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介護報酬改定対応
実地指導シリーズ

好評発売中
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本書の
特色

実地指導に向けた、
日頃からの準備・
対策に最適！

A5判・160頁
定価2,530円（本体2,300円＋税10％）

報酬返還や指定取消に結びつくような基準違反にポイン
トを絞った内容で、法令に慣れていない新任の管理者
でも短時間でわかりやすい内容となっています。

新設された
「認知症専門ケア加算」
についても解説！

行政処分・報酬返還をふせぐ！
ポイントチェックはこの 1冊で！

新任の管理者も理解しやすい内容

具体的な実例をあげ、実地指導で指摘が多く、間違い
やすい規定・算定要件を重点的に、図やイラスト入りで
解説を加えているため、身近な例として考えることがで
きます。

実例をあげてわかりやすく解説！

短時間で項目ごとに
ポイントをしっかり確認！
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人員基準1
　訪問介護事業所には、事業所ごとに訪問介護員、サービス提供責任者、管理者
を配置することが法令で定められています。
　配置する人数については、訪問介護員は 2.5人以上、管理者は１人以上と最低
限必要な人数が決まっていますが、サービス提供責任者については利用者数に応
じて配置すべき人数が変わりますので、毎月、利用者数から必要な人数を確認し
て配置する必要があります。
　その他にも、常勤や専従といった要件や必要な資格、兼務の範囲などのさまざ
まな基準があり、事業所の規模や併設等の状況によって基準が異なるものもあり
ますので、必ず確認しましょう。

人員基準を満たすのはこんな配置！
管理者
１人管理者 生活相談員 機能訓練士 看護職員 介護職員 管理栄養士

サービス提供責任者
利用者 40人に対して１人

訪問介護員
2.5 人

最低でも常勤換算で
2.5 人は必要

原則、常勤専従だけど、
利用者人数により一部、

常勤換算も可
利用者 50人に対して１人
の特例もあるよ！

原則、常勤専従だけど
兼務できる仕事もあるよ！
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1 人員基準

3

●事業所ごとに常勤換算方法で 2.5 人以上の配置が必要です。これは利用者が少
なく介護サービス業務がない場合でも配置が必要です。

　 ➡ 常勤換算方法での計算方法については、「解説　常勤換算方法」10頁を参照

●職員の勤務状況がわかる書類は訪問介護員の配置人数算出の根拠となりますの
で、保管して常に確認できるようにしておきます。具体的には、次のような書
類があります。

労働者名簿、雇用契約書等、資格証、職員履歴書、出勤簿、タイムカード、勤務表、
賃金台帳、給与支払報告書控、サービス提供記録　など

●訪問介護員は、次のいずれかの資格保有者であることが必要です。
ａ　 介護福祉士

1  訪問介護員

〈チェック事項〉

人員基準

1  訪問介護員

□ 事業所ごとに、常勤換算方法で2.5人以上配置しているか
□ 勤務状況を確認できる書類を保管しているか
□ 登録訪問介護員※の勤務表上の勤務時間と実態が一致しているか
※勤務日・勤務時間が不定期な訪問介護員等（いわゆる登録ヘルパー） 

□ 保有する資格は適切か
□ 雇用契約書等が取り交わされており、管理者の指揮命令下にあるか

　訪問介護員の配置は、最低でも常勤換算で 2.5 人が必要です。利用者が
少なく介護サービス業務がない場合でも、この人数の配置が必要になります。
　職員を配置するということは、給与が発生するということです。開業当
初や利用者の少ない事業所は、この最低限の配置に要する人件費の負担も
大きいために、新規利用者の獲得が急務となります。

サービスを提供しなくても訪問介護員は最低 2.5 人必要！ポイント
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第 2章　介護報酬の算定要件

76

（2）２人の訪問介護員等による場合
　利用者の身体の理由等により、１人の利用者に対して同時に２人の訪問介護員
が訪問介護サービスを提供した場合は、所定単位数の２倍で算定します。

〈チェック事項〉

1  利用者等の同意

□  ２人の訪問介護員により訪問介護を行うことについて、利用者又は家族等
の同意を得ている

2  ２人の訪問介護員の必要性

□  利用者が次のいずれかに該当している
 ａ 利用者の身体的な理由により、１人の訪問介護員での介護が困難である
 ｂ 利用者に暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等がある
 ｃ 利用者の状況等から判断して、上記ａ・ｂに準ずる状態である

□  １人の利用者に対して、同時に２人が介護サービスを提供しているか
□  通院等乗降介助に該当するサービスで算定していないか

●加算の算定に当たっては、事前に利用者又は家族等の同意が必要です。

●ａに該当するのは、体重が重い利用者に入浴介助等を行う、エレベーターのな
い建物の２階以上の部屋から歩行困難な利用者を外出させる場合などです。こ
のような「１人の訪問介護員では介護が困難」な状況になく、単なる安全確保
のために２人で行うような場合は、原則として算定できません。

●同時に訪問介護員２人で訪問介護サービスを行うことが必要でも、２人が交代
でサービスを提供する場合は含まれません。

　 ➡  訪問介護員が交代でサービスを提供する場合は、「１ 訪問介護費」の「4 算定する時間」63頁を参照

●この加算は通院等乗降介助では算定できません。

1   利用者等の同意

2   ２人の訪問介護員の必要性
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3 加算　（3）夜間早朝・深夜の場合
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（3）夜間早朝・深夜の場合
　ケアプラン又は訪問介護計画で、訪問介護のサービス開始時刻が早朝・夜間・
深夜の時間帯にある場合には、１回につき、次表の単位を加算します。

早朝 午前６時から午前８時 所定単位数の 25％

夜間 午後６時から午後 10時 所定単位数の 25％

深夜 午後 10時から午前６時 所定単位数の 50％

●ケアプラン又は訪問介護計画において、訪問介護サービスの開始時刻が加算対
象の時間帯にある場合に算定ができます。計画上は午後５時開始であるのに、
たまたまその時の状況で午後６時から開始になった場合は算定できません。

●加算対象時間帯のサービス提供時間について、サービス提供時間全体に占める
割合がごくわずかな場合は算定できません。

1   計画上の位置づけ

2   サービスを提供する時間

〈チェック事項〉

1  計画上の位置づけ

□  ケアプラン又は訪問介護計画に、訪問介護のサービス開始時刻が早朝・夜
間・深夜の時間帯に位置づけられているか

2  サービスを提供する時間

□  訪問介護サービスの提供開始時間が次のいずれかに該当しているか
 ａ 早朝→午前６時から午前８時
 ｂ 夜間→午後６時から午後 10時
 ｃ 深夜→午後 10時から午前６時

□  全体のサービス提供時間のうち、早朝・夜間・深夜の時間帯が占める割合
がわずかになっていないか
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令和3年度介護報酬改定対応
実地指導はこれでＯＫ！おさえておきたい算定要件
訪問介護編

［075028］ 定価2,530円
（本体2,300円＋税10％）

第一法規 ストア

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お
問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL 0120-203-696　　FAX 0120-202-974

機関名

実地指導訪問３（０７５０２８）２０２１．０８ ＨＯ

チェック事項と解説により
おさえるべきポイントが
理解できる

図解やイラスト入りで
見やすくわかりやすい

はじめに　実地指導の「リスク」は何か
コラム　令和３年度介護報酬改定の総括（訪問介護）

第１章　人員・設備・運営基準
　　　　─指定取消しにならないために─

１　人員基準
２　設備基準
３　運営基準
（1）運営規程、重要事項説明書、契約書
（2）個人情報利用の同意書　（3）感染症や災害への対応
（4）その他の運営基準　　　（5）ケアマネジメントプロセス
（6）ケアプランとの整合性　（7）訪問介護計画
（8）会計の区分

第２章　介護報酬の算定要件　─報酬返還にならないために─

１　訪問介護費
２　減　算
　集合住宅減算

３　加　算
（1）身体介護に引き続き生活援助を行った場合（生活援助加算）
（2）２人の訪問介護員等による場合　（3）夜間早朝・深夜の場合
（4）特定事業所加算　（5）特別地域訪問介護加算
（6）中山間地域等における小規模事業所加算
（7）中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
（8）緊急時訪問介護加算　（9）初回加算
（10）生活機能向上連携加算
（11）認知症専門ケア加算
（12）介護職員処遇改善加算
（13）介護職員等処遇改善加算
４　算定の手続き

第３章　介護保険外の料金、サービスとの関係

（1）保険外サービスを提供する場合
（2）高齢者住宅併設の場合
（3）医療行為
（4）訪問介護では算定できない事例
（5）共生型サービス

1万円以下の場合、330円（税込）

＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）
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