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小規模多機能 



2 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。 
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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 
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7 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％ 



8 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％ 



9 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 



10 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。 
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14 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。 



15 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 



16 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） 



17 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。 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 



24 

 



25 

 



26 

 



27 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。 



28 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 



29 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。 



30 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。 



31 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。 
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  【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 



33 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 



34 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。 



35 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。 



36 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 



37 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 



38 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。 
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41 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 



42 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 


