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１．居宅療養管理指導の改正点
　　①　各職種共通
　　　　※居宅療養管理指導は地域に関わらず１単位＝ 10円

医師
（月２回まで）

（１）居宅療養管理指導費（Ⅰ）（在医総管等
を算定していない場合）
　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

503 単位
452 単位

（２）居宅療養管理指導費（Ⅱ）（在医総管等
を算定している場合）
　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

292 単位
262 単位

歯科医師
（月２回まで）

居宅療養管理指導費
　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

503 単位
452 単位

薬剤師
（医療機関：月２回まで）

（薬局：月４回まで。がん末期，
中心静脈栄養には週２回かつ
月８回まで）

（１）医療機関　  
　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

553 単位
387 単位

（２）薬局      
　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

503 単位
352 単位

管理栄養士   
（月２回まで）

　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

533 単位
452 単位

歯科衛生士等 
（月４回まで）

　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

352 単位
302 単位

看護職員
（６月までに２回）

　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合
准看護師の場合

402 単位
362 単位
90/100

※在医総管等＝在宅時医学総合管理料（C002）および特定施設入居時等医学総合管理料（C002
−２）のこと。

　　②　医師・歯科医師が行う場合
　居宅介護支援事業所をはじめ，特定施設，小規模多機能，グループホーム等のケアマネジャー
へのケアプラン作成ために必要な情報提供を行った場合に算定。これをしないと減算ではなく，
全く算定できない。同時に必要に応じて，他の（利用者が利用している）サービス事業所に対
して情報提供や助言を行うことも促されている（しないことへの減算等はない）。
　なお，他にサービスを利用していない，あるいはケアプラン自己作成の場合など，利用者に
担当ケアマネジャーが存在しない場合は，利用者および家族への指導・助言等のみでも算定で
きる。
③　薬剤師が行う場合 
・ケアマネジャーへのケアプラン作成ために必要な情報提供を行う必要がある。
・ 基幹薬局と連携するサポート薬局が緊急の場合等で代わりに居宅療養管理指導を行った場合
も算定できる。 

④　看護職員が行う場合 
・ケアマネジャーへのケアプラン作成ために必要な情報提供を行う必要がある。
・ 新規の要介護認定または要介護認定の更新若しくは変更の認定にともない，サービスが開始
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された日から起算して，６月間に２回を限度として算定する。

２．届出等について
　事業所の指定関係や指導・監査，加算の届出等（下記参照）の権限については京都市内事業所
分は京都市が指定権限先となっている。みなし指定にかかる事務も同様。
・事業者，施設の指定または開設許可
・指定（許可）の更新
・事業者等の変更，再開，廃止，休止の届出
・報告の徴収，立入検査
・改善勧告，改善命令
・指定（許可）の取消，効力停止

Ⅱ．医師の居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
　※改正点も踏まえた全体の算定基準
　【基本単位数】（介護給付・予防給付とも）

医師
（月２回まで）

（１）居宅療養管理指導費（Ⅰ）（在医総管等
を算定していない場合）
　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

503 単位
452 単位

（２）居宅療養管理指導費（Ⅱ）（在医総管等
を算定している場合）
　①同一建物居住者以外
　②同一建物居住者に同一日に訪問する場合

292 単位
262 単位

　　　　　※在医総管等＝在宅時医学総合管理料および特定施設入居時等医学総合管理料のこと
　　　　　※在医総管等も含め，訪問診療等にかかる費用は別途医療保険で算定
　【算定要件】

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導共通

居宅療養管理指導費（Ⅰ）
　通院が困難な利用者に対し，居宅療養管理指導事業所の医師が居宅を訪問（編注：外来，通
所では算定不可）して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき，介護支援専門員に対する
居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得る必要がある）並びに利用者
若しくはその家族等に対する居宅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
導および助言を行った場合に，月２回に限り算定。介護支援専門員への情報提供を行わなかっ
た場合は，算定できない。
居宅療養管理指導費 （Ⅱ）
　在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を算定している利用者であっ
て，医師が居宅に訪問（編注：外来，通所では算定不可）して行う計画的かつ継続的な医学的
管理に基づき，介護支援専門員に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者
の同意を得る必要がある）をした場合に限り算定。介護支援専門員への情報提供を行わなかっ
た場合は，算定できない。
　（Ⅰ），（Ⅱ）いずれも②については，同一建物に居住等している複数の利用者に，同一日に訪
問診療等を行った場合にすべての利用者に対し算定する。同一建物に複数の利用者が居住等し
ていても，一日に１人の利用者のみに訪問診療等を行った場合は，①を算定する。

京都市内の事
業所については

京都市介護
保険課

TEL：
（075）213−5871

京 都 市 以 外，
京都府内の事
業所については

京 都 府 介
護・地域福
祉課

TEL：
（075）414−4672
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（１）情報提供の対象
　主に居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）。居宅介護支援を利用し得ない
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または複合型サービスの利用者にあっては，当該事業所の介護支援専
門員。さらに介護サービス事業所にも必要に応じて，利用者または家族の同意を得た上で，当
該介護サービス事業所に介護サービスを提供する上での情報提供および助言を行う。
　なお，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，ケアプランを自己作成
している利用者など，ケアマネジャーによるケアプラン作成が行われていない場合も算定でき
る。

（２）「情報提供」および「指導または助言」の方法
①　ケアマネジャー等に対する情報提供の方法
　ケアプランの作成等に必要な情報提供は，サービス担当者会議への参加が基本（この場合
は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，「情報提供すべき事項」について原則として文書等（メール，
FAX等でも可）により，ケアマネジャー等に対して情報提供を行うことで足りる。 資料④ 
　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，下線または枠で囲う等により，他の記載と区別できるようにする。
　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。
 （情報提供すべき事項）
ア 　基本情報（医療機関名，住所，連絡先，医師氏名，利用者の氏名，生年月日，性別，住所，
連絡先等）
イ　利用者の病状，経過等
ウ　介護サービスを利用する上での留意点，介護方法等
エ　利用者の日常生活上の留意事項
※ 上記に係る情報提供については，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。また，府医では，情報提供すべき事項を踏まえたモデル
様式を作成している（13 ページ  資料④  ）のでご利用いただきたい。

　 　なお，ケアマネジャーから「居宅介護支援計画連絡票（FAX照会）」（12ページ  資料③  ）
などによる意見照会に回答した場合も，文書等により情報提供を行ったことになり，算
定可。

②　利用者・家族等に対する指導または助言の方法
　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または助言は，文書等の
交付により行うよう努めること。（14 ページ  資料⑤  ）
　なお，口頭により指導または助言を行った場合については，その要点を記録する。当該記
載については，医療保険の診療録に記載することとしてもよいが，下線または枠で囲う等に
より，他の記載と区別できるようにすること。
　また，文書等により指導また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。
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（３）算定回数について
　１人の利用者について，月２回まで算定可。歯科医師等職種が異なれば同時算定可。

（４）算定日について
　算定日は，当該月の訪問診療または往診を行った日（外来診療は不可）。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，または当該サービス担当者会議に参加した場合にお
いては参加日，また，参加が困難な場合においては，文書等を交付した日を記入する。

（５）医療保険との関連
　診療情報提供料（Ⅰ）と同時算定不可（医療機関向けは可能）

（６）同一建物居住者の定義
① 　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または入所している複数の利用者
② 　短期入所生活介護，小規模多機能型居宅介護（宿泊サービス利用者に限る），認知症対応型
共同生活介護（いずれも介護予防サービスも含む），複合型サービス（宿泊サービス利用者に
限る）などのサービスを受けている複数の利用者

Ⅲ．各サービスの介護報酬算定にあたっての前提
１．各サービス事業所としてそれぞれ指定を受けていること
　保険医療機関であれば「指定を不要とする旨の申出書」の届出をしない限り，居宅療養管理指
導事業所，訪問看護事業所，訪問リハビリテーション事業所および通所リハビリテーション事業
所（いずれも介護予防サービスも含む）の指定があったとみなされるが「介護給付費算定に係る
体制等に関する届出書〈指定事業者用〉」 資料⑪⑫  を京都市又は京都府に提出する必要がある。
（用紙は京都市，京都府のホームページからダウンロード ）
　また指定を受けているかどうかの確認は，京都市内は京都市介護保険課（TEL 075− 213−
5871），京都市外は京都府介護・地域福祉課（TEL 075−414−4672）で管理しているので，こち
らに問い合わせされたい。

２．運営規程等の書類を完備していること
　介護保険のすべての事業所・施設等は「居宅サービス等の人員・設備および運営に関する基準」
にしたがってサービスを提供しなければならない。この基準では事業所はすべて運営規程を定め
ることになっており，例え居宅療養管理指導事業所であっても必要である。例として医師の居宅
療養管理指導の運営規程のモデルを８ページ  資料①  に示したので，これを参考に各医療機関
で作成し，その概要を医療機関の窓口等に掲示いただきたい。府医ホームページにWORDデー
タでアップしてあるのでご利用いただきたい。
　さらに，同基準において「サービス提供にあたっては利用者にあらかじめ運営規程の概要等重
要な事項について文書を用いて説明し，サービス提供を受けることについて文書による同意を得
る必要がある」とされている。これについても例として医師の居宅療養管理指導の重要事項説明
書のモデルを 10 ページ  資料②  に示したので，これを参考に各医療機関で２部作成し，利用者
に説明の上，署名捺印をいただき，１部は利用者，１部は医療機関で保存すること。
　なお，平成 26 年４月の消費税率の引き上げにともなう介護報酬改定によって，介護保険サー
ビスの利用料等が変更されることから、重要事項説明書の変更を要することが想定されるが，今
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般の介護報酬改定は消費税率引き上げにともなう臨時・特例的な対応であることを踏まえ，利用
者負担額改定表を紙で配布する等を行った上で，利用者またはその家族へ説明し，理解を得るこ
とで可とする厚労省事務連絡が発出されている。この場合，利用者負担額の改定に同意した旨の
署名・捺印は必ずしも要しないが，上記の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残し
ておくことが求められている。

３．利用者が要介護（要支援）認定を受けていること

４．利用者が居宅介護支援（介護予防支援）を受けていること
　訪問看護，訪問リハビリテーションおよび通所リハビリテーションについては，主治医の指示
だけでなくケアプランへの位置づけが必要となってくることから，居宅介護支援事業所（予防給
付の場合は地域包括支援センター）のケアマネジャーがケアプランを作成していること（利用者
の自己作成や小規模多機能型居宅介護，複合型サービスのケアマネジャーでも可）が必要。自己
作成の場合は償還払いになる。

５．各サービスの請求について
　初めて介護サービスにかかる請求を提出する際，あらかじめ京都府国民健康保険団体連合会（以
下，国保連合会）介護保険課（TEL：（075）354−9050）に「介護給付費等の請求及び受領に関
する届」を請求し，提出する必要がある。各月の請求は国保連合会の介護保険課に伝送または電
子媒体（フロッピーやMO）で請求する。なお，提供するサービスが居宅療養管理指導のみの場
合等は紙媒体での提出でも可。記載方法は 16 ページ  資料⑦  の記載例を参照。診療報酬同様，
利用者毎の「請求明細書」（様式第二  資料⑥  ）は，要介護者用，様式第二の二は，要支援者用）
と１月ごとの集計を記載する「請求書」（様式第一  資料⑧  ）に毎月１日～末日までにサービス
提供したものを記載し，翌月 10 日までに提出する。

Ⅳ．各サービスの運営面での留意点

１．介護保険の被保険者証を確認する
　要介護認定等を受けているかどうか，認定有効期間，介護保険施設入所者ではないかどうか（入
所者には居宅サービスを請求できない）等を確認する。

２．身分証の携行
　身分を証する証書（名刺等でも可）または名札を携行し，利用者から求められた時はこれを提
示する。

３．計画・報告と記録
　算定要件に記載した各種記録は，介護サービスを提供した内容を客観的に証明できるような内
容を記載する。これらの記録はサービス提供終了時（死亡，他事業所へ移管，施設等へ入所等）
から２年間保存することとされている。ただし，介護報酬返還の時効や医療の記録保存が５年で
あることから，５年間保存することが望ましい。

４．利用料の受領
　１割の利用者負担金の徴収が必要。医療保険同様，利用者負担金を意図的に徴収しないことは
不可。また領収証に記載する金額は明細が必要。医療保険にかかる負担金が同時にある場合，合
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算した金額のみの記載は不可。

５．秘密の保持
　医療従事者は当然それぞれの法律で守秘義務があるが，介護保険法でも秘密の保持が定められ
ており，運営規程等にうたう必要がある。一方，サービス担当者会議等においてケアマネジャー
やサービス提供担当者に利用者等に関する情報提供もしなければならない。よって，あらかじめ
利用者および家族にサービス担当者会議等においてケアプラン作成に必要な情報を提供すること
を，文書で同意を得ておく必要がある。この同意はサービス提供開始時に包括的に同意を得るこ
とで可となっている。10 ページ  資料②  「重要事項説明書のモデル」の７の項目がこれに対応
している。

６．苦情処理
　利用者が苦情を申し出やすいような体制をとるとともに，申し出があった場合には迅速かつ適
切に対応し，今後の防止策につなげるような体制や手順についてのマニュアルを作成し，そうい
う措置をとっていること，苦情担当者氏名，また，国保連合会や当該市町村の苦情相談窓口があ
る旨並びに連絡先も重要事項説明書等に記載するとともに事業所窓口に掲示する。

７．緊急時・事故発生時の対応
　緊急に対応すべきことが起こった場合やなんらかの事故（医療事故のみに限らない）が起こっ
た場合に備えてマニュアルを整備する。事故が実際に起こった場合は適切に対処し，その状況を
家族や市町村，ケアマネジャー等へ連絡するとともに，再発防止の措置を行う。利用者に賠償す
べき案件も予想されることから，損害賠償保険に加入しておくことが望ましい（医療行為に関す
ることであれば日医医賠責保険で対応可）。

各種様式
・京都府医師会ホームページ（http://www.kyoto.med.or.jp/）
　　　　　　　↓
・ 京都府医師会員のみなさま（緑色）
　　　　　　　↓
・介護保険情報（上から９段目）
　　　　　　　↓
Ⅰ．主治医向けの情報
２．居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハの実施について


