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令和3年4月以降【相当サービスを利用する場合】

【今後の流れ】

•令和３年４月から各サービスのサービス内容や状態像
を示す

•新規利用者は、サービス内容や状態像を参考にサービ
ス選定

▪継続利用者は、ケアプラン見直し時期に合わせて、
サービス内容や状態像を参考にサービスを選定

相当サービスを利用する場合：理由書等の提出が必須

多様なサービスの促進
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相当サービス利用のための理由書等提出について【目的】

・相当サービスの利用の必要性があるとアセスメントした場合は
相当サービス利用理由書の提出が必須

・理由書を地域包括支援センターに提出し、新介護予防ケアマネ
ジメント検討会議の対象となるケースなのか判断をします

令和3年4月以降【相当サービスを利用する場合】

・相当サービスの標準的な状態像
◇専門職の関わりが必要な状態、中長期的なサポートが必要な人

・相当サービスを利用するにあたり
◇相当サービスが必要な理由（専門的支援の必要性が高い理由）
◇サービス事業所にどのような関わりを期待するのか
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今後の流れ
令和３年
４月

当初から通所型Ｃ、
緩和型を主軸に利用

新規

令和３年
10月

ケアプラン見直し時期
Ｃ型、緩和型を利用

事業所 緩和サービスの指定申請

更新

＜既サービス利用者は令和３年９月末まで経過措置期間＞
※次の評価までに相当サービスの状態像に該当するか見通しをもち、
利用者に説明し、事業者と調整しておく

令和3年4月以降【相当サービスを利用する場合】

相当サービス利用：理由書提出

新介護予防ケアマネジメント
検討会議開始

３～６か月毎にケアプラン見直しを対象

相当サービス継続：理由書提出（サービス利用2カ月前）

更新・
ケアプラン
見直し
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相当サービス利用理由書等の提出の時期

▪３要件・その他精神疾患

相当サービス利用前

▪リハビリ専門職の関与あり

▪リハビリ専門職の関与なし サービス利用予定２か月前
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３要件・その他精神疾患とは
がん末期、難病、認知症(日常生活自立度Ⅱ以上）その他うつ等の精神疾患
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通所Ⅽの対象でない

専門的支援の必要性低い

緩和型サービス等の
多様なサービスへ

事業対象者は要介護認定申請へ 訪問介護相当サービスへ

理由書の提出

専門的支援の必要性高い

医学管理による
訓練が必要な状態

ヘルパーにより身体
介護が必要な状態

通所リハ、訪問リハ、訪問看護 訪問介護相当サービスの対象

６か月後、継続が必要であれば新介護予防ケ
アマネジメント検討会議へ

令和３年４月以降の新規ケース
リハ職同行訪問 通所Cの対象か迷う
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相当サービスが必要とアセスメント

専門的支援の必要性低い

緩和型サービス等の
多様なサービスへ

事業対象者は要介護認定申請へ 訪問介護相当サービスへ

理由書の提出

専門的支援の必要性高い

医学管理による
訓練が必要な状態

ヘルパーにより身体
介護が必要な状態

通所リハ、訪問リハ、訪問看護 訪問介護相当サービスの対象

６か月後、継続が必要であれば新介護予防ケ
アマネジメント検討会議へ

令和３年４月以降の新規ケース

リハ職同行訪問



理由書 令和３年４月以降の新規ケース
（新介護予防ケアマネジメント会議対象外となるケース）

16

 リハビリ専門職同行訪問対象ケース
：訪問介護相当サービスのみ
住宅改修、福祉用具、通所介護緩和型サービスと訪問介護相当サービスの併用

（３要件・その他精神疾患を除く）

≪担当者記載≫②身体介護を要する状態 リハビリ専門職関与あり☑

≪地域包括支援センター手続き≫リハビリ専門職関与☑ ⇒検討会議対象外

≪提出物≫
①相当サービス利用理由書
②リハビリ同行訪問報告書及び同行訪問アセスメントシート

≪提出時期≫相当サービス利用前



 リハビリ専門職の関与があるケース
：訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問看護（リハビリ）、通所型サービスＣと
訪問介護相当サービスと併用利用

≪担当者記載≫②身体介護を要する状態 リハビリ専門職関与あり☑

≪地域包括支援センター手続き≫リハビリ専門職関与☑ ⇒検討会議対象外

≪提出物≫
①相当サービス利用理由書

≪提出時期≫相当サービス利用前

理由書 令和３年４月以降の新規ケース
（新介護予防ケアマネジメント会議対象外となるケース）
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 ３要件・その他に該当するケース

≪担当者記載≫
① がん末期、難病、認知症、その他精神疾患などにより
専門職の関わりが必要な状態 ☑

≪地域包括支援センター手続き≫
３要件・その他精神疾患に該当☑ ⇒検討会議対象外

≪提出物≫
①相当サービス利用理由書（提出は１回目のみ）

≪提出時期≫相当サービス利用前

理由書 令和３年４月以降の新規ケース
（新介護予防ケアマネジメント会議対象外となるケース）



理由書 令和３年４月以降の新規ケースの見直し２か月前
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 各サービスの標準的な状態像を確認し、利用者の状態に応じて、
必要なサービスを見極める

 ３要件・その他精神疾患に該当し、相当サービス利用継続の場合
は、理由書提出不要（１回目のみ提出のため）
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継続者（身体介護目的で訪問介護相当サービスを利用）

通所Ｃの対象でない

通所Ｃの対象 通所Ｃの対象か迷う

リハ職同行訪問

通所Ｃの対象

通所Ｃ事業所に
よる事前訪問

地域リハビリテーション
活動支援事業利用申請書
の提出

専門的支援の必要性低い

緩和型サービス
等の多様なサー
ビスへ

事業対象者は要介護
認定申請へ

訪問介護相当サービス
利用継続

理由書の提出

専門的支援の必要性高い

医学管理による
訓練が必要な状態

ヘルパーにより身体
介護が必要な状態

通所リハ、訪問リハ、
訪問看護

訪問介護相当サービス
の対象

区分変更申請を検討
モニタリング期間を設定の上、再評価

令和３年４月以降の新規ケースの見直し２か月前
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 リハビリ専門職の関与があるケース：
リハ職同行訪問や、訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問看護（リハビリ）、
通所型サービスＣと訪問介護相当サービス併用利用

≪担当者記載≫②身体介護を要する状態 リハ職関与あり☑
≪地域包括支援センター手続き≫リハ職関与☑ ⇒検討会議対象外

≪提出物≫
①相当サービス利用理由書
②リハ職同行訪問報告書及び同行訪問アセスメントシート（ある場合）

≪提出時期≫サービス利用予定の２か月前初旬

理由書 令和３年４月以降の新規ケースの見直し２か月前
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新介護予防ケアマネジメント検討会議

専門的支援の必要性低い

事業対象者は要介
護認定申請へ

訪問介護相当
サービス利用継続

理由書の提出

医学管理による
訓練が必要な状態

ヘルパーにより
身体介護が必要な状態

通所リハ、
訪問リハ、
訪問看護

訪問介護相
当サービス
の対象

６か月後、継続が必要であれば新介護予防ケ
アマネジメント検討会議へ

継続者（身体介護目的で訪問介護相当サービスを利用）

相当サービスの継続が必要

通所型サー
ビスCの対象

専門的支援の必要性高い

緩和型サービス等の
多様なサービスへ

事前訪問へ

令和３年４月以降の新規ケースの見直し２か月前
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 リハビリ専門職の関与がないケース（３要件・その他を除く）

≪担当者記載≫
②身体介護を要する状態 リハビリ専門職関与なし☑
≪地域包括支援センター手続き≫
介護予防ケアマネジメント検討会議対象☑ ⇒検討会議対象

≪提出物≫
①相当サービス利用理由書 ②利用者基本情報
③生活機能評価 ④ケアプラン

≪提出時期≫サービス利用予定の２か月前初旬

理由書 令和３年４月以降の新規ケースの見直し２か月前
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継続者（身体介護目的で訪問介護相当サービスを利用）

専門的支援の必要性低い

緩和型サービ
ス等の多様な
サービスへ

事業対象者は
要介護認定
申請へ

訪問介護相当
サービス利用へ

専門的支援の必要性高い

医学管理による
訓練が必要な状態

ヘルパーにより身体
介護が必要な状態

通所リハ、
訪問リハ、
訪問看護

訪問介護相当
サービス

区分変更申請を検討
モニタリング期間を設定の上、再評価

相当サービス継続が必要

理由書の提出

新介護予防ケアマネジメント検討会議

相当サービス及び通所Ｃ以
外のサービスに移行

ケアプラン変更及び
サービス調整

サービス利用へ

３要件その他精神疾患で
相当サービスが必要

相当サービスへ

理由書の提出
（１回目のみ）

評価期間内に多様
なサービスに移行
できなかった場合

６か月後に理由書を提出し、
再度、新介護予防ケアマネ
ジメント検討会議へ

通所型
サービスC

事前訪問
へ

令和３年３月末以前からの継続ケースの見直し２か月前
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 ３要件・その他精神疾患に該当するケース

≪担当者記載≫
① がん末期、難病、認知症、その他精神疾患により
専門職の関わりが必要な状態 ☑

≪地域包括支援センター手続き≫
３要件・その他精神疾患に該当☑ ⇒検討会議対象外

≪提出物≫
①相当サービス利用理由書（提出は１回目のみ）

≪提出時期≫相当サービス利用前

理由書 令和３年３月末以前からの継続ケースの見直し２か月前
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 リハビリ専門職の関与がないケース（３要件・その他精神疾患を除く）

≪担当者記載≫
②身体介護を要する状態 リハビリ専門職関与なし☑
≪地域包括支援センター手続き≫
介護予防ケアマネジメント検討会議対象☑ ⇒検討会議対象

≪提出物≫
①相当サービス利用理由書 ②利用者基本情報
③生活機能評価 ④ケアプラン

≪提出時期≫サービス利用予定の２か月前初旬

理由書 令和３年３月末以前からの継続ケースの見直し前々月
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 リハビリ専門職の関与があるケース（３要件・その他精神疾患を除く）

：訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問看護（リハビリ）、通所型
サービスＣと訪問介護相当サービスと併用利用

≪担当者記載≫②身体介護を要する状態 リハビリ専門職関与あり☑
≪地域包括支援センター手続き≫リハビリ専門職関与☑

⇒検討会議対象外
≪提出物≫
①相当サービス利用理由書

≪提出時期≫相当サービス利用前

理由書 令和３年３月末以前からの継続ケースの見直し２か月前



理由書の詳細 「新規」：令和３年４月～初めてサー
ビス利用し、理由書を初めて提出する
場合

「継続」：令和３年３月末時点のサー
ビスを継続利用している場合、及び令
和３年４月以降にサービスを利用し、
理由書の提出が２回目以降の場合
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利用している、利用予定サービス　該当するものに☑　サービス種別に〇を

必要なサービス
該当するものに〇を

介護予防相当サービスの【　通所介護   /  訪問介護　】が必要である。

申請年月日

サービス利用予定 　　　年　　　　　 月　 　　　　日　～　　　　　年　　　　　 月　　　　　 日

前回結果
ある場合

同行訪問（　　　　　年　　　　月）専門的支援が必要になった理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

介護予防ケアマネジメント
検討会議（　　　　　年　　　　月）専門的支援が必要になった理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月

　　　　　　　　　　　　　　　　（通所介護・訪問介護）相当サービス利用理由書　　　 新規 継続

被保険者番号 ０ ０ 日

男

氏　　名 女

フリガナ
年　齢 才 性 別

令和 年

担当圏域・担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：第（　　　）地域包括支援センター・（　　　　　　　　　　　　　　）

居宅介護（介護予防）支援事業者

名・担当者名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・(　　　　　　　　　　　　　　　　)

現在の介護度 有効期限 年　　 月　 　日　～　　年　　 月　　 日事業対象者 要支援１ 要支援２

訪問介護（相当サービス・基準緩和型Ａ・住民ボランティア型Ｂ）あり

通所介護（相当サービス・基準緩和型Ａ・住民ボランティア型Ｂ・短期集中型Ｃ）

訪問看護 訪問リハ 通所リハ

居宅療養管理指導

福祉用具貸与・購入

住宅改修

利用なし

守口 門真 四條畷
暫定利用の場合には空白で可能

下の必須記載欄に暫定利用の旨を記
載

利用中のサービスや利用予定のサー
ビスがある場合に、☑を記載

前回のリハ職同行訪問がある場合に
は、年月と専門的支援が必要になっ
た理由を記載

前回の介護予防ケアマネジメント検
討会議がある場合には、年月と専門
的支援が必要になった理由を記載



※②でリハビリ専門職の関与☑なし：利用者基本情報・生活機能評価・ケアプランの添付が必要

※①は添付書類不要、次回ケアプラン更新以降、理由書提出不要

通所介護相当サービスの利用が想定される理由　　（該当番号に☑）

※添付書類不要、次回ケアプラン更新以降、理由書提出不要

訪問介護相当サービスの利用が想定される理由　　（該当番号に☑）

※②でリハビリ専門職の関与☑あり：リハ職同行訪問をしている場合には、報告書のみ添付

相当サービスが必要な理由（必須） （相当サービス（専門職の関与）の必要性についてアセスメントを記載）

（サービス事業所に求めるサービス内容を記載する・包括が支所と協議した際はその旨を記入）

現在利用中のサービス事業者が基準緩和型A指定申請予定 訪問型サービス・通所型サービス 指定予定日：令和　　　年　　　月

相当サービスの利用が想定される理由①及び②の「リハビリ専門職関与あり」以外で通所型サービスＣを利用しない場合はその理由を記載

※介護予防（通所・訪問）相当サービス利用を希望する場合は、ケアプランの見直しの度に提出

①がん末期、難病、認知症、その他精神疾患により専門職の関わりが必要な状態

②身体介護を要する状態 リハビリ専門職の関与 あり

なし

①がん末期、難病、認知症、その他精神疾患により専門職の関わりが必要な状態
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理由書の詳細
通所介護・訪問介護相当サービスの
利用が想定される理由に☑を記載

「進行性のがん（末期）、難病、
認知症、うつ等の精神疾患」の場
合：理由書のみ提出

①身体介護を要する状態で、リハ
職同行訪問あり：理由書とリハ職
同行訪問報告書を添付

リハ職同行訪問なし：利用者基本
情報・生活機能評価・ケアプラン
を添付

現時点で相当サービスの指定しか

受けていないが、緩和型サービスの
指定を受ける予定がある場合には、
記載

①相当サービスが必要な理由
②サービス事業所にどのような関わりを期待するのか
③介護予防ケアマネジメント検討会議で専門的支援の必要性が高いのか低いのかを
議論するために、必要な情報を記載

３要件・その他精神疾患に該当せず、同行訪問や通所(訪問)リハ等によるリハビリ専門
職関与がない場合で通所型サービスＣを利用しない場合は理由を簡潔に記載



理由書の詳細
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【地域包括支援センター確認欄】

3要件その他精神疾患に該当

リハ職の関与

介護予防ケアマネジメント検討会議
　　　　　　　　　　対象

検討結果

具体的な
サービスの種類

モニタリング

該当するものに☑　サービス種別に〇

　　　　　　（時期：            か月後に再評価）

収受
確認印

【くすのき広域連合確認欄】

介護予防ケアマネジメント検討会議

会議日 ：令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日
内  容  ：

確認年月日 年　　　月　　　日

確認印 守・門・畷 第　　包括

※地域包括から

原案作成の委託

を受けている場合

訪問介護（相当サービス・基準緩和型Ａ・住民ボランティア型Ｂ）

通所介護（相当サービス・基準緩和型Ａ・住民ボランティア型Ｂ・短期集中型Ｃ）

訪問看護 訪問リハ 通所リハ

専門的支援の必要性が高い 専門的支援の必要性が低い

必要不要

【地域包括支援センター確認
欄】
受け取った年月日と確認印を
押印する

①利用者が３要件その他精神
疾患に該当☑：理由書のみ

②リハ職同行訪問している場
合にリハ職の関与☑：理由書
とリハ職同行訪問報告書及び
新様式アセスメントシート
※報告書でリハ職が提案した
サービスかを確認

③通所リハ・訪問リハ・訪問
看護（リハビリ）・通所型
サービスＣとを併用している
場合にリハ職の関与☑：理由
書のみ
※自立支援を促進するために、相
当サービスの利用方法は利用中
サービスのリハ職に確認

④①～③以外に該当しない場
合に介護予防ケアマネジメン
ト検討会議の対象☑：理由
書・利用者基本情報・生活機
能評価・ケアプラン

議論した内容を記載し、担当の地域包括支援センターより結果をお返しします。
結果は利用者及び事業所に報告をし、サービス調整をしてください。


