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平成２１年度介護報酬改定等について 

 

※加算算定にあたっては、国発出の解釈通知、Ｑ＆Ａ等を必ずご確認ください。

県の高齢福祉保険課ホームページ（介護保険制度関連法令・通知・Ｑ＆Ａ等）に

も掲載しております。 

※各種加算等自己点検シートをご活用ください。（当課ホームページに掲載） 

※疑義がある場合は、ファックスにて当課あてご照会ください。 

（県高齢福祉保険課ファックス番号：０１７－７３４－８０９０） 

 
Ⅰ 共通事項 
（１）サービス提供体制強化加算 

介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士

の資格保有者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行うとともに、

職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する者が一定割合

雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行う。 

加えて、24時間のサービス提供が必要な施設サービスについては、安定的な介護サービスの提

供を確保する観点から、常勤職員が一定割合雇用されている事業所について評価を行う。 

サービス 要件 単位 

（介護予防）訪問入浴

介護 

研修の実施、定期的な会議の開催、健康

診断を実施しており、かつ、次のいずれ

かに該当すること。 
①介護職員の総数のうち介護福祉士が

30％以上配置されていること。 
②介護職員の総数のうち介護福祉士及び

介護職員基礎研修修了者の合計が

50％以上配置されていること。 

24単位／回 

（介護予防）訪問看護 
研修の実施、定期的な会議の開催、健康

診断を実施しており、かつ看護師等の総

数のうち 3年以上の勤続年数のある者が
30％以上配置されていること。 

６単位／回 

（介護予防）訪問リハ

ビリテーション 
利用者に直接提供する理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士のうち 3年以上の勤
続年数のある者が配置されていること。 

６単位／回 

（介護予防）通所介護 

次のいずれかに該当すること。 
①介護職員の総数のうち介護福祉士が

40％以上配置されていること。 
②利用者に直接サービスを提供する職員

（生活相談員、介護職員、看護職員又

は機能訓練指導員）の総数のうち 3年
以上の勤続年数のある者が 30％以上
配置されていること。 

※ただし、定員超過又は人員欠如減算の

期間中は算定できない。 

①：12単位／回 
②：６単位／回 
＜介護予防通所介護＞ 
要支援１は 
  ①：48単位/人・月 
  ②：24単位/人・月 
 要支援２は 
  ①：96単位/人・月 
  ②：48単位/人・月 
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（介護予防）通所リハ

ビリテーション 

次のいずれかに該当すること。 
①介護職員の総数のうち介護福祉士が

40％以上配置されていること。 
②利用者に直接サービスを提供する職員 
（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、介護職員ただし、1 時間以
上 2時間未満のリハビリテーションを
行う場合は、柔道整復師、あん摩マッ

サージ指圧師を含む。）の総数のうち 3
年以上の勤続年数のある者が 30％以
上配置されていること。 

※ただし、定員超過又は人員欠如減算の

期間中は算定できない。 
 

①：12単位／回 
②：６単位／回 
＜介護予防通所リハビリ＞ 
要支援１は 
  ①：48単位/人・月 
  ②：24単位/人・月 
 要支援２は 
  ①：96単位/人・月 
  ②：48単位/人・月 

（介護予防）短期入所

生活介護、（介護予防） 
短期入所療養介護、介

護老人福祉施設 
介護老人保健施設 
介護療養型医療施設 

次のいずれかに該当すること。 
①介護職員のうち介護福祉士が 50％以
上配置されていること。 

②看護、介護職員の総数のうち常勤職員

が 75％以上配置されていること。 
③サービスを提供する職員の総数のうち

3年以上の勤続年数のある者が 30％以
上配置されていること。 

 
※ただし、定員超過又は人員欠如減算の

期間中は算定できない。 

①：12単位／人・日 
②・③：６単位／人・日 

※１訪問介護及び居宅介護支援については、特定事業所加算の見直しを行う。 
※２表中①・②・③の単位設定がされているものについては、いずれか一つのみを算定することができ

る。 
 
 
［留意事項］ 
※１ 研修については、全ての従業者について個別具体的な研修計画を策定し、これを実施しな

ければならない。 
※２ 定期的な会議については、すべての訪問介護員等が参加しなければならない。ただし、全

員が一同に会して開催する必要はなく、必要に応じていくつかのグループに分かれて開催するこ

とで差し支えない。また、会議の開催の状況については、その概要を記録しなければならない。

なお「定期的」とは概ね１ヶ月に１回以上開催されている必要がある。 
※３ 健康診断については、常勤・非常勤を問わず、すべての従業者について少なくとも年に１

回以上実施しなければならない。 
※４ 職員の割合については、介護予防サービスを一体的に実施している場合には一体的に常勤

換算で算出する。（平成 21年度に当該加算を算定するすべての事業所については毎月前３ヶ月の
実績を 1年間記録・確認し、要件を満たさなくなった時点で算定できない。平成２２年度以降は、
前年度の 4 月～2 月までの平均で算定する。なお平成２２年度以降に新規指定を受けた事業所又
は再開した事業所については、届出の前 3 ヶ月の実績で算定するが、毎月前３ヶ月の実績を１年
間記録・確認し、要件を満たさなくなった時点で算定できない。 
※５ 資格の取得した時点とは、届出月の前月末までに試験の合格又は研修の修了等の事実が確

認できていれば、資格証等の交付がなくとも資格者に含めることができる。平成２１年４月改定

関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問２参照のこと。 
※６ 勤続年数は、届出月の前月末時点の勤続年数で算定する。（なお、勤続年数には同一法人の

他の事業所等で利用者に直接提供する職員として勤務した期間や産休・介護休業・育児休業など

雇用関係が継続している期間を含めることができるほか、事業所が合併・別法人への事業継承な

どの場合も通算することができるが、グループ法人での勤続年数は通算できない。 
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（２）地域区分の見直し 

＜地域区分ごとの報酬単価＞ 
特別区   12％       15％ 
特甲地   10％       10％ 
甲地    ６％   ⇒   ６％ 
乙地    ３％       ５％ 
その他   ０％       ０％ 

 
＜人件費割合＞ 

70％ 訪問介護／訪問入浴介護／居宅介護支

援 60％ 
訪問介護／訪問入浴介護／通所介護

／特定施設入居者生活介護／居宅介

護支援 55％ 訪問看護／訪問リハビリテーション／

通所リハビリテーション 

40％ 

訪問看護／訪問リハビリテーション

／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／介

護老人福祉施設／介護老人保健施設

／介護療養型医療施設 

 
 
 
 
 
 
→ 45％ 

通所介護／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

／介護老人福祉施設／介護老人保健施

設／介護療養型医療施設／ 

※介護予防サービスのある居宅サービスについては、いずれも介護予防サービスを含む。 
 

＜介護報酬１単位当たりの単価の見直しの全体像と見直し後の単価＞ 

＜現行＞ 
 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他 

上乗せ割合 12％ 10％ ６％ ３％ ０％ 
60％ 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円 人件費 

割合 40％ 10.48円 10.40円 10.24円 10.12円 10円 
                    ↓ 
＜見直し後＞ 

 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他 
上乗せ割合 15％ 10％ ６％ ５％ ０％ 

70％ 11.05円 10.70円 10.42円 10.35円 10円 
55％ 10.83円 10.55円 10.33円 10.28円 10円 人件費 

割合 45％ 10.68円 10.45円 10.27円 10.23円 10円 
 

［留意事項］ 

なお、地域区分の地域割りについては、平成 18年度以降の市町村合併に伴い、平成 21年４月

１日時点の名称により示される区域を対象区域とする。 

 
 
（３）中山間地域等に関する加算 

 
［留意事項］ 
※１ 以下の（１）及び（２）は、それぞれの要件を満たしていれば両方の算定が可能。 
※２ 以下の（１）及び（２）は、それぞれ支給限度額の対象外 
 
（１）中山間地域等における小規模事業所に対する加算［所定単位数の１０％を加算］ 
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※算定要件 
・対象となるサービスは、訪問介護（予防含む）、訪問入浴介護（予防含む）、訪問看護（予防含む）、居

宅介護支援及び福祉用具貸与（予防含む） 
・「中山間地域等」とは、特別地域加算対象地域以外の地域で、半島振興法、特定農山村法、過疎地域自

立促進特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特

別措置等に関する法律に指定されている地域をいう。 
・「小規模事業所」とは、訪問介護は訪問回数が 200 回以下／月（予防訪問介護は実利用者が５人以下
／月）、訪問入浴介護は訪問回数が 20回以下／月（予防訪問入浴介護は訪問回数が５回以下／月）、訪
問看護は訪問回数が 100 回以下／月（予防訪問看護は訪問回数が５回以下／月）、居宅介護支援は実
利用者が 20人以下／月、福祉用具貸与は実利用者が 15人以下／月（予防福祉用具貸与は実利用者数
が５人以下／月）の事業所をいう。 

※［福祉用具貸与の加算］ 

・福祉用具貸与 

福祉用具貸与の開始日の属する月に通常の事業の実施地域において要する交通費に相当する額

の２／３に相当する額を事業所所在地に適用される 1 単位の単価で除して得た単位数を加算する。

（ただし、個々の福祉用具貸与費の２／３に相当する額を限度とする。） 

・介護予防福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に通常の事業の実施地域において要する交通費に相

当する額の２／３に相当する額を事業所所在地に適用される 1 単位の単価で除して得た単位数を

加算する。（ただし、個々の介護予防福祉用具貸与費の２／３に相当する額を限度とする。） 
 

 
［留意事項］ 
※１ 訪問看護における当該加算の算定にあたっては、緊急時訪問看護加算及び特別管理加算、

ターミナルケア加算を除いた所定単位数の１０％を加算する。 
※２ 複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる福祉

用具の貸与に要する費用の合計額の２／３に相当する額を限度として加算できるものとする。こ

の場合において、交通費の額が当該２／３に相当する額に満たないときは、当該交通費を合理的

な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。なお、実利

用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をいうものとし、前年度の実

績が６ヶ月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、

直近の３月における１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業

を開始し、又は再開した事業者については、４ヶ月目以降届出が可能となるものであること。平

均実利用者数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合については、

直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。また、当該加算を算定する事業所は、その旨

について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。 

 
 
（２）中山間地域等に居住する者にサービス提供した場合の加算［所定単位数の５％を加算］ 

※算定要件 
・対象となるサービスは、移動費用を要する訪問介護（予防含む）、訪問入浴介護（予防含む）、訪問看

護（予防含む）、訪問リハビリテーション（予防含む）、通所介護（予防含む）、通所リハビリテーショ

ン（予防含む）、居宅介護支援及び福祉用具貸与（予防含む） 
・「中山間地域等」とは、半島振興法、特定農山村法、山村振興法、離島振興法、沖縄振興特別措置法、

奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法、豪雪

地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に

指定されている地域をいう。 
・各事業者が、運営規程に定めている通常の事業実施地域を越えてサービスを提供する場合に認める。 
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※［福祉用具貸与の加算］ 

・福祉用具貸与 

福祉用具貸与の開始日の属する月に、通常の事業の実施地域において要する交通費に相当する

額の１／３に相当する額を事業所所在地に適用される 1 単位の単価で除して得た単位数を加算す

る。（ただし、個々の福祉用具貸与費の１／３に相当する額を限度とする。） 

 
・介護予防福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与の開始日の属する月に通常の事業の実施地域において要する交通費に相

当する額の１／３に相当する額を事業所所在地に適用される 1 単位の単価で除して得た単位数を

加算する。（ただし、個々の介護予防福祉用具貸与費の１／３に相当する額を限度とする。） 
 
［留意事項］ 
※１ 訪問看護における当該加算の算定にあたっては、緊急時訪問看護加算及び特別管理加算、

ターミナルケア加算を除いた所定単位数の５％を加算する。 
※２ 複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる福祉

用具の貸与に要する費用の合計額の１／３に相当する額を限度として加算できるものとする。こ

の場合において、交通費の額が当該１／３に相当する額に満たないときは、当該交通費を合理的

な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。なお、当該

加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準第１９７条第３項第１号に規定する交

通費の支払いを受けることはできないこととする。 
 
 
○各サービス別改定等の内容 

１ （介護予防）訪問介護 

報酬改定＜基本報酬＞ 

身体介護（３０分未満）      231単位／回 ⇒ 254単位／回 
生活援助（３０分以上１時間未満） 208単位／回 ⇒ 229単位／回 

 

＜加算＞ 

（１）特定事業所加算 

特定事業所加算（Ⅰ） ⇒ 所定単位数の 20％を加算 
特定事業所加算（Ⅱ） ⇒ 所定単位数の 10％を加算（算定要件の見直し） 
特定事業所加算（Ⅲ） ⇒ 所定単位数の 10％を加算 
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※算定要件 
【特定事業所加算（Ⅰ）】 
体制要件、人材要件（①及び②）、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合 
【特定事業所加算（Ⅱ）】 
体制要件、人材要件（①又は②）のいずれにも適合 
【特定事業所加算（Ⅲ）】 
体制要件、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合 
 
＜体制要件＞ 
①すべての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。 
②利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的

とした会議を定期的に開催すること。 
③サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を

文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。 
④すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。 
⑤緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。 
＜人材要件＞ 
①訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が 30％以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・
１級訪問介護員の合計が 50％以上であること。 
②すべてのサービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介護福祉士又は５年以上の実務経験を有

する介護職員基礎研修課程修了者・１級訪問介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、１人

を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、２人以上のサービス提供

責任者が常勤であること。 
＜重度要介護者等対応要件＞ 
前年度又は前３月の利用者のうち、要介護４～５・認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の総数が 20％
以上であること。 

 
 
［留意事項］ 
※１ 特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)は、いずれか一つのみを算定することができる。 
※２ ＜体制要件＞②の「会議を定期的に開催」については、すべての訪問介護員等が参加

しなければならない。ただし全員が一同に会して開催する必要はなく、必要に応じていくつ

かのグループに分かれて開催することで差し支えない。また、会議の開催の状況については、

その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは概ね１か月に１回以上開催されて

いる必要がある。 
※３ ＜体制要件＞③の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当っての留意事項」

とは、少なくとも次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならな

い。 
イ 利用者のＡＤＬや意欲 
ロ 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 
ハ 家族を含む環境 
ニ 前回のサービス提供時の状況 
ホ その他サービス提供にあたって必要な事項 
※４ ＜体制要件＞③の「文書等の確実な方法により」とは、直接面接しながら文書を手交

する方法のほか、ＦＡＸ、メール等によることも可能である。また、訪問介護員等から適宜

受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保

存しなければならない。 
※５ ＜体制要件＞④の健康診断については、常勤・非常勤を問わず、すべての訪問介護員

等について少なくとも年に１回以上実施しなければならない。（従業者が自己負担で健康診断

を受けた場合は、その診断結果を入手することで差し支えない。） 
※６ ＜人材要件＞①の介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び 1 級課程修了者の割
合については、前年度（4月～翌年 2月まで）又は届出日の属する月の前 3ヶ月の 1か月あ
たりの実績の平均について、常勤換算方法により算定する。 
※７ ＜人材要件＞の資格の取得した時点とは、届出月の前月末までに試験の合格又は研修

の修了等の事実が確実に確認できていれば、資格証等の交付がなくても資格者に含めること
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ができる。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問２より） 
※８ サービス提供責任者要件を月の途中で満たさなくなった場合は、その翌月の初日から

算定できない。ただし、当該月末までにその状態が解消した場合に限り、加算要件は中断し

ない。 
※９サービス提供責任者の実務経験は、サービス提供責任者として従事した期間ではなく、

在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修

修了前の従事期間も含めるものとする。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問２

８より） 
※１０ 重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、前年度（4月～翌年 2月まで）
又は届出日が属する月の前 3ヶ月の 1か月あたりの実績の平均について、利用実人員又は利
用回数を用いて算定する。利用回数の算定方法については、平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ

（Ｖｏｌ．１）問２９参照のこと。 
 

（２）初回加算 

初回加算 ⇒ 200単位／月 
 

※算定要件(介護予防訪問介護も同様) 
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、

自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 
 
［留意事項］ 
※１ 当該加算の算定にあたっては、サービス提供責任者が初回又は同月内に利用者の居宅を訪

問又は他の訪問介護員に同行し、その記録をサービス提供記録に記載しておく必要がある。 
※２ 当該加算の対象は、過去 2 ヶ月間（歴月）に当該訪問介護事業所からサービス提供を受け
ていない場合に算定される。例えば、4月 15日に利用者に当該訪問介護事業所がサービス提供を
行った場合、初回加算が算定できるのは、同年２月１日以降に当該事業所からサービス提供を行

っていない場合となる。 
※３ 当該加算は、同一の利用者が複数の訪問介護事業所からサービス提供を受けている場合で、

同一月内で複数の訪問介護事業所で算定できる。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）

問３３より） 
※４ 当該加算は、一体的に運営する介護予防訪問介護のサービスを受けていた利用者が要支援

から要介護になった場合でも、一体的に運営する当該訪問介護事業所において算定できる。（その

逆もまた同じ。）（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問３３より） 
 
（３）緊急時訪問介護加算 
緊急時訪問介護加算 ⇒ 100単位／回 

 

※算定要件 
利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジ

ャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介

護（身体介護）を行った場合 
 
［留意事項］ 
※１ 当該加算の対象は、居宅サービス計画に位置づけられていない身体介護に限られる。 
※２ 当該加算の算定は、利用者又はその家族からの要請を受けてから 24時間以内にサービス提
供を行った場合に算定できる。ただし当該加算は、1回の要請に対して 1回を限度とする。 
※３ 当該加算の算定にあたっては、事前に介護支援専門員の必要性が認められる場合を原則と

するが、やむを得ない場合には、事後に介護支援専門員によって当該当該訪問介護（身体介護）

が必要であったとされた場合に限り当該加算を算定することができる。 
※４ 当該加算の対象となるサービスの提供を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、

サービス提供時刻及び緊急時訪問介護加算の対象である旨をサービス提供記録に記載しなければ

ならない。 
※５ 当該加算の対象となる訪問介護（身体介護）の所要時間については、サービス提供責任者
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と介護支援専門員が連携を図った上で、介護支援専門員が判断する。なお、介護支援専門員が実

際に行われた訪問介護の内容を考慮して所要時間を変更することは差し支えない。 
※６ 当該加算の対象となる訪問介護（身体介護）は、所要時間 20 分未満であっても所要時間
30分未満の身体中心型の所定単位数が算定できる。 
※７ 当該加算の対象となる訪問介護（身体介護）は、当該加算の対象となる訪問介護とその前

後に行われた訪問介護の間隔が 2 時間未満であっても一連のサービス提供として所要時間を合算
する必要はなく、それぞれの所要時間に応じた所要単位数を算定できる。 
※８ 当該加算の対象となる訪問介護の内容が、安否確認・健康チェック等の場合又はヘルパー

の訪問時に利用者の状態が急変した際の要請については、加算の対象とならない。 
 
（４）３級ヘルパーの取扱い 

 ３級ヘルパーにより行われる場合 ⇒ 所定単位数の 70％に減算（予防は 80％） 
 

※算定要件 
平成２１年３月３１日時点で、３級訪問介護員が指定訪問介護事業所に雇用されている場合であって、当

該者が指定訪問介護を行う場合は、平成２２年３月３１日までの間、所定単位数の 100分の 70（介護予防
訪問介護は 100分の 80）に相当する単位数を算定する 

 
［留意事項］ 

※１ 経過措置の対象となる３級ヘルパーは、平成２１年３月３１日現在に指定訪問介護事業所

に現に従事しており、当該指定訪問介護事業所が当該３級ヘルパーに対し、介護福祉士又は二級

ヘルパー研修等の受講をすべき旨を平成２１年４月末までに行った場合であって、当該３級ヘル

パーが当該事業所で引き続き平成２１年４月以降も勤務する場合に限り、平成２２年３月末まで

の間は訪問介護費の算定ができる。 

※２ 当該３級ヘルパーに対する通知は、必ずしも書面による必要はなく、電子メール等によるこ

とも差し支えないが、通知の内容及び通知を行った事実について記録しなければならない。また、

当該通知は単に事業所内に掲示するものでは足りず、該当する全ての３級ヘルパーに対し個別に

行うことを要する。 

※３ 平成２１年３月３１日時点で３級ヘルパーとして勤務しており、当該事業所から通知を受

けていた場合でも、平成２１年４月以降に別の事業所に勤務した場合には訪問介護費は算定され

ない。ただし、３級ヘルパーに対して事業者名（法人名）で通知した場合に限り、平成２２年３

月末までの間は、同一法人内での他の事業所での勤務も可能である。 

 
 
基準改定 

Ⅰ．サービス提供責任者の配置要件（指定基準との関係） 

※サービス提供責任者の配置要件 

①サービス提供責任者が１人を超える場合は、原則として１人分のみの常勤換算が可能 

②サービス提供責任者が５人を超える場合は、サービス提供責任者の２／３以上を常勤職員とす

る。 

③非常勤のサービス提供責任者は、当該事業所における常勤の従業員が勤務すべき時間数の１／２

以上であること。 
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サービス提供責任者の配置人数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

常勤職員の必要配置人数 １ １ ２ ３ ４ ４ ５ ６ ６ 
非常勤職員数（ただし、非常勤職員は、１

人当たり常勤換算 0.5人以上） 
０ １ １ １ １ ２ ２ ２ ３ 

 
※非常勤職員数の考え方の詳細については平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問３５

を参照のこと。 

 

 

２ （介護予防）訪問看護 
報酬改定＜加算＞ 

（１）長時間訪問看護加算 

長時間訪問看護加算 ⇒ 300単位／回 
 

※算定要件 
特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間 30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定
サービス費（１時間以上１時間 30分未満）に上記単位数を加算する。 

 
［留意事項］ 
※１ 当該加算の対象となる「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」とは、以下

のいずれかに該当する状態の利用者をいう。 
イ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素

療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿

指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導

管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 
ロ 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態 
ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 
ニ 真皮を超える褥瘡の状態（ＮＰＵＡＰ（Ｎational Ｐressure Ulcer of Advisory Panel）分類
Ⅲ度若しくはⅣ度又はＤＥＳＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によるもの）Ｄ３、Ｄ４若しくはＤ５に

該当する状態をいう。） 
 
 
（２）複数名訪問加算 

同時に２人の職員が１人の利用者に対し訪問看護を行った場合について評価を行う。 

複数名訪問加算 ３０分未満 ⇒ 254単位／回 
        ３０分以上 ⇒ 402単位／回 

 

※算定要件 
同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意を得ている場合であっ

て、次のいずれかに該当する場合 
①利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合 
②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 
③その他利用者の状況等から判断して、①又は②に準ずると認められる場合 

 
［留意事項］ 
※１ 訪問を行うのは、両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士であることを要する。 
 



 

10 

（３）ターミナルケア加算 

 ターミナルケア加算 1,200単位／死亡月 ⇒ 2,000単位／死亡月 
 

※算定要件（変更点） 
①死亡日前 14日以内に２回以上ターミナルケアを実施していること。 
②主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその

家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。 
 
［留意事項］ 
※１ １日に２回以上ターミナルケアを行った場合だけも加算の対象となる。平成２１年４月改

定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問４０参照。 

 

３ （介護予防）訪問リハビリテーション 

報酬改定 

（１）基本報酬 

訪問リハビリテーション費 ５００単位／日 ⇒ ３０５単位／回 

（20 分以上／日）             （20 分以上／回・週６回を限度） 

 

［留意事項］ 

※１ 訪問リハビリテーションの算定は、指示を行う医師の診療の日（介護老人保健施設の医師

においては、入所者の退所時又は当該老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後

に利用した日あるいはその直近に行った診療の日）から 1 か月以内に行われた場合に算定する。

別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報

提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から 1 か月以内に行われ

た場合に算定する。 

 

（２）リハビリマネジメント加算（介護予防訪問リハビリテーションも同様） 

リハビリマネジメント加算 ２０単位／日 ⇒ 基本報酬に包括化 

 （週２回以上＋実施要件）          （運営基準を見直し） 

 

［留意事項］ 

※１ リハビリマネジメント加算は廃止されたが、定期的評価については従来どおり行う必要が

ある。 

 

（３）短期集中リハビリテーション実施加算 

退院・退所日又は認定日から起算して     退院・退所日又は認定日から起算して 

１月以内の場合 ３３０単位／日    ⇒  １月以内の場合 ３４０単位／日 

（週２回以上・１回 20 分以上）       （週２回以上・１日あたり 40 分以上） 

 

１月超え３月以内の場合 ２００単位／日   ⇒  変更なし 

（週２回以上・１回 20 分以上） 

 

 

４ （介護予防）居宅療養管理指導 

報酬改定＜基本報酬＞ 

（１）看護職員が行う居宅療養管理指導 
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居宅療養管理指導費（保健師・看護師が行う場合） ⇒ 400単位／回 
 

※算定要件 
・通院が困難な在宅の利用者のうち、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、利用者

の同意が得られた者に対して、居宅療養管理指導事業所の看護職員が訪問し、療養上の相談及び支援を行い、

その内容について、医師や居宅介護支援事業者に情報提供を行った場合に算定する。 
・要介護新規認定、要介護更新認定又は要介護認定の変更に伴い作成された居宅サービス計画に基づき、指定

居宅サービスの提供が開始されてからの２月の間に１回を限度として算定する。 
・訪問診療や訪問看護等を受けている者については算定できない。 

※准看護師が行う場合は所定単位数に 90/100を乗じた単位数で算定。 
 
［留意事項］ 
※１ 看護職員による居宅療養管理指導については、要介護認定等の際に主治医から提出される

「主治医意見書」中「４．生活機能とサービスに関する意見（５）医学的管理の必要性」の「看

護職員による訪問による相談・支援」の項にチェックのある者又は看護職員の訪問による相談支

援の必要がある旨の記載がある者のうち、サービス担当者会議において必要性が認められ、本人

又はその家族等の同意が得られた者に対して、看護職員が訪問を行った上で、必要に応じて電話

相談を行った場合について算定する。 
※２ 看護職員による居宅療養管理指導については、訪問看護のような指示書は必要ない。  

（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問４２より） 
※３ 新規認定、更新認定又は要介護認定区分の変更の際に作成された居宅サービス計画に基づ

くサービス開始から 2 カ月以内に行われた場合に算定する。なお利用者の状態の変化に伴い居宅
サービス計画が単に変更された場合には算定できない。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．

１）問４３より） 
※４ 看護師による居宅療養管理指導は療養上の相談及び支援を行うものであり、診療の補助行

為を実施しただけでは算定できない。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問４４より） 
※５ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援にかかる記録を作成し、保存するとともに、相

談等の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の要点、解決すべき課題等

に関する要点を明記し、医師、介護支援専門員等に対して情報提供を行うこととする。 
 
（２）薬剤師による居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導費（在宅利用者の場合） 
＜薬局の薬剤師が行う場合＞ 
（月２回目以降） 300単位／回 ⇒ （月２回目以降） 500単位／回 

 

※算定要件 
医師又は歯科医師の指示に基づき策定した薬学的管理指導計画に基づき、利用者を訪問し、薬学的な管理指導

を行い、関係職種への必要な報告及び情報提供を行った場合に、１月に４回を限度として算定する。ただし、

末期の悪性腫瘍の者又は中心静脈栄養を受けている者に対して行う場合には、１週に２回、かつ、１月に８回

を限度として算定する。 
 
［留意事項］ 
※１ 月１回目については、現行どおり（500単位／回） 
※２ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合は、月２回を限度とする。 
 
（３）居住系施設入居者に対する居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導費（居住系施設に入居している利用者の場合） 
＜病院又は診療所の薬剤師が行う場合＞ 
（月１回目又は２回目） 550単位／回 ⇒ 385単位／回（月２回まで） 
（月３回目以降）    300単位／回 
＜薬局の薬剤師が行う場合＞ 
（月１回目）      500単位／回 ⇒ 350単位／回（月４回まで） 
（月２回目以降）    300単位／回 
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＜管理栄養士が行う場合＞ 
            530単位／回 ⇒ 450単位／回 
＜歯科衛生士等が行う場合＞ 
            350単位／回 ⇒ 300単位／回 

 
 
［留意事項］ 
※１ 居住系施設入居者等とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専

用賃貸住宅に入居又は入所している者、小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス又は認知症対応

型共同生活介護のサービスを受けている者をいう。 
 
基準改定 

Ⅰ．看護職員による居宅療養管理指導に関する基準を追加し、訪問看護ステーションからも看

護職員による居宅療養管理指導を行うことができる（※）こととする。 

※ 訪問看護ステーションが居宅療養管理指導を行うにあたっては、指定申請が必要です（みな

し指定とはなりません）。 

 

５ （介護予防）通所介護 

報酬改定＜基本報酬＞ 

 通常規模通所介護費（規模設定のみ変更、報酬は現行どおり） 
 平均利用延人員 301人～900人／月の事業所 ⇒ 301人～750人／月の事業所 

 

大規模型通所介護費（Ⅰ）＜平均利用延人員が 751人～900人／月の事業所＞（新規） 
（例）～所要時間６時間以上８時間未満の場合 
要介護１ 1,677単位／日   要介護１ 1,665単位／日 
要介護２ 1,789単位／日   要介護２ 1,776単位／日 
要介護３ 1,901単位／日 ⇒ 要介護３ 1,886単位／日 
要介護４ 1,013単位／日   要介護４ 1,996単位／日 
要介護５ 1,125単位／日   要介護５ 1,106単位／日 

 

大規模型通所介護費（Ⅱ）＜平均利用延人員が 900人／月超の事業所＞（変更） 
（例）～所要時間６時間以上８時間未満の場合 
要介護１ 1,609単位／日    要介護１ 1,648単位／日 
要介護２ 1,710単位／日    要介護２ 1,755単位／日 
要介護３ 1,811単位／日  ⇒ 要介護３ 1,862単位／日 
要介護４ 1,912単位／日    要介護４ 1,969単位／日 
要介護５ 1,013単位／日    要介護５ 1,077単位／日 
※ 通常規模型の所定単位数の

90/100に相当する単位数 
 
［留意事項］ 
※１ 事業所規模による区分の取扱い 

① 事業所規模による区分については、施設基準第四号イ(1)に基づき、前年度の１月当たりの平

均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延人

員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業

者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該

指定介護予防通所介護事業所における前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含むこととされ

ているところである。したがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指
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定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離 

されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介護事業所の

平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、３時間以上４時間未満の報酬を算定している利用者

（２時間以上３時間未満の報酬を算定している利用者を含む。）については、利用者数に２分の

１を乗じて得た数とし、４時間以上６時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数

に４分の３を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所介

護事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所介護の利用時間が四時間未満の利用者につ

いては、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、利用時間が４時間以上６時間未満の利用者に

ついては、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所介護事業所の利用 

者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によっ

て計算しても差し支えない。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む）又

は前年度から定員を概ね２５％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年

度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員

の９０％に予定される１月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 

④ 毎年度３月３１日時点において、事業を実施している事業者であって、４月以降も引き続き事

業を実施するものの当該年度の通所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、

前年度において通所介護費を算定している月（３月を除く。）の１月当たりの平均利用延人員数

とする。 

 
＜加算＞ 

（１）個別機能訓練加算 

個別機能訓練加算 ⇒   個別機能訓練加算（Ⅰ）27単位／日 
             個別機能訓練加算（Ⅱ）42単位／日 

 
 

※算定要件：個別機能訓練加算（Ⅱ） 
次のいずれにも該当する場合 
①専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師

又はあん摩マッサージ指圧師を１名以上配置していること。 
②機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓

練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。 
③個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数

の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループに分けて活動を行っていること。 
 
［留意事項］ 
※１ 現行の個別機能訓練加算（27 単位）は「個別機能訓練加算Ⅰ」に名称を変更。 

※２ 算定は、同一の利用者に個別機能訓練加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の両方を算定することはでき

ない。 

※３ 個別機能訓練加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）の算定にあたって、通所介護の看護職員が当該加算に

係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該個別機能訓練の機能訓練指導員としての職

務の時間は、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない。 
※４ 個別機能訓練加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）の算定にあたっては、個別機能訓練の開始時及びその

3ヶ月に 1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し記録する。 
※５ 個別機能訓練に関する記録は（実施時間、訓練内容、担当者名等）は、利用者ごとに保管

され、常に事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 
※６ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、

例えば一週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され、それ以外の曜日に非

常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されている

曜日については、当該加算の対象とはならない。（個別機能訓練加算（Ⅰ）の要件に該当してい
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る場合は、その算定対象となる。）ただし、個別機能訓練加算（Ⅱ）の対象となる理学療法士等

が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要が

ある。 

※７ 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練の項目の選択については、機能訓練指導員等が、

利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し、利用者が選択した項目ごとにグルー

プに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件とな

る。また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な援助

を行わなければならない。 

 
（２）若年性認知症利用者受入加算 

［通所介護］ 
若年性認知症利用者ケア加算   ⇒ 
  ６０単位／日 
［介護予防通所介護］      ⇒ 

 
若年性認知症受入加算（要件見直し） 
 ６０単位／日 
 
若年性認知症受入加算（新規） 
 ２４０単位／月 

 
 

※算定要件 
①若年性認知症利用者（日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介

護を必要とする認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により

日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態）によって要介護

又は要支援となった者）に対してサービス提供を行った場合。 
 
［留意事項］ 
※１ 当該加算の算定にあたっては、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当を定め、

その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 
※２ 当該加算の対象となった利用者については、６５歳の誕生日の前々日までは加算の対象と

なる。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問１０１より） 
 
（３）栄養改善加算 
 

［通所介護］ 
栄養マネジメント加算         ⇒ 
  １００単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
［介護予防通所介護］  
栄養マネジメント加算         ⇒ 
  １００単位／月 

 
栄養改善加算（要件の見直し） 
 １５０単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
 
栄養改善加算（要件の見直し） 
 １５０単位／月 

 

※算定要件 
① 利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること。 

②管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。 

③利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が

共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形成にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

④利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態

を定期的に記録していること。 

⑤利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

⑥ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービス

の提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが一八・五未満である者 

ロ 一～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」（平成十八年六

月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストのNo.11 の項目が

「１」に該当する者 

ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl 以下である者 
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ニ 食事摂取量が不良（七五％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認

されたい。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）、(14)、(15)のいずれ

かの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する（16）、(17)のいずれかの項目において

「１」に該当する者などを含む。） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）、(19)、(20)のいずれかの項目において「１」

に該当する者などを含む。） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）から(25)の項目において、二項目以上「１」に

該当する者などを含む。） 
 
［留意事項］ 
※１ 定員超過又は人員欠如減算の期間中は算定できない。 
 
 
（４）口腔機能向上加算 

［通所介護］ 
口腔機能向上加算         ⇒ 
  １００単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
［介護予防通所介護］  
口腔機能向上加算         ⇒ 
  １００単位／月 

 
口腔機能向上加算（要件の見直し） 
 １５０単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
 
口腔機能向上加算（要件の見直し） 
 １５０単位／月 

 

※算定要件 
① 利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うものであること。 

③利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

④利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サー

ビスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

⑤利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。  

⑥口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能

向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれかの項目において「１」以外に該当す

る者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）、（14）、（15）の三項目のうち、二項目以上が「１」

に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

⑦ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、

介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じること

とする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、

加算は算定できない。 

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合 

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険

の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。 
 
［留意事項］ 
※１ 定員超過又は人員欠如減算の期間中は算定できない。 
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（５）アクティビティ実施加算 
アクティビティ実施加算   アクティビティ実施加算（要件の見直し） 
 ８１単位／月    →   ５３単位／月 

 
 

※算定要件 
①利用者に対して、当該利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成された計

画に基づき、アクティビティ（集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練をいう。）

を行った場合。 
②ただし、同月中に運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のいずれかを算定している

場合にあっては算定しない。 
 
［留意事項］ 
※１ 運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のいずれかの算定の届出をしてい

ても、当該利用者がそのいずれの加算を算定していない月にはアクティビティ実施加算を算定す

ることができる。 
 
 
（６）事業所評価加算（介護予防通所介護） 

 
事業所評価加算  １００単位／月（算定要件の見直し） 

 

※算定要件 
 
要支援度の維持者数   ＋   改善者数×２                  
評価対象期間内（前年 1月～12月）に運動器機能向上、栄養改善又は口腔機能向上   ≧０．７ 
サービスを 3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 

 
 
６ （介護予防）通所リハビリテーション 

報酬改定 

＜基本報酬＞（１）短時間リハビリテーション 

＜新＞所要時間１時間以上２時間未満 
 

※算定要件 
①個別リハビリテーションを 20分以上実施した場合に算定できる。 
②医師又は理学療法士が個別リハビリテーションの実施前に指示を行い、かつ、当該個別リハビリテーション

の実施後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、「定期的に適切な研修」を修了している看護師、准

看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が個別リハビリテーションを行う時は、所定単位数の５０

／１００を算定する。 
 
［留意事項］ 
※１ 「定期的に適切な研修」とは、運動器機能リハビリテーションに関する理論、評価法等に関
する基本的な内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているもので、具体的には

（ⅰ）日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修（ⅱ）

全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練講習会をいう。 
※２ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行う 1時間以上 2時間未満の通所リハビリテー
ションについては、短期集中リハビリテーション加算は算定できるが、個別リハビリテーション

加算は算定できない。 
※３ 定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ

指圧師が行う 1時間以上 2時間未満の通所リハビリテーションについては、短期集中リハビリテ
ーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算は算定できない。 
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（２）基本報酬（事業所規模） 

通常規模通所介護費（規模設定のみ変更、報酬は現行どおり） 
 平均利用延人員 ～900人／月の事業所 ⇒ ～750人／月の事業所 

 

大規模の事業所Ⅰ＜平均利用延人員が 751人～900人／月の事業所＞（新規） 
（例）～所要時間６時間以上８時間未満の場合 
要介護１ 1,688単位／日   要介護１ 1,676単位／日 
要介護２ 1,842単位／日   要介護２ 1,827単位／日 
要介護３ 1,995単位／日 ⇒ 要介護３ 1,939単位／日 
要介護４ 1,149単位／日   要介護４ 1,129単位／日 
要介護５ 1,303単位／日   要介護５ 1,281単位／日 

 

大規模の事業所Ⅱ＜平均利用延人員が 900人／月超の事業所＞（変更） 
（例）～所要時間６時間以上８時間未満の場合 
要介護１ 1,619単位／日    要介護１ 1,658単位／日 
要介護２ 1,758単位／日    要介護２ 1,805単位／日 
要介護３ 1,896単位／日  ⇒ 要介護３ 1,914単位／日 
要介護４ 1,034単位／日    要介護４ 1,099単位／日 
要介護５ 1,173単位／日    要介護５ 1,247単位／日 
※ 通常規模型の所定単位数の

90/100に相当する単位数 
 

※事業所規模による区分の取扱い 

 

① 事業所規模による区分については、施設基準第四号イ(1)に基づき、前年度の１月当たりの平

均利用延人員数により算定すべき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、当

該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所リハビリテーション

事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者

の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン事業所における前年度の１月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところであ

る。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両

事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、１時間以上２時間未満の報酬を算定している利用者に

ついては利用者数に４分の１を乗じて得た数、３時間以上４時間未満の報酬を算定している利用

者（２時間以上３時間未満の報酬を算定している利用者を含む。）については、利用者数に２分

の一を乗じて得た数とし、４時間以上６時間未満の報酬を算定している利用者については利用者

数に４分の３を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所

リハビリテーション事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所リハビリテーションの利

用時間が４時間未満の利用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、利用時間が

４時間以上６時間未満の利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。ただし、

介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者

の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む）又

は前年度から定員を概ね２５％以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年

度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員

の９０％に予定される１月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 

④ 毎年度３月３１日時点において、事業を実施している事業者であって、４月以降も引き続き事

業を実施するものの当該年度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の平均利

用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション費を算定している月（３月を除く。）の

１月当たりの平均利用延人員数とする。 
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＜加算＞ 

（１）理学療法士等体制強化加算 

理学療法士等体制強化加算 ⇒ 30単位／日 
 

※算定要件 
配置基準を超えて、専従する常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を２名以上配置していること。

（加算の対象は、１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションについてのみ加算）。 
 

［留意事項］ 
※１「配置基準を超えて」とは、指定基準に定める人員配置基準で定める配置員数を含めて専従

かつ常勤の職員が 2名以上であれば要件を満たす。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）
問５７より） 
 
※２ 「専従する常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」とは、当該通所リハビリテー

ション事業所において、リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していれば、

他の職務に従事することができるが、当該事業所で常勤職員が勤務すべき時間を勤務する必要が

ある。（当該事業所の常勤の勤務時間が 40時間であれば 40時間を勤務する必要がある。） 
 
（２）リハビリテーションマネジメント加算 

リハビリテーションマネジメント加算 20単位／日 ⇒ 230単位／月 
 

※算定要件 
①医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他職種の者が共同して、利用者ごと

のリハビリテーションマネジメント実施計画を作成していること。 

②利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士が指定通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状況を定期的に記録していること。 

③利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直して

いること。 

④指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介護支援事業者を通じて、指定訪問介護事業その

他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護

の工夫等の情報を伝達していること。 
 
［留意事項］ 
※１ リハビリテーションマネジメント加算は、１か月に８回以上通所している場合に 1 か月 1
回算定することができる。ただし、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、

個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーション

を行っている場合にあっては、8回を下回る場合であっても算定できる。 
 
（３）短期集中リハビリテーション実施加算 
短期集中リハビリテーション実施加算 
退院・退所後又は認定日から起算して 
１月以内    180単位／日 ⇒ 280単位／日 
１月超３月以内 130単位／日 ⇒ 140単位／日 
３月超     180単位／日 
     ⇒ 個別リハビリテーション加算（新規） 80単位／日（月 13回を限度） 

 
 

※算定要件 
①退院・退所日又は認定日から起算して1か月以内の期間に行われた場合には、1週間につき概ね2回以上、1回
あたり40分以上の個別リハビリテーションを行う必要がある。 
②退院・退所日又は認定日から起算して 1 か月を超え３カ月以内の期間に行われた場合には、1 週間につき概
ね 2回以上、1回あたり 20分以上の個別リハビリテーションを行う必要がある。 

 
［留意事項］ 
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※１ 定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ

指圧師が行う 1時間以上 2時間未満の通所リハビリテーションを算定している場合には、当該加
算は算定できない。 
※２ リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合には当該加算を算定できない。

ただし、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、1 か月に 8 回
以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、

本加算を算定することができる。 
 
（４）個別リハビリテーション加算 
（短期集中リハビリテーション加算）  ⇒  退院・退所後又は認定日から起算して 
３月超     80単位／日         ３月超   80単位／日 
      （月 13回を限度）            （月 13回を限度） 

 

※算定要件 
①退院（退所日）又は認定日から起算して３か月を超える期間に個別リハビリテーションが行われた場合。 

 
［留意事項］ 
※１ 1 時間以上 2 時間未満の通所リハビリテーションを算定している場合には、当該加算は算
定できない。 
※２ リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合には当該加算を算定できない。

ただし、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、1 か月に 8 回
以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、

当該加算を算定することができる。 
※３ 以下の疾患を有する者であって、指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及

び運動機能検査の結果をもとに、リハビリテーションの提供に関わる理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画

において、1 か月 8 回以下の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると
判断された場合についても当該加算を算定することができる。 
ａ 高次脳機能障害（失語症を含む） 
ｂ 先天性又は進行性の神経・筋疾患（医科診療報酬点数表における難病患者リハビリテーショ

ン料に規定する疾患） 
 
 
（５）認知症短期集中リハビリテーション実施加算 
 

退院・退所又は通所日から起算して 3ヶ月以内 
２４０単位／日 

    （1週間に２日を限度） 

   
 

※算定要件 
①認知症であると医師が判断した場合であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると

判断された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士がその退院

（退所）日又は通所開始日から起算して 3ヶ月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行なった場

合 
 
［留意事項］ 
※１ リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合には当該加算を算定できない。

ただし指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、1 ヶ月に 8 回以
上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、

当該加算を算定することができる。 
※２ 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症利用者の生活機能の改善を目的として行う

ものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週２日実施するこ
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とを標準とする。 

※３ 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハ

ビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能

の改善が見込まれると判断された者に対して、生活機能の改善を目的として、リハビリテーショ

ンマネジメントにおいて作成したリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この項において「理学療法士等」という。）

が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるも

のである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対し

て効果の期待できるものであること。 

※４ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対す

るリハビリテーションに関する研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーシ

ョンに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効

果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリテーシ

ョンを実施するためにふさわしいと認められるものであること。 

※５ 当該リハビリテーションにあっては、１人の医師又は理学療法士等が１人の利用者に対して

個別に行った場合にのみ算定する。 

※６ 当該加算は、利用者に対して２０分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定する

ものであり、時間が２０分に満たない場合は、算定を行わないものとする。 

※７ 当該リハビリテーションの対象となる利用者はＭＭＳＥ（MiniMental State Examination）

又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）において概ね５点～２５点に相当する者

とする。 

※８ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等）は利用

者毎に保管されること。 

※９ 短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテ

ーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。 

※１０ 当該リハビリテーション加算は、当該利用者が過去３月の間に、当該リハビリテーショ

ン加算を算定していない場合に限り算定できることとする。なお、指定通所リハビリテーション

の利用を終了する日の属する月にあっては、１月に８回以上通所していないためにリハビリテー

ションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算定することができることと

する。 

 
（６）若年性認知症利用者受入加算 

［通所リハビリテーション］ 
若年性認知症利用者ケア加算      ⇒ 
  ６０単位／日 
［介護予防通所リハビリテーション］      

 
若年性認知症受入加算（要件見直し） 
 ６０単位／日 
 
若年性認知症受入加算（新規） 
 ２４０単位／月 

 
 

※算定要件 
①若年性認知症利用者（日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を

必要とする認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活

に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態）によって要介護又は要支援と

なった者）に対してサービス提供を行った場合。 
 
⇒ （介護予防）通所介護の「若年性認知症利用者受入加算」参照。 
 
 
 
 
 
（７）栄養改善加算 
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［通所リハビリテーション］ 
栄養マネジメント加算         ⇒ 
  １００単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
［介護予防通所リハビリテーション］  
栄養マネジメント加算         ⇒ 
  １００単位／月 

 
栄養改善加算（要件の見直し） 
 １５０単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
 
栄養改善加算（要件の見直し） 
 １５０単位／月 

 
⇒ （介護予防）通所介護の「栄養改善加算」参照。 
 
（８）口腔機能向上加算 

 ［通所リハビリテーション］ 
口腔機能向上加算         ⇒ 
  １００単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
［介護予防通所リハビリテーション］  
口腔機能向上加算         ⇒ 
  １００単位／月 

 
口腔機能向上加算（要件の見直し） 
 １５０単位／日 
（3ヶ月以内に 1月 2回を限度） 
 
口腔機能向上加算（要件の見直し） 
 １５０単位／月 

 

 
⇒ （介護予防）通所介護の「口腔機能向上加算」参照。 
 
（９）事業所評価加算（介護予防通所リハビリテーション） 
事業所評価加算  １００単位／月（算定要件の見直し） 

 

※算定要件 
 
要支援度の維持者数   ＋   改善者数×２                  
評価対象期間内（前年 1月～12月）に運動器機能向上、栄養改善又は口腔機能向上    ≧０．７ 
サービスを 3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けたものの数 

 
 
基準改定 

Ⅰ．医療保険において、脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを

算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「み

なし指定」を行う。 

Ⅱ．理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員（以下「ＰＴ等」とい

う。）の配置に関する規定を以下のように改める。 

① 利用者が１０人までは 1 人とし、１０人を超える場合は、常勤換算方法で１０：１以上確

保されていること。 

② そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、常勤換算方法で、利用者が１００人又はその端数を増すごとに１人以上確

保されること。 

＜指定通所リハビリテーションが診療所である場合＞ 

① 利用者が１０人までは 1 人とし、１０人を超える場合は、常勤換算方法で１０：１以上確
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保されていること。 

② そのうち、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに１年以上従

事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、０．１人以上確保されること。 

※ 介護予防通所リハビリテーションについても同様の改正を行う。 

 
 

７ 短期入所生活介護、短期入所療養介護 

（１）基本報酬（短期入所療養介護） 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（変更） 
         ３時間以上４時間未満 1,650単位／日 
760単位／日 ⇒ ４時間以上６時間未満 1,900単位／日 
         ６時間以上８時間未満 1,250単位／日 

［留意事項］ 
※１ 特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費及び特定認知症疾

患型短期入所療養介護費についても同様。 

 
（２）看護体制加算（短期入所生活介護） 

看護体制加算（Ⅰ） ⇒ ４単位／日 
看護体制加算（Ⅱ） ⇒ ８単位／日 

 

※算定要件：看護体制加算（Ⅰ） 
①指定短期入所生活介護事業所において、常勤の看護師を１名以上配置していること。 
※算定要件：看護体制加算（Ⅱ） 
①看護職員を常勤換算方法で入所者数が 25又はその端数を増すごとに１名以上配置していること（特別養護老
人ホームの場合は当該特別養護老人ホームの看護師の数が常勤換算方法で指定短期入所生活介護及び特別養

護老人ホームの利用者の合計が２５又はその端数を増すごとに 1 名以上であり、かつ、特別養護老人ホーム
に置くべき看護職員に１を加えた数以上配置していること） 
②当該事業所の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時
間の連絡体制を確保していること。 

 
［留意事項］ 
※１ 併設施設については、本体施設における看護職員の配置とは別に必要な看護職員の配置を

行う必要がある。具体的には以下のとおり。 

 イ 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設における看護師の配置に関わらず、指定短期入

所生活介護事業所として別に 1名以上の常勤の看護師の配置を行った場合に算定が可能である。 

 ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、本体施設における看護職員の配置に関わらず、看護職員

の指定短期入所生活介護事業所（特別養護老人ホームの空床利用の場合を除く。）における勤務時

間を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（1 週間に勤務すべき時間数が３２時

間を下回る場合には３２時間を基本とする。）で除した数が、利用者の数が２５又はその端数を増

すごとに 1 以上となる場合に算定が可能である。なお、本体施設と併設のショートステイを兼務

している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該

職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそ

れぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏ

ｌ．１）問７８より） 

※２ 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、看護

体制加算の算定は本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行うものとすること。具体的に
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は以下のとおり。 

イ 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設に常勤の看護師を 1 名配置している場合は、空床

利用の指定短期入所生活介護についても、算定が可能である。 

ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、指定介護老人福祉施設の入所者数と空床利用の指定短期入

所生活介護の利用者数を合算した数が２５又はその端数を増すごとに 1 以上、かつ、当該合算し

た数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる看護師の数に 1 を加えた

数以上の看護職員を配置している場合に算定が可能となる。 

※３ なお、併設施設又は特別養護老人ホームの空床利用のいずれであっても、看護体制加算（Ⅰ）

及び（Ⅱ）を同時に算定することは可能であること。この場合にあっては、看護体制加算（Ⅰ）

において加算の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算（Ⅱ）における看護職員の配

置数の計算に含めることが可能である。 

※４ 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算（Ⅰ）を算定する場合、本体施設

とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショ

ートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障がない範囲で本体施設

における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショート

ステイの業務に従事する場合も同じ。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問７９より） 

※５ 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算（Ⅱ）については、当該機能訓練指導

員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務にかかる勤務時間を常勤換算

の看護職員数の中に含めることは可能である。看護体制加算（Ⅰ）については、看護職員として

の業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。（平成２１年

４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問８３より） 

※６ 定員超過又は人員欠如減算の期間中は算定できない。 

 
（３）夜勤職員配置加算 

＜短期入所生活介護＞ 
夜勤職員配置加算（Ⅰ）   ⇒ 13単位／日 
夜勤職員配置加算（Ⅱ）   ⇒ 18単位／日 
＜短期入所療養介護（介護老人保健施設）＞※介護予防も同様 
夜勤職員配置加算      ⇒ 24単位／日 

 

※算定要件：夜勤職員配置加算（Ⅰ） 
①夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ（１）又はロ（１）に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職

員の数に１を加えた数以上であること。 
イ（１）単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 
 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）の数が次のとおりであるこ

と。 
 
（一）利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、１以上 
（二）利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、２以上 
（三）利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、３以上 
（四）利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、４以上 
（五）利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、４に利用者の数が百を超えて二十五

又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 
 
ロ（１）併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 
（一）当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第１２１条第２項の規定の適用を受ける特別

養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 
 
a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特
別養護老人ホームにあっては、１以上 
b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以
下の特別養護老人ホームにあっては、２以上 
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c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十
以下の特別養護老人ホームにあっては、３以上 
d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以
下の特別養護老人ホームにあっては、４以上 
e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別
養護老人ホームにあっては、４に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者

の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 
 
※算定要件：夜勤職員配置加算（Ⅱ） 
①夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ（２）又はロ（２）に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職

員の数に一を加えた数以上であること。 
イ（２）単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 
 二のユニット（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十

七号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第１４０条の２に規定するユニットをいう。ロにおいて同じ。）

ごとに夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が１以上であること。 
 
ロ（２）併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 
 二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。 
 
※算定要件：夜勤配置加算（介護老人保健施設） 
①夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次の基準に適合してること。 
（一）利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すご

とに一以上であり、かつ二を超えていること。 
（二）利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごと

に一以上であり、かつ一を超えていること。 
 
［留意事項］：短期入所生活介護 
※１ 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤職員数は、歴月ごとに

夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前 5時までの時間を含めた連続する 16時間をいう。）にお
ける延夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点

第３位以下は切り捨てるものとする。 
※２ 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホームの空床において指

定短期入所生活介護を行う場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と本体施設である

指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とし

た場合に必要となる夜勤職員の数を 1以上上回って配置した場合に加算を行う。 
※３ 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所においては、当該事業所のユニット部分とそ

れ以外の部分のそれぞれについて区別して加算の算定の可否を判断することとし、ユニット部分

において加算の算定基準を満たした場合にはユニット部分の利用者について夜勤職員配置加算

（Ⅱ）を、ユニット部分以外の部分において加算の算定基準を満たした場合には当該部分の利用

者について夜勤職員配置加算（Ⅰ）を、それぞれ算定することとする。 
※４ ユニット型指定短期入所生活介護事業所及び一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所

のユニット部分にあっては、増配した夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する

必要はないものとすること。 
 
［留意事項］：短期入所療養介護（介護老人保健施設） 
※１ 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤職員数は、歴月ごとに

夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前 5時までの時間を含めた連続する 16時間をいう。）にお
ける延夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点

第３位以下は切り捨てるものとする。 
※２ 一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の夜勤職員配置加算の基準については、当該

事業所のユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。 
 
［留意事項］共通 
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※１ 本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時

間帯を含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した

夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜

勤時間数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として例えば「22
時から翌日 14時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定
は、例えば「１７時から翌朝 9時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本と
しつつ、勤務実態等からみて合理的と考えられる設定とすべきである。ただし、夜勤職員配置の

最低基準が 1人以上とされている入所者が 25人以下の施設については、いわゆる「1人夜勤」の
負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する（夜勤職員を 2 人以上とする）
ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．

１）問９０より） 
※２ 通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。

ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場

合についてまで含めることは認められない。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問９

１より） 
 
 
（４）認知症行動・心理症状緊急対応加算 
認知性行動・心理症状緊急対応加算    ⇒  200単位／日（入所から７日を上限） 
※算定要件 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指

すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所生活介護（又は短期入所療養介護）

が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族

の同意の上、指定短期入所生活介護（又は短期入所療養介護）の利用を開始した場合に算定することができる。本

加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、短期入

所生活介護（又は短期入所療養介護）ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、

速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要があ

る。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護（又は短期入所療養介護）の利用を開始した場合には、当該加算は算

定できないものであること。 

a 病院又は診療所に入院中の者 

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、

短期入所療養介護及び短期利用共同生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、

日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入

れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後八日目以降の短期入所生活介護（又は短期入所

療養介護）の利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

 
［留意事項］ 
※１ 緊急短期入所ネットワーク加算は、地域のショートステイ事業者がネットワークを組み、

空床情報の共有を図るための体制整備に対する評価であり、認知症行動・心理症状緊急対応加算

は受け入れの手間に対する評価であることから併算定は可能である。（平成２１年４月改定関係Ｑ

＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問１０９より） 
※２ 入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、当初の入所予定期

間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から 7日間以内で算定できる。（平成２
１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問１１０より） 
※３ 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は、本加

算制度は予定外で緊急入所した場合の受け入れの手間を評価するものであることから、予定通り

の入所は対象とならない。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問１１１より） 
 



 

26 

（５）若年性認知症利用者受入加算 
若年性認知症入所者受入加算    ⇒  120単位／日 

 

※算定要件 
①若年性認知症利用者（日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を

必要とする認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活

に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態）によって要介護又は要支援とな

った者）に対してサービス提供を行った場合。  
 
［留意事項］ 
※１ 当該加算の算定にあたっては、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当を定め、

その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 
※２ 認知症行動・心理症状加算を算定している場合には算定できない。 
※３ 当該加算の対象となった利用者については、６５歳の誕生日の前々日までは加算の対象と

なる。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問１０１より） 
 
（６）個別リハビリテーション実施加算（短期入所療養介護・介護老人保健施設） 
個別リハビリテーション実施加算 ⇒ 240単位／日 

 

※算定要件 
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、１日 20分以上の個別リハビリテーションを行った場合 

 
（７）緊急短期入所ネットワーク加算 

短期入所療養介護＜算定要件＞ 
連携している施設の利用定員等の合計が 100以上 
               ⇒ 連携している施設の利用定員等の合計が 30以上 
短期入所生活介護＜算定要件＞ 
連携している施設の利用定員等の合計が 100以上 ⇒ 変更なし 

 
 

※算定要件 
①介護を行う者が疾病にかかっていることその他のやむを得ない理由により、介護を受けることができない者

に対して行うもので以下の要件に該当する場合。 
イ 他の指定短期入所生活介護事業者等と連携し、緊急に指定短期入所サービス（指定短期入所生活介護及び

指定短期入所療養介護をいう）を受ける必要がある利用者に対応するための体制を具備していること 
ロ サービスの質の確保のためにしてい居宅介護支援事業者等を通じて利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握していること。 
 
［留意事項］ 
※１ 緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療

養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に

緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。 
ア 連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して短期入所生活介護にあっては１００以上、

短期入所療養介護にあっては３０以上を確保すること。 
a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生
活介護事業所の利用定員 
ｂ指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所（入院）者に利用

されていない居室（病床）を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を

行っている場合は、前年度の 1日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用
者数 
イ 連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化

していること。 
ウ 緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、２４時間相談可能な体制

を確保していること（夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保している
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こととする） 
エ 緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対

応などの事項を記録しておくこと。 
オ 連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報共有、緊急対応に関する事例検討などを行う

機会を定期的に設けること。 
※２ 緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として 7 日以内とし、その間に緊
急受け入れ後に適切な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業者

と密接な連携を行い、相談すること。ただし、7 日以内に適切な方策が立てられない場合は、そ
の状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。 
 
 

８ （介護予防）特定施設入居者生活介護 

＜加算＞ 

（１）医療機関連携加算 

医療機関連携加算 ⇒ 80単位／月 
 

※算定要件 
看護職員が利用者ごとに健康の状況を継続的に記録するとともに、当該利用者の同意を得て、協力医療機関又

は当該利用者の主治医に対して、看護職員が当該利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場

合 
［留意事項］ 

※１ 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下「協力医療機関等」という。）に情報を

提供した日（以下「情報提供日」という。）前３０日以内において、特定施設入居者生活介護を算

定した日が 14日未満である場合には、算定できないものとする。 

※２ 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 

※３ 当該加算を算定するに当っては、あらかじめ、指定特定施設入居者生活介護事業者と協力

医療機関等で、情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供する情報の

内容についても定めておくこと。なお、必要に応じてこれら以外の情報を提供することを妨げる

ものではない。 

※４ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基

準第１８６条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。 

※５ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含む。）または電子メー

ルにより行うことも可能とするが、協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療

機関の医師または利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得る

こと。この場合において、複数の利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認

を得ても差し支えない。 
 

（２）障害者等支援加算 

障害者等支援加算 ⇒ 20単位／日 
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※算定要件 
養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設において、精神上の障害等により特に支援を必要とする者

に対して基本サービスを行った場合 
 

９ 居宅介護支援、介護予防支援 

報酬改定＜基本報酬＞ 

居宅介護支援費（Ⅰ）＜取扱件数が 40件未満の場合＞（現行どおり） 
 要介護１・２    1,000単位／月 
 要介護３・４・５  1,300単位／月 

 

居宅介護支援費（Ⅱ）＜取扱件数が 40件以上 60件未満の場合＞ 
 要介護１・２   600単位／月   要介護１・２   500単位／月 
 要介護３・４・５ 780単位／月 ⇒ 要介護３・４・５ 650単位／月 
 （全ケースに適用）         （40件以上 60件未満の部分のみ適用） 
                   ※40件未満の部分は居宅介護支援費(Ⅰ)を適用 

 

居宅介護支援費（Ⅲ）＜取扱件数が 60件以上の場合＞ 
 要介護１・２   400単位／月   要介護１・２   300単位／月 
 要介護３・４・５ 520単位／月 ⇒ 要介護３・４・５ 390単位／月 
 （全ケースに適用）         （40件以上の部分のみ適用） 
                   ※40件未満の部分は居宅介護支援費(Ⅰ)を適用 

［留意事項］ 

※１ 介護予防サービス計画の委託を受けている場合は、介護予防サービス計画を居宅サービス

計画に優先して割り当てる。 

※２ 居宅サービス計画については、契約日の古いものから割り当てる。 

※３ 契約日が同一の場合は、報酬単価の高い順（要介護３～５→要介護１～２）に割り当てる。 

 
＜加算＞ 

（１）特定事業所加算 

特定事業所加算 500単位／月 ⇒ 特定事業所加算（Ⅰ） 500単位／月 
特定事業所加算（Ⅱ） 300単位／月 

 

※算定要件 
【特定事業所加算（Ⅰ）】 
①主任介護支援専門員を配置していること。 
②常勤かつ専従の介護支援専門員を３名以上配置していること。 
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算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護３～要介護５である者の割合が５割以上であること。 
⑤24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。 
⑥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。 
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、居宅介護支援を提供しているこ

と。 
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介護支援専門員１人当たりの利用者の平均件数が 40件以上でないこと。 
【特定事業所加算（Ⅱ）】 
特定事業所加算（Ⅰ）の③、⑤、⑨及び⑩を満たすこと、主任介護支援専門員等を配置していること並びに常

勤かつ専従の介護支援専門員を２名以上配置していること。 
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［留意事項］ 
※１ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）の算定はいずれか一方に限る。 
※２ 特定事業所加算（Ⅱ）についてのみ、平成２１年度中に主任介護支援専門員の受講見込み

者を含めて算定することができる。 
※３ 平成２１年度中に主任介護支援専門員の受講見込み者がいる場合において、特定事業所加

算（Ⅱ）が算定できる時期は、当該受講見込み者が主任介護支援専門員研修の受講要件を満たし、

給付管理を行った月から算定できる。受講要件を満たしておらず、あるいは受講見込み者が受講

要件を満たしていても給付管理を行っていない場合は算定できない。（平成２１年４月改定関係Ｑ

＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問６３より） 
※４ 主任介護支援専門員及び常勤の介護支援専門員は管理者と兼務することができる。 
 
（２）医療連携加算 

 医療連携加算 ⇒ 150単位／月（利用者１人につき１回を限度） 
 

※算定要件 
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、利用者に関する必要な情報を

提供した場合 
 
［留意事項］ 
※１ 対象となる利用者は要介護者に限る。 
※２ 利用者が入院日の前に介護保険サービスの利用実績がない期間があった場合は、介護保険

サービスを利用していた月の翌月の１０日（サービス利用実績があった月の介護給付費等の請求

日）までに医療機関に対する必要な情報提供を行った場合のみ算定できる。（平成２１年４月改定

関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問６４より） 
 
（３）退院・退所加算 
退院・退所加算（Ⅰ） ⇒ 400単位／月 
退院・退所加算（Ⅱ） ⇒ 600単位／月 

 

※算定要件 
【退院・退所加算（Ⅰ）】 
入院期間又は入所期間が 30日以下の場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、
利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合 
【退院・退所加算（Ⅱ）】 
入院期間又は入所期間が 30日を超える場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、
利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合 

 
［留意事項］ 
※１ 初回加算を算定する場合は、算定できない。 
※２ 対象となる利用者は、退院・退所後に居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場

合であり、要介護者に限る。 
※３ 退院・退所加算は、利用者が退院・退所し、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用

開始月に算定する。ただし、退院・退所日が属する日の翌月末までにサービスが提供されなかっ

た場合は算定できない。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問６５，６６より） 
※４ 指定地域密着型介護福祉施設に入所していた利用者については、当該施設で在宅・入所相

互利用加算を算定している場合は、退院・退所加算は算定できない。 
※５ 指定介護老人福祉施設に入所していた利用者については、当該施設で在宅・入所相互利用

加算を算定している場合は、退院・退所加算は算定できない。 
 
（４）認知症加算 

認知症加算 ⇒ 150単位／月 
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※算定要件 
日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症（脳

血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にま

で記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合。 
 
［留意事項］ 
※１ 対象となる利用者は、要介護者に限る。 
※２ 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必

要とする認知症の利用者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう。 
※３ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定方法について 
①日常生活自立度の決定にあたっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下「判定結果」と

いう。）を用いるものとする。 
②①の判定結果は、判定した医師名、判定日とともに、居宅サービス計画又は各サービスのサー

ビス計画に記載するものとする。また主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成

18年 3月 17日老発第０３１７００１号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した
同通知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３、心身の状態に関する

意見（１）日常生活自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものと

する。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 
③医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意を得られていない場合を含

む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２

（４）認定調査員」に規定する「認定調査票（基本調査）」９の「認知症高齢者の日常生活自立度」

欄の記載を用いるものとする。 
※４ 「日常生活自立度」の記録は、主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス

計画等と一体して保存し、その他の場合には、主治医との面談等の内容を支援経過等に記録して

おく。また、日常生活自立度に変更があった場合には、サービス担当者会議等を通じて、利用者

に関する情報共有を行う。 
 
（５）独居高齢者加算 
独居高齢者加算 ⇒ 150単位／月                             
 
※算定要件 
 独居の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合。 
 なお、算定にあたっては、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申し立てがあった場合

であって、①又は②のいずれかの場合であること。 
①当該利用者が住民票上でも単独世帯であることの確認を行っている場合。 
②住民票による確認を行うことについて利用者の同意が得られなかった場合又は住民票においては単独世帯で

はなかった場合であっても、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場

合。 
 
［留意事項］ 
※１ 対象となる利用者は要介護者に限る。 
※２ 住民票の取得にあたっての費用については、事業所の負担となる。 
※３ 介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められた場合には、

そのアセスメントの結果を居宅サービス計画等に記載する。また少なくとも月に 1回、利用者の
居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記載

すること。 
※４ 住民票上単身世帯であっても、介護支援専門員のアセスメント、モニタリング等の実施を

踏まえた上で、独居高齢者に該当するかどうかを判断する。（平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖ

ｏｌ．１）問６８より） 
 
（６）小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 ⇒ 300単位 
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※算定要件 
 利用者が指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作

成に協力した場合 
 ただし、利用開始日前 6 ヶ月以内において、当該利用者が当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用に
ついて本加算を算定している場合は算定しない。 
［留意事項］ 
※１ 小規模多機能型居宅介護事業所への必要な情報提供にあたっては、介護支援専門員が当該

事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行う場合に算定できる。 
※２ 当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定できる。

（結果としてサービス提供が開始されなかった場合は算定できない） 
 
（７）初回加算 

 初回加算 250単位／月 ⇒ 300単位／月 
 
※算定要件 
①新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合。 
②要介護状態区分が 2区分以上変更された利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合。  

 
［留意事項］ 
※１ 「新規に居宅サービス計画を作成する」とは、契約の有無に関わらず、当該利用者につい

て過去２ヶ月以上、当該指定居宅介護支援事業所において居宅介護支援を行っておらず、居宅介

護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画又は介護予防サービス

計画を作成した場合をいう。 
 
 
１０ 介護老人福祉施設 

報酬改定 

外泊時費用 320単位／日 ⇒ 246単位／日 
※算定要件 
①入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合に算定さ

れる。 
②ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。 
注 算定日数に係る要件（１月に６日を限度）については、変更しない。 

 
 
＜加算＞ 

（１）日常生活継続支援加算 

 日常生活継続支援加算 ⇒ 22単位／日 
 

※算定要件 
次のいずれにも該当する場合 
①入所者のうち、要介護４～５の割合が 65％以上又は認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 60％以上であるこ
と。 
②介護福祉士を入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以上配置していること。 
 

［留意事項］ 

※１ 日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認知症の入所者が多くを占める施設に

おいて、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保

持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価するものである。 

※２ 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要
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とする認知症の入所者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者をいう。 

※３ 要介護４又は５の者の割合及び、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が

認められることから介護を必要とする認知症の入所者の割合については、届出日の属する月の前

３月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降にお

いても、毎月において直近３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要で

ある。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、

直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。 

※４ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数につい

ては、第２の１(5)②を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の

前３月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすもの

でなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近３月間の介護

福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなくなった場

合は、直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。なお、介護福祉

士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

※５ 当該加算を算定する場合にあっては、サービス提供体制強化加算は算定できない。 

 

（２）夜勤職員配置加算 

夜勤職員配置加算 
定員 31～50人の施設      ⇒ 22単位／日 
定員 30人又は 51人以上の施設 ⇒ 13単位／日 
（ユニット型施設には５単位／日を上乗せ） 

 

※算定要件 
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を１人以上上回っていること。 

 
［留意事項］ 
※１ 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜

勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間をいう。）にお

ける延夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点

第３位以下は切り捨てるものとする。 

※２ 一部ユニット型指定介護老人福祉施設においては、当該施設のユニット部分とそれ以外の部

分のそれぞれについて区別して加算の算定の可否を判断することとし、ユニット部分において加

算の算定基準を満たした場合にはユニット部分の入所者について夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ又は

ロを、ユニット部分以外の部分において加算の算定基準を満たした場合には当該部分の入所者に

ついて夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ又はロを、それぞれ算定することとする。 

※３ 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床におい

て指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定

介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場

合に必要となる夜勤職員の数を１以上上回って配置した場合に、加算を行う。 

※４ ユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部

分にあっては、増配した夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必要はないも

のとすること。 
 

（３）看護体制加算 

看護体制加算（Ⅰ） 定員 31～50人の施設      ⇒  ６単位／日 
          定員 30人又は 51人以上の施設 ⇒  ４単位／日 
看護体制加算（Ⅱ） 定員 31～50人の施設      ⇒ 13単位／日 
          定員 30人又は 51人以上の施設 ⇒  ８単位／日 
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※算定要件 
看護体制加算（Ⅰ） 
常勤の看護師を１名以上配置していること。 
看護体制加算（Ⅱ） 
①看護職員を常勤換算方法で入所者数が 25又はその端数を増すごとに 1名以上配置していること。 
②最低基準を１人以上上回って看護職員を配置していること。 
③当該施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間
の連絡体制を確保していること。 

 
［留意事項］ 
※１ 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定短期入所生活介護事業所とは別

に、必要な数の看護職員を配置する必要がある。 

※２ 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、

指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」

として取り扱い、一体的に加算を行うこと。 

※３ 看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加算(Ⅰ)ロ及び看護体制加算

(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあっては、看護体制加算(Ⅰ)

イ又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算(Ⅱ)イ又はロにおけ

る看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。 

※４ 「２４時間の連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間において

も施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうもので

ある。具体的には、 

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オ

ンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。 

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員によ

る入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされ

ていること。 

ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容が周知されていること。 

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により入所者

の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。 

といった体制を整備することを想定している。 

 
（４）看取り介護加算 
看取り介護加算（Ⅰ）160単位 
看取り介護加算（Ⅱ）80単位 
           ⇒ 看取り介護加算  1,680単位／日（死亡日以前４～30日） 
                      1,680単位／日（死亡日の前日・前々日） 
                      1,280単位／日（死亡日） 

 
 

※算定要件 
＜施設基準＞ 
①常勤の看護師を１名以上配置し、当該施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの

看護職員との連携により、２４時間の連絡体制を確保していること。 
②看取りに関する指針を定め、入所者又はその家族に説明し、同意を得ていること。 
③看取りに関する職員研修を行っていること。 
④看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。 
 
＜入所者＞ 
①医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みが無いと診断した者。 
②入所者又はその家族等の同意を得て利用者の介護にかかる計画が作成されていること。 
③医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時説明を行い、同意を得て

介護が行われていること。 
※１ 死亡日以前 30日を上限。退所日の翌日から死亡日までの間は算定しない。 
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（５）常勤の医師の配置 

常勤の医師の配置 20単位／日 ⇒ 25単位／日 
 

※算定要件 
・専ら職務に従事する常勤の医師を１名以上配置している場合。 
・入所者の数が１００を超える場合は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を１名以

上配置し、かつ、医師を常勤換算方法で入所者の数を１００で除した数以上配置しているもの。 
 
 
（６）サービス提供体制強化加算 
⇒ Ｐ１参照のこと。 
※当該加算を算定する場合は、日常生活継続支援加算を算定できない。 
 
 
（７）若年性認知症入所者受入加算 
若年性認知症入所者受入加算    ⇒  120単位／日 

 
※算定要件 
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 
 
（８）認知症専門ケア加算 
認知症専門ケア加算（Ⅰ） ⇒ ３単位／日 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ⇒ ４単位／日 

 

※算定要件 
次の要件を満たす施設内の認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者１人１日当たりにつき、上記単位のいずれかを加

算 
【認知症専門ケア加算Ⅰ】 
①認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入所者の１／２以上。 
②認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が２０人未満の場合は１名以上配

置し、２０人以上の場合は１０又はその端数を増すごとに１名以上を配置。 
③職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施。 
【認知症専門ケア加算Ⅱ】 
①認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置（認知症日常生

活自立度Ⅲ以上の者が１０人未満の場合は実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一人で可）。 
②介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、実施。 

［留意事項］ 

※１ 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しく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」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すものと

する。 

※２ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

（平成１８年３月３１日老発第０３３１０１０号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実

践者等養成事業の円滑な運営について」（平成１８年３月３１日老計第０３３１００７号厚生労

働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 

※３ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施につ

いて」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導

者研修」を指すものとする。 

 
（９）栄養マネジメント加算 
栄養マネジメント加算 12単位／日 ⇒ 14単位／日 
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※算定要件 
①常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。 
②入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成しているこ

と。 
③入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録してい

ること。 
④入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 
⑤別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人福祉施設であること。 
 

（１０）口腔機能維持管理加算 
口腔機能維持管理加算 ⇒ 30単位／月 

 

※算定要件 
①介護老人福祉施設であり、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が当該施設の介護職員に対して、

入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っていること。 
②当該施設において、入所者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成されており、①に掲げる歯科医師又は

歯科衛生士がその計画の作成にあたり助言及び指導を行っていること。 
［留意事項］ 

※１ 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態の評価

方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、

その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれか

に係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画をいうもの

ではない。 

※２ 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 

イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該施設における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ 歯科医師の指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行

った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

※３ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であ

っても口腔機能維持管理加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び

指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うにあた

っては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

 

 
１１ 介護老人保健施設 

報酬改定 

１．介護老人保健施設（介護療養型老人保健施設を含む。） 

＜基本報酬＞ 

 外泊時費用 444単位／日 ⇒ 362単位／日 
※算定日数に係る要件（１月に６日を限度）については、変更しない。 

 
＜加算＞ 

（１）夜勤職員配置加算 

 夜勤職員配置加算 ⇒ 24単位／日 
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※算定要件 
【41床以上の場合】 
①入所者の数が 20又はその端数を増すごとに１以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置しているこ
と。 
②２名を超えて配置していること。 
【41床未満の場合】 
①入所者の数が 20又はその端数を増すごとに１以上の数の夜勤を行う介護職員・看護職員を配置しているこ
と。 
②１名を超えて配置していること。 

［留意事項］ 

※１ 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜

勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間をいう。）にお

ける延夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点

第３位以下は切り捨てるものとする。 

※２ 一部ユニット型介護老人保健施設の夜勤職員配置加算の基準については、当該事業所のユ

ニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。 

※３ 認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の場合にあっては、夜勤職員配置加算の基

準は、認知症専門棟とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。 

 
 
（２）ターミナルケア加算 
ターミナルケア加算：介護老人保健施設（介護療養型老人保健施設を除く。）（新規） 
死亡日以前 15～30日  200単位／日 
死亡日以前 14日まで  315単位／日 

 

※算定要件 
入所者が次のいずれにも該当する場合 
①医師が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。 
②入所者又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること。 
③医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時説明を行い、同意を得て

ターミナルケアが行われていること。 
※退所日の翌日から死亡日までの間は算定しない。 
 
ターミナルケア加算：介護療養型老人保健施設（変更） 

240単位／日 ⇒ 死亡日以前 15～30日 200単位／日 
         死亡日以前 14日まで 315単位／日 

※当該施設又は当該入所者の居宅において死亡した場合に限る。 
 
［留意事項］ 

※１ ターミナルケア加算は、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

いと診断した入所者について、本人及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、

随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重した看

取りができるよう支援することを主眼として設けたものである。 

※２ ターミナルケア加算は、２３号告示第四十三号に定める基準に適合するターミナルケアを受

けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて３０日を上限として、老人保健施設において行っ

たターミナルケアを評価するものである。死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻

った場合には、当該施設においてターミナルケアを直接行っていない退所した日の翌日から死亡

日までの間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期

間が３０日以上あった場合には、ターミナルケア加算を算定することはできない。）ただし、介

護保健施設サービス費(Ⅱ) 又は介護保健施設サービス費(Ⅲ)を算定している場合にあっては、入

所している施設または当該入所者の居宅において死亡した場合のみ算定が可能であり、他の医療

機関等で死亡した場合にあっては、退所日以前も含め、算定できないものである。 

※３ 老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、ターミナルケ

ア加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、当該施設に入所していない
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月についても自己負担を請求されることになるため、入所者が退所する際、退所の翌月に亡くな

った場合に、前月分のターミナルケア加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、

文書にて同意を得ておくことが必要である。 

※４ 老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指導等を行うことが必要であり、

入所者の家族等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認することが可能である。 

※５ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単

位数を算定するかどうかによる。したがって、入所者が外泊した場合（外泊加算を算定した場合

を除く。）には、当該外泊期間が死亡日以前３０日の範囲内であれば、当該外泊期間を除いた期

間について、ターミナルケア加算の算定が可能である。 

※６ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、そ

の説明日時、内容等を記録するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。また、

本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合も、

医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対するターミナルケアに 

ついて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合には、ターミナルケア加

算の算定は可能である。この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保される

よう、職員間の相談日時、内容等を記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにも

かかわらず来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。なお、家族が入所者の看取

りについてともに考えることは極めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな

かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながらターミナルケ

アを進めていくことが重要である。 

※７ ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族が個室でのターミナルケア

を希望する場合には、当該施設は、その意向に沿えるよう考慮すべきであること。 

 
（３）在宅復帰支援機能加算 

 在宅復帰支援機能加算 10単位／日 ⇒ 在宅復帰支援機能加算（Ⅰ）15単位／日 
 ※在宅復帰率が 50％以上        ※在宅復帰率が 50％以上 
                    在宅復帰支援機能加算（Ⅱ）５単位／日 
                     ※在宅復帰率が 30％以上 

※在宅復帰支援機能加算（Ⅰ）を算定している場合、在宅復帰支援機能加算（Ⅱ）は算定するこ

とができない。 
 
 
（４）短期集中リハビリテーション実施加算 

短期集中リハビリテーション実施加算 60単位／日 ⇒ 240単位／日 
［留意事項］ 

※１ 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、１週につ

き概ね３日以上実施する場合をいう。 

※２ 当該加算は、当該入所者が過去３月間の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない

場合に限り算定できることとする。 

 
 
（５）試行的退所サービス費 

 試行的退所サービス費       退所時指導加算 
  ８００単位／日     ⇒    ４００単位 
 （１月に６日を限度）       （１月に１日を限度） 

※試行的退所サービス費の算定実績等を踏まえ、退所時指導加算の一部（退所が見込まれる入所

者を試行的に退所させる場合）として算定することとする。 
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（６）認知症短期集中リハビリテーション実施加算 
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 
 
    ６０単位／日     ⇒    ２４０単位／日 
※対象者を軽度の認知症だけでなく中重度にも拡大。 

［留意事項］ 

※１ 認知症短期集中リハビリテーションは、軽度の認知症入所者の在宅復帰を目的として行うも

のであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週３日、実施するこ

とを標準とする。 

※２ 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハ

ビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機能

の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、

リハビリテーションマネジメントにおいて作成したリハビリテーション実施計画に基づき、医師

又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）

が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるも

のである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対し

て効果の期待できるものであること。 

※３ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対す

るリハビリテーションに関する研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーシ

ョンに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の

効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリテー

ションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。 

※４ 当該リハビリテーションにあっては、１人の医師又は理学療法士等が１人の利用者に対して

行った場合にのみ算定する。 

※５ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に２０分以上当該リハビリテーション

を実施した場合に算定するものであり、時間が２０分に満たない場合は、介護保健施設サービス

費に含まれる。 

※６ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はＭＭＳＥ（MiniMental State Examination）

又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）において概ね５点～２５点に相当する者

とする。 

※７ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等）は利用

者毎に保管されること。 

※８ 注５の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハ

ビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。 

※９ 当該リハビリテーション加算は、当該入所者が過去３月の間に、当該リハビリテーション加

算を算定していない場合に限り算定できることとする。 
 

 

（７）若年性認知症利用者受入加算 
若年性認知症利用者受入加算    ⇒  120単位／日 

 
※算定要件 
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 
 
（８）認知症専門ケア加算 
認知症専門ケア加算（Ⅰ） ⇒ ３単位／日 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ⇒ ４単位／日 

 

※算定要件 
次の要件を満たす施設内の認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者１人１日当たりにつき、上記単位のいずれかを加

算 
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【認知症専門ケア加算Ⅰ】 
①認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入所者の１／２以上。 
②認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が２０人未満の場合は１名以上配

置し、２０人以上の場合は１０又はその端数を増すごとに１名以上を配置。 
③職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施。 
【認知症専門ケア加算Ⅱ】 
①認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置（認知症日常生

活自立度Ⅲ以上の者が１０人未満の場合は実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一人で可）。 
②介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、実施。 

 
⇒ 介護老人福祉施設「認知症専門ケア加算」も参照のこと。 
 
（９）認知症情報提供加算 
認知症情報提供加算 ⇒ 350単位／回 

 

※算定要件 
 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者

であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、

当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、認知症疾患医療センターや認知症の鑑別診断等に係る専門医療機

関に当該入所者の紹介を行った場合に加算する。 
 
※入所者１人につき入所期間中に１回を限度 

※当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関（認知症疾患医療センター及びこれに類する保

険医療機関を除く。）に対する紹介を行った場合は算定しない。 
 

［留意事項］ 

※１ 「認知症の原因疾患に関する確定診断」とは、脳血管疾患、アルツハイマー病等、認知症の

原因疾患が特定されたことをいう。 

※２ 「認知症のおそれがある」とは、ＭＭＳＥ（Mini Mental StateExamination）において概ね

２３点以下、又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）において概ね２０点以下と

いった認知機能の低下を認め、これにより日常生活に支障が生じている状態をいう。 

※３ 「施設内での診断が困難」とは、介護老人保健施設の医師が、入所者の症状、施設の設備、

医師の専門分野等の状況から、当該施設内での認知症の鑑別診断等が困難であると判断した場合

を指すものである。 

※４ 「診療状況を示す文書」とは、入所者の症状経過、介護老人保健施設内で行った検査結果、

現在の処方等を示す文書をいう。 

※５ 「これに類する保険医療機関」とは、認知症疾患医療センターが一定程度整備されるまでの

間に限り、以下のいずれの要件も満たす保険医療機関をいう。 

イ 認知症疾患の鑑別診断等を主たる業務とした経験（１０年以上）を有する医師がいること。 

ロ コンピューター断層撮影装置（ＣＴ）及び磁気共鳴画像検査（ＭＲＩ）の両方を有する、又は

認知症疾患医療センターの運営事業実施要綱に定める要件を満たしており、かつ認知症疾患医療

センターに関する申請届出を都道府県若しくは政令指定都市にしている又は明らかに申請の意思

を示しかつ何らかの具体的な手続きを行っていると都道府県若しくは政令指定都市が認めるもの。 

ハ 併設の介護老人保健施設に認知症専門棟があること。 

※６ 「認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関」とは、認知症の鑑別診断、専門医療相談、合併

症対応、医療情報提供等を行うにつき必要な医師が配置され、十分な体制が整備されている保険

医療機関である。ここでいう必要な医師の配置とは、専任の認知症疾患の鑑別診断等の専門医療

を主たる業務とした１０年以上の臨床経験を有する医師が一名以上配置されていることをいい、

十分な体制とは、血液検査、尿一般検査、心電図検査、神経心理検査が実施できる体制を確保す

るとともに、神経画像検査の体制として、ＣＴ又はＭＲＩを有していることをいう。 

 

 

（１０）栄養マネジメント加算 
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栄養マネジメント加算 12単位／日 ⇒ 14単位／日 
 

※算定要件 
①常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。 
②入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成しているこ

と。 
③入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録してい

ること。 
④入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 
⑤別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。 
 

（１１）口腔機能維持管理加算 
口腔機能維持管理加算 ⇒ 30単位／月 

 

※算定要件 
①介護老人保健施設であり、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が当該施設の介護職員に対して、

入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っていること。 
②当該施設において、入所者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成されており、①に掲げる歯科医師又は

歯科衛生士がその計画の作成にあたり助言及び指導を行っていること。 
 

⇒ 介護老人福祉施設「口腔機能維持管理加算」も参照のこと。 
 

 

２．介護療養型老人保健施設 

＜基本報酬＞ 

 介護保健施設サービス費（Ⅱ） 
＜従来型個室＞        ＜従来型個室＞ 
 要介護１ 1,703単位／日   要介護１ 1,735単位／日 
 要介護２ 1,786単位／日   要介護２ 1,818単位／日 
 要介護３ 1,860単位／日 ⇒ 要介護３ 1,933単位／日 
 要介護４ 1,914単位／日   要介護４ 1,009単位／日 
 要介護５ 1,967単位／日   要介護５ 1,085単位／日 
＜多床室＞          ＜多床室＞ 
 要介護１ 1,782単位／日   要介護１ 1,814単位／日 
 要介護２ 1,865単位／日   要介護２ 1,897単位／日 
 要介護３ 1,939単位／日 ⇒ 要介護３ 1,012単位／日 
 要介護４ 1,993単位／日   要介護４ 1,088単位／日 
 要介護５ 1,046単位／日   要介護５ 1,164単位／日 

※介護保健施設サービス費（Ⅲ）及びユニット型についても、報酬上の評価を見直す。 
 
基準改定 

Ⅰ．常勤換算方法で、入所者の数を１００で除して得た数以上置かなければならないこととされ

ている「理学療法士又は作業療法士」について、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」

に改める。 

Ⅱ．支援相談員について、「入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上」から「１以

上（入所者の数が１００を超える場合にあっては、常勤の支援相談員１名に加え、常勤換算方

法で、１００を超える部分を１００で除して得た数以上）」に改める。 

１２ 介護療養型医療施設 
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報酬改定 

＜基本報酬＞ 

外泊時費用 444単位／日 ⇒ 362単位／日 
※１月に６日を限度とする。 
 
他科受診時費用 444単位／日 ⇒ 362単位／日 

※１月に４日を限度とする。 
 
＜加算＞ 

（１）夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算〔療養病床を有する病院〕 

夜間勤務等看護（Ⅲ） ⇒ 14単位／日 
 

※算定要件 
次のいずれにも該当する場合 
① 利用者等の数が 15又はその端数を増すごとに１以上の数の夜勤を行う看護職員・介護職員を配置してお
り、かつ、２以上であること。 
② 夜勤を行う看護職員の数が１以上であること。 
③ 夜勤を行う看護職員・介護職員の一人当たり月平均夜勤時間数が 72時間以下であること。 

※現行の夜間勤務等看護（Ⅲ）（7単位）は「夜間勤務等看護（Ⅳ）」に名称を変更。 
 
（２）サービス提供体制強化加算 ⇒Ｐ１参照 
 
（３）若年性認知症利用者受入加算〔療養病床を有する病院・診療所〕 

 
若年性認知症利用者受入加算    ⇒  120単位／日 

 
※算定要件 
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

 
 
（４）認知症専門ケア加算〔療養病床を有する病院・診療所〕 
 
認知症専門ケア加算（Ⅰ） ⇒ ３単位／日 
認知症専門ケア加算（Ⅱ） ⇒ ４単位／日 

 

※算定要件 
次の要件を満たす施設内の認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者１人１日当たりにつき、上記単位のいずれかを加

算 
【認知症専門ケア加算Ⅰ】 
①認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入居者・入所者の１／２以上。 
②認知症介護実践リーダー研修修了者を、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が２０人未満の場合は１名以上配

置し、２０人以上の場合は１０又はその端数を増すごとに１名以上を配置。 
③職員間での認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会議を定期的に実施。 
【認知症専門ケア加算Ⅱ】 
①認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置（認知症日常生

活自立度Ⅲ以上の者が１０人未満の場合は実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一人で可）。 
②介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、実施。 

 
⇒ 介護老人福祉施設「認知症専門ケア加算」も参照のこと。 
 
（５）栄養マネジメント加算 
栄養マネジメント加算 12単位／日 ⇒ 14単位／日 
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※算定要件 
①常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。 
②入院患者の栄養状態を入院時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、入院患者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成しているこ

と。 
③入院患者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入院患者の栄養状態を定期的に記録し

ていること。 
④入院患者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 
⑤別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養型医療施設であること。 
 

 

（６）口腔機能維持管理加算 
口腔機能維持管理加算 ⇒ 30単位／月 

 

※算定要件 
①介護療養型医療施設であり、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が当該施設の介護職員に対

して、入院患者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っていること。 
②当該施設において、入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画が作成されており、①に掲げる歯科医師

又は歯科衛生士がその計画の作成にあたり助言及び指導を行っていること。 

 
⇒ 介護老人福祉施設「口腔機能維持管理加算」も参照のこと。 
 
＜特定診療費＞ 

理学療法（Ⅰ） 180単位／回 
理学療法（Ⅱ） 100単位／回   理学療法（Ⅰ） 123単位／回 
理学療法（Ⅲ） 150単位／回 ⇒ 理学療法（Ⅱ） 173単位／回 
作業療法    180単位／回   作業療法    123単位／回 
言語聴覚療法  180単位／回   言語聴覚療法  203単位／回 
摂食機能療法  185単位／日   摂食機能療法  208単位／日 
※リハビリテーションマネジメントについては、理学療法（Ⅰ）等に包括化する。 

 
短期集中リハビリテーション 60単位／日 ⇒ 240単位／日 
※１ 入院日から起算して３月以内に限る。 
※２ 理学療法（Ⅰ）・（Ⅱ）、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機能療法を算定する場合には、
短期集中リハビリテーションを算定できない。 

 
（１）集団コミュニケーション療法 

 集団コミュニケーション療法 ⇒ 50単位／回（１日に３回を限度） 
 

※算定要件 
次のいずれにも該当する場合 
①専任の常勤医師を配置していること。 
②常勤かつ専従の言語聴覚士を配置していること。 
③専用かつ８平方メートル以上の集団コミュニケーション療法室を確保していること（言語聴覚療法を行う

個別療法室との共用は可能）。 
④必要な器械及び器具が具備されていること。 

 


