
別添　掲載文書一覧

発出日 文書番号等 掲載文書

1 平成12.1.21 
事務連絡 要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について

2 平成12.2.3 介護保険最新情報 vol.35 　 認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について

3 平成12.3.17 事務連絡 介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証等に係る印紙税の取扱い

4 平成12.3.31 介護保険最新情報 vol.59 　
１　介護報酬等に係るQ&A
２　その他の日常生活費に係るQ&Aについて

5 平成12.4.28 介護保険最新情報 vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2

6 平成12.5.15 介護保険最新情報 vol.74 介護報酬等に係るQ&A vol.3

7 平成12.6.12 介護保険最新情報 vol.77 沖縄県からの「相当サービス」に関する照会に対する回答

8 平成12.11.22 介護保険最新情報 vol.93
１　ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A
２　福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて

9 平成13.3.28 介護保険最新情報 vol.106 運営基準等に係るQ&A

10 平成13.8.29 介護保険最新情報 vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について

11 平成13.9.28 会議資料 全国介護保険担当課長会議資料 Q&A

12 平成14.3.1 介護保険最新情報 vol.122 介護報酬の請求に係る消滅時効の起算日について

13 平成14.3.19 介護保険最新情報 vol.123 居宅サービスと実質的な「施設」との関係について

14 平成14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A

15 平成14.5.14 介護保険最新情報 vol.127 介護保険最新情報vol.127

16 平成15.3.31 老計発0331002他 老計発0331002他

17 平成15.5.30 介護保険最新情報 vol.151 介護報酬に係るQ&A

18 平成15.6.30 介護保険最新情報 vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2）

19 平成17.9.7 会議資料 全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料　平成17年10月改定関係Q&A

20 平成17.10.13 介護制度改革information vol.33 地域包括支援センター及び地域支援事業に関するQ&A

21 平成17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q＆A(追補版)等について

22 平成17.11.4 介護制度改革information vol.37-2 平成17年10月改定Q&A 【追補版】の修正について

23 平成17.12.19 会議資料 全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料　地域密着型サービスに関するQ&A

24 平成18.1.26 介護制度改革information vol.53 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A

25 平成18.2.17 介護制度改革information vol.60 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)」等の送付について

26 平成18.2.17 介護制度改革information vol.61 老人保健事業及び介護予防事業に関する Q&A (その2) について

27 平成18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ&A

28 平成18.2.24 会議資料 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A

29 平成18.3.7 介護制度改革information vol.70 老人保健事業及び介護予防事業に関するQ&A (その2) について

30 平成18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q＆A(vol.1)

31 平成18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q＆A(vol.2)

32 平成18.3.31 介護制度改革information vol.88 介護老人福祉施設等に関するQ&A

33 平成18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q＆A(vol.3)

34 平成18.4.21 介護制度改革information vol.97 住所地特例対象施設に関するQ&A

35 平成18.4.28 事務連絡 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について

36 平成18.5.2 介護制度改革information vol.102 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A　／　平成18年4月改定関係Q＆A(VOL4)

37 平成18.5.25 介護制度改革information vol.106 指定認知症対応型共同生活介護等の減算に関するQ＆A

38 平成18.6.8 介護制度改革information vol.110 指定認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者の欠員等に係る減算に関するQ＆A

39 平成18.6.30 介護制度改革information vol.114 平成18年4月改定関係Q＆A(VOL5)及び平成18年7月改定関係Q＆A(経過型介護療養型医療施設関係）

40 平成18.7.3 介護制度改革information vol.117 平成18年4月改定関係Q＆A(VOL6)

41 平成18.9.4 介護制度改革information vol.127 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

42 平成18.9.11 事務連絡 平成18年4月改定関係Q&Avol.7(事業所評価加算関係)及び老人保健事業及び介護予防事業等に関するQ&A (追加・修正) vol.2

43 平成19.2.9 介護保険最新情報 vol.5 平成18年4月改定関係Q&A  問58の改訂についてvol.5

44 平成19.2.19 会議資料 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料　介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A

45 平成19.2.28 介護保険最新情報 vol.6 「介護保険法上の事後規制について」等の送付についてvol.6

46 平成19.3.1 介護保険最新情報 vol.7 「報酬請求指導マニュアル」に基づく加算請求指導に関するＱ＆Ａについてvol.7

47 平成19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等）等関係Q&A

48 平成19.6.1 事務連絡(保険局医療課） 疑義解釈資料の送付について（その８)

49 平成19.7.3 事務連絡 摂食機能療法の算定基準に係るQ&A

50 平成19.10.9 介護保険最新情報 vol.20
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係る指定の有効期間及びその更新等に係る周知並びに同上及び地域密
着型(介護予防）サービスの実施に関するQ&A

51 平成19.10.25 介護保険最新情報 vol.22 介護保険法に基づく指定訪問介護事業所が障害者自立支援法に基づく居宅介護を行う場合の取扱い

52 平成19.12.20 介護保険最新情報 vol.26 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて　vol.26

53 平成20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A

54 平成20.8.25 介護保険最新情報 vol.41 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて　vol.41

55 平成21.3.23 介護保険最新情報 vol.69 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.1)

56 平成21.4.9 介護保険最新情報 vol.74 平成21年4月改定関係Q＆A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係)

57 平成21.4.17 介護保険最新情報 vol.79 平成21年4月改定関係Q＆A(vol.2)

58 平成21.5.13 介護保険最新情報 vol.88 認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて

59 平成21.7.24 介護保険最新情報 vol.104 適切な訪問介護サービス等の提供について

60 平成22.6.1 事務連絡 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護利用者等の受け入れに関するQ&A

61 平成22.9.29 介護保険最新情報 vol.166 「指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するＱ＆Ａ」の送付について

62 平成23.9.30 介護保険最新情報 vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて

63 平成23.12.1 介護保険最新情報 vol.249 ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて

64 平成24.3.16 介護保険最新情報 vol.267 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）(平成24年3月16日）について

65 平成24.3.30 介護保険最新情報 vol.273 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.2）(平成24年3月30日）について

66 平成24.4.25 介護保険最新情報 vol.284 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.3）(平成24年4月25日）について

67 平成26.4.4 介護保険最新情報 vol.369 平成26年度介護報酬等に係るQ&A（Vol.2）に関するQ&A(平成26年4月4日）について

68 平成27.4.1 介護保険最新情報 vol.454 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）(平成27年4月1日）について

69 平成27.4.28 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定における介護療養型医療施設に関するQ&A(平成27年4月28日）」の送付について

70 平成27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.2）(平成27年4月30日）」の送付について

71 平成30.3.22 介護保険最新情報 vol.629 「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22日）」の送付について
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72 平成30.3.28 介護保険最新情報 vol.633 「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）」の送付について

73 平成30.4.13 介護保険最新情報 vol.649 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.３）（平成30年4月13日）」の送付について

74 平成30.5.29 介護保険最新情報 vol.657 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.４）（平成30年5月29日）」の送付について

75 平成30.7.4 介護保険最新情報 vol.662 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.５）（平成30年7月4日）」の送付について

76 平成30.8.6 介護保険最新情報 vol.675 「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

77 平成30.11.7 介護保険最新情報 vol.690 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.７）（平成30年11月7日）」の送付について

78 平成31.2.5 介護保険最新情報 vol.697 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.８）（平成31年2月5日）」の送付について

79 平成31.3.15 介護保険最新情報 vol.701 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.９）（平成31年３月15日）」の送付について

80 平成31.3.29 介護保険最新情報vol.710 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.10）（平成31年３月29日）」の送付について

81 平成31.4.12 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.１）（平成31年４月12日）」の送付について

82 令和元.7.23 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.２）（令和元年７月23日）」の送付について

83 令和元.8.29 介護保険最新情報vol.738 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.３）（令和元年８月29日）」の送付について

84 令和2.3.30 介護保険最新情報vol.799 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.４）（令和２年３月30日）」の送付について

85 令和3.3.19 介護保険最新情報 vol.941 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol. １）（令和３年３月19 日）」の送付について

86 令和3.3.23 介護保険最新情報 vol.948 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和３年３月23日）」の送付について

87 令和3.3.26 介護保険最新情報 vol.952 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月26日）」の送付について

88 令和3.3.29 介護保険最新情報 vol.953 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月29日）」の送付について

89 令和3.3.9 介護保険最新情報 vol.965 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４月９日）」の送付について

90 令和3.3.15 介護保険最新情報 vol.966 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（令和３年４月15日）」の送付について

91 令和3.4.21 介護保険最新情報 vol.968 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.７）（令和３年４月21日）」の送付について

92 令和3.4.26 介護保険最新情報 vol.974 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.８）（令和３年４月26日）」の送付について

93 令和3.4.30 介護保険最新情報 vol.975 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.９）（令和３年４月30日）」の送付について

94 令和3.6.9 介護保険最新情報 vol.991 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」の送付について

95 令和3.6.29 介護保険最新情報 vol.993 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するＱ＆Ａの送付について

96 令和4.2.21 介護保険最新情報 vol.1035 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.11）（令和４年２月21日）」の送付について

97 令和4.7.20 介護保険最新情報 vol.1090 「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.12）（令和４年７月20日）」の送付について
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