で、ニ及びホは適用しない。
８

ロ

指定福祉用具貸与（１月につき）
利用者に対して、指定福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条
に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ に係る受託居宅サー
ビス事業者が、指定福祉用具貸与を行った場合には、現に指定福祉用
具貸与に要した費用の額を当該指定特定施設の所在地に適用される特
定施設入居者生活介護の１単位の単価で除して得た単位数（１単位未
満の端数があるときは、これを切り捨てて得た単位数）を算定する。
なお、指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注１
から注３まで及び注５については、適用しない。

通所リハビリテーション費のイからハまでの注１から注18まで並
びにニからヘまでは、適用しない。
８ 指定福祉用具貸与（１月につき）
イ 利用者に対して、指定福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193
条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ に係る受託居宅
サービス事業者が、指定福祉用具貸与を行った場合には、現に指定
福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定特定施設の所在地に適用
される特定施設入居者生活介護の１単位の単価で除して得た単位数
（１単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数
）を算定する。
ロ

指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注１か
ら注３まで及び注５については、適用しない。
９ 指定認知症対応型通所介護
９ 指定認知症対応型通所介護
利用者に対して、指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サー
イ 利用者に対して、指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サ
ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省
ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労
令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という 第41条に規
働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という 第41
定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ に係る受託居宅
条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ に係る
サービス事業者が、施設基準第31号に適合しているものとして市町村
受託居宅サービス事業者が、施設基準第28号に適合しているものと
長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所（指定
して市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護
地域密着型サービス基準第42条第１項に規定する単独型・併設型指定
事業所（指定地域密着型サービス基準第42条第１項に規定する単独
認知症対応型通所介護事業所をいう 又は共用型指定認知症対応型通
型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう 又は共用型指
所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第45条第１項に規定する
定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準第45
共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう において、指定認知
条第１項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう
症対応型通所介護を行った場合には、当該施設基準に掲げる区分に従
において、指定認知症対応型通所介護を行った場合には、当該施
い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、認
設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現
知症対応型通所介護計画（指定地域密着型サービス基準第52条第１項
に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画（指定地域密着
に規定する認知症対応型通所介護計画をいう に位置付けられた内容
型サービス基準第52条第１項に規定する認知症対応型通所介護計画
の指定認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、指定
をいう に位置付けられた内容の指定認知症対応型通所介護を行う
地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年
のに要する標準的な時間で算定した、指定地域密着型サービスに要
厚生労働省告示第126号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位
する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126号
数表の認知症対応型通所介護費（以下「認知症対応型通所介護費」と
）別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型
いう。以下同じ に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。ただし、
通所介護費（以下「認知症対応型通所介護費」という。以下同じ
適合する利用者等第30号に規定する利用者に対して、所要時間２時間
に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。
以上３時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う場合は、認知症対
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応型通所介護費のイ⑴㈠若しくは⑵㈠又はロ⑴の所定単位数に100分の57
を乗じて得た単位数を算定する。なお、認知症対応型通所介護費の注
１から注10まで並びにハ及びニについては、適用しない。
ロ

利用者（適合する利用者等第36号に規定する者に限る。）に対し
て、指定認知症対応型通所介護にかかる受託居宅サービス事業者が
、所要時間２時間以上３時間未満の指定認知症対応型通所介護を行
う場合は、認知症対応型通所介護費のイ⑴㈠若しくは⑵㈠又はロ⑴
の所定単位数に100分の57を乗じて得た単位数を算定する。
ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注１から注11まで並びにハ
及びニについては、適用しない。
別表第二
別表第二
１ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サービス １ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サービス
費（１日につき）
58単位
費（１日につき）
55単位
注１ 利用者に対して、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入
注１ 利用者に対して、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入
居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等の事業の人員、設
居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等の事業の人員、設
備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため
備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35
の効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35
号。以下「指定介護予防サービス基準」という。）第254条第２項
号。以下「指定介護予防サービス基準」という。）第254条第２項
に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活
に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活
介護事業者をいう。）が、基本サービス（指定介護予防サービス
介護事業者をいう。）が、基本サービス（指定介護予防サービス
基準第253条に規定する基本サービスをいう。以下同じ。）を行っ
基準第253条に規定する基本サービスをいう。以下同じ。）を行っ
た場合に算定する。
た場合に算定する。
２ 養護老人ホームである指定介護予防特定施設（指定介護予防サ
２ 養護老人ホームである指定介護予防特定施設（指定介護予防サ
ービス基準第230条第１項に規定する指定介護予防特定施設をいう
ービス基準第230条第１項に規定する指定介護予防特定施設をいう
。以下同じ。）において、別に厚生労働大臣が定める者に対して
。以下同じ。）において、別に厚生労働大臣が定める者に対して
基本サービスを行った場合に、障害者等支援加算として、１日に
基本サービスを行った場合に、障害者等支援加算として、１日に
つき20単位を所定単位数に加算する。
つき20単位を所定単位数に加算する。
（新設）
２ 指定訪問介護（１月につき）
イ 利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事業
者（指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予防サー
ビス事業者をいう。以下同じ の訪問介護員等が、指定訪問介護を
行った場合には、介護予防訪問介護費の注１のイからハまでの区分
に応じ、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
介護費（以下「介護予防訪問介護費」という。）に100分の90を乗じ
て得た単位数を算定する。
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ロ

（新設）

介護予防訪問介護費のイからハまでの注１から注８まで及びニか
らヘまでについては、適用しない。
３ 指定通所介護（１月につき）
イ 利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業
者が、施設基準第５号イ⑵に適合しているものとして都道府県知事
に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場
合には、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所
介護費（以下「介護予防通所介護費」という。）に100分の90を乗じ
て得た単位数を算定する。
ロ 介護予防通所介護費のハの運動器機能向上サービス（ホにおいて
「運動器機能向上サービス」という を行った場合は、運動器機能
向上加算として、１月につき203単位を加算する。
ハ 介護予防通所介護費のニの栄養改善サービス（ホにおいて「栄養
改善サービス」という を行った場合は、栄養改善加算として、１
月につき135単位を加算する。 くう
ニ 介護予防通所介護費のホの口腔機能向上サービス（ホにおいて「
くう
くう
口腔機能向上サービス」という を行った場合は、口腔機能向上加
算として、１月につき135単位を加算する。
ホ 厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号）第109
号に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定通所介
護事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サ
くう
ービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した
場合に、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
くう
だし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を
算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 選択的サービス複数実施加算 (Ⅰ)
432単位
⑵ 選択的サービス複数実施加算 (Ⅱ)
630単位
ヘ イからホまでについては、介護予防通所介護費のイの注１から注
６まで及びロからリまでについては、適用しない。
４ 指定介護予防訪問介護（１月につき）
利用者に対して、指定介護予防訪問介護（介護保険法施行規則等の
一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第２条第３
号及び第４条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされた

２

指定介護予防訪問介護（１月につき）
利用者に対して、指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス基
準第４条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）に係
る受託介護予防サービス事業者（指定介護予防サービス基準第253条に
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規定する受託介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）の訪問介
護員等が、指定介護予防訪問介護を行った場合には、指定介護予防サ
ービス介護給付費単位数表の介護予防訪問介護費（以下「介護予防訪
問介護費」という。）の注１のイからハまでの区分に応じ、介護予防
訪問介護費に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。なお、介護予
防訪問介護費の注１から注８まで及びニからヘまでについては、適用
しない。
３ 指定介護予防訪問入浴介護
利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービ
ス基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ
。）に係る受託介護予防サービス事業者の看護職員１人及び介護職員
１人が、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合には、指定介護予防
サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費（以下「介護
予防訪問入浴介護費」という。）に100分の90を乗じて得た単位数を算
定する。なお、介護予防訪問入浴介護費の注１から注８まで並びにロ
及びハについては、適用しない。

同令第５条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準（以下「旧指定介護予防サービス基準」という 第４条に
規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ に係る受託介護予
防サービス事業者の訪問介護員等が、指定介護予防訪問介護を行った
場合には、この別表第二の２を準用する。
５
イ

ロ

指定介護予防訪問入浴介護
利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サー
ビス基準第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下
同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者の看護職員１人及び介
護職員１人が、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合には、指定
介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費
（以下「介護予防訪問入浴介護費」という。）に100分の90を乗じて得
た単位数を算定する。

介護予防訪問入浴介護費のイの注１から注８まで並びにロ及びハ
については、適用しない。
４ 指定介護予防訪問看護
６ 指定介護予防訪問看護
通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他適合する利用者等第67
イ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他適合する利用者等第75
号に規定する疾病等の患者を除く。）に対して、指定介護予防訪問看
号に規定する疾病等の患者を除く。）に対して、指定介護予防訪問
護（指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看
看護（指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防訪
護をいう。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者の看護師
問看護をいう。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者の
等が、その主治の医師の指示（指定介護予防訪問看護ステーション（
看護師等が、その主治の医師の指示（指定介護予防訪問看護ステー
指定介護予防サービス基準第63条第１項第１号に規定する指定介護予
ション（指定介護予防サービス基準第63条第１項第１号に規定する
防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）にあっては、主治の医
指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）にあって
師が交付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指定介
は、主治の医師が交付した文書による指示）及び介護予防訪問看護
護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書
計画書（指定介護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予
をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護予防訪問看護を行った場合
防訪問看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護予防訪
には、現に要した時間ではなく、介護予防訪問看護計画書に位置付け
問看護を行った場合には、現に要した時間ではなく、介護予防訪問
られた内容の指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で、
看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を行うの
指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費（以
に要する標準的な時間で算定した、指定介護予防サービス介護給付
下「介護予防訪問看護費」という。以下同じ。）に100分の90を乗じて
費単位数表の介護予防訪問看護費（以下「介護予防訪問看護費」と
得た単位数を算定す る 。 な お 、所 要 時 間 が 20分 未 満 の も の に つ い
いう。）に100分の90を乗じて得た単位数を算定す る 。
て は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 が 24時 間 行 え る 体 制 を 整 え て い る
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指定介護予防訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は
訪 問 看 護 計 画 書 の 中 に 20分 以 上 の 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 が 週 １
回以上含まれている場合に限り、算定する。ただし、介護予防
訪 問 看 護 費 のイ の ⑸ に つ い て、指定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が１日に２回を超えて指定介護予防
訪問看護を行った場合、１回につき100分の81に相当する単位数を算定
する。なお、介護予防訪問看護費の注１から注10まで及び注12並びに
ハからホまでについては、適用しない。
ロ

５

指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき）
通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーショ
ン（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リ
ハビリテーションをいう。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス
事業者の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的
管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテ
ーションを行った場合には、指定介護予防サービス介護給付費単位数
表の介護予防訪問リハビリテーション費（以下「介護予防訪問リハビ
リテーション費」という。）に100分の90を乗じて得た単位数を算定す
る。なお、介護予防訪問リハビリテーション費の注１から注５まで及
び注７並びにロについては、適用しない。

所 要 時 間 が 20分 未 満 の も の に つ い て は 、 指 定 介 護 予 防 訪 問
看 護 を 24時 間 行 う こ と が で き る 体 制 を 整 え て い る 指 定 介 護 予
防訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は訪問看護
計 画 書 の 中 に 20分 以 上 の 指 定 介 護 予 防 訪 問 看 護 が 週 １ 回 以 上
含まれている場合に限り、算定する。
ハ 介護予防訪問看護費のイの⑴又はロの⑴について、准看護師が指
定介護予防訪問看護を行った場合は、介護予防訪問看護費に100分の81
を乗じて得た単位数を算定する。
ニ 介 護 予 防 訪 問 看 護 費 の イ の ⑸ に つ い て 、 指定訪問看護ステー
ションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超
えて指定介護予防訪問看護を行った場合は、１回につき介護予防訪
問看護費に100分の81を乗じて得た単位数を算定する。
ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロの注
１から注10まで及び注12並びにハからヘまでについては、適用しな
い。
７ 指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき）
イ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーシ
ョン（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪
問リハビリテーションをいう。以下同じ。）に係る受託介護予防サ
ービス事業者の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的
な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問
リハビリテーションを行った場合には、指定介護予防サービス介護
給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費（以下「介護
予防訪問リハビリテーション費」という。）に100分の90を乗じて得
た単位数を算定する。
ロ
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介護予防訪問リハビリテーション費のイの注１から注５まで及び

６

注７並びにロについては、適用しない。
指定介護予防通所介護（１月につき）
８ 指定介護予防通所介護（１月につき）
利用者に対して、指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス基
利用者に対して、指定介護予防通所介護（旧指定介護予防サービス
準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）に係
基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ に係
る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第76号に適合しているも
る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第71号に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所（指定
のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所（旧指
介護予防サービス基準第97条第１項に規定する指定介護予防通所介護
定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する指定介護予防通所介
事業所をいう。）において、指定介護予防通所介護を行った場合には
護事業所をいう。）において、指定介護予防通所介護を行った場合に
、利用者の要支援状態区分に応じて、指定介護予防サービス介護給付
は、この別表第二の３を準用する。
費単位数表の介護予防通所介護費（以下「介護予防通所介護費」とい
う。）に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。なお、介護予防通
所介護費のイの注１から注６まで並びにロ及びトからリまでについて
は適用しないこととし、ハからヘまでについては次のとおり算定する
こととする。
イ 運動器機能向上加算
203単位
注 介護予防通所介護費のハの運動器機能向上サービス（ニにおい
て「運動器機能向上サービス」という。）を行った場合に、１月
につき所定単位数を加算する。
ロ 栄養改善加算
135単位
注 介護予防通所介護費のニの栄養改善サービス（ニにおいて「栄
養改善サービス」という。）を行った場合に、１月につき所定単
位数を加算する。
くう
ハ 口腔機能向上加算
135単位
くう
注 介護予防通所介護費のホの口腔機能向上サービス（ニにおいて
くう
「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合に、１月につ
き所定単位数を加算する。
ニ 選択的サービス複数実施加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都
道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が、利用者に
くう
対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能
向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、１月につ
き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運動器機
くう
能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している
場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
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算は算定しない。
⑴ 選択的サービス複数実施加算 (Ⅰ)
⑵ 選択的サービス複数実施加算 (Ⅱ)

７

432単位
630単位

指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき）
９ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき）
利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護
イ 利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション（指定介
予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーシ
護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテ
ョンをいう。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者が、指
ーションをいう。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者
定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス基
が、指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サ
準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業
ービス基準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテー
所をいう。）において、指定介護予防通所リハビリテーションを行っ
ション事業所をいう。）において、指定介護予防通所リハビリテー
た場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、指定介護予防サービ
ションを行った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、指定
ス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費（以下「介
介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテー
護予防通所リハビリテーション費」という。）に100分の90を乗じて得
ション費（以下「介護予防通所リハビリテーション費」という。）
た単位数を算定する。なお、介護予防通所リハビリテーション費の注
に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。
１から注６まで並びにヘからチまでについては適用しないこととし、
ロからホまでについては次のとおり算定することとする。
イ 運動器機能向上加算
203単位
ロ 介護予防通所リハビリテーション費のロの運動器機能向上サービ
注 介護予防通所リハビリテーション費のロの運動器機能向上サー
ス（ホにおいて「運動器機能向上サービス」という。）を行った場
ビス（ニにおいて「運動器機能向上サービス」という。）を行っ
合は、運動器機能向上加算として、１月につき203単位を加算する。
た場合に、１月につき所定単位数を加算する。
ロ 栄養改善加算
135単位
ハ 介護予防通所リハビリテーション費のハの栄養改善サービス（ホ
注 介護予防通所リハビリテーション費のハの栄養改善サービス（
において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、栄養改
ニにおいて「栄養改善サービス」という。）を行った場合に、１
善加算として、１月につき135単位を加算する。
月につき所定単位数を加算する。
くう
くう
ハ 口腔機能向上加算
135単位
ニ 介護予防通所リハビリテーション費のニの口腔機能向上サービス
くう
くう
注 介護予防通所リハビリテーション費のニの口腔機能向上サービ
（ホにおいて「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は
くう
くう
ス（ニにおいて「口腔機能向上サービス」という。）を行った場
、口腔機能向上加算として、１月につき135単位を加算する。
合に、１月につき所定単位数を加算する。
ニ 選択的サービス複数実施加算
ホ 厚生労働大臣が定める基準第109号に適合しているものとして、都
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都
道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所
道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業
が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又
くう
所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービ
は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合に、
くう
ス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場
１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、運
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くう

合に、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
くう
だし、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能
向上サービスを算定している場合には、次に掲げる加算は算定し
ない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 選択的サービス複数実施加算 (Ⅰ)
432単位
⑵ 選択的サービス複数実施加算 (Ⅱ)
630単位

動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定して
いる場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。

選択的サービス複数実施加算 (Ⅰ)
432単位
選択的サービス複数実施加算 (Ⅱ)
630単位
ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費の
イの注１から注６まで及びロからチまでについては、適用しない。
８ 指定介護予防福祉用具貸与（１月につき）
10 指定介護予防福祉用具貸与（１月につき）
利用者に対して、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービ
イ 利用者に対して、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サー
ス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。
ビス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下
）に係る受託介護予防サービス事業者が、指定介護予防福祉用具貸与
同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者が、指定介護予防福祉
を行った場合には、現に指定介護予防福祉用具貸与に要した費用の額
用具貸与を行った場合には、現に指定介護予防福祉用具貸与に要し
を当該指定介護予防特定施設の所在地の特定施設入居者生活介護に適
た費用の額を当該指定介護予防特定施設の所在地の特定施設入居者
用される単位の１単価で除して得た単位数（１単位未満の端数がある
生活介護に適用される単位の１単価で除して得た単位数（１単位未
ときは、これを切り捨てて得た単位数）を算定する。なお、介護予防
満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）を算定す
福祉用具貸与費の注１から注３まで及び注５については、適用しない。
る。
ロ 介護予防福祉用具貸与費の注１から注３まで及び注５については
、適用しない。
９ 指定介護予防認知症対応型通所介護
11 指定介護予防認知症対応型通所介護
利用者に対して、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地域密
イ 利用者に対して、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地域
着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密
密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の
関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介
方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域
護予防サービス基準」という。以下同じ。）第４条に規定する指定介
密着型介護予防サービス基準」という。）第４条に規定する指定介
護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）に係る受託介護予
護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）に係る受託介護
防サービス事業者が、施設基準第89号に適合しているものとして市町
予防サービス事業者が、施設基準第84号に適合しているものとして
村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事
市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所
業所（指定地域密着型介護予防サービス基準第５条第１項に規定する
介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準第５条第１項に
単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。）
規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着
をいう。）又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（
型介護予防サービス基準第８条第１項に規定する共用型指定介護予防
指定地域密着型介護予防サービス基準第８条第１項に規定する共用
認知症対応型通所介護事業所をいう。）において、指定介護予防認知
型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。）において、
症対応型通所介護を行った場合には、当該施設基準に掲げる区分に従
指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合には、当該施設基
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⑴
⑵

い、利用者の要支援状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、介
護予防認知症対応型通所介護計画（指定地域密着型介護予防サービス
基準第42条第２号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画をい
う。）に位置付けられた内容の指定介護予防認知症対応型通所介護を
行うのに要する標準的な時間で、指定地域密着型介護予防サービスに
要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第128号）
別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防
認知症対応型通所介護費（以下「介護予防認知症対応型通所介護費」
という。以下同じ。）に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。た
だし、適合する利用者等第80号に規定する利用者に対して、所要時間
２時間以上３時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行う場
合は、介護予防認知症対応型通所介護費のイ⑴㈠若しくは⑵㈠又はロ
⑴の所定単位数に100分の57を乗じて得た単位数を算定する。なお、介
護予防認知症対応型通所介護費の注１から注５まで、注９及び注10、
ハ並びにニについては適用しないこととし、注６から注８までについ
ては次のとおり算定することとする。

準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、現に要
した時間ではなく、介護予防認知症対応型通所介護計画（指定地域
密着型介護予防サービス基準第42条第２号に規定する介護予防認知
症対応型通所介護計画をいう。）に位置付けられた内容の指定介護
予防認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で算定し
た、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関
する基準（平成18年厚生労働省告示第128号）別表指定地域密着型介
護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介
護費（以下「介護予防認知症対応型通所介護費」という。）に100分
の90を乗じて得た単位数を算定する。

ロ

イ

個別機能訓練加算
24単位
介護予防認知症対応型通所介護費の注６の個別機能訓練を行っ
た場合に、１日につき所定単位数を加算する。
ロ 栄養改善加算
135単位
注 介護予防認知症対応型通所介護費の注７の栄養改善サービスを
行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。
くう
ハ 口腔機能向上加算
135単位
くう
注 介護予防認知症対応型通所介護費の注８の口腔機能向上サービ
スを行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。
注

（新設）

利用者（適合する利用者等第89号に規定する者に限る。）に対し
て、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る受託介護予防サービ
ス事業者が、所要時間２時間以上３時間未満の指定介護予防認知症
対応型通所介護を行う場合は、介護予防認知症対応型通所介護費の
イ⑴㈠若しくは⑵㈠又はロ⑴の所定単位数に100分の57を乗じて得た
単位数を算定する。
ハ 介護予防認知症対応型通所介護費の注５の個別機能訓練を行った
場合は、個別機能訓練加算として、１日につき24単位を加算する。
ニ

介護予防認知症対応型通所介護費の注７の栄養改善サービスを行
った場合は、栄養改善加算として、１月につき135単位を加算する。
くう

ホ

介護予防認知症対応型通所介護費の注８の口腔機能向上サービス
くう
を行った場合は、口腔機能向上加算として、１月につき135単位を加
算する。
ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費のイ
及びロの注１から注11まで並びにハ及びニについては、適用しない。
12 指定第一号訪問事業（１月につき）
利用者に対して、指定第一号訪問事業（法第115条の45第１項第１号
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（新設）

イに規定する第一号訪問事業のうち、指定事業者により行われるもの
に限る。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者の訪問介護
員等が、指定第一号訪問事業を行った場合には、この別表第二の２を
準用する。
13 指定第一号通所事業（１月につき）
利用者に対して、指定第一号通所事業（法第115条の45第１項第１号
ロに規定する第一号通所事業のうち、指定事業者により行われるもの
に限る。以下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者が、指定第
一号通所事業を行った場合には、この別表第二の３を準用する。

- 16 -

○

厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三号 ）（抄 ）【平成二十七年四月一日施行】
（変更点は下線部）
現

行

改

別表
１ 基本夜間対応型訪問介護費（１月につき）
1,006単位
注 利用者に対して、オペレーションセンター（指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働
省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という 第５条
第１項に規定するオペレーションセンターをいう に通報できる端
末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整
備している場合に、所定単位数を算定する。
２ 定期巡回サービス費（１回につき）
383単位
注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着
型サービス基準第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事
業所をいう。以下同じ の訪問介護員等（指定地域密着型サービス
基準第５条第１項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ が、
定期巡回サービス（同項に規定する定期巡回サービスをいう。以下
同じ を行った場合に、所定単位数を算定する。
３ 随時訪問サービス費 (Ⅰ)（１回につき）
583単位
注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等
が、随時訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第５条第１項
に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ を行った場合に、
所定単位数を算定する。
４ 随時訪問サービス費 (Ⅱ)（１回につき）
785単位
注 次のいずれかに該当する場合において、１人の利用者に対して２
人の指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等により随時訪問
サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、
随時訪問サービスを行った場合に、所定単位数を算定する。
イ 利用者の身体的理由により１人の訪問介護員等による介護が困
難と認められる場合
ロ 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
ハ 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供
していない利用者からの通報を受けて、随時訪問サービスを行う

正

後

別表
１ 基本夜間対応型訪問介護費（１月につき）
981単位
注 利用者に対して、オペレーションセンター（指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働
省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という 第５条
第１項に規定するオペレーションセンターをいう に通報できる端
末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整
備している場合に、所定単位数を算定する。
２ 定期巡回サービス費（１回につき）
368単位
注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着
型サービス基準第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事
業所をいう。以下同じ の訪問介護員等（指定地域密着型サービス
基準第５条第１項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ が、
定期巡回サービス（同項に規定する定期巡回サービスをいう。以下
同じ を行った場合に、所定単位数を算定する。
３ 随時訪問サービス費 (Ⅰ)（１回につき）
560単位
注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等
が、随時訪問サービス（指定地域密着型サービス基準第５条第１項
に規定する随時訪問サービスをいう。以下同じ を行った場合に、
所定単位数を算定する。
４ 随時訪問サービス費 (Ⅱ)（１回につき）
754単位
注 次のいずれかに該当する場合において、１人の利用者に対して２
人の指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等により随時訪問
サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、
随時訪問サービスを行った場合に、所定単位数を算定する。
イ 利用者の身体的理由により１人の訪問介護員等による介護が困
難と認められる場合
ロ 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
ハ 長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供
していない利用者からの通報を受けて、随時訪問サービスを行う
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ニ

場合
その他利用者の状況等から判断して、イからハまでのいずれか
に準ずると認められる場合

- 2 -

ニ

場合
その他利用者の状況等から判断して、イからハまでのいずれか
に準ずると認められる場合

○

正

後

（傍線の部分は改正部分）

行

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

現

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成二十一年厚生労働省告示第八十三号）（抄）【平成二十七年四月一日施行】

改
一

十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成
十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単

位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労

費の注７及び小規模多機能型居宅介護費の注７、指定介護予防サ

付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ビス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス介護給

成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着型サー

定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

援介護給付費単位数表」という。）の居宅介護支援費の注４、指

表指定居宅介護支援介護給付費単位数表（以下「指定居宅介護支

額の算定に関する基準（平成十二年厚生労働省告示第二十号）別

８及び福祉用具貸与費の注２、指定居宅介護支援に要する費用の

介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定介護予防サー

関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十七号）別表指定

費の注６並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に

付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ビス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス介護給

成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着型サー

定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

援介護給付費単位数表」という。）の居宅介護支援費の注４、指

表指定居宅介護支援介護給付費単位数表（以下「指定居宅介護支

額の算定に関する基準（平成十二年厚生労働省告示第二十号）別

８及び福祉用具貸与費の注２、指定居宅介護支援に要する費用の

厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成十二年厚生省告示第

一
位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。

、訪問入浴介護費の注６、訪問看護費の注

働省告示第百二十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単

ビス介護給付費単位数表」という。）の介護予防訪問介護費の注

）の訪問介護費の注

位数表（以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」とい

５、介護予防訪問入浴介護費の注６、介護予防訪問看護費の注７

、訪問入浴介護費の注６、訪問看護費の注

う。）の介護予防訪問介護費の注５、介護予防訪問入浴介護費の

及び介護予防福祉用具貸与費の注２の厚生労働大臣が別に定める

）の訪問介護費の注

注６、介護予防訪問看護費の注７及び介護予防福祉用具貸与費の
算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）別
表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予
防小規模多機能型居宅介護費の注７の厚生労働大臣が別に定める
厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成二十七年厚生労働省

二十二号）第二号のその他の地域であって、次のいずれかに該当

地域
告示第九十三号）第二号のその他の地域であって、次のいずれか

一頁

地域

12

注２並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の

12

する地域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成十二年厚生省告

豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第

に該当する地域のうち厚生労働大臣が定める地域（平成二十四年
イ

示第二十四号）に規定する地域を除いた地域

豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第

厚生労働省告示第百二十号）に規定する地域を除いた地域
イ

二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規

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

二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の規
ロ

定により指定された特別豪雪地帯

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

定により指定された特別豪雪地帯
ロ

等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に

半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規

等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に

ニ

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備

定により指定された半島振興対策実施地域

ハ

規定する辺地

半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規

規定する辺地
ハ
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備

定により指定された半島振興対策実施地域
ニ

の促進に関する法律（平成五年法律第七十二号）第二条第一項に

二条第一項に規定する過疎地域

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注

、訪

過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第

の促進に関する法律（平成五年法律第七十二号）第二条第一項に

二

ホ

規定する特定農山村地域

、訪

過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第

規定する特定農山村地域
ホ
二条第一項に規定する過疎地域
指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注

問入浴介護費の注７、訪問看護費の注９、訪問リハビリテーショ

二

問入浴介護費の注７、訪問看護費の注９、訪問リハビリテーショ

及び福祉用具貸与費の注３、指定居宅介護支援介護給付費単位

の注６、介護予防訪問入浴介護費の注７、介護予防訪問看護費の

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問介護費

費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注８並びに

数表の居宅介護支援費の注５、指定地域密着型サービス介護給付

注８、介護予防訪問リハビリテーション費の注３、介護予防通所

の注６、介護予防訪問入浴介護費の注７、介護予防訪問看護費の

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問介護費

費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注

数表の居宅介護支援費の注５、指定地域密着型サービス介護給付

並びに

注８、介護予防訪問リハビリテーション費の注３、介護予防通所

二頁

奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九

規定により指定された離島振興対策実施地域
ロ

7

離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の

次のいずれかに該当する地域

介護費の注２、介護予防通所リハビリテーション費の注２及び介

次のいずれかに該当する地域
離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の
奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九

イ

介護費の注２、介護予防通所リハビリテーション費の注２及び介

ロ

規定により指定された離島振興対策実施地域

イ

護予防福祉用具貸与費の注３の厚生労働大臣が別に定める地域

7

護予防福祉用具貸与費の注３の厚生労働大臣が別に定める地域

４及び福祉用具貸与費の注３、指定居宅介護支援介護給付費単位

ン費の注３、通所介護費の注３、通所リハビリテーション費の注

13

ン費の注３、通所介護費の注５、通所リハビリテーション費の注

13

豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第

号）第一条に規定する奄美群島
ハ

豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第

号）第一条に規定する奄美群島
ハ

二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定

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

二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定
ニ

された特別豪雪地帯

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

された特別豪雪地帯
ニ

等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に

山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規

等に関する法律（昭和三十七年法律第八十八号）第二条第一項に

チ

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九

半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備

定により指定された半島振興対策実施地域

ト

号）第二条第一項に規定する小笠原諸島

ヘ

定により指定された振興山村

ホ

規定する辺地

山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規

規定する辺地
ホ
小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九

定により指定された振興山村
ヘ
半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規

号）第二条第一項に規定する小笠原諸島
ト
定により指定された半島振興対策実施地域
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備

の促進に関する法律（平成五年法律第七十二号）第二条第一項に

チ

の促進に関する法律（平成五年法律第七十二号）第二条第一項に

過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第

沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三
号に規定する離島

ヌ

二条第一項に規定する過疎地域

リ

規定する特定農山村地域

過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第

規定する特定農山村地域
リ

沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三

二条第一項に規定する過疎地域
ヌ
号に規定する離島

三頁

○

正

後

（

参

考

）

現

（傍線の部分は改正部分）

行

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成
十二年厚生省告示第十九号）第二号、指定地域密着型サービスに
要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示
第百二十六号）第二号、指定居宅介護支援に要する費用の額の算
定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十号）第二号、指定
施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二
年厚生省告示第二十一号）第二号、指定介護予防サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百
二十七号）第二号、指定地域密着型介護予防サービスに要する費
用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十
八号）第二号及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関
する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十九号）第二号の厚
生労働大臣が定める一単位の単価（以下「一単位の単価」という
。）は、十円に次の表の上欄に掲げる介護保険法（平成九年法律
第百二十三号）第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、
同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス、
同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業、同法
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス、同法第五十
四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス、同
法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援の事業を行う事
業所又は同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を
行う介護保険施設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲げるサ
ービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

厚生労働大臣が定める一単位の単価【平成二十七年四月一日施行】

改
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成
十二年厚生省告示第十九号）第二号、指定地域密着型サービスに
要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示
第百二十六号）第二号、指定居宅介護支援に要する費用の額の算
定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十号）第二号、指定
施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二
年厚生省告示第二十一号）第二号、指定介護予防サービスに要す
る費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百
二十七号）第二号、指定地域密着型介護予防サービスに要する費
用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十
八号）第二号及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関
する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十九号）第二号の厚
生労働大臣が定める一単位の単価（以下「一単位の単価」という
。）は、十円に次の表の上欄に掲げる介護保険法（平成九年法律
第百二十三号）第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、
同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス、
同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援の事業、同法
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス、同法第五十
四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス若し
くは同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援の事業を
行う事業所又は同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービ
ス等を行う介護保険施設が所在する地域区分及び同表の中欄に掲
げるサービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た

一頁

額とする。
地域区分
一級地

サービス種類
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与
通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
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

割合

る。
地域区分

サービス種類

割合

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

千分の千

千分の千

通所介護
千分の千八
短期入所生活介護
十一
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

一級地

千分の千九
十

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション

千分の千九
十九

千分の千百
十

二頁

二級地

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与
通所介護
短期入所療養介護

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

千分の千百
二十六

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千

千分の千百
四十

千分の千

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

千分の千六
十八

二級地

千分の千七
十二

通所介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護

三頁

特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
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
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護

千分の千八
十八

千分の千百
十二

特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護

千分の千八
十三

千分の千百
五

四頁

三級地

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与
通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千

千分の千

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

三級地

千分の千六
十八

通所介護
千分の千五
短期入所生活介護
十四
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

五頁

四級地

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
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

千分の千八
十三

千分の千百
五

千分の千

四級地

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

千分の千八
十四

千分の千六
十六

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

六頁

通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
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
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

千分の千五
十四

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション

通所介護
千分の千四
短期入所生活介護
十五
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千五
十五

千分の千六
十六

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

七頁

五級地

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与
通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千

千分の千七
十

千分の千八
十四

千分の千

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

五級地

千分の千四
十五

通所介護
千分の千二
短期入所生活介護
十七
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護

八頁

介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
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
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千五
十五

千分の千七
十

介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千三
十三

千分の千四
十二

九頁

六級地

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与
通所介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
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
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

千分の千

千分の千

通所介護
千分の千十
短期入所生活介護
四
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

六級地

千分の千二
十七

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション

千分の千十
七

千分の千三
十三

認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション

一〇頁

七級地

介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

千分の千四
十二

千分の千

通所介護
千分の千十
短期入所療養介護
四
特定施設入居者生活介護
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス

介護予防通所リハビリテーション

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援
（新設） （新設）

千分の千二
十一

（新設）

一一頁

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
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防短期入所生活介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
千分の千二
十一

千分の千十
七

介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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

一二頁

介護予防支援
すべてのサービス

大阪府

大阪市
（新設） （新設）
東京都

八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、昭島市
、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市
、国立市、狛江市

名古屋市

神奈川県 横浜市、川崎市
愛知県

千分の千

その他

千分の千

その他

二 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区
分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同
表の下欄に掲げる地域とする。

すべてのサービス

二 前号の地域区分に属する地域は、次の表の上欄に掲げる地域区
分について、それぞれ同表の中欄に掲げる都道府県の区域内の同
表の下欄に掲げる地域とする。

域
特別区

地
東京都

地域区分 都道府県
一級地

多摩市、稲城市、西東京市

域

特別区

東京都

地

東京都

二級地

地域区分 都道府県
一級地
狛江市、多摩市

大阪市

神奈川県 鎌倉市

東京都

大阪府
千葉市

神奈川県 横浜市、川崎市

千葉県

三級地

二級地

三級地
東京都

八王子市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、稲城
市、西東京市

名古屋市

神奈川県 鎌倉市
愛知県

一三頁

四級地

五級地

神奈川県 相模原市、藤沢市、厚木市

東京都

千葉県

埼玉県

兵庫県

大阪府

立川市、昭島市、東村山市、国立市、東大和市

船橋市、浦安市

さいたま市

西宮市、芦屋市、宝塚市

守口市、大東市、門真市、四條畷市

大阪府

京都府

千葉県

埼玉県

兵庫県

大阪府

堺市、豊中市、池田市、高槻市、守口市、枚方
市、茨木市、八尾市、大東市、箕面市、門真市
、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、三島
郡島本町

京都市

神奈川県 横須賀市

東京都

神戸市、尼崎市

三鷹市、小金井市、東村山市、東久留米市

千葉市

さいたま市

西宮市、芦屋市、宝塚市

吹田市、寝屋川市

神戸市

四級地

（削除） （削除）

兵庫県

福岡市

大阪府

兵庫県

福岡県

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、
箕面市

（削除） （削除）

仙台市

五級地

（新設） （新設）

宮城県
龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市

（削除） （削除）
茨城県

一四頁

滋賀県
京都市

大津市、草津市

（削除） （削除）

神奈川県 横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子
市、大和市、伊勢原市、座間市、高座郡寒川町

三鷹市、青梅市、清瀬市、東久留米市、あきる
野市、西多摩郡日の出町

京都府

滋賀県

静岡県

千葉県

埼玉県

宇治市

大津市

静岡市

神奈川県 相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市
、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間
市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町

東京都

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田
林市、河内長野市、松原市、和泉市、羽曳野市
、藤井寺市、交野市、大阪狭山市、泉北郡忠岡
町

青梅市、福生市、清瀬市、羽村市、あきる野市
、西多摩郡日の出町

市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、浦
安市、四街道市

川越市、川口市、所沢市、狭山市、越谷市、蕨
市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市
、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町

東京都

朝霞市、志木市、和光市、新座市

京都府

大阪府

伊丹市、川西市、三田市

埼玉県

大阪府

堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津
市、高石市、東大阪市、交野市

兵庫県

奈良市、大和郡山市

尼崎市、伊丹市、川西市、三田市

成田市、佐倉市、習志野市、市原市、四街道市

兵庫県

奈良県

千葉県

（削除） （削除）

一五頁

六級地

広島県
福岡市

広島市

（新設） （新設）

広島県

広島市、安芸郡府中町

福岡県

札幌市
（新設） （新設）

北海道

仙 台市

六級地

宮城県

茨城県

水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍
ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つ
くば市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、稲
敷市、桜川市、つくばみらい市、稲敷郡阿見町
、稲敷郡河内町、結城郡八千代町、猿島郡五霞
町、猿島郡境町、北相馬郡利根町

（削除） （削除）

茨城県

水戸市、日立市、土浦市、古河市、北相馬郡利
根町

栃木県

宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、
真岡市、大田原市、さくら市、下野市、下都賀
郡壬生町、下都賀郡野木町

群馬県

埼玉県

高崎市

宇都宮市、下野市、下都賀郡野木町

群馬県

前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川市、
北群馬郡榛東村、佐波郡玉村町、邑楽郡千代田
町、邑楽郡大泉町

栃木県

埼玉県

行田市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市
、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、入間市、
桶川市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田市、坂
戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、入

川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東
松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、
上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間
市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見
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福生市、武蔵村山市、羽村市、西多摩郡奥多摩
町

神奈川県 小田原市、三浦市、秦野市、中郡二宮町、足柄
上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡山北町
、足柄下郡箱根町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川
村

東京都

千葉県

金沢市

東大和市、武蔵村山市、西多摩郡瑞穂町、西多
摩郡檜原村

木更津市、野田市、佐倉市、東金市、市原市、
流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津
市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、富里
市、山武市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、山
武郡大網白里町、長生郡長柄町、長生郡長南町

市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島
市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、北足立郡伊
奈町、入間郡三芳町、南埼玉郡宮代町、北葛飾
郡杉戸町、北葛飾郡松伏町

神奈川県 三浦市、秦野市、海老名市、綾瀬市、三浦郡葉
山町、中郡大磯町、中郡二宮町、愛甲郡愛川町
、愛甲郡清川村

石川県

福井市

間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、
比企郡嵐山町、比企郡川島町、比企郡吉見町、
比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、南埼玉郡宮
代町、南埼玉郡白岡町、北葛飾郡杉戸町、北葛
飾郡松伏町

（削除） （削除）

福井県

甲府市

千葉県

（削除） （削除）

山梨県

長野市、松本市、上田市

市川市、松戸市、柏市、八千代市、袖ケ浦市、
印旛郡酒々井町、印旛郡栄町

（削除） （削除）

長野県

東京都

（削除） （削除）

一七頁

（新設） （新設）

浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、
富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御
殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、田方郡函南
町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山
町、榛原郡川根本町、周智郡森町

岐 阜市

豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春
日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊
田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南
市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市
、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市
、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋
市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛
知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町
、丹羽郡扶桑町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村
、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、額田郡幸田
町

岐阜県

愛知県

津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀
山市、いなべ市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、員
弁郡東員町、三重郡朝日町、三重郡川越町

静岡県

三重県

彦根市、長浜市、草津市、守山市、栗東市、甲
賀市、野洲市、高島市、米原市、犬上郡多賀町

静岡市

滋賀県

亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、

静岡県

彦根市、守山市、栗東市、甲賀市

京都府

三重県

愛知県

滋賀県

宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、八幡市、

津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市

岡崎市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、
豊田市、安城市、西尾市、稲沢市、知立市、愛
西市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市
、海部郡大治町、海部郡蟹江町

京都府

一八頁

大阪府

明石市、川辺郡猪名川町

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田
林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市
、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、三
島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉
北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町

京田辺市、木津川市、相楽郡精華町

兵庫県

兵庫県

大阪府

姫路市、明石市、加古川市、三木市、高砂市、
小野市、加西市、加東市、川辺郡猪名川町、加
古郡稲美町、加古郡播磨町

柏原市、泉南市、阪南市、豊能郡豊能町、泉南
郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内
郡千早赤阪村

京田辺市、南丹市、木津川市、久世郡久御山町
、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠
置町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村

奈良県

和歌山県 和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、伊都郡
かつらぎ町

奈良市、大和高田市、大和郡山市、生駒市

岡山市

奈良県

和歌山県 和歌山市、橋本市

岡山県

天理市、橿原市、桜井市、五條市、生駒市、香
芝市、葛城市、宇陀市、山辺郡山添村、生駒郡
平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡
安堵町、磯城郡川西町、磯城郡田原本町、宇陀
郡曽爾村、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、
北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河
合町、吉野郡吉野町

（削除） （削除）

廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町

安芸郡府中町

広島県

広島県

一九頁

七級地

（削除） （削除）
福岡県

春日市、大野城市、太宰府市、福津市、糸島市
、筑紫郡那珂川町、糟屋郡粕屋町

群馬県

栃木県

茨城県

北海道

前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、佐波郡玉
村町

栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大
田原市、さくら市、下都賀郡壬生町

結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか
市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、つくば
みらい市、東茨城郡大洗町、稲敷郡阿見町、稲
敷郡河内町、結城郡八千代町、猿島郡五霞町、
猿島郡境町

札幌市

（削除） （削除）

埼玉県

熊谷市、飯能市、深谷市、日高市、入間郡毛呂
山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡川
島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、大里郡寄
居町

長崎県

福岡県

山口県

長崎市

北九州市、飯塚市、筑紫野市、春日市、大野城
市、太宰府市、福津市、糸島市、筑紫郡那珂川
町、糟屋郡宇美町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵
町、糟屋郡久山町、糟屋郡粕屋町

周南市

（新設） （新設） （新設）

二〇頁

東京都

千葉県

西多摩郡瑞穂町、西多摩郡檜原村

木更津市、野田市、茂原市、東金市、流山市、
我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、八街市、印西市
、白井市、山武市、大網白里市、長生郡長柄町
、長生郡長南町

岐阜県

長野県

山梨県

福井県

石川県

富山県

新潟県

大垣市

長野市、松本市、塩尻市

甲府市

福井市

金 沢市

富山市

新潟市

神奈川県 足柄下郡箱根町

静岡県

浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、
富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御
殿場市、袋井市、裾野市、田方郡函南町、駿東
郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原

二一頁

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県

三重県

愛知県

姫路市、加古川市、三木市、高砂市、加古郡稲
美町、加古郡播磨町

泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町
、南河内郡千早赤阪村

城陽市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町

長浜市、野洲市、湖南市、東近江市

名張市、いなべ市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、
員弁郡東員町、三重郡朝日町、三重郡川越町

豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、蒲
郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、新城
市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、高浜
市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、清須市
、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町
、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、海部郡飛島村
、知多郡阿久比町、知多郡東浦町、額田郡幸田
町

郡川根本町、周智郡森町

奈良県

天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛
城市、宇陀市、山辺郡山添村、生駒郡平群町、
生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、
磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町

二二頁

その他

福岡県

香川県

山口県

広島県

岡山県

長崎市

北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市

高松市

周南市

東広島市、廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂
町

岡山市

、宇陀郡曽爾村、高市郡明日香村、北葛城郡上
牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛
城郡河合町

長崎県

その他

備考 この表の下欄に掲げる地域は、平成二十四年四月一日におい
て当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後にお
ける当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではな
い。

全ての都 その他の地域
道府県

備考 この表の下欄に掲げる地域は、平成二十七年四月一日におい
て当該地域に係る名称によって示された区域をいい、その後にお
ける当該名称又は当該区域の変更によって影響されるものではな
い。

全ての都 その他の地域
道府県

（削除）

三 第一号及び第二号の規定に関わらず、兵庫県伊丹市及び兵庫県
川西市における一単位の単価は、十円に次の表の上欄に掲げるサ
ービス種類に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

二三頁

千分の千

る。

居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導
介護予防福祉用具貸与

千分の千四十一

割合

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
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千五十

サービス種類

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護

二四頁

（削除）

小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千六十三

千分の千

割合

四 第一号及び第二号の規定に関わらず、東京都東大和市、東京都
武蔵村山市、大阪府泉南郡熊取町及び兵庫県明石市における一単
位の単価は、十円に次の表の上欄に掲げるサービス種類に応じて
同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
サービス種類
居宅療養管理指導
福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導

二五頁

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
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
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

千分の千二十八

千分の千二十三

介護予防福祉用具貸与

訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

二六頁

訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援
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
介護予防支援

千分の千三十五

二七頁

○

正

後

参

考

）

現

（傍線の部分は改正部分）

行

ロ 指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員
及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十八号）第二
条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の
介護支援専門員が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護
支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第九号に規
定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所（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「指定居宅サービス等基準
」という。）第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をい
う。）のサービス提供責任者（指定居宅サービス等基準第五条
第二項に規定するサービス提供責任者をいう。）が参加し、三

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成
十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単
位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。
）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準に適合する利
用者
次のいずれにも該当する利用者
イ 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利
用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は
老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内
での生活に介護を必要とするもの

（

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等【平成二十七年四月一日施行】

改
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成
十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単
位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。
）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準に適合する利
用者
次のいずれにも該当する利用者
イ 要介護状態区分が、要介護一又は要介護二である利用者であ
って、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知
症のもの及び要介護三、要介護四又は要介護五である利用者で
あって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰に
より生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生
活に介護を必要とするもの
ロ 指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員
及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十八号）第二
条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）の
介護支援専門員が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護
支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第九号に規
定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所（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「指定居宅サービス等基準
」という。）第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をい
う。）のサービス提供責任者（指定居宅サービス等基準第五条
第二項に規定するサービス提供責任者をいう。）が参加し、三
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月に一回以上開催されている場合に限る。）において、おおむ
ね一週間のうち五日以上、頻回の訪問を含む所要時間が二十分
未満の指定訪問介護（指定居宅サービス等基準第四条に規定す
る指定訪問介護をいう。以下同じ。）（身体介護に該当するも
のに限る。）の提供が必要であると認められた利用者
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注６の厚
生労働大臣が定めるサービス提供責任者
介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）第二十
二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了し
た者（厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（平成二十四年
厚生労働省告示第百十八号）第一号及び第二号に掲げる者を除く
。）
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注８の厚
生労働大臣が定める要件
二人の訪問介護員等により指定訪問介護を行うことについて利
用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれ
かに該当するとき
イ 利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が
困難と認められる場合
ロ 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
ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認
められる場合
四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注１の厚
生労働大臣が定める疾病等
多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、
脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、
パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変

月に一回以上開催されている場合に限る。）において、おおむ
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た者（厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（平成二十四年
厚生労働省告示第百十八号）第一号及び第二号に掲げる者を除く
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三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注８の厚
生労働大臣が定める要件
二人の訪問介護員等により指定訪問介護を行うことについて利
用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれ
かに該当するとき
イ 利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が
困難と認められる場合
ロ 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
ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認
められる場合
四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注１の厚
生労働大臣が定める疾病等
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パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変
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性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステ
ージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る
。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋
小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン
病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフ
ィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多
けい
発神経炎、後天性免疫不全症候群、 頚 髄損傷及び人工呼吸器を使
用している状態
五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注５の厚
生労働大臣が定める基準
同時に複数の看護師等により指定訪問看護（指定居宅サービス
等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）
を行うことについて利用者又は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とき
イ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看
護が困難と認められる場合
ロ 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
ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認
められる場合
六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注６の厚
生労働大臣が定める状態
次のいずれかに該当する状態
イ 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号
）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」
という。）に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気
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若し
くは留置カテーテルを使用している状態
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病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフ
ィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多
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であって、次のいずれかに該当するとき
イ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看
護が困難と認められる場合
ロ 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
ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認
められる場合
六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注６の厚
生労働大臣が定める状態
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イ 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号
）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」
という。）に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気
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若し
くは留置カテーテルを使用している状態
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かん

ロ 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
とう
尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己 疼 痛管
理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
こう
ぼうこう
ハ 人工 肛 門又は人工膀 胱を設置している状態
じよくそう
ニ 真皮を越える褥 瘡の状態
ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態
七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 の厚
生労働大臣が定める区分
イ 特別管理加算
第六号イに規定する状態にある者に対して
指定訪問看護を行う場合
ロ 特別管理加算
第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態に
ある者に対して指定訪問看護を行う場合
八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注 の厚
生労働大臣が定める状態
次のいずれかに該当する状態
イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症
、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー
症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基
底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分
類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の
ものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症
、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう
。）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副
腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、
けい
慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、 頚 髄損
傷及び人工呼吸器を使用している状態
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類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の
ものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症
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けい
慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、 頚 髄損
傷及び人工呼吸器を使用している状態
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(Ⅰ)

(Ⅱ)
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11
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪
問看護が必要であると認める状態
九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーショ
ン費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一
月から十二月までの期間（厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第
六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二
百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中
核市の市長。以下同じ。）に届け出た年においては、届出の日か
ら同年十二月までの期間）
十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の
ハの注１の厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
イ 末期の悪性腫瘍の者
ロ 中心静脈栄養を受けている者
十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費
のハの注２の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条
第一号に規定する麻薬
十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費
のニの注のイの厚生労働大臣が定める特別食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提
供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖
すい
尿病食、胃潰瘍食、貧血食、 膵 臓病食、脂質異常症食、痛風食、
えん
嚥 下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特
別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）
十三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注２の

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪
問看護が必要であると認める状態
（新設）

九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の
ハの注１の厚生労働大臣が定める者
次のいずれかに該当する者
イ 末期の悪性腫瘍の者
ロ 中心静脈栄養を受けている者
十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の
ハの注２の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条
第一号に規定する麻薬
十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費
のニの注のイの厚生労働大臣が定める特別食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提
供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖
すい
尿病食、胃潰瘍食、貧血食、 膵 臓病食、脂質異常症食、痛風食、
えん
嚥 下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特
別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。）
十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注２の
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厚生労働大臣が定める者
難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であって、サ
ービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの
十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注３の
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間の
サービス利用が困難である利用者
十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注６の
厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行わ
れる入浴介助
十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注９の
厚生労働大臣が定める利用者
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
十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費の注５の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
第十五号に規定する入浴介助
十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費の注 の厚生労働大臣が定める状態
かくたん
イ 常時頻回の喀 痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 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
ぼうこう
ヘ 膀 胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則
（昭和二十五年厚生省令第十五号）別表第五号に掲げる身体障
15
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厚生労働大臣が定める者
難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の者であって、サ
ービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの
十三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注３の
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間の
サービス利用が困難である利用者
十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注６の
厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行わ
れる入浴介助
（新設）

十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費の注５の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
前号に規定する入浴介助
十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費の注 の厚生労働大臣が定める状態
かくたん
イ 常時頻回の喀 痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 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
ぼうこう
ヘ 膀 胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則
（昭和二十五年厚生省令第十五号）別表第五号に掲げる身体障
15

害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処
置を実施している状態
ろう
ト 経鼻胃管や胃 瘻 等の経腸栄養が行われている状態
じよくそう
チ 褥 瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態
十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費のニの注の厚生労働大臣が定める期間
社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一
月から十二月までの期間（厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして都道府県知事（地方自治法に届け出た年において
は、届出の日から同年十二月までの期間）
二十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費
の注６の厚生労働大臣が定める状態
次のいずれかに該当する状態
かくたん
イ 喀 痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
ニ 人工腎臓を実施している状態
ホ 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
ぼうこう
こう
ヘ 人工膀 胱又は人工 肛 門の処置を実施している状態
ろう
ト 経鼻胃管や胃 瘻 等の経腸栄養が行われている状態
じよくそう
チ 褥 瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態
二十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護
費の注 の厚生労働大臣が定める者
利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所
の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護（指定居宅サ
12
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害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処
置を実施している状態
ろう
ト 経鼻胃管や胃 瘻 等の経腸栄養が行われている状態
じよくそう
チ 褥 瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態
（新設）

（新設）

十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費
の注 の厚生労働大臣が定める者
次のいずれにも適合している者
イ 利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業
10

所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護（指定居
宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護
をいう。ロにおいて同じ。）を受けることが必要と認めた者
ロ 現に利用定員の百分の九十五に相当する数の利用者に対応し
ている指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準
第百二十一条に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。
）において、緊急に指定短期入所生活介護を受ける必要がある
者
（新設）

十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費
のハの注の厚生労働大臣が定める療養食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝
すい
臓病食、胃潰瘍食、貧血食、 膵 臓病食、脂質異常症食、痛風食及
び特別な場合の検査食
十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費
のイ⑴から⑶までの注２、ロ⑴から⑸までの注２、ハ⑴から⑶ま
での注２及びニ⑴から⑷までの注２の厚生労働大臣が定める利用
者
難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の利用者であって
、サービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とする
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ービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう
。第二十二号において同じ。）を受けることが必要と認めた者

二十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護
費の注 の厚生労働大臣が定める利用者
連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所（
指定居宅サービス等基準第百二十一条に規定する指定短期入所生
活介護事業所をいう。）に入所（指定居宅サービス等基準第百二
十四条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
二十三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護
費のハの注の厚生労働大臣が定める療養食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提
供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝
すい
臓病食、胃潰瘍食、貧血食、 膵 臓病食、脂質異常症食、痛風食及
び特別な場合の検査食
二十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑴から⑶までの注２、ロ⑴から⑸までの注２、ハ⑴から⑶
までの注２及びニ⑴から⑷までの注２の厚生労働大臣が定める利
用者
難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の利用者であって
、サービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とする
15

もの
二十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑴から⑶までの注８、ロ⑴から⑸までの注８、ハ⑴から⑶
までの注６及びニ⑴から⑷までの注４の厚生労働大臣が定める利
用者
利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所
の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養介護（指定居宅サ
ービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をい
う。）を受けることが必要と認めた利用者
二十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑴から⑶までの注 の厚生労働大臣が定める状態
第十八号に規定する状態
二十七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑷の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注及びニ⑸の注の厚生労働大臣
が定める療養食
第二十三号に規定する療養食
二十八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑸㈡の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、
手術、麻酔又は放射線治療
イ 医科診療報酬点数表第二章第七部により点数の算定されるリ
ハビリテーション、同章第九部により点数の算定される処置（
同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療
のうち次に掲げるものを含む。）、同章第十部により点数の算
定される手術及び同章第十一部により点数の算定される麻酔
⑴ 第七部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションの
うち次に掲げるもの
㈠ 脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法に係
るものに限る。）
10

もの
二十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費
のイ⑴から⑶までの注９、ロ⑴から⑸までの注８、ハ⑴から⑶ま
での注６及びニ⑴から⑷までの注４の厚生労働大臣が定める利用
者
利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所
の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養介護（指定居宅サ
ービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をい
う。）を受けることが必要と認めた利用者
二十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑴から⑶までの注 の厚生労働大臣が定める状態
第十六号に規定する状態
二十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑷の注、ロ⑹の注、ハ⑷の注及びニ⑸の注の厚生労働大臣
が定める療養食
第十八号に規定する療養食
二十三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護
費のイ⑸㈡の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、
手術、麻酔又は放射線治療
イ 医科診療報酬点数表第二章第七部により点数の算定されるリ
ハビリテーション、同章第九部により点数の算定される処置（
同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療
のうち次に掲げるものを含む。）、同章第十部により点数の算
定される手術及び同章第十一部により点数の算定される麻酔
⑴ 第七部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションの
うち次に掲げるもの
㈠ 脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法に係
るものに限る。）
11
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㈡ 摂食機能療法
㈢ 視能訓練
⑵ 第九部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
㈠ 一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ａ 創傷処置（六千平方センチメートル以上のもの（
じよくそう
褥 瘡に係るものを除く。）を除く。）
ｂ 熱傷処置（六千平方センチメートル以上のものを除く
。）
じよくそう
重度褥 瘡処置
じよくそう
長期療養患者褥 瘡等処置
じよくそう
精神病棟等長期療養患者褥 瘡等処置
そう
爪 甲除去（麻酔を要しないもの）
せん
穿 刺排膿後薬液注入
空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置
ドレーン法（ドレナージ）
けい
せん
頸 椎、胸椎又は腰椎 穿 刺
くうせん
胸 腔 穿 刺（洗浄、注入及び排液を含む。）
くうせん
腹 腔 穿 刺（人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。）
かくたん
喀 痰吸引
たん
かくたん
干渉低周波去 痰 器による喀 痰排出
かん
かん
高位 浣 腸、高圧 浣 腸、洗腸
摘便
腰椎麻酔下直腸内異物除去
腸内ガス排気処置（開腹手術後）
酸素吸入
突発性難聴に対する酸素療法
酸素テント
けつ
間 歇 的陽圧吸入法
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
ｉ
ｊ
ｋ
ｌ
ｍ
ｎ
ｏ
ｐ
ｑ
ｒ
ｓ
ｔ
ｕ
ｖ

㈡ 摂食機能療法
㈢ 視能訓練
⑵ 第九部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
㈠ 一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ａ 創傷処置（六千平方センチメートル以上のもの（
じよくそう
褥 瘡に係るものを除く。）を除く。）
ｂ 熱傷処置（六千平方センチメートル以上のものを除く
。）
じよくそう
ｃ 重度褥 瘡処置
じよくそう
ｄ 長期療養患者褥 瘡等処置
じよくそう
ｅ 精神病棟等長期療養患者褥 瘡等処置
そう
ｆ 爪 甲除去（麻酔を要しないもの）
せん
ｇ 穿 刺排膿後薬液注入
ｈ 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置
ｉ ドレーン法（ドレナージ）
けい
せん
ｊ 頸 椎、胸椎又は腰椎 穿 刺
くうせん
ｋ 胸 腔 穿 刺（洗浄、注入及び排液を含む。）
くうせん
ｌ 腹 腔 穿 刺（人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。）
かくたん
ｍ 喀 痰吸引
たん
かくたん
ｎ 干渉低周波去 痰 器による喀 痰排出
かん
かん
ｏ 高位 浣 腸、高圧 浣 腸、洗腸
ｐ 摘便
ｑ 腰椎麻酔下直腸内異物除去
ｒ 腸内ガス排気処置（開腹手術後）
ｓ 酸素吸入
ｔ 突発性難聴に対する酸素療法
ｕ 酸素テント
けつ
ｖ 間 歇 的陽圧吸入法
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ｗ 体外式陰圧人工呼吸器治療
こう
ｘ 肛 門拡張法（徒手又はブジーによるもの）
ｙ 非還納性ヘルニア徒手整復法
じ
かんとん
こう
ｚ 痔核嵌 頓整復法（脱 肛 を含む。）
㈡ 救急処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ａ 救命のための気管内挿管
ｂ 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法
ｃ 人工呼吸
ｄ 非開胸的心マッサージ
ｅ 気管内洗浄
ｆ 胃洗浄
㈢ 皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
こう
ａ 皮膚科軟 膏 処置
しやく
ｂ いぼ焼 灼 法
ｃ イオントフォレーゼ
さい
ｄ 臍 肉芽腫切除術
㈣ 泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ぼうこう
ａ 膀 胱洗浄（薬液注入を含む。）
ｂ 後部尿道洗浄（ウルツマン）
ｃ 留置カテーテル設置
かんとん
やく
ｄ 嵌 頓包茎整復法（陰茎絞 扼 等）
㈤ 産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ちつ
ａ 膣 洗浄（熱性洗浄を含む。）
けい
ｂ 子宮 頸 管内への薬物挿入法
㈥ 眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ａ 眼処置
ｂ 義眼処置
しよう
ｃ 睫 毛抜去

ｗ 体外式陰圧人工呼吸器治療
こう
ｘ 肛 門拡張法（徒手又はブジーによるもの）
ｙ 非還納性ヘルニア徒手整復法
じ
かんとん
こう
ｚ 痔核嵌 頓整復法（脱 肛 を含む。）
㈡ 救急処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ａ 救命のための気管内挿管
ｂ 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法
ｃ 人工呼吸
ｄ 非開胸的心マッサージ
ｅ 気管内洗浄
ｆ 胃 洗浄
㈢ 皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
こう
ａ 皮膚科軟 膏 処置
しやく
ｂ いぼ焼 灼 法
ｃ イオントフォレーゼ
さい
ｄ 臍 肉芽腫切除術
㈣ 泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ぼうこう
ａ 膀 胱洗浄（薬液注入を含む。）
ｂ 後部尿道洗浄（ウルツマン）
ｃ 留置カテーテル設置
かんとん
やく
ｄ 嵌 頓包茎整復法（陰茎絞 扼 等）
㈤ 産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ちつ
ａ 膣 洗浄（熱性洗浄を含む。）
けい
ｂ 子宮 頸 管内への薬物挿入法
㈥ 眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
ａ 眼処置
ｂ 義眼処置
しよう
ｃ 睫 毛抜去
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ｄ 結膜異物除去
㈦ 耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
こう
ａ 耳処置（点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳 垢 栓除去を
含む。）
ｂ 鼻処置（鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処
置を含む。）
くう
ｃ 口 腔 、咽頭処置
ｄ 関節喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。）
ｅ 鼻出血止血法（ガーゼタンポン又はバルーンによるも
の）
こう
ｆ 耳 垢 栓塞除去（複雑なもの）
ｇ ネブライザー
ｈ 超音波ネブライザー
けん
㈧ 整形外科的処置に掲げる処置（鋼線等による直達 牽 引を
除く。）
㈨ 栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
くう
ａ 鼻 腔 栄養
かん
ｂ 滋養 浣 腸
⑶ 第十部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの
㈠ 創傷処理（長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達
するものを除く。）
㈡ 皮膚切開術（長径二十センチメートル未満のものに限る
。）
㈢ デブリードマン（百平方センチメートル未満のものに限
る。）
そう
㈣ 爪 甲除去術
ひようそう
㈤ 瘭 疽手術
きよく
㈥ 風 棘 手術

ｄ 結膜異物除去
㈦ 耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
こう
ａ 耳処置（点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳 垢 栓除去を
含む。）
ｂ 鼻処置（鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処
置を含む。）
くう
ｃ 口 腔 、咽頭処置
ｄ 関節喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。）
ｅ 鼻出血止血法（ガーゼタンポン又はバルーンによるも
の）
こう
ｆ 耳 垢 栓塞除去（複雑なもの）
ｇ ネブライザー
ｈ 超音波ネブライザー
けん
㈧ 整形外科的処置に掲げる処置（鋼線等による直達 牽 引を
除く。）
㈨ 栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの
くう
ａ 鼻 腔 栄養
かん
ｂ 滋養 浣 腸
⑶ 第十部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの
㈠ 創傷処理（長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達
するものを除く。）
㈡ 皮膚切開術（長径二十センチメートル未満のものに限る
。）
㈢ デブリードマン（百平方センチメートル未満のものに限
る。）
そう
㈣ 爪 甲除去術
ひようそう
㈤ 瘭 疽手術
きよく
㈥ 風 棘 手術
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㈦ 外耳道異物除去術（極めて複雑なものを除く。）
㈧ 咽頭異物摘出術
㈨ 顎関節脱臼非観血的整復術
㈩ 血管露出術
⑷ 第十一部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの
㈠ 静脈麻酔、筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔
㈡ 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
⑸ ⑴から⑷までに掲げるリハビリテーション、処置、手術又
は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬点数表により
点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及
び麻酔
二十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生
活介護費のニの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
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。）が共同で作成した利用者の
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、利用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、介護記録等利用者に
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。
三十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活

㈦ 外耳道異物除去術（極めて複雑なものを除く。）
㈧ 咽頭異物摘出術
㈨ 顎関節脱臼非観血的整復術
㈩ 血管露出術
⑷ 第十一部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの
㈠ 静脈麻酔、筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔
㈡ 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
⑸ ⑴から⑷までに掲げるリハビリテーション、処置、手術又
は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬点数表により
点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及
び麻酔
二十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生
活介護費の注７の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
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 利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の介護に係
る計画が作成されていること。

ハ 医師、看護師、介護職員等が共同して、利用者の状態又は家
族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同
意を得て介護が行われていること。
（新設）
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介護費のホの注の厚生労働大臣が定める者
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
三十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の
注４の厚生労働大臣が定める者
イ 次に掲げる福祉用具の種類に応じ、それぞれ次に掲げる者
⑴ 車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者
㈠ 日常的に歩行が困難な者
㈡ 日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められ
る者
⑵ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
㈠ 日常的に起きあがりが困難な者
㈡ 日常的に寝返りが困難な者
⑶ 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な
者
はいかい
⑷ 認知症老人徘 徊感知機器 次のいずれにも該当する者
㈠ 意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支
障がある者
㈡ 移動において全介助を必要としない者
⑸ 移動用リフト（つり具の部分を除く。） 次のいずれかに
該当する者
㈠ 日常的に立ち上がりが困難な者
㈡ 移乗において一部介助又は全介助を必要とする者
㈢ 生活環境において段差の解消が必要と認められる者
せつ
⑹ 自動排 泄 処理装置 次のいずれにも該当する者
㈠ 排便において全介助を必要とする者
㈡ 移乗において全介助を必要とする者
三十二 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する

二十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の
注４の厚生労働大臣が定める者
イ 次に掲げる福祉用具の種類に応じ、それぞれ次に掲げる者
⑴ 車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者
㈠ 日常的に歩行が困難な者
㈡ 日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められ
る者
⑵ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
㈠ 日常的に起きあがりが困難な者
㈡ 日常的に寝返りが困難な者
⑶ 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な
者
はいかい
⑷ 認知症老人徘 徊感知機器 次のいずれにも該当する者
㈠ 意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支
障がある者
㈡ 移動において全介助を必要としない者
⑸ 移動用リフト（つり具の部分を除く。） 次のいずれかに
該当する者
㈠ 日常的に立ち上がりが困難な者
㈡ 移乗において一部介助又は全介助を必要とする者
㈢ 生活環境において段差の解消が必要と認められる者
せつ
⑹ 自動排 泄 処理装置 次のいずれにも該当する者
㈠ 排便において全介助を必要とする者
㈡ 移乗において全介助を必要とする者
二十六 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する
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基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密
着型サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービ
ス介護給付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問
介護看護費の注２の厚生労働大臣が定める疾病等
第四号に規定する疾病等
三十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・
随時対応型訪問介護看護費の注 の厚生労働大臣が定める状態
第六号に規定する状態
三十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・
随時対応型訪問介護看護費の注 の厚生労働大臣が定める区分
イ 特別管理加算
第六号イに規定する状態にある者に対して
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚
生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」
という。）第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護をいう。ロにおいて同じ。）を行う場合
ロ 特別管理加算
第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態に
ある者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う
場合
三十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・
随時対応型訪問介護看護費の注 の厚生労働大臣が定める状態
第八号に規定する状態
三十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応
型通所介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用
者
第十三号に規定する利用者
三十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応
型通所介護費の注４の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴
(Ⅰ)

(Ⅱ)

基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密
着型サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービ
ス介護給付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問
介護看護費の注２の厚生労働大臣が定める疾病等
第四号に規定する疾病等
二十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・
随時対応型訪問介護看護費の注９の厚生労働大臣が定める状態
第六号に規定する状態
二十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・
随時対応型訪問介護看護費の注９の厚生労働大臣が定める区分
イ 特別管理加算
第六号イに規定する状態にある者に対して
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚
生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」
という。）第三条の二に規定する指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護をいう。ロにおいて同じ。）を行う場合
ロ 特別管理加算
第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態に
ある者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う
場合
二十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・
随時対応型訪問介護看護費の注 の厚生労働大臣が定める状態
第八号に規定する状態
三十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型
通所介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
(Ⅰ)

10

第十三号に規定する利用者
三十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応
型通所介護費の注４の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴

(Ⅱ)
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10

10

11

介助
第十五号に規定する入浴介助
三十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機
能型居宅介護費のニの注の厚生労働大臣が定める登録者
イ 認知症加算 を算定すべき利用者
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
ロ 認知症加算 を算定すべき利用者
要介護状態区分が要介護二である者であって、周囲の者によ
る日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの
三十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機
能型居宅介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する
利用者
次に掲げるいずれの基準にも適合する利用者
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 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登録者
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（その家族等が説明を
受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）である
こと。
四十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型
共同生活介護費の注５の厚生労働大臣が定める基準に適合する利
用者
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
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。

介助
第十四号に規定する入浴介助
三十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機
能型居宅介護費のハの注の厚生労働大臣が定める登録者
イ 認知症加算 を算定すべき利用者
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
ロ 認知症加算 を算定すべき利用者
要介護状態区分が要介護二である者であって、周囲の者によ
る日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの
（新設）

三十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応
型共同生活介護費の注５の厚生労働大臣が定める基準に適合する
利用者
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
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。
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

ロ 医師、看護職員（指定認知症対応型共同生活介護事業所（指
定地域密着型サービス基準第九十条に規定する指定認知症対応
型共同生活介護事業所をいう。）の職員又は当該指定認知症対
応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距
離にある病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーショ
ン（指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する
指定訪問看護ステーションをいう。）の職員に限る。）、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。）が共同で作成した利用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、利用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、介護記録等利用者に
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。

四十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応
型共同生活介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者
第三十号に規定する利用者
四十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
特定施設入居者生活介護費のハの厚生労働大臣が定める基準に適

ロ 利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の介護に係
る計画が作成されていること。

ハ 医師、看護師（指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定
地域密着型サービス基準第九十条に規定する指定認知症対応型
共同生活介護事業所をいう。）の職員又は当該指定認知症対応
型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離
にある病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション
（指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指
定訪問看護ステーションをいう。）の職員に限る。）、介護職
員等が共同して、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、
利用者又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行われ
ていること。
三十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応
型共同生活介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者
日常生活に支障をきた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
三十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
特定施設入居者生活介護費の注６の厚生労働大臣が定める基準に
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合する利用者
第二十九号に規定する利用者
四十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
特定施設入居者生活介護費のニの厚生労働大臣が定める者
第三十号に規定する利用者
四十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 の厚生労
働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障
害のある者、知的障害者又は精神障害者（以下「視覚障害者等」
という。 )
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
四十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 の厚生労
働大臣が定める者
次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者
イ 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
ロ 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
ハ 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
ニ 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（昭和二十五年政令第百五十五号）第十二
条各号に掲げる者
四十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護のイからニまでの注 の厚生労
働大臣が定める者

適合する利用者
第二十四号に規定する利用者
（新設）

三十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護福祉施設サービスのイからニまでの注 の厚生労働大臣が定
める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者
又は知的障害者（以下「視覚障害者等」という。）

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
三十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護福祉施設サービスのイからニまでの注 の厚生労働大臣が定
め る者
次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者
イ 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
ロ 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
ハ 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
（新設）

三十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護福祉施設サービスのイからニまでの注 の厚生労働大臣が定
める者

- 18 -

13

13

15

13

13

15

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（指定地域密
着型サービス基準第百三十条に規定する指定地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護をいう。）を利用する期間中において、
指定地域密着型サービス基準第百三十六条第三項第三号に掲げる
厚生労働大臣の定める基準に基づき、利用者が選定する特別な居
室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行って
いない者
四十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護のヲの注の厚生労働大臣が定め
る療養食
第二十三号に規定する療養食
四十八 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護のワの注の厚生労働大臣が定め
る基準に適合する入所者
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
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。

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（指定地域密
着型サービス基準第百三十条に規定する指定地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護をいう。）を利用する期間中において、
指定地域密着型サービス基準第百三十六条第三項第三号に掲げる
厚生労働大臣の定める基準に基づき、利用者が選定する特別な居
室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行って
いない者
三十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護福祉施設サービスのヲの注の厚生労働大臣が定める療養食

第十八号に規定する療養食
四十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介
護福祉施設サービスのワの注の厚生労働大臣が定める基準に適合
する入所者
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
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 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者の介護に係
る計画が作成されていること。

ハ 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、本人又はその家族への説明を行い、同
意を得て介護が行われていること。
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四十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護福祉施設サービスのヨの注の厚生労働大臣が定める者
次に掲げる要件を満たす者
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四十九 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護のヨの注の厚生労働大臣が定め
る者
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
（削除）

イ 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、当該施設の同一の個室を計画的に利用し
ている者であること。
ロ 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。
四十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型
介護福祉施設サービスのレの注の厚生労働大臣が定める者

第三十四号に規定する者
四十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のイの注５の厚生労働大臣が定める疾病等
第四号に規定する疾病等
四十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のハの注の厚生労働大臣が定める登録者
第三十二号に規定する登録者
四十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のニの注の厚生労働大臣が定める状態
第六号に規定する状態
四十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のトの注の厚生労働大臣が定める区分
イ 特別管理加算
第六号イに規定する状態にある者に対して
(Ⅰ)

（削除）
五十 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護のレの注の厚生労働大臣が定める
者
第三十号に規定する者
五十一 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のイの注８の厚生労働大臣が定める疾病等
第四号に規定する疾病等
五十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のニの注の厚生労働大臣が定める登録者
第三十八号に規定する登録者
五十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のホの注の厚生労働大臣が定める状態
第六号に規定する状態
五十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のチの注の厚生労働大臣が定める区分
イ 特別管理加算
第六号イに規定する状態にある者に対して
(Ⅰ)

指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基
準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をい
う。ロにおいて同じ。）を行う場合
ロ 特別管理加算
第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態に
ある者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行う場合
五十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のリの注の厚生労働大臣が定める状態
第八号に規定する状態
五十六 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（
平成十二年厚生省告示第二十号）別表指定居宅介護支援介護給付
費単位数表のロの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合
次のいずれかに該当している場合
イ 新規に居宅サービス計画（介護保険法（平成九年法律第百二
十三号）第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう
。）を作成する利用者に対し指定居宅介護支援（同法第四十六
条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ
。）を行った場合
ロ 要介護状態区分が二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
五十七 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
（平成十二年厚生省告示第二十一号）別表指定施設サービス等介
護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数
表」という。）の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 の厚生
労働大臣が定める基準に適合する視覚障害者等
第四十四号に規定する視覚障害者等
五十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
第四十五号に規定する者
(Ⅱ)

13

13

指定複合型サービス（指定地域密着型サービス基準第百七十条
に規定する指定複合型サービスをいう。ロにおいて同じ。）を
行う場合
ロ 特別管理加算
第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態に
ある者に対して指定複合型サービスを行う場合
四十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サー
ビス費のチの注の厚生労働大臣が定める状態
第八号に規定する状態
四十八 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（
平成十二年厚生省告示第二十号）別表指定居宅介護支援介護給付
費単位数表のロの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合
次のいずれかに該当している場合
イ 新規に居宅サービス計画（介護保険法（平成九年法律第百二
十三号）第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう
。）を作成する利用者に対し指定居宅介護支援（同法第四十六
条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ
。）を行った場合
ロ 要介護状態区分が二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
四十九 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
（平成十二年厚生省告示第二十一号）別表指定施設サービス等介
護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数
表」という。）の介護福祉施設サービスのイ及びロの注 の厚生
労働大臣が定める基準に適合する視覚障害者等
第三十六号に規定する視覚障害者等
五十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サー
ビスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
第三十七号に規定する者
(Ⅱ)

13

13
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五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、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（平成十一年
厚生省令第三十九号）第九条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣
の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な居室の提供を受
けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていない者
六十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サー
ビスのヌの注の厚生労働大臣が定める療養食
第二十三号に規定する療養食
六十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのルの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
第四十八号に規定する入所者
六十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのワの注の厚生労働大臣が定める者
第四十九号に規定する者
六十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのカの注の厚生労働大臣が定める者
第三十号に規定する者
六十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、介護老
人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成
十一年厚生省令第四十号）第十一条第三項第三号に掲げる厚生労
働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な療養室の
提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていな
い者
六十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
15

10

五十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、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（平成十一年
厚生省令第三十九号）第九条第三項第三号に掲げる厚生労働大臣
の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な居室の提供を受
けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていない者
五十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのヌの注の厚生労働大臣が定める療養食
第十八号に規定する療養食
五十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのルの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者
第四十号に規定する入所者
五十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのワの注の厚生労働大臣が定める者
第四十一号に規定する者
五十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サ
ービスのカの注の厚生労働大臣が定める者
第三十四号に規定する者
五十六 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める者
平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、介護老
人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成
十一年厚生省令第四十号）第十一条第三項第三号に掲げる厚生労
働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な療養室の
提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を行っていな
い者
五十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
15

10
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ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める基準に適合する
入所者
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
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 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナ
ルケアに係る計画が作成されていること。
ハ 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、本人又はその家族への説明を行い、同
意を得てターミナルケアが行われていること。
六十六 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのルの注の厚生労働大臣が定める療養食
第二十三号に規定する療養食
六十七 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのワ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置
、手術、麻酔又は放射線治療
第二十八号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔
又は放射線治療
六十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのカの注１の厚生労働大臣が定める入所者
次のいずれかに該当する者
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ほうしん
ハ 帯状疱 疹の者（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限
る。）
六十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのヨの注の厚生労働大臣が定める者
第三十号に規定する者
12

ービスのイ及びロの注 の厚生労働大臣が定める基準に適合する
入所者
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
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 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナ
ルケアに係る計画が作成されていること。
ハ 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、本人又はその家族への説明を行い、同
意を得てターミナルケアが行われていること。
五十八 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのルの注の厚生労働大臣が定める療養食
第十八号に規定する療養食
五十九 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのワ⑵の厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置
、手術、麻酔又は放射線治療
第二十三号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔
又は放射線治療
六十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サー
ビスのカの注１の厚生労働大臣が定める入所者
次にいずれかに該当する者
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ほうしん
ハ 帯状疱 疹の者（抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限
る。）
六十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのヨの注の厚生労働大臣が定める者
第三十四号に規定する者
12
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七十 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サー
ビスのレの注の厚生労働大臣が定める機関
次のいずれかに該当する機関
イ 認知症疾患医療センター
ロ 認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関
七十一 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⑴から⑷までの注 、ロ⑴及び⑵の注８並びにハ⑴か
ら⑶までの注６の厚生労働大臣が定める者
平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、健康保
険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則
第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものと
された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基
準（平成十一年厚生省令第四十一号）第十二条第三項第三号に掲
げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、入院患者が選定する特
別な病室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を
行っていない者
七十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⑿の注、ロ⑽の注及びハ⑾の注の厚生労働大臣が定め
る療養食
第二十三号に規定する療養食
七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⒂の注及びロ⒀の注の厚生労働大臣が定める者
第三十号に規定する者
七十四 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準（平成十八年厚生労働省告示第百二十七号）別表指定介護予防
サービス介護給付費単位数表（以下「指定介護予防サービス介護
給付費単位数表」という。）の介護予防訪問介護費の注２の厚生
労働大臣が定めるサービス提供責任者
11

六十二 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サ
ービスのレの注の厚生労働大臣が定める機関
次に掲げるいずれかに該当する機関
イ 認知症疾患医療センター
ロ 認知症の鑑別診断等に係る専門医療機関
六十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⑴から⑷までの注 、ロ⑴及び⑵の注８並びにハ⑴か
ら⑶までの注６の厚生労働大臣が定める者
平成十七年九月一日から同月三十日までの間において、健康保
険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則
第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものと
された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基
準（平成十一年厚生省令第四十一号）第十二条第三項第三号に掲
げる厚生労働大臣の定める基準に基づき、入院患者が選定する特
別な病室の提供を受けたことに伴い必要となる費用の額の支払を
行っていない者
六十四 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⑿の注、ロ⑽の注及びハ⑾の注の厚生労働大臣が定め
る療養食
第十八号に規定する療養食
六十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護療養施設サ
ービスのイ⒂の注及びロ⒀の注の厚生労働大臣が定める者
第三十四号に規定する者
六十六 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準（平成十八年厚生労働省告示第百二十七号）別表指定介護予防
サービス介護給付費単位数表（以下「指定介護予防サービス介護
給付費単位数表」という。）の介護予防訪問介護費の注２の厚生
労働大臣が定めるサービス提供責任者

11
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第二号に規定する者
七十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
看護費の注１の厚生労働大臣が定める疾病等
第四号に規定する疾病等
七十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
看護費の注４の厚生労働大臣が定める基準
第五号に規定する基準
七十七 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
看護費の注５の厚生労働大臣が定める状態
第六号に規定する状態
七十八 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
看護費の注 の厚生労働大臣が定める区分
イ 特別管理加算
第六号イに規定する状態にある者に対して
指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス等の事業の人員
、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労
働省令第三十五号）第六十二条に規定する指定介護予防訪問看
護をいう。ロにおいて同じ。）を行う場合
ロ 特別管理加算
第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態に
ある者に対して指定介護予防訪問看護を行う場合
七十九 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅
療養管理指導費のハの注１の厚生労働大臣が定める者
第十号に規定する者
八十 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅療
養管理指導費のハの注２の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
第十一号に規定する特別な薬剤
八十一 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅
療養管理指導費のニの注のイの厚生労働大臣が定める特別食
10

(Ⅰ)

(Ⅱ)

第二号に規定する者
六十七 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
看護費の注１の厚生労働大臣が定める疾病等
第四号に規定する疾病等
六十八 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
看護費の注４の厚生労働大臣が定める基準
第五号に規定する基準
六十九 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問
看護費の注５の厚生労働大臣が定める状態
第六号に規定する状態
七十 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看
護費の注 の厚生労働大臣が定める区分
イ 特別管理加算
第六号イに規定する状態にある者に対して
指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービス等の事業の人員
、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労
働省令第三十五号）第六十二条に規定する指定介護予防訪問看
護をいう。ロにおいて同じ。）を行う場合
ロ 特別管理加算
第六号ロ、ハ、ニ又はホに規定する状態に
ある者に対して指定介護予防訪問看護を行う場合
七十一 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅
療養管理指導費のハの注１の厚生労働大臣が定める者
第九号に規定する者
七十二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅
療養管理指導費のハの注２の厚生労働大臣が定める特別な薬剤
第十号に規定する特別な薬剤
七十三 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防居宅
療養管理指導費のニの注のイの厚生労働大臣が定める特別食
10

(Ⅰ)

(Ⅱ)
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第十二号に規定する特別食
八十二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所
介護費のトの注の厚生労働大臣が定める期間
事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月
から十二月までの期間（指定介護予防サービス介護給付費単位数
表の介護予防通所介護費のハ、ニ又はホの注に掲げる基準に適合
しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届出
の日から同年十二月までの期間）

八十三 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所
リハビリテーション費のヘの注の厚生労働大臣が定める期間
事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月
から十二月までの期間（指定介護予防サービス介護給付費単位数
表の介護予防通所リハビリテーション費のロ、ハ又はニの注に掲
げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た年に
おいては、届出の日から同年十二月までの期間）
八十四 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期
入所生活介護費のハの注の厚生労働大臣が定める療養食
第二十三号に規定する療養食
八十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期
入所療養介護費のイ⑶の注、ロ⑸の注、ハ⑶の注及びニ⑷の注の
厚生労働大臣が定める療養食
第二十三号に規定する療養食
八十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期
入所療養介護費のイ⑷㈡の厚生労働大臣が定めるリハビリテーシ
ョン、処置、手術、麻酔又は放射線治療
第二十八号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔

第十一号に規定する特別食
七十四 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所
介護費のトの注の厚生労働大臣が定める期間
当該加算を算定する年度の前年の一月から十二月までの期間（
指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費
のハ、ニ又はホの注に掲げる基準に適合しているものとして都道
府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五
十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二
第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長）に届け
出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間）
七十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所
リハビリテーション費のヘの注の厚生労働大臣が定める期間
前号に規定する期間

七十六 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期
入所生活介護費のハの注の厚生労働大臣が定める療養食
第十八号に規定する療養食
七十七 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期
入所療養介護費のイ⑶の注、ロ⑸の注、ハ⑶の注及びニ⑷の注の
厚生労働大臣が定める療養食
第十八号に規定する療養食
七十八 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期
入所療養介護費のイ⑷㈡の厚生労働大臣が定めるリハビリテーシ
ョン、処置、手術、麻酔又は放射線治療
第二十三号に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔
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又は放射線治療
八十七 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定
施設入居者生活介護費のハの厚生労働大臣が定める者
第三十号に規定する利用者
八十八 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉
用具貸与費の注４の厚生労働大臣が定める者
第三十一号に規定する者
八十九 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定
に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）別表指
定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定
地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の
介護予防認知症対応型通所介護費の注２の厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者
第十四号に規定する利用者
九十 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護
予防認知症対応型通所介護費の注４の厚生労働大臣が定める基準
に適合する入浴介助
第十五号に規定する入浴介助
九十一 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介
護予防認知症対応型共同生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定
める者
第三十号に規定する者

又は放射線治療
（新設）

七十九 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉
用具貸与費の注４の厚生労働大臣が定める者
第二十五号に規定する者
八十 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）別表指定
地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定地
域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介
護予防認知症対応型通所介護費の注２の厚生労働大臣が定める基
準に適合する利用者
第十三号に規定する利用者
八十一 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介
護予防認知症対応型通所介護費の注４の厚生労働大臣が定める基
準に適合する入浴介助
第十四号に規定する入浴介助
八十二 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介
護予防認知症対応型共同生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定
める者
第三十四号に規定する者
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○

一

正

後

厚生労働大臣が定める基準【平成二十七年四月一日施行】

改
厚生労働大臣が定める基準

（

参

考

厚生労働大臣が定める基準

）

現

（傍線の部分は改正部分）

行

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単

一

十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単

位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成
位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。

）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準

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

こと。

号に規定する営業日及び営業時間をいう。）として定めている

。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第二十九条第三

、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

間帯を営業日及び営業時間（指定居宅サービス等の事業の人員

深夜（午後十時から午前六時までの時間をいう。）を除く時

次のいずれにも適合すること。

）の訪問介護費の注２の厚生労働大臣が定める基準
次のいずれにも適合すること。

イ

ロ

、常時対応できる体制にあること。

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

定訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準第五条第一項に規

に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）に係る指

指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準第五条第一項

下「指定居宅サービス等基準」という。）第五条第一項に規定

定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）が次のいずれ

ハ

する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）に係る指定訪問

かに該当すること。

指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設

、常時対応できる体制にあること。

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

（削除）

イ
ロ

介護事業者（指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する
指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）が次のいずれかに該

介護看護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設

当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四

⑴

備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四

号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第三条

当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問

当すること。
⑴

号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第三条

一頁

二

三

⑵

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問

一体的に事業を実施していること。
⑵

一体的に事業を実施していること。
当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定し

削除

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

二

特定事業所加算

訪問介護費における特定事業所加算の基準

介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定し

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

三

ていること。

イ

ていること（当該指定訪問介護事業者については、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に対して
指定訪問介護（指定居宅サービス等基準第四条に規定する指
定訪問介護をいう。以下同じ。）を行うものに限る。）。
訪問介護費の注６の厚生労働大臣が定める基準
平成二十七年三月三十一日時点で、介護保険法施行規則（平成
十一年厚生省令第三十六号）第二十二条の二十三第一項に規定す
る介護職員初任者研修課程を修了した者 以
( 下「初任者研修修了者
」という。）をサービス提供責任者（指定居宅サービス等基準第
五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。）
として配置しており、かつ、平成二十七年四月一日以降も当該初
任者研修修了者をサービス提供責任者として配置する指定訪問介
護事業所であって、平成三十年三月三十一日までに、当該指定訪
問介護事業所以外の指定訪問介護事業所であって当該指定訪問介
護事業所に対して指定訪問介護の提供に係る支援を行うものとの
密接な連携の下に運営される指定訪問介護事業所となること又は

特定事業所加算

訪問介護費における特定事業所加算の基準

なることが確実に見込まれるものであること。
イ

と。

介護員等（あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当

該指定訪問介護事業所から指示があった場合に、直接、当該

介護員等（あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当

指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等（登録型の訪問

該指定訪問介護事業所から指示があった場合に、直接、当該

指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護（指定居

⑴

指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪

二頁

宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以

指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等（登録型の訪問

(Ⅰ)

問介護員等をいう。）を含む。以下同じ。）に対し、訪問介

と。
⑴

(Ⅰ)

⑵

⑶
⑷
⑸

部における研修を含む。）を実施又は実施を予定しているこ

護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外

。）に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計

下同じ。）を行う訪問介護員等をいう。）を含む。以下同じ

次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること 。

施を予定していること。

画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実
⑵

留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての

留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問

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

㈠

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。

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

が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用

する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサー

ス提供責任者をいう。以下同じ。）が、当該利用者を担当

（指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービ

指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者

書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、

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

㈡

サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告

時等における対応方法が利用者に明示されていること。

指定居宅サービス等基準第二十九条第六号に規定する緊急

康診断等を定期的に実施すること。

当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健

担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。

り伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、

指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者

こと。

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての

次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること 。

と。

㈠

㈡

⑶
⑷

を受けること。
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健
康診断等を定期的に実施すること。
指定居宅サービス等基準第二十九条第六号に規定する緊急
時等における対応方法が利用者に明示されていること。

四十条第二項第五号の指定を受けた学校又は養成施設におい

会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第

とができることとされた同法第三条の規定による改正後の社

年法律第百二十五号）附則第二条第二項の規定により行うこ

福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成十九

福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、社会

て六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した

四十条第二項第五号の指定を受けた学校又は養成施設におい

会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第

とができることとされた同法第三条の規定による改正後の社

年法律第百二十五号）附則第二条第二項の規定により行うこ

福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成十九

福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士、社会

当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護

て六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した

者（以下「実務者研修修了者」という。）並びに介護保険法

⑸

者（以下「実務者研修修了者」という。）並びに介護保険法

施行規則の一部を改正する省令（平成二十四年厚生労働省令

当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護

施行規則の一部を改正する省令（平成二十四年厚生労働省令

三頁

ロ
ハ
ニ

⑹

⑺

以上であること。

下「一級課程修了者」という。）の占める割合が百分の五十

研修課程修了者」という。）及び一級課程を修了した者（以

る介護職員基礎研修課程を修了した者（以下「介護職員基礎

年厚生省令第三十六号）第二十二条の二十三第一項に規定す

第二十五号）による改正前の介護保険法施行規則（平成十一

以上であること。

下「一級課程修了者」という。）の占める割合が百分の五十

研修課程修了者」という。）及び一級課程を修了した者（以

る介護職員基礎研修課程を修了した者（以下「介護職員基礎

年厚生省令第三十六号）第二十二条の二十三第一項に規定す

第二十五号）による改正前の介護保険法施行規則（平成十一

修了者若しくは一級課程修了者であること。ただし、指定居

験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程

年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経

宅サービス等基準第五条第二項の規定により一人を超えるサ

修了者若しくは一級課程修了者であること。ただし、指定居

験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程

年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経

当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三

宅サービス等基準第五条第二項の規定により一人を超えるサ

ービス提供責任者を配置することとされている事業所におい

⑹

ービス提供責任者を配置することとされている事業所におい

ては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置しているこ

当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三

ては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置しているこ

と。

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

二に規定する認知症をいう。）である者並びに社会福祉士及

平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第五条の

認められることから介護を必要とする認知症（介護保険法（

者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が

総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である

）第一条各号に掲げる行為を必要とする者（当該指定訪問介

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

二に規定する認知症をいう。）である者並びに社会福祉士及

平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第五条の

認められることから介護を必要とする認知症（介護保険法（

者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が

総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である

前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の

）第一条各号に掲げる行為を必要とする者（当該指定訪問介

護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項

⑺

護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項

イの⑴から⑷までに掲げる基準のいずれ

の登録を受けている場合に限る。）の占める割合が百分の二
特定事業所加算

の登録を受けている場合に限る。）の占める割合が百分の二

前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の

と。

ロ

十以上であること。
イの⑴から⑷までに掲げる基準のいずれ

四頁

イの⑴から⑷まで及び⑺に掲げる基準の

にも適合し、かつ、⑸又は⑹のいずれかに適合すること。
特定事業所加算

いずれにも適合すること。
（新設）

ハ

十以上であること。
特定事業所加算

イの⑴から⑷まで及び⑺に掲げる基準の

にも適合し、かつ、⑸又は⑹のいずれかに適合すること。
特定事業所加算

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

いずれにも適合すること。
特定事業所加算

(Ⅱ)
(Ⅲ)

(Ⅱ)
(Ⅲ)
(Ⅳ)

四
イ

イの⑵から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること 。

と。
⑴
指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、

前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の

任者を一人以上配置していること。

つ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責

ととされているサービス提供責任者を常勤により配置し、か

指定訪問介護事業所であって、同項の規定により配置するこ

ることとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の

指定居宅サービス等基準第五条第二項の規定により配置す

定していること。

い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予

サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従

⑵

⑶

⑷

総数のうち、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、日常生活に支障を来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であ
る者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号
に掲げる行為を必要とする者の占める割合が百分の六十以上
であること。
次に掲げる基準のいずれにも適合

訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
介護職員処遇改善加算

四

訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
介護職員処遇改善加算

改善」という。）に要する費用の見込額が介護職員処遇改善

イ

改善」という。）に要する費用の見込額（賃金改善に伴う法

加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、

介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金

定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下

五頁

、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の

指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画

当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を
講じていること。
指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画
、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の

⑵

⑴

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(Ⅰ)

同じ。）が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金

介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金

すること。
⑴

⑵

(Ⅰ)

⑶

⑷
⑸

⑹

⑺

にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第

十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五

昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項

し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（

処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成

にあっては、指定都市又は中核市の市長。第十九号及び第四

十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）

の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五

昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項

し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（

処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成

員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職

すること。

介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施

十三号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。
⑶
⑷

六十五号を除き、以下同じ。）に届け出ていること。
介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施
すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な
場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準（本
加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得な

員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職

百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七

二十二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第

和二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和

算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭

算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭

号）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の

⑸

和二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和

労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていな

いが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

二十二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第

いこと。

当該指定訪問介護事業所において、労働保険料（労働保険

百三十七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七
⑹

の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四

号）、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の
労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていな

㈡

㈠

ｂ

ａ

次に掲げる要件の全てに適合すること。

員に周知していること。

ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職

ること。

件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めてい

介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要

次に掲げる要件の全てに適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

）の納付が適正に行われていること。

号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。
⑺

いこと。
当該指定訪問介護事業所において、労働保険料（労働保険
の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四
号）第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。

㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

と。

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

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

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

）の納付が適正に行われていること。
㈠

㈡

六頁

ロ

⑻

㈢

に周知していること。
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。
⑻

ａ

ｂ

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。

ａについて、全ての介護職員に周知していること。

平成二十年十月から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

㈢について、全ての介護職員に周知していること。
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

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

㈣
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

イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

の職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算

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

次に掲げる基準のいずれにも適合

ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算
イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

すること。
⑴
次に掲げる要件の全てに適合すること。
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。
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。
次に掲げる要件の全てに適合すること。
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。
ａについて、全ての介護職員に周知していること。

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

ｂ

ａ

ｂ

ａ

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
㈠

㈡

⑵

⑶

ロ

ずれにも適合し、かつ⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに適合

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

すること。

七頁

ての職員に周知していること。

(Ⅱ)

(Ⅱ)

五

ハ

ニ

介護職員処遇改善加算

イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ずれにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適
合すること。
介護職員処遇改善加算
ずれにも適合すること。
イ

次に掲げる基準のいずれに

訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
サービス提供体制強化加算

ハ

介護職員処遇改善加算
ずれにも適合すること。

イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

同じ。）の全ての訪問入浴介護従業者（指定居宅サービス等

五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下

四十五条第一項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同

。）の全ての訪問入浴介護従業者（指定居宅サービス等基準第

条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ

五

基準第四十五条第一項に規定する訪問入浴介護従業者をいう

じ。）に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、

指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス等基準第四十五

。以下同じ。）に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画

当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又

イ

を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意

は実施を予定していること。
ロ

事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問

介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催するこ

対し、健康診断等を定期的に実施すること。

当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に

と。

入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
すること。
当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

当該指定訪問入浴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三十以上又は介護福祉士、実務者

ニ

護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護福祉士、実

研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が百
次に掲げる基準のいずれに

務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割
ロ

イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

八頁

分の五十以上であること。

当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介

ハ

。）を実施又は実施を予定していること。

指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス等基準第四十

も適合すること。
⑴

⑵

⑶

(Ⅲ)

合が百分の六十以上であること。
サービス提供体制強化加算
⑴

当該指定訪問入浴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三十以上又は介護福祉士、実

⑵

も適合すること。

⑷

(Ⅰ)
(Ⅰ)

イ

ロ

(Ⅲ)
(Ⅳ)

六
七

八

九

務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割
合が百分の五十以上であること。
訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。
訪問看護費における緊急時訪問看護加算の基準
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求

六
七

八

訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。

訪問看護費における緊急時訪問看護加算の基準

利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求

められた場合に常時対応できる体制にあること。

訪問看護費におけるターミナルケア加算の基準

る体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護（

ターミナルケアを受ける利用者について二十四時間連絡でき

る体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護（

指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護を

イ

指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護を

いう。以下同じ。）を行うことができる体制を整備していること 。

主治の医師との連携の下に、指定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

ロ

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行っている

主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナ
に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っている

こと。

九頁

ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必

こと。
ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必

要な事項が適切に記録されていること。
（新設）

ハ

いう。 以下同じ 。）を 行うこと ができ る体制 を整備し ている こと 。

ターミナルケアを受ける利用者について二十四時間連絡でき

訪問看護費におけるターミナルケア加算の基準

められた場合に常時対応できる体制にあること。
イ

ロ

ハ
要な事項が適切に記録されていること。

訪問看護費における看護体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
算定日が属する月の前三月間において、指定訪問看護事業所
（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問
看護事業所をいう。以下同じ。）における利用者の総数のうち
に係る加算をいう。）を算定した利用者の

、緊急時訪問看護加算（指定居宅サービス介護給付費単位数表
の訪問看護費の注

占める割合が百分の五十以上であること。
算定日が属する月の前三月間において、指定訪問看護事業所
に係る加算をいう。

における利用者の総数のうち、特別管理加算（指定居宅サービ
ス介護給付費単位数表の訪問看護費の注

）を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上であること

11

イ

ロ

10

十

ハ

イ

ロ

ハ
ニ

。
算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業
に係る加算をいう。）を算定した

所におけるターミナルケア加算（指定居宅サービス介護給付費
単位数表の訪問看護費の注
利用者が一名以上であること。

九

訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

指定訪問看護事業所（指定居宅サービス等基準第六十条第一

項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）の全て

イ

指定訪問看護事業所の全ての看護師等（指定居宅サービス等

の看護師等（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定す

訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ。）

る看護師等をいう。以下同じ。）に対し、看護師等ごとに研修

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意

事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技

術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。

当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断
等を定期的に実施すること。

一〇頁

当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、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。

（新設）

（新設）

ニ

む。）を実施又は実施を予定していること。

に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、

ロ

計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含

を算定していること。

ハ

研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定して
いること。
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意
事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技
術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断
等を定期的に実施すること。
当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、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。
訪問リハビリテーション費における短期集中リハビリテーシ

又は

う。以下同じ。）の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ

八十一条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画をい

訪問リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第

次に掲げる基準の

訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネ

メント加算

訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジ

ョン実施加算の基準

十一

12

リハビリテーションマネジメント加算

ジメント加算の基準
イ

(Ⅱ)

いずれにも適合すること。
⑴

(Ⅰ)

十二

(Ⅰ)

ロ

⑵

て当該計画を見直していること。
指定訪問リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等
基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーショ
ン事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士が、介護支援専門員（法第七条第五項に規定す
る介護支援専門員をいう。以下同じ。）を通じて、指定訪問
介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る
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
次に掲げる基準の

の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
リハビリテーションマネジメント加算

㈠

療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画（法第八条第

指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業

以下のいずれかに適合すること。

る情報提供を行うこと。

自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関す

ーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、

法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテ

指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療

していること。

者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直

三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用

その家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又は

ョン会議の内容を記録すること。

構成員をいう。以下同じ。）と共有し、当該リハビリテーシ

から利用者の状況等に関する情報を構成員（同号に規定する

じ。）を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地

条第五号に規定するリハビリテーション会議をいう。以下同

リハビリテーション会議（指定居宅サービス等基準第八十

いずれにも適合すること。
⑴

⑵
⑶

⑷

⑸

(Ⅱ)

一一頁

十三
イ

⑹

⑴

⑵

㈡

二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。
）に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サー
ビスに該当する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテー
ション（指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指
定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の利用者
の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーション
に関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び
日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
指定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が、指定訪問リハビリテーションの
利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーシ
ョンに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導
及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
⑴から⑸までに適合することを確認し、記録すること。
訪問リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供
を終了した者（以下「訪問リハビリテーション終了者」とい
う。）のうち、指定通所介護（指定居宅サービス等基準第九
十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）、指定
通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第百十条
に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。
）、指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービス基
準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。
以下同じ。）、法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定
する第一号通所事業その他社会参加に資する取組（以下「指
定通所介護等」という。）を実施した者の占める割合が、百
分の五を超えていること。
評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終
了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問

（新設）

一二頁

ロ
十四

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
語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その
居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計
画に関する情報提供を受けること（以下「居宅訪問等」とい
う。）により、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通
所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月
以上継続する見込みであることを確認し、記録していること
。
十二を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利
用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。
訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加

十

訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算

指定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第七十

の基準

指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法

五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。）を利用者

算の基準
士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の者が

（新設）

勤続年数三年以上の者がいること。

に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、

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

る者の占める割合が百分の三十以上であること。

うち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五であ

ける前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数の

一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）にお

指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第

で二以上確保していること。

号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号において同じ。）

介護職員を常勤換算方法（指定居宅サービス等基準第二条第七

に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は

指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準

いること。
十五
イ

ロ

ハ

の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。

一三頁

十六
イ

ロ

次に掲げる基準のいずれにも適合する

通所介護費における個別機能訓練加算の基準
個別機能訓練加算

十一
イ

次に掲げる基準のいずれにも適合する

通所介護費における個別機能訓練加算の基準
個別機能訓練加算
こと。

する指定通所介護をいう。以下同じ。）を行う時間帯を通じ

指定通所介護（指定居宅サービス等基準第九十二条に規定

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

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

⑴

士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師（以

摩マッサージ指圧師（以下この号において「理学療法士等」

、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん

置していること。

という。）を一名以上配置していること。
支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の

項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活

支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の

個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の

項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活

意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた

⑵

意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた

機能訓練を適切に行っていること。

個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の

機能訓練を適切に行っていること。

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

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（以下この号において「機能訓練指導員等」とい

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

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他
う。）が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し

ロ

個別機能訓練加算

（新設）

と。

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
次に掲げる基準のいずれにも適合する

練内容の見直し等を行っていること。
個別機能訓練加算

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

こと。
⑴

以上配置していること。

の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他

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

一四頁

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

⑵

次に掲げる基準のいずれにも適合する

、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。

⑶

下この号において「理学療法士等」という。）を一名以上配

指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員

こと。
⑴

⑵

⑶

⑷

(Ⅰ)
(Ⅱ)

画を作成していること。

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

以上配置していること。

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

こと。
⑴
⑵

(Ⅰ)
(Ⅱ)

十七
イ

ロ

ハ

⑶

⑷

⑶

していること。

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

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
（新設）

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。

イ⑷に掲げる基準に適合すること。
（新設）

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。
通所介護費における認知症加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号
に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は
介護職員を常勤換算方法で二以上確保していること。
指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の
前三月間の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
知症の者の占める割合が百分の二十以上であること。
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の指導に係る専門的な研修、認知症
介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を
修了した者を一名以上配置していること。

。）、認知症対応型通所介護費、認知症対応型共同生活介護費、

棟」という。）を有する病院における短期入所療養介護費は除く

項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病

れた介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第二

百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第

費、短期入所療養介護費（老人性認知症疾患療養病棟（健康保険

介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護

。）、認知症対応型通所介護費、認知症対応型共同生活介護費、

棟」という。）を有する病院における短期入所療養介護費は除く

項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病

れた介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第二

百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとさ

法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第

費、短期入所療養介護費（老人性認知症疾患療養病棟（健康保険

通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護

介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護

予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費（認知症

十二

予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費（認知症

病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は除く。

通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護

病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は除く。

）、介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型

十八

）、介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型

一五頁

共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第二条第六

共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第二条第六

号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援

通所介護費、通所リハビリテーション費及び認知症対応型通

号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援
十三

者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。

通所介護費及び認知症対応型通所介護費における栄養改善加

者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。
十九

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員

所介護費における栄養改善加算の基準

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員

数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示

算の基準
数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示

第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。）第一号、

通所介護費、通所リハビリテーション費及び認知症対応型通

第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。）第一号及

十五

通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

（新設）

（新設）

いこと。

号、第十六号及び第二十号に規定する基準のいずれにも該当しな

通所介護費等算定方法第一号、第二号及び第六号並びに第十五

向上加算の基準

ション費及び介護予防認知症対応型通所介護費における口腔機能

所介護費並びに介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテー

十四

第二号及び第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

通所介護費及び認知症対応型通所介護費における口腔機能向
く う

び第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
二十
上加算の基準

通所介護費等算定方法第一号及び第六号に規定する基準のいず
れにも該当しないこと。
通所介護費における個別送迎体制強化加算の基準

当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。

いること。

じ。）における二名以上の従事者により、個別に送迎を行って

の四第一項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。以下同

指定療養通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第百五条

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

二十一
イ

ロ

通所介護費における入浴介助体制強化加算の基準

通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師であること。

個別に入浴介助を行っていること。

指定療養通所介護事業所における二名以上の従事者により、

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

二十二
イ
ロ
二十三

一六頁

