


【 共 通 】【 共 通 】



サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住
宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正
化する。

○訪問サービス：同一建物居住者にかかる事業所に対する減算
（新規）

【減算要件】

【改正の概要】

所定単位数に90／100を乗じた
単位数で算定

同一建物に対する減算

届出必要

・利用者が居住する住宅と同一の建物（※）に所在する事業所であって、当該
住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平均で３０人以上にサービス提
供を行っていること。
・当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。

（※）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、旧高齢者専用賃貸住宅

（注）（介護予防）訪問介護、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、
（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居宅療養管理指導におい
て同様の減算があります。
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【届出に必要な添付書類】

○当該住宅に居住する利用者へのサービス実績（前年度の月平均）チェック
シート。

訪問―2





身体介護の時間区分について、１日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用
者の生活を総合的に支援する観点から、新たに２０分未満の時間区分を創設。

○訪問介護：身体介護が中心である場合（２０分未満）

【算定要件】

【改正の概要】

30分未満 254単位／回
20分未満 170単位／回

20分以上30分未満 254単位／回

届出必要

【算定要件】

以下の①又は②の場合に算定する。
①夜間・深夜・早朝（午後６時から午前８時まで）に行われる身体介護であること。
②日中（午前８時から午後６時まで）に行われる場合は、以下のとおり。

＜利用対象者＞
・要介護３から要介護５までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからCまで
の者であること。

・当該利用者に係るサービス担当者会議（サービス提供責任者が出席するものに限る）が
３月に１回以上開催されており、当該会議において、１週間に５日以上の２０分未満の
身体介護が必要であると認められた者であること。
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＜体制要件＞
・午後１０時から午前６時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
・利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、常時対応できる体制であ
ること。

・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併せて受け、一体的に事業を実施している。
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。

【留意点】

サービスの内容が「単なる本人の安否確認」や「健康チェック」であり、それに伴い若干の
身体介護を行う場合は算定できない

【届出に必要な添付書類】

○運営規程 ○常時対応できる連絡体制が整備されていることがわかる書類
○「定期巡回・随時対応サービス事業所の指定通知書の写し」又は「定期巡回・
随時対応サービスにかかる事業計画書」

身体介護を行う場合は算定できない。
→ 排泄介助・服薬介助・体位交換等、利用者の生活にとって定期的に必要な身体介護の

提供が必要。
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生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られ
た人材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケア
マネジメントに基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から
時間区分の見直しを行う。

○訪問介護：生活援助

【改正の概要】

30分以上60分未満 229単位／回

60分以上 291単位／回

20分以上45分未満 190単位／回

45分以上 235単位／回

30分以上 83単位／回

60分以上 166単位／回

90分以上 249単位／回

20分以上 70単位／回

45分以上 140単位／回

70分以上 210単位／回

また、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直しを行う。
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【１回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」が混在する場合の具体例】

身体介護
２０分以上３０分
未満

生活援助加算
２０分以上４５分未満
（７０単位）

生活援助加算
４５分以上７０分未満

３２４単位

３９４単位

※ 20分未満の身体介護の場合、引き続き生活援助を行うことは認められないため、
生活援助加算の算定は不可。（ただし、緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く）

未満
（２５４単位） （１４０単位）

生活援助加算
７０分以上
（２１０単位）

４６４単位
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自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図
る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテー
ション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成
することについての評価を行う。

○訪問介護：生活機能向上連携加算（新規）

【改正の概要】

100単位／月生活機能向上連携加算

届出不要

【算定要件】

・サービス提供責任者が、訪問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。）による訪問リハビリテ
テーションに同行し、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提供を行っている
こと。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から３ヶ月間、算定できること。
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１ 常勤の訪問介護員等のうち、利用者が４０人又はその端数を増す毎に１人以上
の者をサービス提供責任者としなければならない。

○（予防）訪問介護：指定基準（サービス提供責任者）

【改正の概要】

※利用者の数について
・前３ヶ月の平均値（新規指定の場合は推定数）
・なお、通院等乗降介助のみを利用した者の数については、0.1人として計算

※平成25年３月末までは従前の配置で可

２ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員１
級課程修了者又は訪問介護員２級課程修了者（介護等の業務に３年以上従事した
者に限る。）であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するもの（原則、常勤の
者）を充てなければならない。
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例：前３ヶ月の実利用者数の平均値が７０人の場合

① 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者は２人必要。
（利用者数が４０人又はその端数を増すごとに１人以上）

② 常勤換算方法をとる事業所に必要となるサービス提供責任者の数

７０人÷４０＝１．７５人≒１．８人（少数第一位に切り上げ）

③ 当該事業所に必要となる常勤のサービス提供責任者の数

２人 １ １人２人－１＝１人

④ 当該事業所に必要となる非常勤のサービス提供責任者の数

②－③＝１．８人－１＝０．８人

⑤ 当該事業所が配置するサービス提供責任者は、
常勤 １人以上
非常勤 ０．８人以上

別紙１



利用者の数
常勤職員のみとした場合の
サービス提供責任者の数

常勤換算方法を採用する事業所で必要となる
常勤のサービス提供責任者

４１～８０ ２ １

８１～１２０ ３ ２

１２１～１６０ ４ ３

１６１～２００ ５ ４

２０１～２４０ ６ ５

２４１～２８０ ７ ６

２８１～３２０ ８ ７

３２１～３６０ ９ ８

３６１～４００ １０ ９

４０１～４４０ １１ １０

４４１～４８０ １２ １１

４８１～５２０ １３ １２

５２１～５６０ １４ １３

５６１～６００ １５ １４

６００～６４０ １６ １５

別紙２



サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件
のうち「２級課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事した
者」をサービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。

○（予防）訪問介護：２級訪問介護員のサービス提供責任者配置
減算 （新規）

【減算要件】

【改正の概要】

所定単位数に90／100を乗じた
単位数で算定

サービス提供責任者配置減算

届出必要

【減算要件】

２級訪問介護員（平成２５年４月以降は介護職員初任者研修修了者）のサービス
提供責任者を配置していること。

（経過措置）平成２５年３月３１日までは、下記の２つの条件を満たす場合、減算
を適用しない。

① 平成２４年３月３１日時点で現にサービス提供責任者として従事している２級訪問
介護員が４月１日以降も継続して従事している場合

② 当該サービス提供責任者が、平成２５年３月３１日までに介護福祉士の資格取得若
しくは実務者研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員１級課程の修了が確実に
見込まれるとして都道府県知事に届け出ている場合
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【届出に必要な添付書類】

○ 経過措置を適用する事業所においては、②の条件にかかる「受験・受講時期
の見込みを記載した書面」

※ 経過措置を適用しようとする事業所は、介護福祉士の資格取得、又は
実務者研修、介護職員基礎研修若しくは１級ヘルパー研修の修了が「確
実に見込まれる（受験・受講の意思）」ことを、該当職員より書面にて
確認。
事業所は受験・受講時期の見込みを記載した書面を作成し、保管する
必要があります必要があります。
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社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた
介護職員等が、登録事務所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下
にたんの吸引等を実施することが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程にお
ける実務者研修が創設されることに伴い、特定事業所加算について、要件の見直し
を行う。

○訪問介護：特定事業所加算（変更）

【算定要件】（変更点のみ）

【改正の概要】

・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者（※）」を加えること。

届出必要

重度要介護者等対応要件に たんの吸引等が必要な者（※）」を加えること。
・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。

（※）たんの吸引等
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養

【届出に必要な添付書類】

○特定事業所加算に係る届出書（訪問介護事業所）
○人材要件にかかる、従業者の資格を証明する書類の写し
○重度要介護者等対応要件にかかる、対象利用者数の割合を算出した計算書
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サービスの提供実態を踏まえるとともに、適切なアセスメントとケアマネジメン
トに基づき、利用者の自立を促すサービスを重点的にかつ効果的に提供する観点か
ら見直しを行う。

○介護予防訪問介護

【改正の概要】

介護予防訪問介護費（Ⅰ） 1,234単位／月

介護予防訪問介護費（Ⅱ） 2,468単位／月

1,220単位／月

2,440単位／月

介護予防訪問介護費（Ⅲ） 4,010単位／月 3,870単位／月
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利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、介護訪問リハビリテーショ
ン実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を
訪問し、両者の共同による介護予防訪問介護計画を作成することについての評価を
行う。

○介護訪問介護：生活機能向上連携加算（新規）

【改正の概要】

100単位／月生活機能向上連携加算

届出不要

【算定要件】

・サービス提供責任者が、介護予防訪問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。）による介護予防
訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同して行ったアセスメン
ト結果に基づき介護予防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介護予防訪問介護計画に基づくサービス提供を行
っていること。
・当該計画に基づく初回の介護予防訪問介護が行われた日から３ヶ月間、算定で
きること。
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短時間かつ頻回な訪問看護のニーズに対応したサービスの提供の強化という観点
から、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。

【訪問看護ステーションの場合】

○訪問看護

【改正の概要】

20分未満 285単位／回

30分未満 425単位／回

30分以上60分未満 830単位／回

316単位／回

472単位／回

830単位／回

【病院又は診療所の場合】

1時間以上
1時間30分未満

1,198単位／回 1,138単位／回

20分未満 230単位／回

30分未満 343単位／回

30分以上60分未満 550単位／回

1時間以上
1時間30分未満

845単位／回

255単位／回

381単位／回

550単位／回

811単位／回
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【算定要件（20分未満算定の場合）】

・利用者に対し、週１回以上２０分以上の訪問看護を実施していること。
・利用者からの連絡に応じて、訪問看護を２４時間行える体制であること。

【留意点】

○前回提供した訪問看護から概ね２時間未満の間隔で訪問看護を行う場合は、それ
ぞれの所要時間を合算する。（ただし、利用者の状態の変化等により緊急の訪問
看護を行う場合を除く）
○一人の看護職員又は理学療法士等（理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
士）が訪問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護職員又は理学療法士等
が続いて訪問看護を提供した場合、所要時間を合算する。
なお、看護職員による訪問看護の提供時間を合算した場合、准看護師による訪問
看護が含まれる場合には、当該訪問看護費は、准看護師による訪問看護費を算定
する。
○一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看
護職員又は理学療法士等が訪問看護を実施した場合は職種ごとに算定できる。
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訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護
について、時間区分毎の報酬や基準の見直し。

○訪問看護：理学療法士等による訪問看護（変更）

【改正の概要】

30分未満 425単位／回

30分以上60分未満 830単位／回
１回あたり 316単位／回

・１日に２回を超えて訪問看護を行う場合、１回につき所定単位に90／100を
乗じた単位数で算定する。

・１回あたり２０分以上訪問看護を実施する。

・１週間に６回を限度に算定する。

【留意点】
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在宅での看取りの対応を強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の緩
和を行う。

ターミナルケア加算 2,000単位／死亡月

○訪問看護：ターミナルケア加算（変更）

【算定要件】（変更点のみ）

【改正の概要】

算定要件の見直し

死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上（死亡日及び死亡日前１４日以内に

届出必要

・死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上（死亡日及び死亡日前１４日以内に
医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、１日以上）ターミナルケア
を行った場合。

（注）医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は算定できない。

○緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書

【届出に必要な添付書類】
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利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点から、特別な管理を必要とする
者についての対象範囲と評価を見直す。

特別管理加算 250単位／月

○訪問看護：特別管理加算（変更）

【算定要件】

【改正の概要】

特別管理加算（Ⅰ） 500単位／月

特別管理加算（Ⅱ） 250単位／月

届出必要

・特別管理加算（Ⅰ） 在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理
を受けている状態又は気管カニューレ・留置カテーテル
を使用している状態であること。

・特別管理加算（Ⅱ） 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越え
る褥瘡の状態等であること。

（注）医療保険において算定する場合は、算定できない。

【届出に必要な添付書類】

○緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書

訪問―18



医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ス
テーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合

退院時共同指導加算（新規）

○訪問看護：退院時共同指導加算（新規）

【算定要件】

【改正の概要】

600単位／回

届出不要

【算定要件】

・ 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、
主治医等と 連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書によ
り提供した場合。

・ 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回（特別な管理を要する者である
場合、2回）に限り算定できること。

（注）医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。

訪問―19



初回の訪問看護の提供を評価する。

初回加算

○訪問看護：初回加算（新規）

【算定要件】

【改正の概要】

３００単位／月

新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して 訪問看護を提供した場合

届出不要

・新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合。
・初回の訪問看護を行った月に算定する。

（注）退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。

訪問―20



介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切
な役割分担の下で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係
る計画の作成の支援等について評価。

看護・介護職員連携強化加算

○訪問看護：看護・介護職員連携強化加算（新規）

【改正の概要】

250単位／月

届出不要

【算定要件】

訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等（※）が必要な利用者に係る計画の作成
や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合。

（注）たんの吸引等
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養

訪問―21



定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時
の通報を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高
い利用者への対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対
する評価を適正化する。

定期巡回・随時対応サービス
連携型訪問看護

○訪問看護：定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との
連携に対する評価（新規）

【改正の概要】

2,920単位／月

届出必要

要介護５の者に訪問介護を行
う場合の加算

医療保険の訪問看護師を利用
している」場合の減算

800単位／月

96単位／日

【届出に必要な添付書類】

○連携する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」との契約書の写し
訪問―22



定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合サービス事業所が、訪問看護
事業所の指定を併せて受け、かつ、両事業が一体的に運営されている場合。

○訪問看護：指定基準

【改正の概要】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合サービス事業所に必要な看護
師が配置されていることをもって訪問看護事業所に必要な看護師等の配置基準を満
たしているとみなす。

訪問―23





利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出
す医師の診察頻度を緩和。

○訪問リハビリテーション：医師の診察頻度の見直し

【変更】

【改正の概要】

指示を行う医師の診療の日から
１月以内

指示を行う医師の診療の日から
３月以内

訪問―24



介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点か
ら、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。

○訪問リハビリテーション：介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション

【算定要件】（変更点のみ）

【改正の概要】

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介護老人保健施設
で行 ていた通所リハビリテ シ ンを最後に利用した日あるいはその直近に行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月以内に行われた場合、算定可。

介護老人保健施設の医師が診療を行った場合においても、病院又は診療所の医師
が診察を行った場合と同様に、３月ごとに診察を行った場合に、算定可。

訪問―25



理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、
訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体
の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成す
る上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。

訪問介護事業所のサービス提供責
任者と連携した場合の加算

○訪問リハビリテーション：訪問介護事業所との連携に対する
評価

【改正の概要】

300単位／回

届出不要

任者と連携した場合の加算

※３月に１回を限度とし算定する。

訪問―26



サテライト型訪問リハビリテーション事業所の設置を可能とする。

○訪問リハビリテーション：指定基準関係

【改正の概要】

【必要な届出】

＜体制届出書＞
○別紙１ サテライト事業所「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（主たる

届出必要

○別紙１ サテライト事業所「介護給付費算定に係る体制等状況 覧表（主たる
事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）」

＜変更届出書＞
○運営規程の変更（サテライト事業所の規定）

訪問―27


