報発送 
年間高額支給決定情報

受領 

年間高額実績情報 
受領 

年度途中異動者

高額介護予防サービス費の申請がある
場合、申請の省略（自動償還）を可
能とする 

年間上限の適用者に勧奨通知を発行 

また第５段階で収入により第４段階とな
る世帯については、基準収入額適用申請
書を送付※３ 

平成

30 年 

10 月

年間高額実績情報発送 

年度途中に市区町村異動があった場
合、異動前市区町村より自己負担額
証明書を取得し、年間上限支給の申
請を行う※４ 

年間高額支給決定情報を国保連
合会へ連携する（高額医療合算の
支給計算等で使用） 
また当該実績情報について国保連
合会より受領する 

年間（12 ヶ月）の自己負担額の
合計額が 446,400 円を超える場
合、その超える額の支給を行う 

勧奨通知 

適用申請書 

決定通知書 

※国保連に委託し、年間上限支給額が基準日市区町村における自己負担額を超えない場合を想定。 

国保連合会 市区町村 被保険者 
時
系
列 



 
 

 
 

○留意事項 
 
（※１） 国保連合会に高額介護（予防）サービス費の運用を委託している保険者は、年

間高額対象者と見込まれる被保険者の年間利用者負担額、高額介護サービス費支

給額情報を国保連合会から取得する。 
 
  （注） 具体的な抽出対象等については、今後の整理、検討により確定する予定 
 
（※２） 各保険者において、年間上限の支給対象となる者を抽出する。 
 

※ 世帯の年間の利用者負担の合計額が446,400円以上を超える世帯の中で、以下の条件を満たす者

を抽出する。 
   ・ 基準日（７月31日）時点で改めて判定を行い、第４段階である世帯であって、世帯内の全て

の被保険者（利用者ではない被保険者も含む）が１割負担者の世帯 
   ・ 基準日時点で改めて判定を行い、第３段階以下となる世帯 
 
   （注） 基準日時点で改めて判定を行った結果、世帯内の全ての被保険者（利用者ではない被保険

者も含む）が１割負担者の世帯であっても、現行の第５段階（世帯内に課税所得145万円以

上の第１号被保険者がおり、世帯内の第１号被保険者の収入額の合計が520万円（単身の場

合は383万円）以上）に該当する場合は除く。 
 
（※３）高額介護サービス費（年間上限）・基準収入額適用申請の勧奨通知を送付す

る。 
 
  ○ 高額介護サービス費（年間上限）の申請勧奨通知は、過去に高額介護（予防）サービス費の申請

が行われていない（申請の省略が不可）場合に送付する。 
 

（注） 年度途中に保険者異動あった被保険者については、異動前後の各保険者の年間の世帯の利用者

負担額の合計額を事前に把握することは困難であるため、勧奨通知発行は、行わないこととして

差支えない。 
 
  ○ 基準収入額適用申請書は、 

・ 世帯内に課税所得145万円を超える第１号被保険者がおり、 
・ 世帯内の全ての第１号被保険者の「年金収入＋その他の合計所得金額」が520万円（単身世帯

の場合は383万円）未満で、世帯内の全ての被保険者（利用者ではない被保険者を含む）１割負

担者の場合 
に送付することを想定している。 

 
 

（※４）年度途中に保険者異動が行われた被保険者については、異動前市町村より自己

負担額証明書の交付を受け、当該証明書を添付した上で基準日市区町村へ申請を

行う。 
  



 
 

 
 

 
 
  

被保険者 基準日市区町村 異動前市区町村 
時
系
列 

高額介護（予防）サービス費 年間上限支給の流れ② 

支給審査 

支給決定 (※) 

自己負担額 

証明書 

（高額年間上

 

年度途中異動者平成
30 年 
10 月
～ 

自己負担額 

証明書 

（高額医療合
高額医療合算 

支給申請 

自己負担額 

証明書 

（高額医療合

高額医療合算申請受付 
（医療保険者へ申請） 

※年間高額対象者の把握、勧奨通知までは「自己負担額を超えない場合」と同様のた
め、省略 

申請受付 

決定通知書 
（基準日保険者） 

支給決定 
決定通知書 

（異動前保険者） 

高額医療合算自己負
担額証明書発行 

基準日市区町村の自己負担
額分を超える、なお残る支給
分については、異動前市区町
村が支給する必要があるため、
支給の通知 

等を行う※１ 

異動前市区町村はな
お残る支給分について
支給する 

異動前市区町村は年間
上限による支給金額を考
慮した高額医療合算用の
自己負担額証明書を被保
険者へ交付する※２ 

被保険者は、年間上限支給
額を考慮した自己負担額証
明書を添付して、医療保険
者へ高額医療合算支給申請
を行う 

※年間上限支給額が基準日市区町村における自己負担額を超える場合を想定 

※以降は自己負担額を超えない場
合と同様 

申請 



 
 

 
 

○留意事項 
 
（※１） 基準日保険者が異動前保険者の支給額を算出し、異動前保険者に対し支給額

の通知等を行う。 
     異動前保険者が複数存在する場合、異動前保険者の自己負担額に応じて按分

を行い、支給の依頼等を行う（事務作業としては、少数のケースと見込まれ

ることから、市区町村の手作業を想定している。） 
 
（※２） 異動前市区町村は、高額医療合算介護サービス費における自己負担額証明書

について、高額介護（予防）サービス費の年間上限支給額を考慮した自己負

担額証明書を発行（発行済の場合は再発行）する。 
  



 
 

 
 

（別紙３）高額介護サービス費（年間上限）についてのＱ＆Ａ 

（平成30年３月６日開催の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より追記） 

 
 

（支給対象者） 

問 基準日時点の負担能力に着目し支給対象者を決定するとされているが、負担割

合だけでなく課税所得等も加味するのか。 

 例えば７月途中から第５段階の者（現役並み所得者）が転入した場合、年間の

高額介護サービス費の支給対象者となるか。 

 

（答）課税所得等についても基準日をもって判定する必要がある。 

そのため、この例の場合、基準日時点で現役並み所得者がいるため、年間の高額

介護サービス費の支給対象とはならない。 

 

（支給対象者・基準収入額適用申請書） 

問 「基準収入額適用申請書」は従来の様式のまま変更ないか。 

 

（答）従来の様式を使用して差し支えない。 

 

（支給対象者・生活保護世帯） 

問 複数の生活保護受給者がいる世帯についても同一世帯として判定して問題無

いか。 

 

（答）お見込みのとおり。 

 

（支給額について） 

問 年間の高額介護サービス費について、複数人世帯の按分計算方法はどうなるの

か。 

 

（答）各月の高額介護サービス費と同様、世帯単位で支給額を算定後、各利用者の年間

の負担額に応じて按分する。 

 

（支給額について） 

問 保険者異動があった場合の高額医療合算介護サービス費については、月ごとの

自己負担額に応じて、異動前・異動後それぞれの保険者からその支給が行われて

いるところ。高額医療合算介護サービス費の算定に当たって必要となる各月の自

己負担額について、年間の高額介護サービス費による支給額は、どのように反映

されるのか。按分する場合、按分方法はどのようになるのか。 

 



 
 

 
 

（答）年間の高額介護サービス費の支給後の各月の自己負担額の計算は、各月の自己負

担額から、年間の高額介護サービス費の支給額を各月の自己負担額に応じて按分し

て得た額を控除することによりそれぞれ算出する。 

ただし、基準日の保険者からのみ、年間の高額介護サービス費の支給が行われる

場合は、当該支給額について、基準日の保険者に属していた月ごとの自己負担額に

応じて按分し、按分して得た額を、基準日の保険者に属していた月ごとの自己負担

額から控除するものとする。 

   支給額の按分に当たり、１円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨て、

支給額が最も低い額となる月に、切り捨てた端数を全て上乗せする。 

※ 最も低い額となる月が複数月存在する場合、そのうち最も過去である月に端数を上乗せす

る。 

 

 

（保険者異動・計算結果連絡票）追加分 

問 年間高額介護サービス費の計算結果連絡票について、前住地の市町村での支給

額がない場合でも送付する必要があるか。 

 

（答）送付する。 

 

（保険者異動・自己負担額証明書） 

問 年間の高額介護サービス費の支給対象者において保険者異動があった場合、前

保険者に対して自己負担額証明書を求めるため、被保険者による申請が必要か。

またその際の様式はあるか。 

 

（答）自己負担額証明書の発行においても申請書を必要とする。 

その際、年間の高額介護サービス費の申請書も兼ねることとし、同申請書の中に

支給を行う際の口座情報等を記載する様式が望ましい。様式例については別添のと

おりであるが、保険者において利用しやすいよう変更して差し支えない。また併せ

て、計算結果連絡票の様式例もお示しするので、ご活用いただきたい。 

 

（保険者異動・市町村単独事業との関係）追加分 

問 高額医療合算介護サービス費の計算では、支給事務が同一の保険者及び同一の

保険制度間で完結しないため、対象とする自己負担額について、市町村が単独事

業として自己負担額の軽減を行っている場合、当該軽減前の額とすることとされ

ている。今回新たに設けられた、高額介護サービス費の年間高額による計算では、

対象とする自己負担額において、市町村単独の軽減が行われている場合の取扱い

はどのようになるのか。 

 

（答）高額医療合算介護（予防）サービス費制度と同様、軽減前の自己負担額とする。 



 
 

 
 

 

（勧奨通知） 

問 平成29年７月３日課長会議資料（以下「７月課長会議資料」という。）におい

て、「年度途中に保険者異動があった被保険者については、…勧奨通知発行は行

わないこととして差し支えない」とあるが、異動前の利用者負担額によっては年

間上限の支給対象となりうる被保険者に、自己負担額証明書の発行申請を異動前

保険者へ行うよう個別に勧奨しなくても差し支えないと考えてよいか。 

 

（答）お見込みのとおり。 

保険者異動があった被保険者については、異動前後の各保険者の年間の世帯の利

用者負担額の合計額を事前に把握することは困難であるため、勧奨通知を行わなく

ても差し支えない。 

なお、保険者異動があった被保険者であっても、年間の高額介護サービス費の支

給対象になることが明らかな場合には、各自治体の判断において、御指摘のように

被保険者に対して自己負担額証明書の発行申請を行うよう勧奨していただくことは

可能である。 

 

（申請書の省略について） 

問 年間の高額介護の支給に際して、改めて被保険者から申請書を取り直す必要が

あるか。また、取り直す必要がある場合、様式等はあるのか。 

 
（答）既に各月の高額介護サービス費の支給申請書の提出がなされている場合、改めて

年間の高額介護サービス費のために支給申請書を取得する必要はない。 

また、各月の高額介護サービス費の申請書を提出していない被保険者で、年間の

高額介護サービス費のみ支給対象となる場合には、申請書を取得する必要はあるが、

当該申請書は既存の高額介護サービス費の申請書を用いて差し支えない。 

 

（申請書の省略について） 

問 年間の高額介護サービス費の支給について、既に各月の高額介護サービス費の

支給実績のある被保険者に対して改めての申請は不要とする取扱いが示されて

いるが、自己負担上限額に該当していない等の理由により申請されているが各月

の高額介護サービス費の支給実績がない場合も不要としてよいか。 

また、年間の高額介護サービス費の申請がされ、後に各月の高額介護サービス

費が発生した場合も各月の高額介護サービス費について申請書を不要として良

いか。 

 

（答）そのような運用で差し支えない。 

 



 
 

 
 

（申請書の省略について）追加分 

問 年間高額介護サービス費の支給申請を省略できるのは、7 月 31 日時点で資格

喪失しておらず、各月の高額介護サービス費の支給申請が行われている場合か。

第２号被保険者が生保受給開始により資格喪失した場合等、申請を省略できない

ケースがあるのではないか。 

 

（答）運用に支障がない範囲でご判断いただいて差し支えない。 

 

（死亡者について）追加分 

問 死亡した場合の基準日は、「死亡日」でよいか。 

 

（答）基準日は、「死亡日」とする。 

 

※ 平成30年3月6日全国介護保険担当課長会議資料介護保険計画課の資料では、

「死亡日の前日」と記載していたが訂正させていただきたい。 

 

（死亡者について） 

問 複数世帯において一方が死亡し、単身世帯となった場合の基準日と計算方法は

どうなるのか。 

 

（答） 基準日は被保険者ごとに考慮されるため、例えば二人世帯において一方が死亡

し、単身世帯となった場合、死亡者については当該死亡日の前日が基準日となる一

方、それ以外の者については７月31日時点を基準日とする。 

この場合、死亡した被保険者については、当該基準日時点で世帯の自己負担額を

計算し、上限額を超過しているか否かを判断し、死亡した被保険者に係る支給額の

み支給を行い、他の世帯員については支給を行わない。一方、他の世帯員について

は、７月31日時点で、単身世帯として計算することとし、当該者のみの前年８月

１日から７月31日までの負担額について合計し、年間上限の支給の判定を行う。 

 

（国外移住及び適用除外施設への入所した者について）追加分 

問 被保険者が計算期間中に死亡した場合と同様に、「国外移住」「適用除外施設へ

の入所」により資格喪失した場合も、資格喪失日の前日を基準日として、資格喪

失日の前日までの世帯の負担額を対象として、申請があった場合に精算するの

か。 

 

（答）精算を行う。国外移住や適用除外施設への入所により資格喪失した場合であって

も申請があった場合には精算が必要となる。この場合基準日は、資格喪失日の前日

とする。 

 



 
 

 
 

（給付減額）追加分 

問 高額介護（予防）サービス費では、保険料を滞納し給付額減額になった被保険

者については支給を行わないとされている。年間高額介護（予防）サービス費に

おいても同様の考えか。 

 

（答）高額医療合算介護（予防）サービス費制度と同様に、給付額減額期間中の月の

「自己負担額」を０円として年間自己負担額の合計額を算出して負担上限額

（446,400円）を超えているか判定する。 

 

（給付減額）追加分 

問 基準日時点で給付額減額になっている被保険者について支給を行わないとし

てよいか。 

 

（答）高額医療合算介護（予防）サービス費制度と同様に、給付額減額期間中の月の

「自己負担額」を０円として年間自己負担額の合計額を算出して負担上限額

（446,400円）を超えているか判定する。 

   このため、基準日時点で給付額減額となっている者についても、支給の対象とな

る。 

 

（給付減額）追加分 

問 年間上限の自己負担額証明書様式例に「給付制限期間中は自己負担額が0とし

て計算される」と記載されておりますが、給付額減額期間中の月の「自己負担額」

欄と「摘要」欄の記載は以下の何れとなるか。 

 

（答）「自己負担額」欄には零を記載し、「摘要」欄には「給付額減額」と記載する。

（高額医療合算介護（予防）サービス費制度と同様） 

 

 

（高額医療合算介護サービス費） 

問 ７月課長会議資料Ｐ81 に「30 年度高額合算の仮算定時期が例年より１、２か

月程度遅れることを想定している」と記載があるが、実際の仮算定時期はいつに

なるのか。 

 

（答） 

  高額医療合算介護（予防）サービス費の支給時期については、年間の高額介護サ

ービス費の支給額を加味することにより、平成30年12月より連合会で仮算定処理

を行うことを想定している。 

 ※ 平成29年７月３日全国介護保険担当課長会議において「高額医療合算介護（予

防）サービス費の支給時期については、年間上限の支給額を加味することにより、



 
 

 
 

１、２ヶ月程度遅れることを想定している。」としているほか、平成30年３月６日

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料において「各保険者において年間

の高額介護サービス費の支給決定がなされ、最終的な自己負担額が確定次第仮算定

を行っていただくことになる。支給決定までに要する時間は保険者によって多少異

なると思われるため、実際の仮算定は、関係機関と協議の上、算定を開始された

い。」としていたが、これは修正させていただきたい。 

 

 
（総合事業） 

問 総合事業における高額介護サービス費相当事業について、年間の上限額は設定

されるか。 

 

（答）年間の高額介護サービス費と同様に、高額介護サービス費相当事業における自己

負担限度額も同様の取扱いとなる。 

 

 
（時効） 

問 年間高額介護サービス費は保険給付であるため、消滅時効期間は２年間か。ま

た、その起算点はどの時点となるのか。総合事業の高額介護サービス費相当事業

部分は５年としてよいのか。 

 

（答）お見込みのとおり。年間の高額介護サービス費は保険給付であるため、消滅時効

期間は２年間であり、相当事業については５年である。 

また、起算点については、被保険者が年間の高額介護サービス費の請求権を行使

しうる基準日の翌日と解される。 

 

（補足給付の特例減額措置との関係） 

問 課税世帯に対する補足給付の特例減額措置の要件の一つである利用者負担に

ついての算定の際に、各月の高額介護サービス費の支給額の見込み額を控除する

こととされるが、年間の高額介護サービス費の扱いはどうするのか。 

 

（答） 年間の高額介護サービス費についても介護保険法施行規則第83条の５第４号

に規定する「高額介護サービス費」に含まれる。よって、申請時点において、基準

日時点で年間の高額介護サービス費の支給対象に該当すると判断される場合には、

当該支給額も考慮して特例減額措置を判断する必要がある。 

 

  



 
 

 
 

（別紙４）高額介護サービス費（年間上限）の計算例 
 

 
事例１ ２人世帯の被保険者が、同一保険者で計算期間中継続して介護サービスを利用

した場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ 421,000円 

被保険者Ｂ 280,000円 

   合計   701,000円 

＜支給額＞ 

  世帯支給額 701,000 － 446,400 ＝ 254,600円 

  被保険者Ａ 254,600 ÷ 700,000 × 421,000 ＝ 152,905.3円⇒152,905円 

  被保険者Ｂ 254,600 ÷ 700,000 × 280,000 ＝ 101,694.7円⇒101,695円 

 

 

事例２ ２人世帯の被保険者の一方が第２号被保険者であり、計算期間途中で 65 歳到

達し、第１号被保険者となった場合（同一保険者で計算期間中継続して介護サ

ービスを利用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者Ａ ¥421,000

被保険者Ｂ ¥280,000

被保険者Ａ ¥420,000

被保険者Ｂ ２号　\40,000 １号　\100,000

計算期間内に６５歳に到達

ポイント 
・支給額を世帯員それぞれの利用額に応じて案分する 
・支給額計算において端数が生じる場合には、最も負担額が小さい者の支給額に

他の者の端数を上乗せする。 

ポイント 
・第２号被保険者の自己負担額についても計算に含める。 



 
 

 
 

＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ 420,000円 

被保険者Ｂ 140,000円（第１号被保険者時自己負担額：100,000円） 

（第２号被保険者時自己負担額：40,000円） 

   合計   560,000円 

＜支給額＞ 

  世帯支給額 560,000 － 446,400 ＝ 113,600円 

  被保険者Ａ 113,600 ÷ 560,000 × 420,000 ＝ 85,200円 

  被保険者Ｂ 113,600 ÷ 560,000 × 140,000 ＝ 28,400円 

 

 

 

事例３ 保険者の異動があり、支給額が基準日保険者における自己負担額より小さい場

合（Ｘ市⇒Ｙ市とそれぞれ異動。Ｙ市が基準日保険者） 
 

 

 

 

 

 

 
＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ 500,000円（Ｘ市：400,000円） 

（Ｙ市：100,000円） 

   合計   500,000円 

＜支給額＞ 

  被保険者Ａへの支給額合計 500,000 － 446,400 ＝ 53,600円 

うちＸ市からの支給額   0円（Ｙ市で満額支給されているため） 

うちＹ市からの支給額    53,600円 

（Ｙ市における自己負担額100,000円＞被保険者Ａへ の

支給額53,600円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者Ａ Ｘ市　\400,000 Ｙ市　\100,000

ポイント 
・支給額が基準日保険者における自己負担額以内である場合には、基準日保険者

のみが支給を行う。（前保険者と案分しない） 



 
 

 
 

事例４ 保険者の異動があり、支給額が基準日保険者における自己負担額より大きい場

合（Ｘ市⇒Ｙ市⇒Ｚ市⇒Ｗ市とそれぞれ異動。Ｗ市が基準日保険者） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ 490,000円（Ｘ市：390,000円） 

（Ｙ市：40,000円） 

（Ｚ市：40,000円） 

（Ｗ市：20,000円） 

   合計   490,000円 

＜支給額＞ 

 被保険者Ａへの支給額の合計 490,000 － 446,400 ＝ 43,600円 

うちＸ市からの支給額 （43,600 － 20,000） × （390,000 ÷ 470,000） ＝ 19,582円 

うちＹ市からの支給額  （43,600 － 20,000） × （40,000 ÷ 470,000） ＝ 2,010円 

うちＺ市からの支給額  （43,600 － 20,000） × （40,000 ÷ 470,000） ＝ 2,008円 

うちＷ市からの支給額 20,000円 （Ｗ市における自己負担額までＷ市は支給） 

 

 

 

事例５ 世帯が分離した場合（被保険者Ｃが世帯分離した場合）  
 

 

 

 

 

 

 

被保険者Ａ Ｗ市　\20,000Ｙ市　\40,000 Ｚ市　\40,000Ｘ市　\390,000

ポイント 
・基準日保険者の自己負担額以上に被保険者への支給がある場合には、基準日

保険者は基準日保険者における自己負担額を上限として支給。 
・基準日保険者による支給後、なお残る支給額は、異動前保険者が支給する。 
・複数の異動前保険者がある場合には、各保険者における自己負担額に応じて

按分する。 
・複数の異動前保険者による按分にて端数が生じる場合には、最も支給額が小

さい保険者の支給額に端数を上乗せする。（最も支給額が小さい保険者が複数

存在する場合は、異動前の保険者に上乗せする。） 
 

Ｙ市に 
端数上乗せ 

ポイント 
・基準日時点の世帯で計算する。 
・基準日時点の世帯の世帯員の前世帯での自己負担額は、基準日時点の世帯の自

己負担額に含める。 
 



 
 

 
 

 

＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ 320,000円 

被保険者Ｂ 100,000円 

被保険者Ｃ 450,000円 

   合計   870,000円 

（Ｐ世帯での自己負担額：420,000円） 

（Ｑ世帯での自己負担額：200,000 ＋ 250,000＝450,000円） 

＜支給額＞ 

  Ｐ世帯支給額 420,000 － 446,400 ⇒ 0円 

  Ｑ世帯支給額 450,000 － 446,400 ＝ 3,600円 

 

 

 

事例６ 世帯員の一人が死亡した場合 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ（死亡） 220,000円 

被保険者Ｂ     410,000円（Ａ死亡時まで280,000円） 

（Ａ死亡後130,000円） 

被保険者Ｃ     160,000円（Ａ死亡時まで100,000円） 

（Ａ死亡後60,000円） 

合計       790,000円（Ａ死亡時まで600,000円） 

（Ａ死亡後60,000円） 

被保険者Ａ Ｐ世帯　\320,000

被保険者Ｂ Ｐ世帯　\100,000

被保険者Ｃ Ｐ世帯　\200,000 Ｑ世帯　\250,000

死亡被保険者Ａ ¥220,000

被保険者Ｂ ¥280,000 ¥130,000

被保険者Ｃ ¥100,000 ¥60,000

ポイント 
・世帯員が一人でも死亡により資格を喪失した場合、死亡日が基準日となる。 
・死亡日を基準日とした場合、死亡した者に対する支給額のみ支給する。 
・死亡者以外の世帯員については、７月３１日の基準日をもって計算、支給する。 
  このとき、死亡した者以外のすべての自己負担額を計算に含める。 



 
 

 
 

＜支給額＞ 

①  Ａ死亡時点の世帯の自己負担額合計が年間の自己負担上限額を超えていないか判定を

行う。 

世帯への支給額合計  600,000 － 446,400 ＝ 153,600円 

     被保険者Ａへの支給額 153,600 ÷ 600,000 × 220,000 ＝ 56,320円 

    ⇒この時点で被保険者Ｂ、Ｃについては支給しない。 

②  ７月31日時点の世帯の自己負担額合計が年間の自己負担上限額を超えていないか判定

を行う。 

世帯への支給額    （410,000＋160,000）－ 446,400 ＝ 123,600円 

     被保険者Ｂへの支給額 123,600 ÷ 570,000 × 410,000 ＝ 8,8905円 

    被保険者Ｃへの支給額 123,600 ÷ 570,000 × 160,000 ＝ 34,695円 

    ⇒死亡した被保険者Ａについては勘案しない。 

 

 

 

事例７ 世帯員の一人が給付額減額措置を受けた期間がある場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ 200,000円（うち120,000円は給付額減額期間中の自己負担額） 

被保険者Ｂ 370,000円 

   合計   570,000円 

＜支給額＞ 

  世帯への支給額合計    （570,000－120,000） － 446,400 ＝ 3,600円 

  うち被保険者Ａへの支給額  3,600 ÷ 450,000 × 80,000 ＝ 640円 

  うち被保険者Ｂへの支給額  3,600 ÷ 450,000 × 370,000 ＝ 2,960円 

 

 

 

事例８ 同一世帯内に介護保険と総合事業のどちらも利用している被保険者がおり、介

被保険者Ａ \200,000　うち給付額減額適用期間の自己負担額120,000円

被保険者Ｂ ¥370,000

ポイント 
・給付額減額期間中の自己負担はゼロと取り扱う。 
・基準日が給付額減額期間であっても支給対象となる。 



 
 

 
 

護給付と総合事業ともに支給がある場合。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜年額自己負担額＞ 

被保険者Ａ 220,000円 

被保険者Ｂ 280,000円（介護給付における自己負担額） 

            100,000円（総合事業における自己負担額） 

   合計   500,000円（介護給付における自己負担額） 

             100,000円（総合事業における自己負担額） 

＜支給額＞ 

（介護給付分 高額介護サービス費として支給） 

  世帯への支給額合計    500,000 － 446,400 ＝ 53,600円 

  うち被保険者Ａへの支給額 53,600 ÷ 500,000 × 220,000 ＝ 23,584円 

  うち被保険者Ｂへの支給額 53,600 ÷ 500,000 × 280,000 ＝ 30,016円 

（総合事業分 総合事業費として支給） 

  被保険者Ｂ             （446,400 ＋ 100,000）－ 446,400 ＝ 100,000円 

 

被保険者Ａ ¥220,000

被保険者Ｂ ¥280,000

被保険者Ｂ ¥100,000

《介護の負担額》

《総合事業の負担額》

ポイント 
・介護給付と総合事業のそれぞれに支給がある場合、まず、介護給付分について

のみ自己負担額を合計し、高額介護サービス費（年間上限）の支給額を計算す

る。 
・その上で、なお残る自己負担額に総合事業の自己負担額を加えて総合事業の支

給額を計算する。 
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平成 30 年８月６日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

高齢者支援課・振興課・老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）   
各 介 護 保 険 関 係 団 体 御中 

← 厚生労働省 老健局高齢者支援課 

・振興課・老人保健課 

今回の内容 

「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.６） 

（平成 30 年８月６日）」の送付について 

計７枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  :  03-5253 -1111(内線 3971、3937、3949) 

FA X  : 03-359５-4010 

 



事 務 連 絡 

平成 30 年８月６日 

 

各      介護保険主管部（局）御中 

   

厚生労働省老健局高齢者支援課 

振興課 

老人保健課 

 

 

「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.６）（平成 30 年８月６日）」 

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々御尽力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

本日、「平成 30 年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.６）（平成 30 年８月６日）」を

送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村又は

事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

 
 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 
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平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６） 

（平成 30 年８月６日） 

 

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】 

○ リハビリテーションマネジメント加算について 

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≫ 

「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）（抄） 

１ はじめに 

（略） 

また、平成 29年 5月に、改正個人情報保護法が全面施行されることとなり、これに

伴って個人情報保護委員会が「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（通則編）」（平成 28 年個人情報保護委員会告示第 6号。以下「通則ガイドライン」と

いう。）を公表した。この通則ガイドラインを踏まえ、医療・介護分野における個人情

報の取扱いに係る具体的な留意点や事例等が「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」（個人情報保護委員会、厚生労働省；平成 29

年 4月 14 日）において示された。同ガイダンスでは、医療情報システムの導入及びそ

れに伴う外部保存を行う場合の取扱いにおいては本ガイドラインによることとされて

いる。（本ガイドラインの 6章、8章、付則 1、及び付則 2が該当） 

本ガイドラインは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステ

ーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等（以下「医療機関等」

という。）における電子的な医療情報の取扱いに係る責任者を対象とし、理解のしやす

さを考慮して、現状で選択可能な技術にも具体的に言及した。従って、本ガイドライ

ンは技術的な記載の陳腐化を避けるために定期的に内容を見直す予定である。本ガイ

ドラインを利用する場合は最新の版であることに十分留意されたい。 
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【通所系・居住系サービス】 

○ 栄養スクリーニング加算について 

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。 
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【通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅

介護】 

○ 通所介護等における看護職員の業務について 

問３ 通所介護等において、看護職員による健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等

の業務の実施が困難な状況であった場合、医師又は歯科医師が当該業務を代替して行う

ことは可能か。 

（答） 

通所介護、地域密着型通所介護の看護職員（看護師・准看護師）の配置基準について

は、平成 27 年度介護報酬改定において、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、

他の医療機関等の看護職員とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図ってい

る場合には看護職員が確保されている取り扱いとしたところである。 

しかしながら、やむを得ず看護職員の確保が困難となった場合には、速やかに人員確

保をするべきであるものの、看護職員が確保されるまでの間、看護職員が行うバイタル

チェックなどの健康管理や必要に応じて行う利用者の観察等の業務について、医師又は

歯科医師が代替して行うことは可能であると解することとして差し支えない。小規模多

機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の看護職員の配置基準についても

同様とする。 

また、この場合、これらのサービスにおいて看護職員又は介護職員等の配置を要件と

する加算のうち、通所介護、地域密着型通所介護の認知症加算及び口腔機能向上加算並

びに小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、看護職員又は介護職員等

の業務を医師又は歯科医師が代替して行うことが可能であると解することとして差し支

えないが、各々の加算要件を変更するものではないことから、勤務形態等その他要件は

すべて満たす必要があるので留意されたい。 

   

※ 平成 30 年８月６日以降、本取扱いを適用するものとする。 
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【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護】 

○ 夜勤職員配置加算について 

問４ １月のうち喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合は、夜

勤職員配置加算（Ⅰ）、（Ⅱ）と夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）をどのように算定すれば

よいか。 

（答） 

夜勤職員配置加算は、月ごとに（Ⅰ）～（Ⅳ）いずれかの加算を算定している場合、

同一月においてはその他の加算は算定できないため、喀痰吸引等ができる職員を配置

できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加

算（Ⅲ）、（Ⅳ）を算定することは可能だが、配置できない日に（Ⅰ）、（Ⅱ）の加算を

算定することはできない。よって、喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある

場合は、当該月においては夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）ではなく（Ⅰ）、（Ⅱ）を算定

することが望ましい。 

 

問５ 夜勤職員配置加算（Ⅰ）、（Ⅱ）については、勤務時間の合計数に基づいて算定する

が、夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）の場合も同様に考えてよいか。 

（答） 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）については、延夜勤時間数による計算ではなく、夜勤

時間帯を通じて職員を配置することにより要件を満たすものである。なお、夜勤時にお

ける休憩時間の考え方については、平成 21 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.1)問 91 と同様に、

通常の休憩時間は勤務時間に含まれるものと扱って差し支えない。 

 

問６ ユニット型と従来型の施設・事業所が併設されている場合、夜勤職員配置加算の要

件を満たす職員はそれぞれに配置する必要があるか。 

（答） 

同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設（介護老人福祉施設、地域密着型

介護老人福祉施設）が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を

１人以上配置することで、双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショー

トステイの併設で一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、両施

設の利用者数の合計で、20 人につき１人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、

双方の施設における算定が可能である。 

※ 平成 21 年 4 月改定関係 Q＆A(vol.1)（平成 21年３月 23日）の問 84については削

除する。 
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【介護職員処遇改善加算】 

○ 最低賃金の計算について 

問７ 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、介護職員処遇改善加算によ

り得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。 

（答） 

介護職員処遇改善加算により得た加算額を、最低賃金額と比較する賃金に含むか否か

については、当該加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、

予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、最低賃金

額と比較する賃金に含めることとなるが、当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満た

した上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。 

 

【サービス提供体制強化加算】 

○ 療養病床等から介護医療院へ転換した場合について 

問８ 療養病床等から転換した介護医療院においてサービス提供体制強化加算を算定するにあ

たっては、療養病床等に勤務していた職員の勤続年数を通算できるのか。 

（答） 

転換前の療養病床等と転換後の介護医療院の職員に変更がないなど、療養病床等と介護

医療院が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することがで

きる。 

 

 

≪参考≫ 

・平成 21 年度改定関係 Q＆A(vol.１)（平成 21 年３月 23 日）問５ 

【加算の届出】 

○ サービス提供体制強化加算 

（問５） 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる業種

（直接処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承

継時にも通算できるのか。 

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 

（答） 

同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇を行う

職種に限る。）における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は

別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業

所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。
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ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。 

 

・平成 30 年度介護報酬改定に関する Q＆A(vol.２)（平成 30 年３月 28 日）問 10 

【介護医療院】 

○ 基本施設サービス費の届け出について 

問 10 新規に開設される介護医療院について、介護医療院サービス費の算定要件における実績

は、どのように取り扱うのか。 

（答） 

・介護医療院における医療処置の実施割合などの実績を丁寧に把握するためには、算定要件

における実績を算出するための期間を十分に設け判定することが重要である。 

・そのため、新規に開設される介護医療院については、開設日が属する月を含む６ヶ月間に限

り、Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅱ）又は（Ⅲ）若しくはⅡ型介護医療院サービス費のうち人員

配置区分に適合した基本施設サービス費を算定可能とする。 

・ただし、開設日が属する月を含む６ヶ月間に満たない場合において、算定要件における実績

を算出するための期間を満たした上で、例えば、Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）の算定要件

を満たす場合については、届け出の規定に従い、当該基本施設サービス費の届出を行うことが

できる。また、当該６ヶ月間を超えて、引き続きⅠ型介護医療院サービス費（Ⅱ）又は（Ⅲ）若しく

はⅡ型介護医療院サービス費のうち人員配置区分に適合した基本施設サービス費を算定する

場合にあっては、改めて体制を届け出る必要がある。 

・なお、ユニット型介護医療院サービス費についても同様の取扱いとする。 

・また、療養病床等からの転換の場合については、転換前の実績を基に算定要件に適合する

か否かを判断して差し支えない。 

 

 


