
1 平成27年介護報酬改定

(株)エオス



2

特養



3 基本報酬の減額

ユニット型要介護５

現行９４７単位→改訂８９４単位

５．６％減

従来型要介護５

現行９１２単位→改訂８６１単位

５．６％減

この減少幅をどうするか？



4 日常生活継続支援加算

日常継続支援加算

現行２３単位

改訂ユニット型４６単位

改訂従来型３６単位

処遇改善加算と日常継続支援加算が増額

処遇改善加算はそのまま支出されるので、経
常差額には影響しない



5 ユニット型

加算 現行 改訂 差異

基本サービス費 ９４７ ８９４ －５３

栄養マネジメント加算 １４ １４

夜勤配置体制加算 ２７ ２７

看護体制加算 １３ １３

個別機能訓練加算 １２ １２

日常生活継続支援加算 ２３ ４６ ＋２３

合計 １０３６ １００６ －３０

－２．９％

介護職員処遇改善加算 ２６ ５９ ＋３３

合計 １０６２ １０６５ ＋０．３％

増収減益！



6 従来型

加算等 現行 改訂 差異

基本サービス費 ９１２ ８６１ －５１

栄養マネジメント加算 １４ １４

夜勤配置体制加算 ２２ ２２

看護体制加算 １３ １３

個別機能訓練加算 １２ １２

日常生活継続支援加算 ２３ ３６ ＋１３

合計 ９９６ ９５８ －３８

－３．８％

介護職員処遇改善加算 ２５ ５７ ＋３２

合計 １０２１ １０１５ －０．６％
減収減益！



7 1単位当たりの単価の改訂

7段階から8段階へ

そのままのところ、上がったところがあります。



8 処遇改善加算

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

イからタまでにより算定した単位数の1000分
の59に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 

イからタまでにより算定した単位数の1000分
の33に相当する単位数



9 処遇改善加算Ⅰの算定
⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介
護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

㈡㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知
していること。

㈢介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計
画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除
く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に
周知していること。



10 処遇改善加算Ⅱの要件

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠次に掲げる要件の全てに適合すること。

 ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護
職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。

 ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知し
ていること。

㈡次に掲げる要件の全てに適合すること。

 ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画
に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

 ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに
実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除
く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周
知していること。



11 処遇改善加算の考え方

本来の給与

20年10月からの改善分（1万5千
円相当）

処遇改善加算Ⅱ

本来の給与

20年10月からの改善分（1万5千
円相当）

処遇改善加算Ⅰ

27年4月からの改善分（1万2千
円相当）



12 素直に読むと

２７年４月は取れない？

通知やQ&Aでとれるようになると思います。

都道府県、保険者などの説明会に注意してく
ださい

３月早い時期に処遇改善計画を作成する必要
があります！



13 届け出の特例

過去に、報酬改定時に、届け出の特例が
設けられた例があります。

加算の届け出などの日付に注意してくださ
い。

国保のシステムが間に合わないので、細
かいチェックはなしで通ります。

あとで、チェック！



14 日常継続支援加算

 ａ 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新規入
所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者
の占める割合が百分の七十以上であること。

 ｂ 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新規入
所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は
行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の占め
る割合が百分の六十五以上であること。

 ｃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和六十二年厚生省

令第四十九号）第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める
割合が入所者の百分の十五以上である

⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。

⑷ 通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当して
いないこと。



15 日常生活継続支援加算

ユニット型４６単位

従来型３６単位

ついたり、外れたりのタイミングは解釈通
知待ち！

加算が外れたとき、サービス提供体制強
化加算を算定したいので、届け出は必要



16 サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。

⑴ 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が百分の六十以上であること。

⑵ 通所介護費等算定方法第十二号に規定する基準のいずれに

も該当しないこと。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。

⑴ 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ イ⑵に該当するものであること。



17 サービス提供体制強化加算

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ

 18単位

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ

 12単位



18 看取り介護加算

① 看取り介護加算

入所者及びその家族等の意向を尊重しつつ、看取りに関
する理解の促進を図り、介護福祉施設サービスにおける
看取り介護の質を向上させるため、看取り介護の体制構
築・強化をPDCA サイクルにより推進することを要件として、
死亡日以前４日以上30 日以下における手厚い看取り介
護の実施を図る。

死亡日以前4 日以上30 日以下 80 単位／日⇒ 144 単位/

日

なお、死亡日の前日及び前々日・死亡日については、現
行と同様



19 看取り介護加算新要件

ハ 医師、看護職員、介護職員、介護支援
専門員その他の職種の者による協議の上、
当該指定介護老人福祉施設における看取
りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関す
る指針の見直しを行うこと。



20 看取り介護加算利用者要件
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがないと診断した者であること。

ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下この
号において「医師等」という。）が共同で作成した入所者の介護に係
る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明
を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受
けた上で、同意している者を含む。）であること。

ハ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め
等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関
する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上
で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介
護を受けている者を含む。）であること。



21 「特別養護老人ホーム」の職員に係る専従要件の緩和

② 特別養護老人ホームの直接処遇職員による柔軟な

地域貢献活動等の実施が可能となるよう、特別養護老
人ホームの職員に係る「専従」の要件は、「特別養護
老人ホームの職員配置基準を満たす職員として割り当
てられた職員について、その勤務表上で割り当てられ
たサービス提供に従事する時間帯において適用される
ものである」ことを明確にする。（「特別養護老人ホーム
の設備及び運営に関する基準について」（平成12 年3 

月17 日老発214 号）の改正。）



22 在宅・入所相互利用加算

地域住民の在宅生活の継続を支援するた
め、在宅・入所相互利用加算の利用を促
進する観点から必要な算定要件及び単位
数の見直しを行う。

在宅・入所相互利用加算 ３０単位⇒ ４０
単位



23 在宅・入所相互利用加算

（利用者の基準）

在宅生活を継続する観点から、複数の者であら
かじめ在宅期間及び入所期間(入所期間が三月
を超えるときは、三月を限度とする。)を定めて、

当該施設の居室を計画的に利用している者であ
ること。（※１）

※１：現行では、「同一の個室」の計画的な利用
が必要となっている。

（注）：現行の要件である「要介護状態区分が要
介護三、要介護四又は要介護五である者である
こと」については、撤廃する。



24 障害者生活支援体制加算

65 歳以前より精神障害を有し、特別なケ

アが必要と考えられる重度の精神障害者
についても、障害者生活支援体制加算の
対象となる障害者に追加するとともに、同
加算で配置を評価している「障害者生活支
援員」について、精神障害者に対する生活
支援に関し専門性を有する者を新たに追
加する。

単位数は変更なし



25 障害者生活支援体制加算の要件

算定要件等（変更点に係る部分を抜粋。）

（利用者の基準）

視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知
的障害者若しくは精神障害者

（障害者生活支援員の基準）

次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者

視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者

知的障害 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

第十四条各号に掲げる者又はこれらに準ずる者

精神障害 精神保健福祉士又は精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律施行令第十二条各号に掲げる者



26 多床室における居住費負担

介護老人福祉施設の多床室の入所者のうち、一定の所得
を有する入所者については、現行の光熱水費相当分に加
え、室料相当分の負担を居住費として求める。ただし、「低
所得者を支える多床室」との指摘もあることを踏まえ、低
所得者に配慮する観点から、利用者負担第１段階から第
３段階までの者については、補足給付を支給することによ
り、利用者負担を増加させないこととする。（短期入所生活
介護についても同様の見直しを行う。）

なお、当該見直しについては、平成２７年８月から行うこと
とする。



27 多床室の室料

基準費用額 ３７０

第３段階負担限度額 ３７０

第２段階負担限度額 ３７０

第一段階負担限度額 ０

基準費用額 ８４０

第３段階負担限度額 ３７０

第２段階負担限度額 ３７０

第一段階負担限度額 ０

平成２７年４月から

平成２７年８月から

基本サービス費が４７単位
下がります



28 経口維持加算

５）介護保険施設等入所者の口腔・栄養管理（地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護を含む。）

① 経口維持加算の充実

経口維持加算については、摂食・嚥下障害を有する入所者や食事
摂取に関する認知機能の低下が著しい入所者の経口維持支援を
充実させる観点から、多職種による食事の観察（ミールラウンド）や
会議等の取組のプロセス及び咀嚼能力等の口腔機能を含む摂食・
嚥下機能を踏まえた経口維持支援を充実させる。

経口維持加算(Ⅰ) （１月につき） ４００単位

又は

経口維持加算(Ⅱ) （１月につき） １００単位



29 経口維持加算

スクリーニングの廃止！

解釈通知に書かれるはず

だいぶ取りやすくなる！



30 経口維持加算Ⅰ
注１ ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指

定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者
であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、
医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、
看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の
栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごと
に、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画
を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師
の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける
管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注３におい
て同じ）を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合
に、当該計画が作成された日の属する月から起算して６月以内の
期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行
加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していな
い場合は算定しない。



31 経口維持加算Ⅱ

２ ⑵については、協力歯科医療機関を定めている指定介
護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場

合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を
支援するための食事の観察及び会議等に、医師（指定介
護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第２
条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科
衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所
定単位数を加算する。



32 経口維持加算共通

３ 経口による継続的な食事の摂取を進め

るための経口維持計画が作成された日の
属する月から起算して６月を超えた場合で
あっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認
められる入所者であって、医師又は歯科
医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止
のための食事の摂取を進めるための特別
な管理が必要とされるものに対しては、引
き続き当該加算を算定できるものとする。



33 経口移行加算の充実

経口移行加算については、経管栄養によ
り食事を摂取している入所者の摂食・嚥下
機能を踏まえた経口移行支援を充実させ
る。

経口移行加算（１日につき） ２８単位⇒（１
日につき） ２８単位

単位数は変わらない



34 経口移行加算

算定要件等（変更点のみ）

経口移行計画に従い、医師の指示を受け
た管理栄養士又は栄養士による栄養管理
及び言語聴覚士又は看護職員による支援
が行われた場合、１日につき算定。

栄養マネジメント加算を算定していない場
合は算定しない



35 加算内容に応じた名称の変更

口腔機能維持管理体制加算、口腔機能維
持管理加算については、入所者の適切な
口腔衛生管理の普及を推進するため、口
腔衛生管理体制加算、口腔衛生管理加算
に名称を変更する。

単位数は変わらない



36 療養食加算の見直し

療養食加算については、入所者の摂食・
嚥下機能面の取組を充実させる観点から、
経口移行加算又は経口維持加算の併算
定を可能にするとともに、評価を見直す。

療養食加算（１日につき） ２３単位⇒ （１日
につき） １８単位



37 特養まとめ

稼働率を高めに保っておくことは必須

水分ケアや誤嚥の予防、健康管理が重要

入所のリードタイムを短くする

相談員の役割大

日常継続支援加算は取りに行く！

介護福祉士の数を増やす努力を！

経口維持加算を視野に入れる



38

短期入所生活介護



39 一単位当たりの単価

短期入所生活介護（４５％）⇒短期入所
生活介護（５５％）

その他の地域以外は、ベースアップ！



40 基本サービス費の減額

要介護５併設多床室

現行９６４単位→改定９１３単位（８月まで）

５１単位減 ５．３%減

要介護５併設型ユニット個室

現行９９８単位→改定９４６単位

５２単位減 ５．２％減



41 従来型多床室
単位数 現行 改定 差異

基本サービス費 ９６４ ９１３ －５１

個別機能訓練体制加算 １２ １２

サービス提供体制加算Ⅰロ １２ １２

夜勤職員配置加算 １３ １３

看護体制加算Ⅰ ４ ４

看護体制加算Ⅱ ８ ８

合計 １０１３ ９６２ －５１

－５．２％

個別機能訓練加算 ５６

合計 １０１３ １０１８ ＋５

処遇改善加算Ⅰ（個別機能訓練加算をと
らない場合）

３３ ５７ ＋２４

合計 １０４６ １０１９ －２．６%

新たな加算をとらなければ減収減益！



42 緊急短期入所に係る加算の見直し

短期入所生活介護において、緊急時の円滑な受入れが
促進されるよう、緊急短期入所に係る加算を見直し、空
床確保の体制を評価する緊急短期入所体制確保加算に
ついては、廃止する。

一方、居宅サービス計画において計画的に行うことと
なっていない短期入所生活介護を緊急的に行う場合を評
価する緊急短期入所受入加算については、要件を緩和
するとともに充実を図る。

緊急短期入所体制確保加算 40 単位／日⇒廃止

緊急短期入所受入加算 60 単位／日⇒ 90 単位／日



43 緊急短期入所受入加算

別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サー

ビス計画において計画的に行うこととなっていない
指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊
急短期入所受入加算として当該指定短期入所生
活介護を行った日から起算して７日（利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得な
い事情がある場合は、14日）を限度として、１日に
つき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注８

（認知症行動・心理症状緊急受入加算）を算定して

いる場合は、算定しない。



44 緊急時における基準緩和

利用者の状態や家族等の事情により、介
護支援専門員が緊急やむを得ないと認め
た場合などの一定の条件下においては、
専用の居室以外の静養室での受入れを可
能とする。



45 個別機能訓練加算

ADL・IADL の維持・向上を目的とした機能訓練を
実施している事業所の評価

事業所が利用者の住まいを訪問して個別機能訓
練計画を作成した上で、専従として配置された機
能訓練指導員が、ADL・IADL の維持・向上を目

的として実施する個別の機能訓練を実施する場合
には、新たな加算として評価する。

個別機能訓練加算（新規）⇒ 56 単位／日



46 個別機能訓練加算の算定要件
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以
上配置していること。

⑵ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資す
るよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作
成していること。

⑶ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とす
る機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状
況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

⑷ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能
訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を
訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内
容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し
等を行っていること。



47

個別機能訓練体制加算を算定しているの
であれば、頑張れば算定可能！



48 医療連携強化加算

重度者への対応の強化

重度者の増加に対応するため、急変の予測や早
期発見等のために看護職員による定期的な巡視
や、主治の医師と連絡が取れない等の場合におけ
る対応に係る取決めを事前に行うなどの要件を満
たし、実際に重度な利用者を受け入れた場合には、
新たな加算として評価する。

医療連携強化加算（新規）⇒ 58 単位／日



49 医療連携強化加算の算定要件
（事業所要件）

以下のいずれにも適合すること。

 看護体制加算（Ⅱ）を算定していること。

 急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること

 主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、

 緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。

 急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。

（利用者要件）

以下のいずれかの状態であること。

 喀痰吸引を実施している状態。

 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態。

 中心静脈注射を実施している状態。

 人工腎臓を実施している状態。

 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態。

 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態。

 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態。

 褥瘡に対する治療を実施している状態。

 気管切開が行われている状態。



50 長期利用者の基本報酬の適正化

長期間の利用者（自費利用などを挟み実
質連続30 日を超える利用者）については、
基本報酬の評価を適正化する。

長期利用者に対する短期入所生活介護
（新規）⇒△30 単位／日



51 算定要件

連続して30 日を超えて同一の指定短期入

所生活介護事業所に入所（指定居宅サー
ビス基準に掲げる設備及び備品を利用し
た指定短期入所生活介護以外のサービス
によるものを含む。）している場合であって、
指定短期入所生活介護を受けている利用
者に対して、指定短期入所生活介護を
行った場合、所定単位数から減算を行う。



52 連続３０日との関係

連続３０日は、別事業所でも連続している
とみなされます

長期入所者の減算は同一事業所です。

３１日目の全額自己負担分の金額が変わ
る可能性があります。（減算ありの場合と
なしの場合）



53 処遇改善加算

処遇改善加算の新しい加算率

加算（Ⅰ）：5.9％

加算（Ⅱ）：3.3％



54 短期入所生活介護まとめ

１点単価１０円のところは、減収減益は避
けられない

稼働率でカバー

えり好みしてる場合じゃない！

介護力を向上させないといけない

個別機能訓練加算を視野に入れる



55

通所介護



56 基本報酬の減額

小規模 要介護３ ７－９

現行１１０８単位→改定１００６単位

１０２単位減 ９．２％減

通常規模 要介護３ ７－９

現行９４４単位→改定８９８単位

４６単位減 ４．９％減



57 平成２８年４月

広域型の通所介護から小規模の単価がな
くなる

定員１８超で小規模型を算定しているとこ
ろは、定員を１８以下にして、地域密着型
にしなければ、通常規模算定になる



58 処遇改善加算

処遇改善加算の新しい加算率

加算（Ⅰ）：4.0％

加算（Ⅱ）：2.2％



59 在宅生活の継続に資するサービスを
提供している事業所の評価

認知症高齢者や中重度の要介護者を積極的に
受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを
提供するため、介護職員又は看護職員を指定基
準よりも常勤換算方法で複数以上加配している
事業所について、加算として評価する。

認知症加算については、認知症高齢者の日常
生活自立度Ⅲ以上の利用者に対して加算として
評価し、中重度者ケア体制加算については、事
業所の利用者全員に対して加算として評価する。



60 認知症加算

認知症加算（新規）⇒ 60 単位／日

算定要件等

指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加え、介護
職員又は看護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。

前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が
100 分の20 以上であること。

指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提
供に当たる認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、
認知症介護実践者研修等を修了した者を１以上確保していること。



61 中重度者ケア体制加算

中重度者ケア体制加算（新規）⇒ 45 単位／日

算定要件等

指定基準に規定する介護職員又は看護職員の員数に加
え、介護職員又は看護職員を常勤換算方法で２以上確保
していること。

前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総
数のうち、要介護３以上の利用者の占める割合が100 分
の３0 以上であること。

指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所
介護の提供に当たる看護職員を１以上確保していること。



62 個別機能訓練加算

心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う
機能の強化

地域で在宅生活が継続できるよう生活機能の維持・向上
に資する効果的な支援を行う事業所を評価するため、現
行の個別機能訓練加算の算定要件について、居宅を訪
問した上で計画を作成することを新たな要件として加える
とともに、加算の評価の見直しを行う。

個別機能訓練加算（Ⅰ） 42 単位／日⇒ 46 単位／日

個別機能訓練加算（Ⅱ） 50 単位／日⇒ 56 単位／日



63 個別機能訓練加算

算定要件等（個別機能訓練加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）
共通。追加要件のみ）

機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した
上で、個別機能訓練計画を作成し、その後３月ご
とに１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利
用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と
個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練
内容の見直し等を行っていること。



64 地域連携の拠点としての機能の充実

地域連携の拠点としての機能の充実

利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の
介護事業所、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業
所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点と
しての機能を展開できるよう、生活相談員の専従要件を緩
和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談
業務のみならず、サービス担当者会議に加えて地域ケア
会議への出席などが可能となるようにする。



65

看護職員の配置基準の緩和

地域で不足している看護職員については、
その専門性を効果的に活かすことができ
るよう、病院、診療所、訪問看護ステーショ
ンと連携し、健康状態の確認を行った場合
には、人員配置基準を満たしたものとする。



66 地域密着型通所介護

地域密着型通所介護に係る基準の創設

平成28 年度に地域密着型通所介護が創

設されることに伴い、地域との連携や運営
の透明性を確保するための運営推進会議
の設置など、新たに基準を設けるとともに、
基本報酬の設定については、上述①にお
ける見直し後の小規模型通所介護の基本
報酬を踏襲する。



67 サテライト型事業所への移行に向けた経過措置

小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移
行に向けた経過措置

小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護
のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型
居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、
平成29 年度末までの経過措置を設ける。

また、経過措置期間内において、小規模多機能型居宅
介護のサテライト型事業所としての人員配置基準を満た
さない場合には、小規模多機能型居宅介護の基本報酬
を減算（70/100）する。



68 サテライト事業所への移行

通所介護（大規模型・通常規模型）のサテ
ライト事業所への移行

小規模な通所介護事業所が通所介護（大
規模型・通常規模型）事業所のサテライト
事業所へ移行するに当たっては、一体的
なサービス提供の単位として本体事業所
に含めて指定するなど、現行のサテライト
事業所の取扱いに従って実施する。



69 通所介護と新総合事業における通所事業を
一体的に実施する場合の人員等の基準上

の取扱い

通所介護事業者が、通所介護及び新総合
事業における第一号通所事業を、同一の
事業所において、一体的に実施する場合
の人員、設備及び運営の基準については、
通所介護及び介護予防通所介護を一体的
に実施する場合の現行の基準に準ずるも
のとする。



70夜間及び深夜のサービスを実施
する場合の運営基準の厳格化

通所介護事業所の設備を利用して、介護
保険制度外の夜間及び深夜のサービス
（宿泊サービス）を実施している事業所に
ついては、届出を求めることとし、事故報
告の仕組みを設けるとともに、情報公表を
推進する。



71 送迎時における居宅内介助等の評価

送迎時に実施した居宅内介助等（電気の消灯・点灯、着
替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等）を通所介護、通所リ
ハビリテーション又は認知症対応型通所介護の所要時間
に含めることとする。

※算定要件等

居宅サービス計画と個別サービス計画に位置付けた上で
実施するものとし、所要時間に含めることができる時間は
30 分以内とする。

居宅内介助等を行う者は、介護福祉士、介護職員初任者
研修修了者等とする。



72 延長加算の見直し

通所介護等の延長加算は、実態として通所介護事
業所等の設備を利用して宿泊する場合は算定不
可とするとともに、介護者の更なる負担軽減や、仕
事と介護の両立の観点から、更に延長加算の対象
範囲を拡大する。

【例】通所介護における延長加算

12 時間以上13 時間未満（新規）⇒ 200 単位／日

13 時間以上14 時間未満（新規）⇒ 250 単位／日



73 送迎が実施されない場合の評価の見直し

送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場
合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実
施していない場合）は減算の対象とする。

送迎を行わない場合（新規）⇒△47 単位／片道



74 サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位



75 サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
 ⑴ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分

の五十以上であること。

 ⑵ 通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のいずれにも該当しないこ
と。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
 ⑴ 指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分

の四十以上であること。

 ⑵ イ⑵に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合
すること。
 ⑴ 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の

者の占める割合が百分の三十以上であること。

 ⑵ イ⑵に該当するものであること。



76 通所介護まとめ

減収減益は前提

中重度加算を取りに行けるか？

稼働率が全て

平凡なデイでは、もう無理・・・

職員のアイデアと食事の質が勝負？



77

訪問介護



78 基本報酬の減額

身体介護が中心である場合

所要時間20 分未満 171 単位⇒ 165 単位

所要時間20 分以上30 分未満 255 単位⇒ 245 単位

所要時間30 分以上1 時間未満 404 単位⇒ 388 単位

生活援助が中心である場合

所要時間20 分以上45 分未満 191 単位⇒ 183 単位

所要時間45 分以上 236 単位⇒ 225 単位

通院等乗降介助 101 単位⇒ 97 単位



79 介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算の新しい加算率

加算（Ⅰ）：8.6％

加算（Ⅱ）：4.8％



80 20 分未満の身体介護の見直し
 在宅における中重度の要介護者の支援を促進するため、訪問介護における身体

介護の時間区分の１つとして「20 分未満」を位置づける。

 また、現行の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を受けている」
又は「実施に関する計画を策定している」場合について、日中と夜間・深夜・早朝
の算定要件を共通のものとした上で、算定対象者を見直し、要介護１及び要介護
２の利用者については、認知症等により、短時間の身体介護が定期的に必要と
認められる場合には、算定を可能とする（要介護１及び要介護２の利用者に対す
る「20分未満の身体介護」の算定については、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者の指定を受けている」訪問介護事業所に限る。）。この場合には、従
前どおり、前回提供した訪問介護から概ね２時間以上の間隔を空けることを求め
ないが、「20 分未満の身体介護」を算定する利用者に係る１月あたりの訪問介護

費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（訪問看護サービスを行わな
い場合）における当該利用者の要介護度に対応する単位数の範囲内とする要件
の見直しを行う。



81 身体介護（20 分未満）

算定要件等（身体介護（20 分未満））

身体介護の時間区分の１つとして「20 分未満」を
位置づける

・ 全ての訪問介護事業所において算定が可能

・ 前回提供した訪問介護から概ね２時間以上の間
隔を空けることが必要



82 身体介護（20 分未満）
 頻回の訪問（前回提供した訪問介護から概ね２時間以上の間隔を空けないもの）

については、以下の全ての要件を満たす場合に算定する。

〈利用対象者〉

・ 要介護１から要介護２の者であって認知症の利用者又は要介護３から要介護５の者で

あって障害高齢者の日常生活自立度ランクＢ～Ｃの利用者

・ 当該利用者に係るサービス担当者会議が、３月に１度以上開催されており、当該会議に

おいて、１週間のうち５日以上、頻回の訪問を含む２０分未満の身体介護が必要と認めら

れた者

〈体制要件〉

・ 常時、利用者又は家族等からの連絡に対応できる体制がある

・ 次のいずれかに該当すること。

ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けている

イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関

する計画を策定している（要介護３から要介護５の利用者に限る。）

 頻回の訪問を含む20 分未満の身体介護算定する利用者に係る１月あたりの訪問介護費

は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（訪問看護サービスを行わない場合）の範
囲内とする。



83サービス提供責任者の配置基準等の見直し

中重度の要介護者を重点的に受け入れる
とともに、人員基準を上回る常勤のサービ
ス提供責任者を配置する事業所に対する
評価を行う。

特定事業所加算（Ⅳ）（新規）⇒所定単位
数の100 分の5 に相当する単位数を加算



84 特定事業所加算（Ⅳ）
算定要件等

人員基準に基づき置かなければならない常勤のサービス
提供責任者数を上回る数の常勤のサービス提供責任者
を配置していること（利用者数が80 人未満の事業所に限
る。）【人材要件】

サービス提供責任者全員に、サービス提供責任者業務の
質の向上に資する個別研修計画が策定され、研修が実施
または予定であること。【体制要件】

利用者総数のうち、要介護３以上、認知症自立度Ⅲ以上
の利用者が60％以上であること。【重度対応要件】



85 サービス提供責任者の配置

常勤のサービス提供責任者が３人以上であって、
サービス提供責任者の業務に主として従事する者
が１人以上配置されている事業所について、複数
のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる
体制が構築されている場合や、利用者情報の共有
などサービス提供責任者が行う業務の効率化が
図られている場合には、サービス提供責任者の配
置基準を「利用者50 人に対して１人以上」とする見
直しを行う。



86 訪問介護員２級課程修了者であるサービス
提供責任者に係る減算の取扱い

訪問介護員２級課程修了者であるサービス提供責任者に
係る減算について見直しを行う。ただし、減算が適用され
る訪問介護事業所が、人員基準を満たす他の訪問介護
事業所と統合し出張所（いわゆる「サテライト事業所」）とな
る場合は、平成29 年度末までの間、減算適用事業所を統

合する訪問介護事業所全体について、当該減算を適用し
ないこととする。

訪問介護員２級課程修了者であるサービス提供責任者に
係る減算

所定単位数に90/100を乗じた単位数⇒所定単位数に
70/100を乗じた単位数



87 算定要件

訪問介護員２級課程修了者（平成25 年4 月以降

は介護職員初任者研修修了者）であるサービス提
供責任者を配置していること。

減算が適用される訪問介護事業所が、人員基準
を満たす他の訪問介護事業所と統合し出張所とな
るものとして、平成27 年度末までに都道府県知事
に届け出た場合は、平成29 年度末までの間、減算

適用事業所を統合する訪問介護事業所全体につ
いて、当該減算を適用しない。



88 生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算の拡大

生活機能向上連携加算について、通所リハビリ
テーションのリハビリテーション専門職が利用者の
居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行
する等により、リハビリテーション専門職と共同して、
利用者の身体状況等を評価し、生活機能の向上を
目的とした訪問介護計画を作成した場合について
も評価することとする要件の見直しを行う。



89 生活機能向上連携加算の算定要件

算定要件等

サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所又は指
定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による指定訪問リハビリ
テーション又は指定通所リハビリテーションの一環として利用者の
自宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当
該理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介
護計画を作成していること。

当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービスを提
供していること。

当該計画に基づく初回の当該指定訪問介護が行われてから3 ヶ月
間、算定できること。



90訪問介護と新総合事業を一体的に実施
する場合の人員等の基準上の取扱い

訪問介護事業者が、訪問介護及び新総合
事業における第一号訪問事業を、同一の
事業所において、一体的に実施する場合
の人員、設備及び運営の基準については、
訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的
に実施する場合の現行の基準に準ずるも
のとする。



91 集合住宅に居住する利用者への
サービス提供

① 訪問系サービスにおける評価の見直し

訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護及び訪
問リハビリテーションについて、以下の場合の評価を見直す。

 （ア）事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物（養護老人
ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向
け住宅に限る。）に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に
居住する人数に関わらず、当該利用者に対する報酬を減算する。

 （イ）上記以外の建物（建物の定義は同上）に居住する利用者を訪
問する場合は、当該建物に居住する利用者が一定数以上であるも
のについて、新たに減算する。



92

算定要件等

集合住宅の居住者にサービス提供する場合に減
算対象となる利用者は以下のとおりとする。

 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する

建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人
ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）に居住
する者

上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）
に居住する者（当該建物に居住する利用者の人数が１
月あたり２０人以上の場合）



93 訪問介護まとめ

特定事業所加算をすでにとっているところ
は、減収減益

特定事業所加算をとっていないところは、
増収する可能性がある



94

居宅介護支援事業所



95

認知症加算及び独居高齢者加算の基本報酬へ
の包括化

認知症加算及び独居高齢者加算について、個人
の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネ
ジメントの提供は、介護支援専門員の基本の業
務であることを踏まえ、加算による評価ではなく、
基本報酬への包括化により評価する。

認知症加算 150 単位 基本報酬へ包括化

独居高齢者加算 150 単位 基本報酬へ包括化



96 基本報酬はアップ

居宅介護支援費（１月につき）

居宅介護支援（Ⅰ）

要介護１又は要介護２ 1,005 単位⇒ 1,042 単位

要介護３、要介護４又は要介護５ 1,306 単位⇒
1,353 単位



97 特定事業所集中減算の適用範囲の拡大

正当な理由のない特定の事業所への偏りに対す
る対応強化

正当な理由のない特定の事業所へのサービスの
偏りの割合が90％を超える場合の減算の適用に

ついて、適用要件の明確化を図りつつ、減算の適
用割合を引き下げるとともに、対象サービスの範
囲については、限定を外す。

特定事業所集中減算 △200 単位⇒変更なし



98 特定事業所集中減算の算定要件

 ※ 算定要件等

 正当な理由なく、特定の事業所の割合が80％を超える場合に減算する。
（旧要件の適用割合：90％超）

 対象サービスの範囲については、限定を外す。

 （旧要件の対象サービス：訪問介護、通所介護、福祉用具貸与）

 ※ 居宅介護支援の給付管理の対象となるサービス

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、
通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施
設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、福祉用具貸与、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応
型通所介護、小規模多機能型居宅介護（利用期間を定めて行うものに限
る。）、認知症対応型共同生活介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、
地域密着型特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものに限
る。）、看護小規模多機能型居宅介護（利用期間を定めて行うものに限
る。）



99 特定事業所加算

質の高いケアマネジメントを実施する事業所の評
価の推進

質の高いケアマネジメントを実施している事業所の
評価を推進するため、特定事業所加算について、
人員配置要件の強化や人材育成に関する協力体
制を整備している場合を算定要件に追加する。一
方、中重度者の利用者が占める割合については、
実態に即して緩和する。



100
特定事業所加算要件

特定事業所加算
Ⅰ（５００単位）

特定事業所加算
Ⅱ（４００単位）

特定事業所加算
Ⅲ（３００単位）

（１）常勤専従の主任介護支援専門員を配置していること。 2名 1名 1名

（２）常勤かつ専従の介護支援専門員を配置していること。 3名 3名 2名

（３）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達
等を目的とした会議を定期的に開催すること。

○ ○ ○

（４）24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応す
る体制を確保していること。

○ ○ ○

（５）算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、
要介護４及び要介護５である者の占める割合が100分の40以上であること。

○

（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的
に研修を実施していること。

○ 〇 〇

（７）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合において
も、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。

○ 〇 〇

（８）地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。 ○

（９）居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を
受けていないこと。

○ ○ ○

（１０）指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援を行う利用者数
が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員１人当たり40名未満であ
ること。

○ ○ ○

（１１）法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修におけ
る科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を
確保していること。（平成二十八年度の介護支援専門員実務研修受講試験の
合格発表の日から適用）

○ ○ ○



101 予防計画費

介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う基本報酬
の見直し

介護予防支援について、「介護予防・日常生活支援総合
事業（以下「新総合事業」という。）」の導入に伴い、介護
予防サービス計画には、指定事業所により提供される
サービスと、多様な主体により多様なサービス形態で提
供される新総合事業のサービスを位置づけることを踏ま
え、基本報酬において適正に評価する。

介護予防支援費（１月につき） 414 単位⇒ 430 単位



102 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携

居宅介護支援事業所と指定居宅サービス
等の事業所の意識の共有を図る観点から、
介護支援専門員は、居宅サービス計画に
位置づけた指定居宅サービス等の担当者
から個別サービス計画の提出を求めること
とする。



103地域ケア会議における関係者間の情報共有

今般の制度改正で介護保険法上に位置
づけた地域ケア会議において、個別のケ
アマネジメントの事例の提供の求めがあっ
た場合には、これに協力するよう努めるこ
ととする。



104 居宅介護支援事業所まとめ

事業所によって、増収のところ減収のとこ
ろが出ます。

主任ケアマネを確保しましょう

個別サービス計画を集めなくてはなりませ
ん

地域ケア会議に出なくてはなりません。



105

グループホーム



106

認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）2 ユニット以上

（現行） （改定案）

要介護１ 792 単位／日 747 単位／日

要介護２ 830 単位／日 782 単位／日

要介護３ 855 単位／日⇒ 806 単位／日

要介護４ 872 単位／日 822 単位／日

要介護５ 890 単位／日 838 単位／日



107

要介護３ 855 単位／日⇒ 806 単位／日

４９単位減

－５．７％



108 介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算の新しい加算率

加算（Ⅰ）：8.3％

加算（Ⅱ）：4.6％



109 夜間の支援体制の充実

夜間における利用者の安全確保の強化を更に推進する
観点から、事業所における夜間勤務体制の実態を踏まえ、
現在は評価の対象となっていない宿直職員による夜間の
加配を新たに評価するため、「夜間支援体制加算」を創設
する。

注）現行の夜間ケア加算は廃止する。

夜間支援体制加算（Ⅰ）1 ユニット ５０単位／日

夜間支援体制加算（Ⅱ）２ユニット以上 ２５単位／日

宿直でよくなった



110 看取り介護加算の充実

看取り介護加算については、利用者及びその家族等の意
向を尊重しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、認知
症対応型共同生活介護事業所における看取り介護の質
を向上させるため、看取り介護の体制構築・強化をPDCA 

サイクルにより推進することを要件として、死亡日以前４日
以上30 日以下における手厚い看取り介護の実施を図る。

死亡日以前4 日以上30 日以下 80 単位/日⇒ 144 単位/

日

なお、死亡日の前日及び前々日・死亡日については、現
行と同様



111 ユニット数の見直し

認知症対応型共同生活介護事業者が効
率的にサービスを提供できるよう、現行で
は「１又は２」と規定されているユニット数
の標準について、新たな用地確保が困難
である等の事情がある場合には３ユニット
まで差し支えないことを明確化する。



112 同一建物に併設できる施設・事業所の範囲の見直し

認知症対応型共同生活介護事業所を広
域型特別養護老人ホーム、介護老人保健
施設等と同一建物に併設することについ
ては、家庭的な環境と地域住民との交流
の下、認知症対応型共同生活介護が適切
に提供されるものと認められる場合には、
併設を可能とする。



113 グループホームまとめ

減収減益

職員の配置を見直す必要がある

稼働率を上げる



114

特定施設



115 基本報酬の減額

要支援２の基本報酬の見直し及び基本単位の見直し【地
域密着型・介護予防を含む】

特定施設の入居者の平均要介護度が上昇傾向にあるこ
とを踏まえ、サービス提供体制強化加算及び認知症専門
ケア加算の創設による重度化への対応を行う一方、介護
職員・看護職員の配置基準については、要支援１の基準
（10：１）を参考に、要支援２の基準（３：１）を見直す。また、
基本報酬については、この見直しに合わせて、要支援２
の基本報酬の評価を含めて、以下のように見直す。



116 基本報酬の減額

要介護５

現行８４４単位→改定７９８単位

４６単位減 ５．５％減



117 特定施設

加算等 現行 改定 差異

基本サービス費 ８４４ ７９８ －４６

サービス提供体制強化加算ロ １２ ＋１２

認知症専門ケア加算 ３ ＋３

合計 ８４４ ８１３ －３．７％

処遇改善加算Ⅰ ２５ ５０ ＋２５

合計 ８６９ ８６３ －０．７％

減収減益



118 処遇改善加算

処遇改善加算の加算率

加算（Ⅰ）：6.1％

加算（Ⅱ）：3.4％



119 サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算の創設【地域密着型・介護予防を含む】

介護老人福祉施設の入所者が原則として要介護３以上の者に限定
される制度改正が行われたことに伴い、要介護３未満の高齢者が
要介護状態に関わらず入居できる有料老人ホーム等を選択するな
ど、特定施設の役割が拡大することが見込まれているため、状態が
軽い段階で入居した特定施設の入居者が重度化した場合でも、引
き続き、当該施設においてサービスを提供し続けるための手厚い介
護体制の確保を推進する観点から、サービス提供体制強化加算を
創設する。

 (Ⅰ)イ （新規）⇒ 18 単位/日

 (Ⅰ)ロ （新規）⇒ 12 単位/日

 (Ⅱ) （新規）⇒ 6 単位/日

 (Ⅲ) （新規）⇒ 6 単位/日



120 サービス提供体制強化加算

 算定要件等

 介護福祉士による強化① (Ⅰ)イ

・ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100 分の60以上

であること。

 介護福祉士による強化② (Ⅰ)ロ

・ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100 分の50以上

であること。

 常勤職員による強化 (Ⅱ)

・ 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100 分の75 

以上であること。

 長期勤続職員による強化 (Ⅲ)

・ 特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、

勤続年数３年以上の者の占める割合が100 分の30 以上であること。



121 認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算の創設【地域密着型・介護予防を含む】

認知症高齢者の増加に対する評価を高め、積極的な受入れを促進
する観点から、他のサービスにおいて認知症高齢者への対応に係
る加算制度が設けられていることにかんがみ、認知症専門ケア加
算を創設する。

 （現行） （新）

 (Ⅰ) （新規）⇒ 3 単位/日

 (Ⅱ) （新規）⇒ 4 単位/日
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 算定要件等

 (1) 専門的な研修による強化（Ⅰ）

 ・ 事業所における利用者の総数のうち、「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行

動が認められることから、介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）」の占める
割合が２分の１以上であること。

 ・ 「認知症介護に係る専門的な研修」を終了している者を、以下のとおり配置し、チームとし
て専門的な認知症ケアを実施していること。

 ① 対象者の数が20 人未満 １以上

 ② 対象者の数が20 人以上 １に、当該対象者の数が19 を超えて10 又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上

 ・ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導
に係る会議を定期的に開催していること。

 (2) 指導に係る専門的な研修による強化（Ⅱ）

 ・ (1)の基準のいずれにも適合すること。

 ・ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」を終了している者を１名以上配置し、事業所
全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

 ・ 当該事業所における看護・介護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該
計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。



123

看取り介護加算の充実【地域密着型を含む】

看取り介護加算については、入居者及びその家族等の意向を尊重
しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、特定施設入居者生活介
護における看取り介護の質を向上させるため、看取り介護の体制構
築・強化をPDCA サイクルにより推進することを要件として、死亡日
以前４日以上30 日以下における手厚い看取り介護の実施を図る。

 （現行） （新）

死亡日以前4 日以上30 日以下 80 単位／日⇒ 144 単位/日

なお、死亡日の前日及び前々日・死亡日については、現行と同様



124 短期利用の要件緩和

短期利用の要件緩和【地域密着型を含む】

空き部屋を活用した短期利用については、都市
部などの限られた資源を有効に活用しつつ、地
域における高齢者の一時的な利用の円滑化を
図るため、経験年数については複数の施設を運
営する場合等を想定して事業者としての経験を
評価する方式とするように要件を見直すとともに、
本来入居者の入居率を80％以上確保するという
要件を撤廃する。



125法定代理受領の同意書の廃止

法定代理受領の同意書の廃止【地域密着型・介護
予防を含む】

事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有
料老人ホームのみ、国民健康保険団体連合会に
対して入居者による同意書を提出することが義務
づけられているが、老人福祉法の改正により、前
払金を受領する場合は、その算定根拠を書面で明
らかにすることが義務づけられていることから、こ
の要件を撤廃する。



126 養護老人ホーム

養護老人ホームにおけるサービス提供の
あり方の見直し【介護予防を含む】

養護老人ホームについて、個別に要介護
者に対して委託による訪問介護等を提供
する外部サービス利用型だけではなく、施
設自体に介護職員等を配置することで多く
の要介護者に対して効率的にサービスを
提供することが可能な一般型とすることが
できることとする



127 特定施設まとめ

時間はかかるかもしれませんが、サービス
提供体制強化加算を取りに行ってください

認知症専門ケア加算も同様です。



128

小規模多機能



129 基本報酬の適正化

基本報酬の適正化（同一建物に居住する者への
サービス提供に係る評価の見直しを含む）

基本報酬の見直しを行うとともに、サービスの提供
実態を踏まえ、事業所と同一建物（養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス
付き高齢者向け住宅に限る。）に居住する利用者
に対してサービスを行う場合の基本報酬を設定す
る。



130

小規模多機能型居宅介護費

(1)同一建物居住者以外の登録者に対して行う場合

要介護１ 11,505 単位／月 要介護１ 10,320 単位／月

要介護２ 16,432 単位／月 要介護２ 15,167 単位／月

要介護３ 23,439 単位／月 ⇒ 要介護３ 22,062 単位／月

要介護４ 25,765 単位／月 要介護４ 24,350 単位／月

要介護５ 28,305 単位／月 要介護５ 26,849 単位／月

(2)同一建物居住者に対して行う場合

 要介護１ 9,298 単位／月

 要介護２ 13,665 単位／月

 要介護３ 19,878 単位／月

 要介護４ 21,939 単位／月

 要介護５ 24,191 単位／月



131 そのままだど減収

加算等 現行 改定 差異

基本サービス費 ２３４３９ ２２０８２ －1357

サービス提供体制強化加算 ５００ ６００ ＋100

総合マネジメント体制強化加算 １０００ ＋1000

看護職員配置加算Ⅲ ４８０ ＋480

合計 ２３９３９ ２４１６２ ＋223

＋１％

処遇改善加算Ⅰ １００５ １８０１ ＋７９６

合計 ２４９４４ ２５９６３ ＋１０１９

＋４．０％



132 介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算の新しい加算率

加算（Ⅰ）：7.6％

加算（Ⅱ）：4.2％



133 訪問体制強化加算

訪問サービスの機能強化

訪問サービスを積極的に提供する体制として、訪
問を担当する従業者を一定程度配置し、１月あた
り延べ訪問回数が一定数以上の事業所を評価し
た加算を設けるとともに、利用者の在宅生活を継
続するための支援を強化する観点から、当該加算
については区分支給限度基準額の算定に含めな
いこととする。

訪問体制強化加算（新規）⇒ 1,000 単位／月



134 訪問体制強化加算

算定要件等

指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービスを
担当する常勤の従業者を２名以上配置していること。

指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービスの
算定月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居
宅介護事業所における延べ訪問回数が１月あたり200 回以上であ
ること。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建
物に集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホー
ム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を併設する場合は、登
録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費の同一建物居住者
以外の登録者に対して行う場合を算定する者の占める割合が100 

分の50 以上であって、かつ、これを算定する登録者に対する延べ
訪問回数が１月あたり200 回以上であること。



135 登録定員等の緩和

小規模多機能型居宅介護の登録定員を29 人以下
とする。あわせて、登録定員が26 人以上29 人以

下の指定小規模多機能型居宅介護事業所につい
て、当該事業所の居間及び食堂を合計した面積が、
「利用者の処遇に支障がないと認められる広さが
確保されている場合」には、通いサービスに係る利
用定員を18 人以下とすることを可能とする。



136 通いの利用定員

登録定員 通いの利用定員

２５人まで 定員の半数から１５人

２６、２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人



137 看取り連携体制加算

看取り期における評価の充実

看取り期における評価として、看護師により24 時

間連絡できる体制を確保していること、看取り期に
おける対応方針を定め、利用開始の際に登録者
又はその家族等に対して、当該対応方針の内容
について説明を行う場合等についての評価を行う。

看取り連携体制加算（新規）⇒ 64 単位／日

（死亡日から死亡日前30 日以下まで）



138 算定要件等

（利用者の基準）

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが
ないと診断した者であること。

看取り期における対応方針に基づき、登録者の状態又は家族の求
め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等入所者に関す
る記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した
上でサービスを受けている者であること

（施設基準）

看護職員配置加算（Ⅰ）（常勤の看護師を１名以上配置）を算定して
いること。

看護師との24 時間連絡体制が確保されていること。

看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録又はそ
の家族等に対して、説明し同意を得ていること。



139運営推進会議及び外部評価の効率化

運営推進会議と外部評価は、ともに「第三
者による評価」という共通の目的を有する
ことを踏まえ、事業所が引き続き、自らそ
の提供するサービスの質の評価（自己評
価）を行い、これを市町村や地域包括支援
センター等の公正・中立な立場にある第三
者が出席する運営推進会議に報告した上
で公表する仕組みとする。



140 看護職員の配置要件、他の訪問看護
事業所等との連携

看護職員の配置要件、他の訪問看護事業所等との連携

小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼務可能
な施設・事業所の範囲として「同一敷地内又は隣接する施
設・事業所」を追加する。また、兼務可能な施設・事業所の
種別として、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を
加える。

人材確保の観点から、看護職員配置加算について、看護
職員を常勤換算方法で１以上配置する場合について評価
を行う。

看護職員配置加算（Ⅲ） （新規）⇒ 480 単位／月



141 看護職員配置加算（Ⅲ）

算定要件等

看護職員を常勤換算方法で１名以上配置
していること。

定員超過利用、人員基準欠如に該当して
いないこと。

（注）看護職員配置加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）
のうち複数を算定することはできないこと。



142 地域との連携の推進

小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設す
る事業所が新総合事業を行う場合について、利用者の処
遇に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護
事業所の管理者が、新総合事業の訪問型サービスや通
所型サービス等の職務と兼務することを可能とするととも
に、事業所の設備（居間及び食堂を除く）について、新総
合事業の訪問型サービスや通所型サービス等との共用を
可能とする。



143 同一建物に居住する者へのサービス提
供に係る評価の見直し

小規模多機能型居宅介護事業所と同一
建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向
け住宅に限る。）に居住する利用者に対し
てサービスを行う場合の基本報酬を設定
する。



144

【同一建物居住者以外の登録者に対して行う場合】

小規模多機能型居宅介護の登録者が、当該小規模多機
能型居宅介護事業所と同一建物（養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け
住宅に限る。）以外の建物に居住する場合

【同一建物居住者に対して行う場合】

小規模多機能型居宅介護の登録者が、当該小規模多機
能型居宅介護事業所と同一建物（建物の定義は同上。）
に居住する場合



145 事業開始時支援加算の廃止

事業開始時支援加算の見直し

事業開始時支援加算については、平成26 年度末

までの経過措置であることから、現に定めるとおり、
廃止する。

事業開始時支援加算 500 単位／月⇒廃止



146 認知症対応型共同生活介護事業所との併
設型における夜間の職員配置の緩和

小規模多機能型居宅介護事業所と認知症対応
型共同生活介護事業所が併設している場合につ
いて、入居者の処遇に影響がないことを前提に、
小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり定員と
認知症対応型共同生活介護事業所の１ユニット
あたりの定員の合計が９名以内であり、かつ、両
者が同一階に隣接している場合には、夜間の職
員配置について兼務を可能とすること。



147 小規模多機能型居宅介護と広域型特
別養護老人ホームとの併設

小規模多機能型居宅介護事業所と広域
型の特別養護老人ホームなどの社会福祉
施設や介護老人保健施設との併設につい
て、小規模多機能型居宅介護事業所の構
造や運営状況等を踏まえた上で、市町村
が個別に併設の可否を判断できるように
見直す。



148 中山間地域等における小規模多機能
型居宅介護の推進

中山間地域等に居住している登録者に対
して、通常の事業の実施地域を越えて小
規模多機能型居宅介護を提供する場合は、
新たな加算として評価する。

（新規）⇒所定単位数の100 分の5 に相
当する単位数を加算



149 総合マネジメント体制強化加算の創設等

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居
宅介護及び複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介
護）を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態
を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供する
ため、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治医や看
護師、他の従業者といった多様な主体との意思疎通等を
図り、適切に連携するための体制構築に取り組むなどの
積極的な体制整備について評価を行う。当該加算につい
ては区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。

総合マネジメント体制強化加算 1,000 単位／月



150総合マネジメント体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。（定期巡回・随時対応
型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能
型居宅介護共通）

 (1) 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り
巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働に
より、随時適切に見直しを行っていること。

 (2) 各サービスの特性に応じて、「病院又は診療所等に対し、日常
的に、情報提供等を行っている」（定期巡回・随時対応型訪問介護
看護、看護小規模多機能型居宅介護）、「地域における活動への参
加の機会が確保されている」（小規模多機能型居宅介護、看護小規
模多機能型居宅介護）ことなどを要件としている。



151 小規模多機能まとめ

そのままでは、減収減益

処遇改善加算Ⅰをとると増収減益

加算を新たに取れれば、増収増益も可能



152 全体まとめ

処遇改善は行うべき

介護福祉士を増やす努力を

稼働率を上げることが必要

３年間は我慢

ケアの質を上げていかなければならない


