
コード　　A７ 令和３年10月更新版

種類 項目

A７ 1001 通所型サービスＡ１回数 　　事業対象者・要支援１
※週1回程度
（1月の中で全部で4回まで）

307単位 307 １回につき

月に1回～4回提供する場合に使用
（月1回提供　307単位　×　1回　＝　　307単位）
（月2回提供　307単位　×　2回　＝　　614単位）
（月3回提供　307単位　×　3回　＝　　921単位）
（月4回提供　307単位　×　4回　＝　 1228単位）

A７ 1002 通所型サービスＡ１月包括 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 1,337 １月につき
月5週ある場合など月5回以上提供する場合に使用
（月5回提供　1337単位）

A７ 1003 通所型サービスＡ２回数 　　事業対象者・要支援2
※週2回程度まで
（1月の中で全部で8回まで）

316単位 316 １回につき

月に1回～8回提供する場合に使用
（月1回提供　316単位　×　1回　＝　　316単位）
（月2回提供　316単位　×　2回　＝　　632単位）
（月5回提供　316単位　×　5回　＝　 1580単位）
（月8回提供　316単位　×　8回　＝　 2528単位）

A７ 1004 通所型サービスＡ２月包括 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 2,742 １月につき
月5週ある場合など月9回以上提供する場合に使用
（月 9回提供　　2742単位）
（月10回提供　  2742単位）

種類 項目

A７ 1005 通所型サービスＡ１月包括・日割 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 44単位 44 １日につき
月5週ある場合など月5回以上提供する場合に使用
※月15日目で変更事由が生じた場合
（44単位×15日＝660単位で請求）

A７ 1006 通所型サービスＡ２月包括・日割 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 90単位 90 １日につき
月5週ある場合など月9回以上提供する場合に使用
※月25日目で変更事由が生じた場合
（90単位×25日＝2250単位で請求）

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自／定率）

○自己負担割合１割（給付率90％）日割り
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

○自己負担割合１割（給付率90％）
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位

通所型サービス【基準緩和サービス（独自）】

サービス種類 基準緩和サービス

サービス名称 通所型サービスＡ（緩和した基準）

サービス種別コード A7【通所型サービス（独自／定率）】



種類 項目

A７ 1007 通所型サービスA１回数・定超 　　事業対象者・要支援１ ※1月の中で全部で4回まで 307単位 215 １回につき

A７ 1008 通所型サービスA１月包括・定超 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 936 1月につき

A７ 1009 通所型サービスA２回数・定超 　　事業対象者・要支援２ ※1月の中で全部で８回まで 316単位 221 1回につき

A７ 1010 通所型サービスA２月包括・定超 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 1,919 1月につき

種類 項目

A７ 1011 通所型サービスA1日割・定超 　　事業対象者・要支援１
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

44単位 31

A７ 1012 通所型サービスA２日割・定超 　　事業対象者・要支援２
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

90単位 63

種類 項目

A７ 1013 通所型サービスA１回数・人欠 　　事業対象者・要支援１ ※1月の中で全部で4回まで 307単位 215 １回につき

A７ 1014 通所型サービスA１月包括・人欠 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 936 1月につき

A７ 1015 通所型サービスA２回数・人欠 　　事業対象者・要支援２ ※1月の中で全部で８回まで 316単位 221 1回につき

A７ 1016 通所型サービスA２月包括・人欠 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 1,919 1月につき

種類 項目

A７ 1017 通所型サービスA1日割・人欠 　　事業対象者・要支援１
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

44単位 31

A７ 1018 通所型サービスA２日割・人欠 　　事業対象者・要支援２
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

90単位 63

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※従事者が
欠員の場合

×７０%
1日につき

算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※従事者が
欠員の場合

×７０%

○自己負担割合1割（給付率90％）従事者が欠員の場合・日割り　　　　※月５週提供し、月額報酬の単位を使用した場合で、日割対象事由に該当する時に使用

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※定員超過
の場合
×７０%

1日につき

○自己負担割合1割（給付率90％）従事者が欠員の場合
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※定員超過
の場合
×７０%

○自己負担割合1割（給付率90％）定員超過の場合・日割り　　　　※月５週提供し、月額報酬の単位を使用した場合で、日割対象事由に該当する時に使用

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

○自己負担割合1割（給付率90％）定員超過の場合
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方



コード　　A７ 令和３年10月更新版

種類 項目

A７ 1021 通所型サービスＡ１回数 　　事業対象者・要支援１
※週1回程度
（1月の中で全部で4回まで）

307単位 307 １回につき

月に1回～4回提供する場合に使用
（月1回提供　307単位　×　1回　＝　　307単位）
（月2回提供　307単位　×　2回　＝　　614単位）
（月3回提供　307単位　×　3回　＝　　921単位）
（月4回提供　307単位　×　4回　＝　 1228単位）

A７ 1022 通所型サービスＡ１月包括 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 1,337 １月につき
月5週ある場合など月5回以上提供する場合に使用
（月5回提供　1337単位）

A７ 1023 通所型サービスＡ２回数 　　事業対象者・要支援2
※週2回程度まで
（1月の中で全部で8回まで）

316単位 316 １回につき

月に1回～8回提供する場合に使用
（月1回提供　316単位　×　1回　＝　　316単位）
（月2回提供　316単位　×　2回　＝　　632単位）
（月5回提供　316単位　×　5回　＝　 1580単位）
（月8回提供　316単位　×　8回　＝　 2528単位）

A７ 1024 通所型サービスＡ２月包括 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 2,742 １月につき
月5週ある場合など月9回以上提供する場合に使用
（月 9回提供　　2742単位）
（月10回提供　  2742単位）

種類 項目

A７ 1025 通所型サービスＡ１月包括・日割 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 44単位 44 １日につき
月5週ある場合など月5回以上提供する場合に使用
※月15日目で変更事由が生じた場合
（44単位×15日＝660単位で請求）

A７ 1026 通所型サービスＡ２月包括・日割 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 90単位 90 １日につき
月5週ある場合など月9回以上提供する場合に使用
※月25日目で変更事由が生じた場合
（90単位×25日＝2250単位で請求）

算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

○自己負担割合２割（給付率80％）日割り
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位

サービス名称 通所型サービスＡ（緩和した基準）

サービス種別コード A7【通所型サービス（独自／定率）】

○自己負担割合2割（給付率80％）
サービスコード

サービス内容略称 算定項目

通所型サービス【基準緩和サービス（独自）】

サービス種類 基準緩和サービス



種類 項目

A７ 1027 通所型サービスA１回数・定超 　　事業対象者・要支援１ ※1月の中で全部で4回まで 307単位 215 １回につき

A７ 1028 通所型サービスA１月包括・定超 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 936 1月につき

A７ 1029 通所型サービスA２回数・定超 　　事業対象者・要支援２ ※1月の中で全部で８回まで 316単位 221 1回につき

A７ 1030 通所型サービスA２月包括・定超 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 1,919 1月につき

種類 項目

A７ 1031 通所型サービスA1日割・定超 　　事業対象者・要支援１
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

44単位 31

A７ 1032 通所型サービスA２日割・定超 　　事業対象者・要支援２
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

90単位 63

種類 項目

A７ 1033 通所型サービスA１回数・人欠 　　事業対象者・要支援１ ※1月の中で全部で4回まで 307単位 215 １回につき

A７ 1034 通所型サービスA１月包括・人欠 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 936 1月につき

A７ 1035 通所型サービスA２回数・人欠 　　事業対象者・要支援２ ※1月の中で全部で８回まで 316単位 221 1回につき

A７ 1036 通所型サービスA２月包括・人欠 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 1,919 1月につき

種類 項目

A７ 1037 通所型サービスA1日割・人欠 　　事業対象者・要支援１
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

44単位 31

A７ 1038 通所型サービスA２日割・人欠 　　事業対象者・要支援２
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

90単位 63

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※従事者が
欠員の場合

×７０%
1日につき

算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※従事者が
欠員の場合

×７０%

○自己負担割合２割（給付率80％）従事者が欠員の場合・日割り　　　　※月５週提供し、月額報酬の単位を使用した場合で、日割対象事由に該当する時に使用

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※定員超過
の場合
×７０%

1日につき

○自己負担割合２割（給付率80％）従事者が欠員の場合
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※定員超過
の場合
×７０%

○自己負担割合２割（給付率80％）定員超過の場合・日割り　　　　※月５週提供し、月額報酬の単位を使用した場合で、日割対象事由に該当する時に使用

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位

○自己負担割合２割（給付率80％）定員超過の場合
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

算定回数の考え方
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種類 項目

A７ 1041 通所型サービスＡ１回数 　　事業対象者・要支援１
※週1回程度
（1月の中で全部で4回まで）

307単位 307 １回につき

月に1回～4回提供する場合に使用
（月1回提供　307単位　×　1回　＝　　307単位）
（月2回提供　307単位　×　2回　＝　　614単位）
（月3回提供　307単位　×　3回　＝　　921単位）
（月4回提供　307単位　×　4回　＝　 1228単位）

A７ 1042 通所型サービスＡ１月包括 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 1,337 １月につき
月5週ある場合など月5回以上提供する場合に使用
（月5回提供　1337単位）

A７ 1043 通所型サービスＡ２回数 　　事業対象者・要支援2
※週2回程度まで
（1月の中で全部で8回まで）

316単位 316 １回につき

月に1回～8回提供する場合に使用
（月1回提供　316単位　×　1回　＝　　316単位）
（月2回提供　316単位　×　2回　＝　　632単位）
（月5回提供　316単位　×　5回　＝　 1580単位）
（月8回提供　316単位　×　8回　＝　 2528単位）

A７ 1044 通所型サービスＡ２月包括 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 2,742 １月につき
月5週ある場合など月9回以上提供する場合に使用
（月 9回提供　　2742単位）
（月10回提供　  2742単位）

種類 項目

A７ 1045 通所型サービスＡ１月包括・日割 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 44単位 44 １日につき
月5週ある場合など月5回以上提供する場合に使用
※月15日目で変更事由が生じた場合
（44単位×15日＝660単位で請求）

A７ 1046 通所型サービスＡ２月包括・日割 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 90単位 90 １日につき
月5週ある場合など月9回以上提供する場合に使用
※月25日目で変更事由が生じた場合
（90単位×25日＝2250単位で請求）

通所型サービス【基準緩和サービス（独自）】

サービス種類 基準緩和サービス

サービス名称 通所型サービスＡ（緩和した基準）

サービス種別コード A7【通所型サービス（独自／定率）】

○自己負担割合3割（給付率70％）
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

○自己負担割合3割（給付率70％）日割り
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）



種類 項目

A７ 1047 通所型サービスA１回数・定超 　　事業対象者・要支援１ ※1月の中で全部で4回まで 307単位 215 １回につき

A７ 1048 通所型サービスA１月包括・定超 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 936 1月につき

A７ 1049 通所型サービスA２回数・定超 　　事業対象者・要支援２ ※1月の中で全部で８回まで 316単位 221 1回につき

A７ 1050 通所型サービスA２月包括・定超 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 1,919 1月につき

種類 項目

A７ 1051 通所型サービスA1日割・定超 　　事業対象者・要支援１
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

44単位 31

A７ 1052 通所型サービスA２日割・定超 　　事業対象者・要支援２
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

90単位 63

種類 項目

A７ 1053 通所型サービスA１回数・人欠 　　事業対象者・要支援１ ※1月の中で全部で4回まで 307単位 215 １回につき

A７ 1054 通所型サービスA１月包括・人欠 　　事業対象者・要支援１ ※月5週ある場合など、月5回以上提供する場合に使用 1337単位 936 1月につき

A７ 1055 通所型サービスA２回数・人欠 　　事業対象者・要支援２ ※1月の中で全部で８回まで 316単位 221 1回につき

A７ 1056 通所型サービスA２月包括・人欠 　　事業対象者・要支援２ ※月5週ある場合など、月9回以上提供する場合に使用 2742単位 1,919 1月につき

種類 項目

A７ 1057 通所型サービスA1日割・人欠 　　事業対象者・要支援１
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

44単位 31

A７ 1058 通所型サービスA２日割・人欠 　　事業対象者・要支援２
※月額報酬を算定した場合で、日割対象事由に該当する時
に使用

90単位 63

○自己負担割合3割（給付率70％）定員超過の場合
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※定員超過
の場合
×７０%

○自己負担割合3割（給付率70％）定員超過の場合・日割り　　　　※月５週提供し、月額報酬の単位を使用した場合で、日割対象事由に該当する時に使用

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※定員超過
の場合
×７０%

1日につき

○自己負担割合3割（給付率70％）従事者が欠員の場合
サービスコード

サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※従事者が
欠員の場合

×７０%

○自己負担割合3割（給付率70％）従事者が欠員の場合・日割り　　　　※月５週提供し、月額報酬の単位を使用した場合で、日割対象事由に該当する時に使用

サービスコード
サービス内容略称 算定項目 合成単位数 算定単位 算定回数の考え方

イ　通所型サービス
費（独自/定率）

※従事者が
欠員の場合

×７０%
1日につき


