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自立支援給付は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具のシステムで構築されて
います。利用者が、一人一人の支援計画に基づき「日中の活動」を一つないし複数組み合わ
せて選択し、要望に応じ「住まいの場」と併せサービスを受ける事になります。
第 6 章では、精神障害者が対象となる「訪問系のサービス」として、 居宅介護事業、重
度訪問介護事業、行動援護事業について紹介します。
１. 居宅介護事業
障害支援区分が1以上の障害者等（精神障害者、身体障碍者、知的障害者）
ただし、通院等介助（身体介護を伴う場合）を算定する場合は、① 区分2以上に該当し、② 障害
支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

利用者

居宅で、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談
及び助言、その他の生活全般の援助を行う。 通院等介助や通院等乗降介助も含む。

サービス内容
従業者
(ホームヘルパー）
職員配置
基準

介護福祉士、実務者研修修了者、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者などが、常勤換算方法で
2.5人以上

サービス提供
責任者

●事業規模に応じて１人以上（管理者の兼務・常勤換算も可）
●常勤ヘルパーのうち１名以上（介護福祉士、実務者研修修了者等又は居宅介護職員初任者研修
修了者等であって３年以上の実務経験がある者）

管理者

常勤で、原則として専ら管理業務に従事する者（管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可）

設 備

事務室、受付等の運営に必要な設備・備品等の確保

(１)利用者
居宅介護事業は、障害支援区分が 1 以上の精神障害者、身体障害者及び知的障害者（障害
児にあってはこれに相当する心身の状態）が対象となります。ただし、通院等介助（身体介
護を伴う場合）を算定する場合は、利用者が障害支援区分 2 以上に該当し、障害支援区分の
認定調査項目のうち、次に掲げる状態（①～⑤）のいずれか一つ以上を認定されていること
が必要となります。
①
②
③
④
⑤

「歩行」
「移乗」
「移動」
「排尿」
「排便」

：
：
：
：
：

「全面的な支援が必要」
「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
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(２)サービス内容
サービス内容は、居宅で、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事
並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般の援助を行います。サービスの提供
に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容(派遣される従
業者の種別を含む)を記載した居宅介護計画に基づいて行われることが必要です。居宅介護
計画を作成するに当たって、所要時間は 30 分単位（家事援助では最初の 30 分以降は 15 分
単位）で決定されることを踏まえ、決定された所要時間数が有効に活用されるよう、利用者
の希望等を踏まえることが必要となります。
(３）職員配置基準と設備基準
１）従業者（ホームヘルパー）
従業者は、常勤換算方法で 2.5 人以上配置することが必要となります。従業者について
は、「介護福祉士又は介護福祉士実務者研修修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、障害
者居宅介護従業者基礎研修修了者、重度訪問介護従業者養成研修修了者、同行援護従業者養
成研修修了者、行動援護従業者養成研修の修了者等」が要件となります。
２）サービス提供責任者
サービス提供責任者は事業の規模に応じて１人以上配置することになりますが、以下の
ア～エのいずれかに該当するように配置することが必要です。
ア
イ
ウ
エ

月間のサービス提供時間 450 時間当たり 1 人以上
従業者数 40 人当たり 1 人以上
利用者数 40 人当たり 1 人以上（通院等乗降介助のみの利用者数は 0.1 人で計算）
常勤で 3 人以上配置、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事するものを 1 人以上配置
している場合は、ウにかかわらず利用者数 50 人当たり 1 人以上

なお、平成 27 年度改定では、介護報酬改定の動向を踏まえ、利用者の情報の共有などサ
ービス提供責任者が行う業務について効率化が図られている場合に、常勤のサービス提供
責任者を 3 人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を 1 人
以上配置している事業所は、サービス提供責任者の配置基準が「利用者 40 人に対して 1 人
以上」から「利用者 50 人に対して 1 人以上」に緩和されました。
また、サービス提供責任者の要件としては、「介護福祉士又は介護福祉士実務者研修修了
者 介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修 1 級課程修了者、居宅介護職員初任
者研修修了者で介護等の業務の実務経験 3 年以上」となります。
なお、サービス提供責任者は、管理者の兼務及び常勤換算が可能となっています。
３）管理者
管理者は、常勤で原則として専ら管理業務に従事する者を配置することが必要となりま
す。ただし、管理業務に支障がない場合は、事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所・施
設の職務に従事することができます。
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４）設備基準
指定居宅介護事業所は、事務室や利用申込みの受付、相談等に対応することが可能な適切
なスペース、居宅介護サービスの提供に必要な設備及び備品等を確保します。特に、手指を
洗浄するための設備等感染症予防に必要な施設等に配慮することが求められています。
(４）居宅介護サービス費
居宅介護サービス費

30 分未満
30 分以上 45 分未満
45 分以上 1 時間未満
所
要
時
間

1 時間以上 1 時間 15 分未満
1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

居宅における
身体介護

通院等介護
(身体介護を
伴う場合)

通院等介助
(身体介護を
伴わない場合)

家事援助

通院等
乗降介助

255 単位

105 単位

105 単位

402 単位

196 単位

584 単位

274 単位

152 単位
196 単位
238 単位
274 単位

1 時間 30 分以上 2 時間未満

666 単位

2 時間以上 2 時間 30 分未満

750 単位

343 単位

309 単位

2 時間 30 分以上 3 時間未満

833 単位

(30 分増すごとに

(15 分増すごとに

916 単位

＋69 単位)

＋35 単位)

3 時間以上

101 単位

(30 分増すごとに＋83 単位)

※ 令和３年９月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001／1,000に相当する単位数を算定

１）居宅介護サービス費の概要
居宅介護サービス費は、5 区分（1．居宅における身体介護、2．通院等介助（身体介護を
伴う場合）、3．通院等介助（身体介護を伴わない場合）、4．家事援助、5．通院等乗降介
助）で設定されており、通院等乗降介助以外はサービス提供の所要時間に応じて基本報酬を
算定することができます。ただし、実際の要した時間により算定されるのではなく、居宅介
護計画に基づいて行われるべきサービスの所要時間に基づき算定されることに留意するこ
とが必要です。なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス内容や提供時間が、実際のサー
ビス提供と異なる場合は、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行う必要があります。
「所要時間 30 分未満」で算定する場合は、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供するサー
ビスを除いて所要時間は 20 分以上であることが必要です。所要時間とは、実施にサービス
を提供した時間であり、サービス提供のための準備に要した時間等は含まれません。
また、居宅介護サービス費は、短時間に集中して支援を行う業務形態を踏まえ、所要時間
1 時間 30 分未満の「居宅における身体介護」等のサービスを基本としています。そのため、
利用者の生活パターに合わせて 1 日に短時間の訪問を複数回行うことを可能とし、居宅に
おける介護サービスの提供体制の強化を図っています。ただし、単に 1 回の居宅介護を複数
回に区分して行うことは適切なサービス提供ではなく、1 日に居宅介護を複数回算定する場
合は、概ね 2 時間以上の間隔を空けることが必要となります。なお、身体の状況等により、
短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行うことが必要な場合や、別の事業者

187

2021 年 11 月作成
(審)21Ⅺ143

障害者総合支援法 第６章
【2021 年４月 改定版】

の提供する居宅介護との間隔が 2 時間未満である場合はこの限りではありません。
平成 27 年度改定では介護報酬改定の動向を踏まえ、居宅介護サービス費の基本報酬が引
き下げられましたが、平成 30 年度改定及び令和 3 年度改定では、障害福祉サ-ビス事業者
の経営の実態等を踏まえ、基本報酬は引き上げられています。
また、居宅介護の従業者は、居宅介護が短時間に集中して支援を行う業務内容であること
を踏まえ、初任者研修課程修了者等を基本とし、基礎研修課程修了者等及び重度訪問介護研
修修了者がサービスを提供する場合は基本報酬が減算されます。
なお、重度訪問介護研修修了者は、専ら重度訪問介護に従事することを目的として養成さ
れるものであることから、重度訪問介護研修修了者は早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、
一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に、サービスを提供する
ことができます。
２）「居宅における身体介護」・「通院等介助（身体介護を伴う場合）」
①初任者研修課程修了者等が行う場合（所定単位数を算定）
初任者研修課程修了者等が「居宅における身体介護（入浴、排せつ、食事等の介護）」及
び「通院等介助（身体介護を伴う場合）」中心のサービス提供を行った場合は、所要時間に
応じて基本報酬の所定単位数を算定することができます。所要時間 30 分未満は 255 単位を、
30 分以上 1 時間未満は 402 単位を、1 時間以上 1 時間 30 分未満は 584 単位を、1 時間 30 分
以上 2 時間未満は 666 単位を、2 時間以上 2 時間 30 分未満は 750 単位を、2 時間 30 分以上
3 時間未満は 830 単位を、算定することができます。また、所要時間が 3 時間以上の場合は
916 単位に、所要時間 3 時間から計算して 30 分増すごとに 83 単位を加算した単位数を算定
します。
初任者研修課程修了者等とは、介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、居宅介護職員
初任者研修課程修了者（介護職員初任者研修課程修了者を含む）になります。
②基礎研修課程修了者等が行う場合（所定単位数の 70％を算定）
基礎研修課程修了者等が「居宅における身体介護」中心のサービス提供を行った場合は、
基本報酬の所定単位数の 70％を算定します。基礎研修課程修了者等とは、障害者居宅介護
従業者基礎研修課程修了者（改正前の介護保険法施行規則第 22 条の 23 第 1 項に規定する
訪問介護に関する 3 級課程修了者等を含む）及び実務経験を有する者（平成 18 年 3 月 31 日
において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業
に従事した経験を有する者で、都道府県知事から必要な知識及び技術を有することを認め
る証明書の交付を受けた者）になります。
また、基礎研修課程修了者等及び旧外出介護研修修了者が「通院等介助（身体介護を伴う
場合）」中心のサービス提供を行った場合は、基本報酬の所定単位数の 70％を算定します。
旧外出介護研修修了者とは、廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外
出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者（これらの研修
課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を
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行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む）になります。
③重度訪問介護研修修了者が行う場合
重度訪問介護研修修了者（重度訪問介護従業者養成研修課程修了者、相当する研修課程修
了者を含む）で、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が「居宅における身体介
護」及び「通院等介助（身体介護を伴う場合）」中心のサービス提供を行った場合に、所要
時間 3 時間未満の場合は重度訪問介護サービス費に定められている所定単位数（1 時間未満
は 185 単位、1 時間以上 1 時間 30 未満は 275 単位、1 時間 30 分以上 2 時間未満は 367 単
位、2 時間以上 2 時間 30 未満は 458 単位、2 時間 30 分以上 3 時間未満は 550 単位、）を算
定することができます。また、所要時間が 3 時間以上の場合は 635 単位に所要時間 3 時間
から計算して 30 分増すごとに 86 単位を加算した単位数を算定します。
３）「通院等介助（身体介護を伴わない場合）」
①初任者研修課程修了者等が行う場合（所定単位数を算定）
初任者研修課程修了者等が「通院等介助（身体介護を伴わない場合）」中心のサービス提
供を行った場合は、所要時間に応じて基本報酬の所定単位数を算定することができます。所
要時間 30 分未満は 105 単位を、30 分以上 1 時間未満は 196 単位を、1 時間以上 1 時間 30 分
未満は 274 単位を、算定することができます。また、所要時間が１時間 30 以上の場合は 343
単位に所要時間 1 時間 30 分から計算して 30 分増すごとに 69 単位を加算した単位数を算定
します。
②基礎研修課程修了者等が行う場合（所定単位数の 90％を算定）
基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者が「通院等介
助（身体介護を伴わない場合）」中心のサービス提供を行った場合は、基本報酬の所定単位
数の 90％を算定します。
４）「家事援助」
①初任者研修課程修了者等が行う場合（所定単位数を算定）
初任者研修課程修了者等が「家事援助」中心のサービス提供を行った場合は、所要時間に
応じて基本報酬の所定単位数を算定することができます。所要時間１時間 30 分未満の場合
は、30 分未満は 105 単位を、30 分以上 45 分未満は 152 単位を、45 分以上 1 時間未満は 196
単位を、1 時間以上 1 時間 15 分未満は 238 単位を、1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満は 274
単位を、算定することができます。また、所要時間が１時間 30 以上の場合は 309 単位に所
要時間 1 時間 30 分から計算して 30 分増すごとに 35 単位を加算した単位数を算定します。
②基礎研修課程修了者等が行う場合（所定単位数の 90％を算定）
基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者が「通院等介助（身体介護を伴わない場
合）」中心のサービス提供を行った場合は、基本報酬の所定単位数の 90％を算定します。
５）「通院等乗降介助」
①初任者研修課程修了者等が行う場合（所定単位数を算定）
初任者研修課程修了者等が「通院等乗降介助」中心のサービス提供を行った場合は、片道
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1 回所定単位数（101 単位）を算定することができます。
自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前若しくは降
車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行う場
合は「通院等乗降介助」の算定対象となりますが、これらの移動等の介助又は受診等の手続
きを行わない場合は算定対象となりません。
②基礎研修課程修了者等が行う場合（所定単位数の 90％を算定）
基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者が「通院等乗
降介助」中心のサービス提供を行った場合は、片道 1 回所定単位数の 90％を算定します。
６) ２人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い（所定単位数×２）
以下の厚生労働大臣が定める要件を満たす 1 人の利用者に対して 2 人の居宅介護従業者
が同時に指定居宅介護のサービスを提供した場合は、それぞれの居宅介護従業者が行う居
宅介護について所定単位数を算定することができます。
【厚生労働大臣が定める要件】
■２人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行うことについて利用者の同意
を得ている場合であって、次の①～③までのいずれかに該当する場合
①障害者等の身体的理由により１人の従業者による介護が困難と認められる場合
（体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする居宅介護を提供する場合等）
②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
③その他障害者等の状況等から判断して、①又は②に準ずると認められる場合
（エレベーターのない建物の２階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等）

(５) 居宅介護サービス費の減算項目
算定要件等

居宅介護
サービス費

報酬

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以
上にサービスを行う場合

単位数×90％

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

所定単位数×85％所定

初任者研修課程修了者が作成した居宅介護計画に基づき提供する場合

所定単位数×70%

身体拘束廃止未実施減算 ※

利用者全員について1日5単位減算
※ 令和5年4月から適用

１）同一建物等に居住する利用者等へのサービス提供に対する評価の適正化
平成30年度改定では、居宅介護事業所が所在する建物と同一建物等に居住する利用者又
は同一建物に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供した場合は基本報酬が
減算されることになりました。
以下のイ又はロの者に居宅介護を行う場合は所定単位数の90％を、ハの者に居宅介護を
行う場合は所定単位数の85％を、算定することになります。
イ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
ロ 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以上の場合）
ハ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用者の人数が
１月あたり50人以上の場合）

２）初任者研修課程修了者のサービス提供責任者に対する評価の適正化
平成30年度改定では、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任
者の任用要件のうち「居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者であって、3年以上介護
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等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置している事業所については、基本
報酬が減算されることになりました。令和3年度改定では、サービス提供責任者の質の向上
を図る観点から、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介
護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を段階的に廃止
するため、当該暫定措置が適用されている場合について更なる減算が行われ、所定単位数の
10％から30％を減算されることになりました。
そのため、居宅介護職員初任者研修課程修了者（介護職員初任者研修課程修了者や旧２級
ヘルパーを含む）をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基
づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数の70％を算定することになります。
３）身体拘束廃止未実施減算（令和 3 年度改定で新設、令和 5 年 4 月から適用）
令和3年度改定では、身体拘束廃止未実施減算が新設されました。以下の①～④の要件を
満たしていない場合に、利用者全員の基本報酬から1日5単位減算されますが、減算の取扱い
については、令和5年4月から適用されます。
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項
を記録
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

(６)居宅介護サービス費の加算項目
１）夜間早朝加算
居宅介護

算定要件等

報酬

夜間早朝加算

夜間（午後６時から午後 10 までの時間）又は早朝（午前 6 時から午前 8
時までの時間）にサービスを提供した場合

＋所定単位数×25％／回

夜間（午後６時から午後 10 までの時間）又は早朝（午前 6 時から午前 8 時までの時間）
にサービスを提供した場合は、1 回につき所定単位数の 25％を加算することができます。
２）深夜加算
居宅介護
深夜加算

算定要件等

報酬

深夜（午後 10 時から午前 6 時までの時間）にサービスを提供した場合

＋所定単位数×50％／回

深夜（午後 10 時から午前 6 時までの時間）にサービスを提供した場合は、1 回につき所
定単位数の 50％を加算することができます。
３）特定事業者加算
居宅介護

特定事業所加算

算定要件等

報酬

Ⅰ

①・②・③のすべてに適合した場合

＋所定単位数×20％／回

Ⅱ

①・②に適合した場合

＋所定単位数×10％／回

Ⅲ

①・③に適合した場合

＋所定単位数×10％／回

Ⅳ

①・④のすべてに適合した場合

＋所定単位数× 5％／回

①サービス提供体制の整備
研修計画の計画的実施、情報の的確な伝達 等
②良質な人材の確保
介護福祉士の割合が 30％以上 等
③重度障害者への対応
区分５以上の利用者及び喀痰吸引等を必要とする者の割合が 30％以上
④中重度障害者への対応
区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の割合が 50％以上
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平成 27 年度改定では、介護報酬改定の動向を踏まえ、中重度の利用者を重点的に受け入
れるとともに、人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置する事業所を評価する
特定事業所加算(Ⅳ)が新設されました。
特定事業者加算の厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事又は指定都市・中核
市の市長に届け出た介護事業所がサービスを提供した場合は、満たしている算定要件に応
じて特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅳ)の所定単位数を 1 回につき加算することができます。
特定事業所加算(Ⅰ)は算定要件の①から⑤及び⑦から⑨、⑪のいずれにも適合する場合
に所定単位数の 20％を、特定事業所加算(Ⅱ)は算定要件の①から⑤のいずれにも適合し⑦
又は⑧及び⑨のいずれかに適合する場合に所定単位数の 10％を、特定事業所加算(Ⅲ)は算
定要件の①から⑤及び⑪のいずれにも適合する場合に所定単位数の 10％を、特定事業所加
算(Ⅳ)は②から⑥及び⑩、⑫のいずれにも適合している場合に所定単位数の 5％を、算定す
ることができます。
特定事業所加算の算定要件
①事業所の全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、当該研修計画に従い、研修を実施
又は実施予定

サービス提供体制の整備

②次の掲げる基準に従い、サービスを実施
ア 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該事業所における
従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
イ サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する従業者に対し、当
該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達し
てから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する従業者から適宜報告
③事業所の全ての従業者に対し健康診断等を定期的に実施
④緊急時等における対応方法が利用者に明示
⑤事業所が新規に採用した全ての従業者に、熟練した従業者の同行による研修を実施
⑥事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該研
修計画に従い、研修を実施又は実施予定
⑦従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が 30％以上若しくは指定居宅介護等従業者の うち
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、居宅介護従業者養成研修 1
級課程修了者の占める割合が 50％以上又は前年度又は算定日が属する月の前 3 月間のサービス
提供時間のうち常勤従業者によるサービス提供時間の占める割合が 40％以上
⑧当該事業所の全てのサービス提供責任者が 3 年以上の実務経験を有する介護福祉士又は 5 年以
上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは居宅介護従業
者養成研修 1 級課程修了者

良質な人材の確保

⑨基準により 1 人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所に、常勤のサービス提
供責任者を 2 人以上配置
⑩人員基準に基づき、常勤のサービス提供責任者が 2 人以下の事業所であって、基準により配置するこ
ととされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供
責任者を１人以上配置
重度障害者への対応

⑪前年度又は算定日が属する月の前 3 月間における利用者（障害児を除く。）の総数のうち、障害支
援区分 5 以上ある者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が 30％以上

中重度障害者への対応

⑫前年度又は算定日が属する月の前 3 月間における利用者（障害児を除く。）の総数のうち、障害支
援区分 4 以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が 50％以上

４）特別地域加算
居宅介護
特別地域加算

算定要件等
中山間地域等の居住者にサービスを提供した場合

報酬
＋所定単位数×15％／回

中山間地域等（121 ページ参照）の居住者にサービスを提供した場合は、1 回につき所定
単位数の 15％を加算することができます。
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５）緊急時対応加算
居宅介護
緊急時対応加算※

算定要件等

報酬

居宅介護計画に位置づけられていないサービスを、利用者等の要請を受けて
24 時間以内に提供した場合（月 2 回を限度）

＋100 単位／回

地域生活支援拠点等の場合

＋50 単位/回 上乗せ

※ 「居宅における身体介護」及び「通院等介助（身体介護を伴う場合）」において算定可

居宅介護計画に位置づけられていないサービスを、利用者等の要請を受けて 24 時間以内
に提供した場合は、1 月につき 2 回を限度として 1 回 100 単位を「居宅における身体介護」
及び「通院等介助（身体介護を伴う場合）」において加算することができます。
令和3年度改定では、市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた居宅介護事業所等
について、「地域生活支援拠点等として緊急対応の役割を担うことを評価する加算」が新設
され、緊急時対応加算を算定した場合に更に＋50単位を上乗せすることができます。
６）喀痰吸引等支援体制加算
居宅介護

算定要件等

報酬

喀痰吸引等
支援体制加算※

特定事業所加算Ⅰを算定していない事業所で、介護職員等がたんの吸引を
実施した場合

＋100 単位／月

※ 「居宅における身体介護」及び「通院等介助（身体介護を伴う場合）」において算定可

特定事業所加算Ⅰを算定していない事業所で、介護職員等がたんの吸引を実施した場合
は、1 回につき 100 単位を「居宅における身体介護」及び「通院等介助（身体介護を伴う場
合）」において加算することができます。
７）初回加算
居宅介護

算定要件等

報酬

初回加算

新規に居宅介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者がサービ
スを提供した場合や同行した場合

＋200 単位／月

新規にサービス等利用計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者がサービスを
提供した場合や同行した場合は、初回について 200 単位を加算することができます。
８）利用者負担上限額管理加算
居宅介護
利用者負担
上限額管理加算

算定要件等
指定居宅介護事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

報酬
＋150 単位／月

指定居宅介護事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合は、月に 150 単位を加算
することができます。
９）福祉専門職員等連携加算（平成 27 年度改定で新設）
居宅介護

算定要件等

報酬

福祉専門職員等
連携加算

サービス提供責任者が、精神障害者等の特性に精通する専門職（精神保健
福祉士等）に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評
価を共同で行い、居宅介護計画を作成した場合
（同行して訪問する初回に日から起算して 90 日間で 3 回を限度）

＋564 単位／回

サービス提供責任者に係る障害特性の理解や医療機関等専門機関との連携、従業者への
技術指導等の課題に対応するため、精神障害者等の特性に精通する専門職と連携し、利用者
の心身の状況等を共同で評価する「福祉専門職員等連携加算」が平成 27 年度改定で新設さ
れました。福祉専門職員等連携加算をサービス初日から起算して 90 日間で 3 回を限度に 1
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回 564 単位を算定することができます。
サービス提供責任者が、精神障害者等の特性に精通する専門職（精神保健福祉士、公認
心理師、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健
師等の国家資格を有する者）に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の
評価を共同で行い、居宅介護計画を作成した場合は、初回に日から起算して 90 日間で 3
回を限度）
平成 30 年度改定では、精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うため、公認
心理師と連携した場合を新に「福祉専門職員等加算」における有資格者師として評価され
ました。
(７) 生活訓練サービス費と共通の加算項目
居宅介護

福祉・介護職員
処遇改善加算

算定要件等

報酬

Ⅰ

月額 3 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場
環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.274／月

Ⅱ

月額 2 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境
等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.200／月

Ⅲ

月額 1 万５千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ又はⅡのいずれか
に適合し、職場環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.111／月

Ⅳ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件又は職場環境等要件
のいずれかを満たしている場合

＋上記Ⅲ×0.9／月

Ⅴ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件及び職場環境等要件
のいずれも満たさない場合

＋上記Ⅲ×0.8／月

福祉・介護職員
処遇改善特別加算
Ⅰ
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
Ⅱ

福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施
している場合（キャリアパス要件・定量的要件を問わない）
福祉・介護職員処遇改善加算
ⅠからⅢまでのいずれかを取得し 福祉専門職員配置等
ている事業所で、福祉・介護職 加算算定事業所
員処遇改善加算の職場環境等
要件に関し、複数の取組を行って
いるとともに、その取組について、 福祉専門職員配置等
ホームページへの掲載等を通じた 加算未算定事業所
見える化を行っている場合

削除
※

＋所定単位×0.041／月

＋所定単位×0.070／月

＋所定単位×0.055／月

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和2年度から継続して算定する場合のみ
令和4年3月サービス提供分まで算定可

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定
処遇改善加算を居宅介護サービス費においても算定することができます。詳細な内容につ
いては「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」(38 ページ～43 ページ)を参照く
ださい。
ただし、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護
職員等特定処遇改善加算は、生活訓練サービス費とは算定する単位数が異なっています。福
祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 27.4％を、福祉・介護職員処遇改善加
算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 20.0％を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は 1 月の所定単位
の 11.1％を、介護職員処遇改善特別加算は 1 月の所定単位の 4.1％を、福祉・介護職員等特
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定処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 7.0％を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
は 1 月の所定単位の 5.5％を算定します。
なお、令和 3 年度改定では、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）並びに福祉・
介護職員等処遇改善特別加算が上位区分の算定が進んでいることを踏まえ廃止されました
が、令和 2 年度から継続して算定する場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定する
ことができます。
２．重度訪問介護事業
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者
具体的には、障害支援区分が４以上で、次の（１）及び（２）のいずれかに該当する者
（１）①及び②のいずれにも該当する者
利用者

① 二肢以上に麻痺等がある
② 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」 のいずれも「支援が不要
以外と認定
（２）障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合計点数が10点以上で
ある者
重度の精神障害もしくは知的障害又は重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする障害者に対し

サービス内容

て、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や
助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行う

従業者
(ホームヘルパー）
職員配置
基準

サービス
提供責任者
管理者
設 備

介護福祉士、実務者研修修了者、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者などが、常勤換算方法
で2.5人以上
●事業規模に応じて１人以上（管理者の兼務・常勤換算も可）
●常勤ヘルパーのうち１名以上（介護福祉士、実務者研修修了者等又は居宅介護職員初任者研修
修了者等であって３年以上の実務経験がある者）
常勤で、原則として専ら管理業務に従事する者（管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可）
事務室、受付等の運営に必要な設備・備品等の確保

(１)利用者
重度訪問介護事業は、重度の精神障害若しくは知的障害又は重度の肢体不自由者により
行動上著しい困難を有する障害者が対象となりますが、障害児は対象になっていません。具
体的には、「障害支援区分が 4 以上で、二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査
項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されて
いる者」（重度の肢体不自由者）、又は「障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目
等（12 項目）の合計点数が 10 点以上である者」（重度の精神障害や知的障害で行動上著し
い困難を有する障害者）です。平成 26 年 4 月 1 日より「重度の精神障害者及び知的障害者」
が追加され、対象が拡大されています。
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０ 点

行動関連項目

１ 点

１．日常生活に支障がない
コミュニケーション

１．理解できる

説明の理解

２ 点

２．特定の者であれば
コミュニケーションできる

４．独自の方法で
コミュニケーションできる

３．会話以外の方法で
コミュニケーションできる

５．コミュニケーションできない

２．理解できない

３．理解できているか判断
できない

大声・奇声を出す

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

異食行動

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

多動・行動停止

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

不安定な行動

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

自ら傷つける行為

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

他人を傷つける行為

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

不適切な行為

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

突発的な行為

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

過食・反すう等

１．支援が
不要

２．希に支障
が必要

３．月に１回以上
の支援が必要

４．週に１回以上の
支援が必要

５．ほぼ毎日(週５日以上)
支援が必要

２．月に１回以上

３．週に１回以上

てんかん

１．年に１回以上

(２) サービス内容
サービス内容は、重度の精神障害もしくは知的障害又は重度の肢体不自由があり常に介
護を必要とする障害者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の
事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯
等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における
移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援を行います
(３)職員配置基準と設備基準
１）サービス提供責任者
サービス提供責任者は事業の規模に応じて１人以上配置することになりますが、居宅介
護事業とは異なり、以下のア～ウのいずれかに該当するように配置することが必要です。
ア 月間のサービス提供時間 1,000 時間当たり 1 人以上
イ 従業者数 20 人当たり 1 人以上
ウ 利用者数 10 人当たり 1 人以上

サービス提供責任者の要件としては、居宅介護事業と同じ内容となっていますので、居
宅介護事業の項目（165 ページ）を参照ください。なお、サービス提供責任者は、管理者
の兼務及び常勤換算が可能となっています。
２）従業者、管理者、設備基準
従業者、管理者及び設備基準については、居宅介護事業と同じ内容となっていますの
で、居宅介護事業の項目（186～187 ページ）を参照ください。
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なお、「重度の精神障害や知的障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常
時介護を要する者に対する重度訪問介護の従業者」については、専門性を確保するため、
重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程、強度行動障害支援者養成研修（基礎研
修）、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）又は行動援護従業者養成研修を修了して
いることが望ましいとされています。
(４）重度訪問介護サービス費
重度訪問介護サービス費

イ

ロ

ロ以外の障害者に提供した場合

病院等に入院又は入所中の
障害者に提供した場合 ※

(1)

所要時間1時間未満

１８５単位

(2)

所要時間1時間以上1時間30分未満

２７5単位

(3)

所要時間1時間30分以上2時間未満

３６７単位

(4)

所要時間2時間以上2時間30分未満

４５８単位

(5)

所要時間2時間30分以上3時間未満

５５０単位

(6)

所要時間3時間以上3時間30分未満

６４０単位

(7)

所要時間3時間30分以上4時間未満

７３２単位

(8)

所要時間4時間以上8時間未満

(9)

所要時間8時間以上12時間未満

８１７単位 (４時間から起算して30分増すごとに 85単位加算)
１,４９７単位 ( 8時間から起算して30分増すごとに 85単位加算)

(10) 所要時間12時間以上16時間未満

２,１７２単位 (12時間から起算して30分増すごとに 80単位加算)

(11) 所要時間16時間以上20時間未満

２,８１８単位 (16時間から起算して30分増すごとに 86単位加算)

(12) 所要時間20時間以上24時間未満

３,５００単位 (20時間から起算して30分増すごとに 80単位加算)

※１ 90 日以降の利用は所定単位数の 80%を算定
※２ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和 2 年度から継続して算定す
る場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定可

１）重度訪問介護サービス費の概要
重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態
に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行わ
れることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家
事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできません。ただし、サービスを提供し
ている事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合で、
他の事業者が身体介護等を提供する場合は、算定することができます。また、外出時に行
動援護サービスを利用する場合の方が適している場合には、重度訪問介護に加えて、行動
援護サービス費を算定することができます。
なお、重度の精神障害や知的障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時
介護を要する者に対する重度訪問介護は、行動障害に専門性を有する行動援護事業者等に
よるアセスメントや環境調整などを行った上で、重度訪問介護を行った場合に所定単位数
を算定することができます。ただし、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程及び
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）は、アセスメントを理解してサービスを提供す
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る上で必要な研修と位置づけており、アセスメントを行う側の研修ではないことから、こ
れらの研修のみを修了した者が行動障害に専門性を有する行動援護事業者等によるアセス
メントや環境調整を行うことは望ましくないとされています。
２）重度訪問介護サービス費の所要時間
重度訪問介護サービス費は、同一箇所に長時間滞在しサービスの提供を行うという業務
形態を踏まえ、１日につき 3 時間超の支給決定が基本となっています。利用者のキャンセ
ル等による場合は、１事業者における１日の利用が 3 時間未満であっても重度訪問介護サ
ービス費の請求はできますが、「所要時間１時間未満」で算定する場合の所要時間は概ね
40 分以上となります。
また、重度訪問介護従業者の１日当たりの費用（人件費及び事業所に係る経費）を勘案
し 8 時間を区切りとする単価設定となっており、8 時間を超えるサービス提供を行う場合
には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8 時間までの報酬単価の 95％相当額
を算定することになっています。そのため、同一の事業者が、１日に複数回の重度訪問介
護を行う場合は、１日分の所要時間を通算して算定します。１日の所要時間とは、0 時か
ら 24 時までを指すものであり、翌日の 0 時以降のサービス提供分は所要時間１時間から
改めて通算して算定します。
なお、１日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合は、それぞれの事業者ご
とに１日分の所要時間を通算して算定します。
３）重度訪問介護サービス費の算定
平成 27 年度改定では、サービスの適正実施の観点から重度訪問介護サービス費の基本報
酬が引き上げられました。
平成 30 年度改定では、サ-ビス事業者の経営の実態や平成 30 年度介護報酬改定の動向等
を踏まえ、基本報酬は引き上げられ、障害支援区分 6 の利用者に対して、病院等への入院
(入所)中にコミュニケーション支援等を提供することを評価した区分（重度訪問介護サ-ビ
ス費「ロ」
）が新設されました。
令和 3 年度改定では、サービスの質の向上や制度の持続可能性の確保等の観点から、サー
ビスごとの収支状況を踏まえ、基本報酬は引き上げられました。
「病院等」(病院又は助産所、介護老人保健施設、介護医療院）に入院又は入所をしてい
る障害支援区分 6 の利用者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援
その他の必要な支援を行った場合に、所要時間に応じて、所定単位数を算定することができ
ます。ただし、90 日を超えて支援を行う場合は、障害者へのコミュニケーション支援等の
必要性について、市町村が認めた場合に限り所定単位数の 80％を算定することができます。
重度訪問介護のサービス提供の所要時間が、1 時間未満は 185 単位を、1 時間以上 1 時間
30 分未満は 275 単位を、1 時間 30 分以上 2 時間未満は 367 単位を、2 時間以上 2 時間 30 分
未満は 458 単位を、2 時間 30 分以上 3 時間未満は 550 単位を、3 時間以上 3 時間 30 分未満
は 640 単位を、3 時間 30 分以上 4 時間未満は 732 単位を、算定することができます。また、
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所要時間が、4 時間以上 8 時間未満は 817 単位に所要時間 4 時間から計算して 30 分増すご
とに 85 単位を、8 時間以上 12 時間未満は 1,497 単位に所要時間 8 時間から計算して 30 分
増すごとに 85 単位を、12 時間以上 16 時間未満は 2,172 単位に所要時間 12 時間から計算し
て 30 分増すごとに 80 単位を、16 時間以上 20 時間未満は 2,818 単位に所要時間 16 時間か
ら計算して 30 分増すごとに 86 単位を、20 時間以上 24 時間未満は 3,500 単位に所要時間
20 時間から計算して 30 分増すごとに 80 単位を、算定することができます。
４）２人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い
重度訪問介護

2 人の重度訪問介
護従事者による場合

算定要件等

報酬

障害者等の身体的理由により１人のヘルパーによる介護が困難と認
められる場合等であって、同時に２人のヘルパーが１人の利用者に
対して重度訪問介護を行った場合

所定単位数×200％／回

障害支援区分６の利用者に対して、重度訪問介護事業所が新規
に採用したヘルパーにより支援が行われる場合において、利用者の支
援に熟練したヘルパーが同行して支援を行った場合

所定単位数×170％／回

「2 人の重度訪問介護従業者による重度訪問介護の取扱い」については、意思疎通が困
難な利用者等への同行支援の評価が平成 30 年度改定で新設されました。
厚生労働大臣が定める要件（190 ページの「2 人の居宅介護従業者による居宅介護の取
扱い」を参照）を満たす 1 人の利用者に対して 2 人の重度訪問介護従業者が同時に重度訪
問介護を行った場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う重度訪問介護について所定
単位数（所定単位数×2）の加算を算定することができます。
また、障害支援区分 6 の利用者に対して、重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者
（利用者への支援が１年未満となることが見込まれる者及び採用からおよそ６ヶ月を経過
した従業者は除く）により支援が行われる場合において、利用者の支援に熟練した従業者
が同行して支援を行った場合は、所要時間 120 時間以内に限り「所定単位数の 85%」×2
を算定することができます。
(５) 重度訪問介護サービス費の減算項目
重度訪問
介護
サービス費

算定要件等

報酬

身体拘束廃止未実施減算 （令和5年4月から適用）

利用者全員について1日5単位減算

令和 3 年度改定では、居宅介護サービス費と同様に身体拘束廃止未実施減算が新設され
ましたが、令和 5 年 4 月から適用されます。詳細については、「居宅介護サービス費の減
算項目」（191 ページ）を参照ください。
(６) 重度訪問介護サービス費特有の加算項目
１）重度障害者等・障害支援区分６該当者に対する加算
重度訪問介護

算定要件等

報酬

重度障害者等
に対する加算

重度訪問介護従業者養成研修の修了者が重度障害者等包括
支援の対象となる利用者に対して行った場合

＋所定単位数×15％／回

障害者支援区分 6
該当者に対する加算

重度訪問介護従業者養成研修の修了者が障害支援区分６の
重度障害者等包括支援の対象となる利用者に対して行った場合

＋所定単位数×8.5％／回

重度訪問介護従業者養成研修を修了した者が、重度の肢体不自由者のうち、重度障害者
等包括支援の対象となる支援の度合にある者に対して重度訪問介護を行った場合は所定単
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位数の 15％を、障害支援区分６に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合は所定単
位数の 8.5％(平成 27 年度改定前は 7.5％)を加算することができます。平成 27 年度改定
では、重度障害者に対する支援を強化するため、障害支援区分６の利用者に対する評価の
充実が図られています。
ただし、重度訪問介護従業者養成研修を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対
して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加
的な研修である重度訪問介護従事者養成研修追加課程又は重度訪問介護従業者養成研修統
合課程を修了している場合についてのみ所定単位数が算定することができます。
２）移動介護加算
重度訪問介護

算定要件等
１時間未満

移動介護加算

外出時に移動中の介護を行った
場合

報酬
＋100 単位

所

1 時間以上 1 時間 30 分未案

＋１２５単位

要

1 時間 30 分以上 2 時間未満

＋１５０単位

時

2 時間以上 2 時間 30 分未満

＋１７５単位

間

2 時間 30 分以上 3 時間未満

＋２００単位

３時間以上

＋２５０単位

利用者に対して外出時に移動中の介護を行う場合には、1 日分の所要時間が 1 時間未満の
場合に 100 単位を、1 時間以上 1 時間 30 分未満の場合に 125 単位を、1 時間 30 分以上 2 時
間未満の場合に 150 単位を、2 時間以上 2 時間 30 分未満の場合に 200 単位を、3 時間以上
の場合に 250 単位を、所定単位数に加算することができます。所要時間は現に要した時間で
はなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うの
に要する標準的な時間となります。
３）移動介護緊急時支援加算（令和 3 年度改定で新設）
重度訪問介護

算定要件等

報酬

移動介護緊急時
支援加算

サービス提供責任者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の
作成者と連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同で行った場合 （サー
ビス初日から起算して 30 日間で 1 回を限度）

＋２４０単位／日

令和 3 年度改定では、ヘルパーは障害者に対して適時適切に必要な支援を行わなければ
ならないことから、ヘルパーが運転する自動車で障害者を移送する際に、利用者の求めや体
調の変化等に応じて駐停車をして、喀痰吸引などの医療的ケアや体位調整等の支援を緊急
的に行った場合、その緊急性や安全管理等が評価する移動介護緊急時支援加算が新設され、
利用者 1 人に対して 1 日 240 単位を加算することができます。
４）行動障害支援連携加算（平成 27 年度改定で新設）
重度訪問介護

算定要件等

報酬

行動障害支援
連携加算

サービス提供責任者が「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の作
成者と連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同で行った場合 （サービス
初日から起算して 30 日間で 1 回を限度）

＋５８４単位／回

平成 27 年度改定では行動障害支援連携加算が新設され、サービス提供責任者が「支援
計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の作成者と連携し、利用者の心身の状況等の
評価を共同で行った場合は、サービスを提供した初日から起算して 30 日間で 1 回を限度
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として 1 回 584 単位を算定することができます。
なお、行動障害支援連携加算は、「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」
の作成者への指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に対する費用の支払いを評
価しているものであることから、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任
者が同一人の場合は、行動障害支援連携加算を算定することはできません。ただし、同一
事業者であっても、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人で
ない場合は、算定することができます。
(７)居宅介護サービス費と共通の加算項目
重度訪問介護

算定要件等

報酬

夜間早朝加算

夜間（午後６時から午後 10 までの時間）又は早朝（午前 6 時から午前
8 時までの時間）にサービスを提供した場合

＋所定単位数×25％／回

深夜（午後 10 時から午前 6 時までの時間）にサービスを提供した場合

＋所定単位数×50％／回

Ⅰ

①・②・③のすべてに適合した場合

＋所定単位数×20％／回

Ⅱ

①・②に適合した場合

＋所定単位数×10％／回

Ⅲ

①・③に適合した場合

＋所定単位数×10％／回

深夜加算

特定事業所加算

特別地域加算

①サービス提供体制の整備
研修計画の計画的実施、情報の的確な伝達 等
②良質な人材の確保
介護福祉士の割合が 30％以上 等
③重度障害者への対応
障害支援区分５以上の利用者及び喀痰吸引等を必要とする者の割合が 50％以上
中山間地域等の居住者にサービスを提供した場合

＋所定単位数×15％／回

居宅介護計画に位置づけられていないサービスを、利用者等の要請を受けて
24 時間以内に提供した場合（月 2 回を限度）

＋100 単位／回

地域生活支援拠点等の場合

＋50 単位/回 上乗せ

喀痰吸引等
支援体制加算

特定事業所加算Ⅰを算定していない事業所で、介護職員等がたんの吸引を
実施した場合

＋100 単位／月

初回加算

新規にサービス等利用計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が
サービスを提供した場合

＋200 単位／月

指定居宅介護事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

＋150 単位／月

緊急時対応加算

利用者負担
上限額管理加算

夜間早朝加算、深夜加算、特定事業者加算、特別地域加算、緊急時対応加算、喀痰吸引
等支援体制加算(「ロ 病院等に入院又は入所中の障害者に提供した場合」は算定不可)、
初回加算、利用者負担上限額管理加算を重度訪問介護サービス費においても算定すること
ができます。詳細な内容については「居宅介護サービス費の加算項目」(191～193 ページ)
を参照ください。
重度訪問介護サービス費では、居宅介護事業の特定事業者加算（居宅介護事業の 191～
192 ページ参照）とは異なり「指定重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪
問介護従業者の派遣が可能で、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること」も必
須の算定要件となっており、特定事業者加算(Ⅳ)は設定されていません。特定事業所加算
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(Ⅲ)についても、特定事業所加算の算定要件⑪は「前年度又は算定日が属する月の前 3 月
間における利用者の総数のうち、障害支援区分 5 以上である者及び喀痰吸引等を必要とす
る者の占める割合」は「30％以上」ではなく、「50％以上」となっています。
平成 27 年度改定では実務経験もサービス提供を行う上で重要であることに鑑み、特定
事業所加算の算定要件⑧に「重度訪問介護従業者として 6,000 時間以上の重度訪問介護又
は共生型重度訪問介護の実務経験を有する者」が新たに追加されています。
(７) 生活訓練サービス費と共通の加算項目
居宅介護

福祉・介護職員
処遇改善加算

算定要件等

報酬

Ⅰ

月額 3 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場
環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.200／月

Ⅱ

月額 2 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境
等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.146／月

Ⅲ

月額 1 万５千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ又はⅡのいずれか
に適合し、職場環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.081／月

Ⅳ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件又は職場環境等要件
のいずれかを満たしている場合

＋上記Ⅲ×0.9／月

Ⅴ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件及び職場環境等要件
のいずれも満たさない場合

＋上記Ⅲ×0.8／月

福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施
している場合（キャリアパス要件・定量的要件を問わない）

＋所定単位×0.026／月

福祉・介護職員
処遇改善特別加算

Ⅰ
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
Ⅱ

福祉・介護職員処遇改善加算
ⅠからⅢまでのいずれかを取得し
ている事業所で、福祉・介護職
員処遇改善加算の職場環境等
要件に関し、複数の取組を行って
いるとともに、その取組について、
ホームページへの掲載等を通じた
見える化を行っている場合

削除

福祉専門職員配置等
加算算定事業所

＋所定単位×0.070／月

福祉専門職員配置等
加算未算定事業所

＋所定単位×0.055／月

※

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和2年度から継続して算定する場合のみ
令和4年3月サービス提供分まで算定可

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定
処遇改善加算を居宅介護サービス費においても算定することができます。詳細な内容につ
いては「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」(38 ページ～43 ページ)を参照く
ださい。
ただし、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護
職員等特定処遇改善加算は、生活訓練サービス費とは算定する単位数が異なっています。福
祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 20.0％を、福祉・介護職員処遇改善加
算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 14.6％を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は 1 月の所定単位
の 8.1％を、介護職員処遇改善特別加算は 1 月の所定単位の 2.6％を、福祉・介護職員等特
定処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 7.0％を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
202

2021 年 11 月作成
(審)21Ⅺ143

障害者総合支援法 第６章
【2021 年４月 改定版】

は 1 月の所定単位の 5.5％を算定します。
なお、令和 3 年度改定では、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）並びに福祉・
介護職員等処遇改善特別加算が上位区分の算定が進んでいることを踏まえ廃止されました
が、令和 2 年度から継続して算定する場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定する
ことができます。
３．行動援護事業
利用者

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する常時介護が必要な障害者等であって、障害
支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合計
点数が10点以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度合）の者

サービス内容

行動に著しい困難を有する精神障害者や知的障害者に対して、行動する際に生じ得る危険を回避する
ために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な
援助を行う

従業者
(ホームヘルパー）
職員配置
基準

介護福祉士、実務者研修修了者、居宅介護職員初任者研修課程等の修了者などが、常勤換算
方法で2.5人以上

サービス提供
責任者

●事業規模に応じて１人以上（管理者の兼務・常勤換算も可）
●常勤ヘルパーのうち１名以上（介護福祉士、実務者研修修了者等又は居宅介護職員初任者研修
修了者等であって３年以上の実務経験がある者）

管理者

常勤で、原則として専ら管理業務に従事する者（管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可）

設 備

事務室、受付等の運営に必要な設備・備品等の確保

(１)利用者
利用者は、精神障害又は知的障害により行動上著しい困難を有する障害者等で常時介護
が必要な人のうち、障害支援区分 3 以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項
目等（12 項目）の合計点数が 10 点以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度合）に
該当する者が対象となります。
(２)サービス内容
行動に著しい困難を有する精神障害者や知的障害者に対して、行動する際に生じ得る危
険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護の
ほか、行動する際に必要な援助等を行います。
行動援護では、以下のようなサービスを行うことになりますが、事前に利用者の行動特徴、
日常的な生活パターン、感覚の過敏性等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーシ
ョンツールを用意するなど準備し、それらを活用して適切に支援を行うための支援計画シ
ート等を作成するとともに、支援内容を記録用紙に記録することが必要となります。
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予防的対応

①行動の予定が分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出ないよう、あら
かじめ日常生活の行動の順番や、外出する場合の目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュ
ニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させる
②視覚、聴覚等に与える影響が行動障害の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どん
な条件のときに行動障害が起こるかを熟知したうえで環境調整を行う等の予防的対応等を行うなど

制御的対応

①何らかの原因で本人が行動障害を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ行動障害を適切
におさめる
②危険であることを認識できないために突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自分を傷つける行為を適切
におさめる
③本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のものに強いこだわりを示すなど極端な行動を引き
起こす際の対応

身体介護的対応

①便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応
②食事を摂る場合の食事介助
③入浴及び衣服の着脱介助など

(３)職員配置基準と施設基準
１）従業者
従業者は常勤換算方法で 2.5 人以上配置することが必要となりますが、行動援護サービ
スを行う従業者の要件は居宅介護事業とは異なります。
行動援護サービスを提供する従業者の要件としては、行動援護従業者養成研修課程修了
者又は強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）修了者で、精神障害者、知
的障害者又は知的障害児の直接支援業務に 1 年以上の従事経験を有する者となります。
２）サービス提供責任者
サービス提供責任者は事業の規模に応じて１人以上配置することになりますが、居宅介
護事業と同じ内容であり、以下のア～エのいずれかに該当するように配置します。
ア
イ
ウ
エ

月間のサービス提供時間 450 時間当たり 1 人以上
従業者数 40 人当たり 1 人以上
利用者数 40 人当たり 1 人以上（通院等乗降介助のみの利用者数は 0.1 人で計算）
常勤で 3 人以上配置、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事するものを 1 人以上配置している場合は、ウにか
かわらず利用者数 50 人当たり 1 人以上

サービス提供責任者の要件としては、居宅介護事業とは異なり、行動援護従業者養成研
修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）修了者で、精神
障害者、知的障害者又は知的障害児の直接支援業務に 3 年以上の従事経験を有する者とな
ります。ただし、経過措置として令和 6 年 3 月 31 日までの間は、令和 3 年 3 月 31 日にお
いて居宅介護のサービス提供責任者の要件(186 ページを参照)に該当し、精神障害者、知
的障害者又は知的障害児の福祉に関する業務(直接の処遇に限る)に 5 年以上の従事経験を
有する者でも要件を満たすことになります。なお、サービス提供責任者は、管理者の兼務
及び常勤換算が可能となっています。
３）管理者及び設備基準
管理者及び設備基準については、居宅介護事業と同じ内容となっていますので、居宅介
護事業の項目（186～187 ページ）を参照ください。
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(４)行動援護サービス費
平成 27 年度改定では、従業者及びサービス提供責任者の更なる資質の向上を図るため、
行動援護従業者養成研修の受講を必須化した上で、行動援護サービスを提供する従業者の
要件である「行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接
業務に１年以上の従事経験を有するもの」に対する基本報酬の 30％減算の規定が廃止され
ました。
所要期間

行動援護サービス費

基本報酬

所要時間

基本報酬

30分未満

258単位

4時間以上4時間30分未満

1,491単位

30分以上1時間未満

407単位

4時間30分以上5時間未満

1,641単位

1時間以上1時間30分未満

592単位

5時間以上5時間30分未満

1,791単位

1時間30分未満2時間未満

741単位

5時間30分以上6時間未満

1,940単位

2時間以上2時間30分未満

891単位

6時間以上6時間30分未満

2,091単位

2時間30分以上3時間未満

1,040単位

6時間30分以上7時間未満

2,240単位

3時間以上3時間30分未満

1,191単位

7時間以上7時間30分未満

2,391単位

3時間30分以上4時間未満

1,340単位

7時間30分以上

2,540単位

※ 令和３年９月 30 日までの間は、基本報酬について、所定単位数の 1,001／1,000 に相当する単位数を算定

行動援護サービス費は、行動援護の所要時間に応じて 10 区分（30 分単位で 8 時間まで）
の単位が設定されており、1 日 1 回 258 単位から 2,540 単位を算定することができます。
行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどまると想定
されるため、8 時間以上実施されるような場合は「7 時間 30 分以上の場合」の単位数を算定
することになります。また、行動援護は、主として日中に行われるサービスであることから、
居宅介護サービス費とは異なり、早朝・夜間・深夜の加算は設定されていません。
(５)行動援護サービス費特有の減算・加算項目
算定要件等

行動援護
支援計画シート等
未作成減算

「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作
成されていない場合

所定単位×９５％／回

身体拘束廃止
未実施減算

身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等の記
録、②委員会の開催、③指針の整備、④研修の実施）を
講じていない場合

５単位減算／日

行動障害支援
指導連携加算

サービス提供責任者が「支援計画シート」及び「支援手順
書兼記録用紙」の作成者と連携し、利用者の心身の状況
等の評価を共同で行った場合（移行する日の属する月に
１回を限度）

＋２７３単位／回

１）支援計画シート等未作成減算（平成 27 年度改定時に新設）
行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援
を行うことが重要なことから、平成 27 年度改定では支援計画シート等の作成を必須化す
るとともに、未作成の場合の減算が新設されました。
「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていない場合は、所定
単位数の 5％が減算されます。支援計画シート等を未作成の場合の減算については、平成
30 年 3 月 31 日までは未作成であっても減算されない経過措置がありましたが、平成 30 年
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4 月 1 日からは「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」が作成されていない場
合、所定単位数の 95%を算定することになりました。
２）身体拘束廃止未実施減算（平成 30 年度改定で新設、令和 5 年 4 月から適用）
令和 3 年度改定では、居宅介護サービス費と同様に身体拘束廃止未実施減算が新設され
ましたが、令和 5 年 4 月から適用されます。身体拘束等の適正化を図る措置（①身体拘束等
の記録、②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催、③身体拘束
等の適正化のための指針を整備、④身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施）を講
じていない場合は、1 日 5 単位減算されますが、令和 5 年 4 月から適用されます。詳細につ
いては、「居宅介護サービス費の減算項目」（191 ページ）を参照ください。
３）行動障害支援指導連携加算（平成 27 年度改定時に新設）
行動障害を有する者に対して適切な支援を行うため、支援計画シート等の作成者が重度
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して
行った場合は、平成 27 年度改定で新設された行動障害支援指導連携加算として重度訪問
介護移行日が属する月に１回を限度として 273 単位を算定することができます。
(６)居宅介護サービス費と共通の加算項目
行動援護

算定要件等

報酬

2 人の行動援護
従事者による場合

１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等であって、同時に２人のヘ
ルパーが１人の利用者に対して行動援護を行った場合

＋所定単位数×200％／回

特定事業所加算

特別地域加算

Ⅰ

①・②・③のすべてに適合した場合

＋所定単位数×20％／回

Ⅱ

①・②に適合した場合

＋所定単位数×10％／回

Ⅲ

①・③に適合した場合

＋所定単位数×10％／回

Ⅳ

①・④に適合した場合

＋所定単位数× 5％／回

①サービス提供体制の整備
研修計画の計画的実施、情報の的確な伝達 等
②良質な人材の確保
介護福祉士の割合が 30％以上 等
③重度障害者への対応
区分５以上の利用者及び喀痰吸引等を必要とする者の割合が 30％以上
④中重度障害者への対応
区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の割合が 50％以上
中山間地域等の居住者にサービスを提供した場合

＋所定単位数×15％／回

緊急時対応加算

居宅介護計画に位置づけられていないサービスを、利用者等の要請を受けて 24
時間以内に提供した場合（月 2 回を限度）

＋100 単位／回

地域生活支援拠点等の場合

＋50 単位/回 上乗せ

喀痰吸引等
支援体制加算

特定事業所加算Ⅰを算定していない事業所で、介護職員等がたんの吸引を実
施した場合

＋100 単位／月

初回加算

新規にサービス等利用計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者がサ
ービスを提供した場合

＋200 単位／月

指定居宅介護事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

＋150 単位／月

利用者負担
上限額管理加算

2 人の行動援護従事者による場合、特定事業者加算、特別地域加算、緊急時対応加算、
喀痰吸引等支援体制加算、初回加算、利用者負担上限額管理加算を行動援護サービス費に
おいても算定することができます。詳細な内容については「居宅介護サービス費の加算項
目」(191～193 ページ)を参照ください。
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(７) 生活訓練サービス費と共通の加算項目
居宅介護

福祉・介護職員
処遇改善加算

算定要件等

報酬

Ⅰ

月額 3 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場
環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.239／月

Ⅱ

月額 2 万 7 千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境
等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.175／月

Ⅲ

月額 1 万５千円に相当する福祉・介護職員の賃金改善を
行っていること等のほか、キャリアパス要件Ⅰ又はⅡのいずれか
に適合し、職場環境等要件を満たしている場合

＋所定単位×0.097／月

Ⅳ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件又は職場環境等要件
のいずれかを満たしている場合

＋上記Ⅲ×0.9／月

Ⅴ

Ⅲの算定要件のうち、キャリアパス要件及び職場環境等要件
のいずれも満たさない場合

＋上記Ⅲ×0.8／月

福祉・介護職員
処遇改善特別加算
Ⅰ
福祉・介護職員等
特定処遇改善加算
Ⅱ

福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施
している場合（キャリアパス要件・定量的要件を問わない）
福祉・介護職員処遇改善加算
ⅠからⅢまでのいずれかを取得し 福祉専門職員配置等
ている事業所で、福祉・介護職 加算算定事業所
員処遇改善加算の職場環境等
要件に関し、複数の取組を行って
いるとともに、その取組について、 福祉専門職員配置等
ホームページへの掲載等を通じた 加算未算定事業所
見える化を行っている場合

削除
※

＋所定単位×0.026／月

＋所定単位×0.070／月

＋所定単位×0.055／月

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ)・(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、令和2年度から継続して算定する場合のみ
令和4年3月サービス提供分まで算定可

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定
処遇改善加算を行動援護サービス費においても算定することができます。詳細な内容につ
いては「生活訓練サービス費(Ⅰ)～(Ⅳ)共通の加算項目」(38 ページ～43 ページ)を参照く
ださい。
ただし、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算及び福祉・介護
職員等特定処遇改善加算は、生活訓練サービス費とは算定する単位数が異なっています。福
祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 23.9％を、福祉・介護職員処遇改善加
算(Ⅱ)は 1 月の所定単位の 17.5％を、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)は 1 月の所定単位
の 9.7％を、介護職員処遇改善特別加算は 1 月の所定単位の 3.4％を、福祉・介護職員等特
定処遇改善加算(Ⅰ)は 1 月の所定単位の 7.0％を、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
は 1 月の所定単位の 5.5％を算定します。
なお、令和 3 年度改定では、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）並びに福祉・
介護職員等処遇改善特別加算が上位区分の算定が進んでいることを踏まえ廃止されました
が、令和 2 年度から継続して算定する場合のみ令和 4 年 3 月サービス提供分まで算定する
ことができます。
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14．厚生労働省「自立支援医療（精神通院医療）の概要」
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html）
15．厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「自立支援医療費の支給認定について」（障発第 0303002 号
平成 18 年 3 月 3 日）（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4803&dataType=1&pageNo=1）
16．厚生労働省「自立支援医療（精神医療）について」
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/dl/03.pdf）
17．厚生労働省「自立支援医療について」
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/）
18．厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知「指定自立支援医療機関の指定について」
（障発第 0303005 号平成 18 年 3 月 3 日）
（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4800&dataType=1&pageNo=1）
19．厚生労働省「地域生活支援事業について」（平成 31 年 3 月 28 日）
（https://www.mhlw.go.jp/content/000529415.pdf）
20．厚生労働省「第 95 回社会保障審議会障害者部会」(令和元年 10 月 24 日)資料 1
（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00013.html)
21．厚生労働省「第 96 回社会保障審議会障害者部会」(令和元年 11 月 22 日)資料 1
（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00014.html）
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▽参考 URL (厚生労働省)
「精神保健福祉施策の現状」
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou02/1.html）
「精神保健福祉施策の改革のポイント」
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou02/2.html）
「障害福祉サービス等」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/i
ndex_00001.html）
「障害者自立支援法等の改正法が施行されました」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsuka
iseihou/index.html）
「障害者総合支援法が施行されました」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushi
en/index.html）
「障害支援区分」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kubun/ind
ex.html）
「自立支援医療」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/i
ndex.html）
「地域生活支援事業」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/chiiki/in
dex.html）
「障害者総合支援法の対象疾病（難病等）」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index
.html）
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定について」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214.html）
「2019 年度障害福祉サービス等報酬改定について」
( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00003.html）
「令和 3 年度障害福祉サービス等報酬改定について」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html ）
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