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各 都道府県 障害保健福祉主管課 御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部企画課 

 

 

改正障害者総合支援法等平成３０年４月施行に係る介護給付費等 

単位数サービスコード表等の提示について 

 

障害保健福祉行政の推進については、平素よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

改正障害者総合支援法等平成３０年４月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード

表について、平成３０年３月２０日付事務連絡（「改正障害者総合支援法等平成３０年４月

施行に係る介護給付費等単位数サービスコード表（案）の提示について」）により案をお示

ししたところですが、今般、確定版を作成するとともに別紙のとおり主な修正箇所等をお

示しするので、システム改修の参考として下さい。 

また、介護給付費等単位数サービスコード表等については、下記 URL に掲載しましたの

でご確認下さい。 

なお、各都道府県におかれましては、本件について管内市町村へ周知方よろしくお願い

します。 

 

【掲載場所】 

URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644.html 

 

厚生労働省ホーム >政策について >分野別の政策一覧 >福祉・介護 >障害者福祉 >障害 

者自立支援給付支払等システム関係資料 >報酬算定構造・サービスコード表等 >平成 30 年 

4 月施行分 

（７）介護給付費等単位数サービスコード 

（８）請求サービスコードと決定サービスコード対応表 

 

 ○問い合わせ先 

厚生労働省 社会･援護局障害保健福祉部 

企画課 給付管理係 

TEL ：03-5253-1111（ 内線 3009） 

MAIL：syougaisystem@mhlw.go.jp 

 



介護給付費等単位数サービスコード等の主な修正箇所について 

 

 

〇 介護給付費等単位数サービスコードの主な修正箇所 

 

凡例：◆サービス名称 

 

◆重度訪問介護 

【修正内容】 

・ 128453～128476 のサービス内容略称の末尾を「１」～「６」の連番ではなく、

本体報酬に合わせて「１．０」～「４．０」の時間帯を表す名称に修正 

 

 

◆短期入所 

【修正内容】 

・ 障害福祉サービス費等の報酬算定構造が修正され、「共生型短期入所サービス費」

が「大規模減算」の対象外になったことに伴い、以下のサービスコードを削除 

 

【削除対象】 

241913 共生型福祉短期入所Ⅰ・大規模減算 

241914 共生型福祉短期入所Ⅰ・大規模減算・拘減 

241923 共生型福祉短期入所Ⅱ・大規模減算 

241924 共生型福祉短期入所Ⅱ・大規模減算・拘減 

241933 共生型福祉強化短期入所Ⅰ・大規模減算 

241934 共生型福祉強化短期入所Ⅰ・大規模減算・拘減 

241943 共生型福祉強化短期入所Ⅱ・大規模減算 

241944 共生型福祉強化短期入所Ⅱ・大規模減算・拘減 

248913 共生型福祉短期入所Ⅰ・定超・大規模減算 

248914 共生型福祉短期入所Ⅰ・定超・大規模減算・拘減 

248923 共生型福祉短期入所Ⅱ・定超・大規模減算 

248924 共生型福祉短期入所Ⅱ・定超・大規模減算・拘減 

248933 共生型福祉強化短期入所Ⅰ・定超・大規模減算 

248934 共生型福祉強化短期入所Ⅰ・定超・大規模減算・拘減 

248943 共生型福祉強化短期入所Ⅱ・定超・大規模減算 

248944 共生型福祉強化短期入所Ⅱ・定超・大規模減算・拘減 

 

 

 

 

 

別紙 



◆共同生活援助 

【修正内容】 

・ サービスコード表の単独加算項目の順序について、以下のように修正 

 

【修正前】 

「医療連携体制加算」 

「地域生活移行個別支援特別加算」 

「通勤者生活支援加算」 

「精神障害者地域移行特別加算」 

「強度行動障害者地域移行特別加算」 

 

【修正後】 

「地域生活移行個別支援特別加算」 

「精神障害者地域移行特別加算」 

「強度行動障害者地域移行特別加算」 

「医療連携体制加算」 

「通勤者生活支援加算」 

 

【修正内容】 

・ 33D001～33EB58 のサービス内容略称の「人欠１」の文言を「人欠」に修正 

 

◆児童発達支援 

【修正内容】 

・ 「614143 児発看護職員加配加算２・１４」の単位数を以下のように修正 

 

【修正前】 

180 

 

【修正後】 

160 

 

◆福祉型障害児入所施設 

【修正内容】 

・ 「717120 児入児童指導員等加配加算８２」の単位数を以下のように修正 

 

【修正前】 

5 

 

【修正後】 

6



〇 請求サービスコードと決定サービスコード対応表の主な修正箇所 

 

凡例：◆サービス名称 

 

 

◆同行援護 

【修正内容】 

・ サービス内容「同行援護」の一部の請求サービスコードに紐づく決定サービス

コードから「１５４０００」を削除 

 

【修正前】 

請求サービスコード「１５ＡＺ３５、１５ＡＺ３６」 

「１５ＡＺ３９、１５ＡＺ４０」 

「１５ＡＺ４３、１５ＡＺ４４」 

「１５ＡＺ４７、１５ＡＺ４８」 

「１５ＡＺ５１、１５ＡＺ５２」 

「１５ＡＺ５５、１５ＡＺ５６」 

「１５ＡＺ５９、１５ＡＺ６０」 

「１５ＡＺ６３、１５ＡＺ６４」 

中略 

「１５ＢＴ２３、１５ＢＴ２４」 

「１５ＢＴ２７、１５ＢＴ２８」 

「１５ＢＴ３１、１５ＢＴ３２」 

「１５ＢＴ３５、１５ＢＴ３６」 

「１５ＢＴ３９、１５ＢＴ４０」 

「１５ＢＴ４３、１５ＢＴ４４」 

「１５ＢＴ４７、１５ＢＴ４８」 

「１５ＢＴ５１、１５ＢＴ５２」 

「１５ＢＴ５５、１５ＢＴ５６」 

決定サービスコード「１５３０００ １５４０００」 

 

【修正後】 

請求サービスコード「１５ＡＺ３５、１５ＡＺ３６」 

「１５ＡＺ３９、１５ＡＺ４０」 

「１５ＡＺ４３、１５ＡＺ４４」 

「１５ＡＺ４７、１５ＡＺ４８」 

「１５ＡＺ５１、１５ＡＺ５２」 

「１５ＡＺ５５、１５ＡＺ５６」 

「１５ＡＺ５９、１５ＡＺ６０」 

「１５ＡＺ６３、１５ＡＺ６４」 



中略 

「１５ＢＴ２３、１５ＢＴ２４」 

「１５ＢＴ２７、１５ＢＴ２８」 

「１５ＢＴ３１、１５ＢＴ３２」 

「１５ＢＴ３５、１５ＢＴ３６」 

「１５ＢＴ３９、１５ＢＴ４０」 

「１５ＢＴ４３、１５ＢＴ４４」 

「１５ＢＴ４７、１５ＢＴ４８」 

「１５ＢＴ５１、１５ＢＴ５２」 

「１５ＢＴ５５、１５ＢＴ５６」 

決定サービスコード「１５３０００」 

 

 

◆短期入所 

【修正内容】 

・ サービス内容「共生型短期入所（福祉型）サービス費」について、以下のよう

に修正 

 

【修正前】 

請求サービスコード「２４１９１１～２４１９１４」 

「２４１９２１～２４１９２４」 

「２４８９１１～２４８９１４」 

「２４８９２１～２４８９２４」 

 

【修正後】 

請求サービスコード「２４１９１１、２４１９１２」 

「２４１９２１、２４１９２２」 

「２４８９１１、２４８９１２」 

「２４８９２１、２４８９２２」 

 

【修正内容】 

・ サービス内容「共生型短期入所（福祉型強化）サービス費」について、以下の

ように修正 

 

【修正前】 

請求サービスコード「２４１９３１～２４１９３４」 

「２４１９４１～２４１９４４」 

「２４８９３１～２４８９３４」 

「２４８９４１～２４８９４４」 

 



【修正後】 

請求サービスコード「２４１９３１、２４１９３２」 

「２４１９４１、２４１９４２」 

「２４８９３１、２４８９３２」 

「２４８９４１、２４８９４２」 

 

◆経過的施設入所支援 

【修正内容】 

・ サービス内容「経過的施設入所支援サービス費 ろうあ児の場合」について、

以下のように修正 

 

【修正前】 

請求サービスコード「３２Ｇ５４９～３２Ｇ８０８」 

 

【修正後】 

請求サービスコード「３２Ｇ５２９～３２Ｇ８０８」 

 

◆児童発達支援 

【修正内容】 

・ サービス内容「医療連携体制加算」の決定サービスコードに「６１３０００」

を追加 

 

【修正内容】 

・ サービス内容「児童指導員等加配加算（Ⅱ）」の決定サービスコードに「６１

３０００」を追加 

 

◆医療型児童発達支援 

【修正内容】 

・ サービス内容「欠席時対応加算」について、以下のように修正 

 

【修正前】 

請求サービスコード「６２５４９５、６２５４９６」 

決定サービスコード「６２１０００ ６２２０００」 

 

【修正後】 

請求サービスコード「６２５４９５」 

決定サービスコード「６２１０００ ６２２０００」 

 

請求サービスコード「６２５４９６」 

決定サービスコード「６２２０００」 



◆放課後等デイサービス 

【修正内容】 

・ サービス内容「児童指導員等加配加算（Ⅰ）」について、以下のように修正 

 

 

【修正前】 

請求サービスコード「６３４０００～６３４０３１」 

「６３４０４０～６３４０７１」 

「６３４０８１～６３４１１２」 

決定サービスコード「６３１０００ ６３２０００」 

 

【修正後】 

請求サービスコード「６３４０００～６３４０１７」 

「６３４０４０～６３４０５７」 

「６３４０８１～６３４０９８」 

決定サービスコード「６３１０００ ６３２０００」 

 

請求サービスコード「６３４０１８～６３４０３１」 

「６３４０５８～６３４０７１」 

「６３４０９９～６３４１１２」 

決定サービスコード「６３２０００」 

 

【修正内容】 

・ サービス内容「看護職員加配加算」について、以下のように修正 

 

【修正前】 

請求サービスコード「６３４２００～６３４２３１」 

「６３４２４０～６３４２７１」 

「６３４２８０～６３４２９７」 

決定サービスコード「６３１０００ ６３２０００」 

 

【修正後】 

請求サービスコード「６３４２００～６３４２１７」 

「６３４２４０～６３４２５７」 

「６３４２８０～６３４２９７」 

決定サービスコード「６３１０００ ６３２０００」 

 

請求サービスコード「６３４２１８～６３４２３１」 

「６３４２５８～６３４２７１」 

決定サービスコード「６３２０００」 



【修正内容】 

・ サービス内容「欠席時対応加算」について、以下のように修正 

 

【修正前】 

請求サービスコード「６３５４９５、６３５４９６」 

決定サービスコード「６３１０００ ６３２０００」 

 

【修正後】 

請求サービスコード「６３５４９５」 

決定サービスコード「６３１０００ ６３２０００」 

 

請求サービスコード「６３５４９６」 

決定サービスコード「６３２０００」 

 


