
厚生労働省発出のＱ＆Ａをサービス別に整理して収載
関係法令も集成，さらに実務に精通するための一冊

介護報酬の解釈  3ＱＡ・法令編

商品No.110427

社会保険研究所令和３年
４月版 介護報酬改定図書のご案内

●厚生労働省によるQ＆Aをサービス種別・内容に応じてま
とめ,質問の対象となった単位数表等の該当部分とともに
掲載しました。

●テーマごとの関連告示・通知と請求書・明細書の記載要領
を集大成，介護報酬・指定基準の実務・運用の細部にふみ
こむ一冊です。

指定基準と関係通知を集成した基本書
条例制定や事業所・施設運営の一助に

介護報酬の解釈  2指定基準編

商品No.110426

●介護報酬の算定の前提となる事業者・施設の「指定基準」について，国が発出した省令・通知を網
羅。各サービスについて，「サービス提供の基本方針」「人員基準」「施設･設備基準」「運営基準」
を掲載。指定基準の各条文に解釈通知を配置, 他サービスからの準用規定を読み替えたうえで掲載
するなど，実務本位に編集しています。

●個別サービス提供についての関係告示・通知も併載しています。
●自治体の条例制定に役立つよう，従うべき基準や標準とする国の基準をわかりやすく示しています。
●令和３年４月の改正では，感染症対策の強化，業務継続に向けた取り組みの強化，ハラスメント対

策の強化，会議や多職種連携におけるICTの活用，高齢者虐待防止の推進，CHASE・VISIT情報の
収集・活用とPDCAサイクルの推進などが図られます。

単位数表のすべてがわかる必携の書！
必要な情報を見開きで配置，一覧性に優れた定本

介護報酬の解釈  1単位数表編

令和３年４月版

令和３年４月版

令和３年４月版

商品No.110425

令和３年６月発売予定

●介護報酬の算定に関する情報を網羅しています。「算定基準告示（単位数表）」
と，算定要件を定めたいわゆる「関係告示」の内容，そして「留意事項通知」を
見開き３段・２色刷りで掲載，算定できる単位はもちろん，算定要件などのポイ
ントも明快に知ることができます。

●介護保険の事業者，施設での介護報酬の算定・請求やサービス計画作成におけ
る給付管理業務に必携の書です。

令和３年６月発売予定

令和３年６月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

Ｒ３
報酬改定
対応

Ｒ３
報酬改定
対応

※ご注文図書は発刊となり次第順次発送します。　
※送料は、１回の発送につき、440円（税込）となります。なお、１発送ごとの購入総額が22,000円（税込）以上の場合は、送料サービスとなります。
※お支払いは、お届けいたしますご請求書、払込取扱票にてお願いいたします。　
※予約申込につき『控え』を保管のうえ、重複注文にお気をつけ願います。
※発送後の乱丁・落丁本以外の返品・交換はご容赦願います。ご注文内容は、必ずご確認ください。
※お申し込みいただきましたお客様の個人情報は厳重に管理させていただきます。お客様の個人情報はご注文の商品の発送および請求事務に使
用いたします。また、関連するアフターサービス、新商品のご案内など小社事業活動に使用させていただくことがございます。新刊図書のご
案内などがご不要の場合は、次の□印にチェックをお入れください。 □今後の図書案内の送付を希望しません。

〒101-8522 東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda 282
電話：03（3252）7901　FAX：03（3252）7977社会保険研究所発　行　元

（お問い合わせ先）

ご　名　称

法人の場合

ご　住　所

部署名

〒

電 話 番 号

ご担当者名
（必ずご記入ください）

ＦＡＸ番号

下記のとおり申し込みます。（申込締切日：令和３年５月31日㈪） お申込日：令和３年　　月　　日

ＦＡＸ番号：０３-３２５２-７９７７

事務処理欄 56担Ｒ日配区有送計内税0151売分ＣＤ

商品コード図　書　名
令和３年新刊・改訂版図書

特別価格（税込・円）

4,900
4,500
4,500
3,500
2,500
2,500
3,000
4,600
4,000

ご注文部数
110425
110426
110427
130351
130254
130280
160450
160423
160561

介護報酬の解釈①単位数表編
介護報酬の解釈②指定基準編
介護報酬の解釈③QA・法令編
介護報酬 サービスコードと算定構造
在宅サービス 介護報酬 算定の手引
福祉用具・住宅改修ガイド【新刊】
医療・介護 給付調整ガイド【新刊】
障害福祉サービス 報酬の解釈
障害者福祉ガイド

発刊予定
6月
6月
6月
4月
7月
6月
7月
6月
6月

定価　本体4,500円＋税（税込4,950円）／B5判・約1,400頁

定価　本体4,500円＋税（税込4,950円）／B5判・約1,300頁

定価　本体4,900円＋税（税込5,390円）／B5判・約1,500頁

購入申込書　（高齢者住まい事業者団体連合会様ご案内）

令和３年３月
高齢者住まい事業者団体連合会　会員各位

株式会社 社会保険研究所
東京都千代田区内神田2-15-9

電話：03-3252-7901㈹

謹啓　時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
　早速ですが、このたび高齢者住まい事業者団体連合会様より以下の図書群を特別価格にてご提供する機
会を賜りましたのでご案内申し上げます。
　ご注文は、下欄の「購入申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAXにて直接小社あてお送りください。
なお、特別価格に関しましては、令和３年５月31日㈪到着分まで有効となりますので、ご了承ください。

謹白
※本紙ご案内図書の詳細につきましては、社会保険研究所ホームページ（https://www.shaho.co.jp）をご覧ください。
※こちらの申込書で書店からの購入はできませんので、ご注意ください。



令和３年4月版

医療保険と介護保険の接点となる給付調整の内容を一望
医療・介護連携のために知っておきたい制度のしくみをわかりやすく解説
●医療と介護は、両者あいまって高齢者のＱＯＬの維持・向上に重要な役割を担ってい
ます。その制度的基盤である医療保険と介護保険との関係についてまとめました。

●要介護・要支援の方に対する医療の提供は，「介護保険優先」の原則により，介護サー
ビスでまかなえるものについては，医療保険では給付されないことになっています（給
付調整）。本書では，要介護・要支援の方について医療保険で算定できない項目や，原則的には算定できな
いが算定が可能となる場合などを具体的に紹介し，実務に役立つ内容となっています。
●連携支援に携わるケアマネジャー，医療ソーシャルワーカーなどの専門職をはじめ，医療と介護にかかわるあ
らゆる職種の方々にお勧めしたい一冊です。

医療・介護　給付調整ガイド
7月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

新刊

商品No.160450

定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）／Ｂ５判・約260頁

令和３年4月版

単位数表・指定基準からＱＡまで　すべての情報をこの一冊に集約！
制度の全体像を解説，単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載
●障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく，障害福祉サービス・障害児支援の基
準，とくに報酬算定と請求に照準をあて，実務上役立つように編集しました。
●障害福祉サービス提供事業者・施設や相談支援事業者をはじめ，行政担当者，報酬関係実務担当者に待望の一冊です。
●今回の改訂版は，令和３年４月の報酬改定に完全対応。各サービスの単位数はもちろん，新たな処遇改善加算に
関連する通知や，改定内容を理解するための解説記事も掲載しています。

障害福祉サービス
報酬の解釈

６月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

商品No.160423

定価　本体4,600円＋税（税込5,060円）／Ｂ５判・約1,200頁

介護報酬の請求・ケアプランの
作成等に用いるサービスコード表を完全収載
算定構造・単位数表と，単位数に係る改定の全貌をこの一冊に
●介護報酬の請求や，ケアプランの作成・給付管理に必要となる「サービスコード」を
網羅しています。また，合成単位数の元となる単位数表を新旧対照表形式で掲載。サー
ビスごとにまとめているため，サービスコードの根拠とあわせて確認できます。
●さらに，単位数表をビジュアルに図示した「算定構造」も掲載。「単位数表」「算定構造」「サービスコード」
のつながりを一冊に集約。それぞれの参照箇所を丁寧に示すことで，難解な単位数表の構成を読み解くとと
もに，合計およそ25,000コードにも及ぶ合成単位数の根拠を確認できます。

令和３年４月版 ４月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

介護報酬 サービスコードと算定構造

商品No.130351

定価　本体3,500円＋税（税込3,850円）／A4判・約900頁

令和３年4月版

福祉用具と住宅改修についてわかりやすく解説
制度上の根拠も示しつつ，実務に役立つよう編集
●介護保険の給付メニューのなかでも独自の特徴を持つ「福祉用具貸与」「特定福祉用
具購入」「住宅改修」について、実務に役立つ情報をまとめました。
●制度の全体像をわかりやすく解説するとともに、根拠法令や通知を原文で掲載し、詳
細を確認できる内容となっています。
●制度解説に加え、福祉用具・住宅改修の基本的な内容について、その様態や用途、対象者への適用、使用方法等
も解説しています。
●福祉用具専門相談員や介護支援専門員、またリハビリテーション関連職や建築士などの専門職の方や、保険者
（市町村）で業務を担当される職員の方にお勧めしたい一冊です。

福祉用具・住宅改修ガイド
定価　本体2,500円＋税（税込2,750円）／Ｂ５判・約250頁

6月発売予定

新刊

商品No.130280

令和３年4月版

ケアプランの作成から介護報酬の算定・請求まで，
在宅サービス提供の流れに沿ってやさしく解説
●介護保険の在宅サービスに携わる方々に向けて，わかりやすさを目指して編集しています。
●制度の意味を丁寧に説明，コンプライアンス（法令遵守）の意識も身につきます。
●定番の『介護報酬の解釈』をもっと有効に使いこなすためにも役立つ一冊です。

在宅サービス

介護報酬 算定の手引

７月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

商品No.130254

定価　本体2,500円＋税（税込2,750円）／Ｂ５判・約240頁

令和３年4月版

障害者総合支援法を中心とした障害者施策の全体像を一冊に
●障害福祉サービスにたずさわる方に，その基礎となっている障害者総合支援法と，
障害者施策の基本を定める障害者基本法，障害者の福祉・所得保障・雇用促進のた
めの関連法を網羅して解説しています。
●障害者総合支援法については，法律の構成に応じて，とくに自立支援給付を法律・
政省令・告示や通知にもとづき確実に，また，審議会資料等を用いてわかりやすく解説しています。

●障害児への支援給付（児童福祉法）についても，自立支援給付との関係をふまえ，必要な情報を詳説しました。
●障害者福祉関連法については，障害者施策の根幹をなす障害者基本法・基本計画，身体障害者福祉法・知的
障害者福祉法における市町村の業務，精神保健福祉法・発達障害者支援法における都道府県（指定都市）の
業務を解説します。

障害者福祉ガイド
障害者総合支援法の解説

６月発売予定

商品No.160561

定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）／Ｂ５判・約700頁

改訂
新版



令和３年4月版

医療保険と介護保険の接点となる給付調整の内容を一望
医療・介護連携のために知っておきたい制度のしくみをわかりやすく解説
●医療と介護は、両者あいまって高齢者のＱＯＬの維持・向上に重要な役割を担ってい
ます。その制度的基盤である医療保険と介護保険との関係についてまとめました。

●要介護・要支援の方に対する医療の提供は，「介護保険優先」の原則により，介護サー
ビスでまかなえるものについては，医療保険では給付されないことになっています（給
付調整）。本書では，要介護・要支援の方について医療保険で算定できない項目や，原則的には算定できな
いが算定が可能となる場合などを具体的に紹介し，実務に役立つ内容となっています。

●連携支援に携わるケアマネジャー，医療ソーシャルワーカーなどの専門職をはじめ，医療と介護にかかわるあ
らゆる職種の方々にお勧めしたい一冊です。

医療・介護　給付調整ガイド
7月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

新刊

商品No.160450

定価　本体3,000円＋税（税込3,300円）／Ｂ５判・約260頁

令和３年4月版

単位数表・指定基準からＱＡまで　すべての情報をこの一冊に集約！
制度の全体像を解説，単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載
●障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく，障害福祉サービス・障害児支援の基
準，とくに報酬算定と請求に照準をあて，実務上役立つように編集しました。
●障害福祉サービス提供事業者・施設や相談支援事業者をはじめ，行政担当者，報酬関係実務担当者に待望の一冊です。
●今回の改訂版は，令和３年４月の報酬改定に完全対応。各サービスの単位数はもちろん，新たな処遇改善加算に
関連する通知や，改定内容を理解するための解説記事も掲載しています。

障害福祉サービス
報酬の解釈

６月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

商品No.160423

定価　本体4,600円＋税（税込5,060円）／Ｂ５判・約1,200頁

介護報酬の請求・ケアプランの
作成等に用いるサービスコード表を完全収載
算定構造・単位数表と，単位数に係る改定の全貌をこの一冊に
●介護報酬の請求や，ケアプランの作成・給付管理に必要となる「サービスコード」を
網羅しています。また，合成単位数の元となる単位数表を新旧対照表形式で掲載。サー
ビスごとにまとめているため，サービスコードの根拠とあわせて確認できます。
●さらに，単位数表をビジュアルに図示した「算定構造」も掲載。「単位数表」「算定構造」「サービスコード」
のつながりを一冊に集約。それぞれの参照箇所を丁寧に示すことで，難解な単位数表の構成を読み解くとと
もに，合計およそ25,000コードにも及ぶ合成単位数の根拠を確認できます。

令和３年４月版 ４月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

介護報酬 サービスコードと算定構造

商品No.130351

定価　本体3,500円＋税（税込3,850円）／A4判・約900頁

令和３年4月版

福祉用具と住宅改修についてわかりやすく解説
制度上の根拠も示しつつ，実務に役立つよう編集
●介護保険の給付メニューのなかでも独自の特徴を持つ「福祉用具貸与」「特定福祉用
具購入」「住宅改修」について、実務に役立つ情報をまとめました。
●制度の全体像をわかりやすく解説するとともに、根拠法令や通知を原文で掲載し、詳
細を確認できる内容となっています。
●制度解説に加え、福祉用具・住宅改修の基本的な内容について、その様態や用途、対象者への適用、使用方法等
も解説しています。
●福祉用具専門相談員や介護支援専門員、またリハビリテーション関連職や建築士などの専門職の方や、保険者
（市町村）で業務を担当される職員の方にお勧めしたい一冊です。

福祉用具・住宅改修ガイド
定価　本体2,500円＋税（税込2,750円）／Ｂ５判・約250頁

6月発売予定

新刊

商品No.130280

令和３年4月版

ケアプランの作成から介護報酬の算定・請求まで，
在宅サービス提供の流れに沿ってやさしく解説
●介護保険の在宅サービスに携わる方々に向けて，わかりやすさを目指して編集しています。
●制度の意味を丁寧に説明，コンプライアンス（法令遵守）の意識も身につきます。
●定番の『介護報酬の解釈』をもっと有効に使いこなすためにも役立つ一冊です。

在宅サービス

介護報酬 算定の手引

７月発売予定

Ｒ３
報酬改定
対応

商品No.130254

定価　本体2,500円＋税（税込2,750円）／Ｂ５判・約240頁

令和３年4月版

障害者総合支援法を中心とした障害者施策の全体像を一冊に
●障害福祉サービスにたずさわる方に，その基礎となっている障害者総合支援法と，
障害者施策の基本を定める障害者基本法，障害者の福祉・所得保障・雇用促進のた
めの関連法を網羅して解説しています。
●障害者総合支援法については，法律の構成に応じて，とくに自立支援給付を法律・
政省令・告示や通知にもとづき確実に，また，審議会資料等を用いてわかりやすく解説しています。

●障害児への支援給付（児童福祉法）についても，自立支援給付との関係をふまえ，必要な情報を詳説しました。
●障害者福祉関連法については，障害者施策の根幹をなす障害者基本法・基本計画，身体障害者福祉法・知的
障害者福祉法における市町村の業務，精神保健福祉法・発達障害者支援法における都道府県（指定都市）の
業務を解説します。

障害者福祉ガイド
障害者総合支援法の解説

６月発売予定

商品No.160561

定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）／Ｂ５判・約700頁

改訂
新版




