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第 0317001 号、老老発第 0317001 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知）
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新
カ

旧

服薬状況（残薬の状況を含む。）

カ

服薬状況

（削除）

キ

利用者の服薬中の体調の変化

（削除）

ク

併用薬等（一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。）の情報

（削除）

ケ

合併症の情報

（削除）

コ

他科受診の有無

キ

サ

副作用が疑われる症状の有無

シ

飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。）

副作用が疑われる症状の有無（利用者の服薬中の体調の変化を含む。）及び利用者又は
その家族等からの相談事項の要点

（削除）

の摂取状況等
ク～ス

ス～ツ

⑥～⑮ （略）
(４)
①

⑥～⑮ （略）

管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について

(４)

管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っており、通院

①

管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について
管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っており、通院

による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食

による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食

を提供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合で

を提供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合で

あって、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成した栄養ケア

あって、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、栄養ケア計画を作

計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理

成し当該計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った

に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を 30 分以上行った場合に算定する。

栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を 30 分以上行った場合に算定する。

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

②～⑤ （略）
(５)

②～⑤ （略）

歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について

(５)

歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について

①～③ （略）

①～③ （略）

④

④

歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、医療機関に勤務する歯科衛生

歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、医療機関に勤務する歯科衛生

士等が、当該医療機関の歯科医師からの指示並びに管理指導計画に係る助言等（以下「指示

士等が、当該医療機関の歯科医師からの直接の指示並びに管理指導計画に係る助言等（以下

等」という。）を受け、居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお、終了後は、指示等

「指示等」という。）を受け、居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお、終了後は、

を行った歯科医師に報告するものとする。

指示等を行った歯科医師に直接報告するものとする。

⑤～⑧ （略）

⑤～⑧ （略）

(６)

（略）

(６)

(７)

その他

(７)

介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収してもよいものとする。
(８)

イ注４、ロ注３、ハ注４、ニ注３、ホ注３について

(新設)

２の(５)を参照のこと。
(９)

イ注５、ロ注４、ハ注５、ニ注４、ホ注４について

(新設)

医科診療報酬点数表 C000 往診料の注４、C001 在宅患者訪問診療料の注９又は歯科診療報酬点
数表 C000 歯科訪問診療料の注９を算定している場合は、当該加算の対象から除外する。
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別紙３
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新

旧

むね３月間程度とすること。また、作成した運動器機能向上計画については、運動器機能

月間程度とすること。また、作成した運動器機能向上計画については、運動器機能向上サ

向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上

ービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能向上計画の

計画の対象となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。なお、指定介

対象となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。なお、介護予防通所

護予防通所リハビリテーションにおいては、運動器機能向上計画に相当する内容をリハビ

介護又は介護予防通所リハビリテーションにおいては、運動器機能向上計画に相当する内

リテーション計画書の中にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計

容を介護予防通所介護計画の中又は介護予防通所リハビリテーション計画の中にそれぞれ

画の作成に代えることができるものとすること。

記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができるもの
とすること。

エ～カ （略）

エ～カ （略）

キ

キ

旧指定介護予防サービス基準第 107 条において準用する第 19 条又は指定介護予防サービ

旧指定介護予防サービス基準第 107 条において準用する第 19 条又は指定介護予防サービ

ス基準第 123 条において準用する第 49 条の 13 において規定するそれぞれのサービスの提

ス基準第 123 条において準用する第 49 条の 13 において規定するそれぞれのサービスの提

供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、指定介護予防通所リハビリテ

供の記録において利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、介護予防通所介護においては

ーションにおいては医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若

理学療法士等、経験のある介護職員その他の職種の者が、介護予防通所リハビリテーショ

しくは看護職員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に運

ンにおいては医師又は医師の指示を受けた理学療法士等若しくは看護職員が利用者の運動

動器機能向上加算の算定のために利用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はない。

器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に運動器機能向上加算の算定のため
に利用者の運動器の機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

(６)

栄養改善加算の取扱いについて

(３)

栄養改善加算の取扱いについて

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の（15）を参照されたい。

通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養改善加算と基本的に同様である。

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービスを提供する目的は、

ただし、介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービスを

当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営む

提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立し

ことができるよう支援することであることに留意すること。

た日常生活を営むことができるよう支援することであることに留意すること。

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計画に定める栄養改善

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計画に定める栄養改善

サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の改善状況について評価を行い、その結果を

サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の改善状況について評価を行い、その結果を

当該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決さ

当該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決さ

れ当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するものとする。

れ当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するものとする。

(７)

栄養スクリーニング加算の取扱いについて

（新設）

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の（16）を参照されたい。
(８)口腔機能向上加算の取扱いについて

(４)口腔機能向上加算の取扱いについて

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の（17）を参照されたい。

通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算と基本的に同様である。

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サービスを提供する目

ただし、介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サービ

的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自立した日常生活

スを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にならないで自

を営むことができるよう支援することであることに留意すること。

立した日常生活を営むことができるよう支援することであることに留意すること。

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改善管理指導計画に定

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改善管理指導計画に定

める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した時点で口腔機能の状態の評価を行い、その

める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した時点で口腔機能の状態の評価を行い、その

結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課

結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課

題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了する

題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了する
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新

旧

ものとする。
(９)

ものとする。

選択的サービス複数実施加算の取扱いについて

(５)

選択的サービス複数実施加算の取扱いについて

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施することにより、要

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施することにより、要

支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供することを目

支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービスを効果的に提供することを目

的とするものである。なお、算定に当たっては以下に留意すること。

的とするものである。なお、算定に当たっては以下に留意すること。

①

①

実施する選択的サービスごとに、(５)、(６)、(８)に掲げる各選択的サービスの取扱いに

従い適切に実施していること。

実施する選択的サービスごとに、(２)から(４)までに掲げる各選択的サービスの取扱いに

従い適切に実施していること。

②

いずれかの選択的サービスを週１回以上実施すること。

②

いずれかの選択的サービスを週１回以上実施すること。

③

複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択的サービスを担

③

複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択的サービスを担

当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討す

当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討す

ること。

ること。

(10)

事業所評価加算の取扱いについて

(６)

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとする。
①

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとする。

別に定める基準ハの要件の算出式
評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数
評価対象期間内に指定介護予防通所リハビリテーションを

事業所評価加算の取扱いについて

①

別に定める基準ハの要件の算出式
評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数／評価対象期間内に介護予防通所介護

≧0.6

又は介護予防通所リハビリテーションをそれぞれ利用した者の数≧0.6

利用した者の数
②

別に定める基準ニの要件の算出式
要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２
評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サー

②

別に定める基準ニの要件の算出式
（要支援状態区分の維持者数＋改善者数）×２／評価対象期間内に運動器機能向上サービ

≧0.7

ス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを３月以上利用し、その後に更新・変更

ビス又は口腔機能向上サービスを３月以上利用し、その後

認定を受けた者の数≧0.7

に更新・変更認定を受けた者の数
（削る）

(７)

指定介護予防通所介護事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物

に居住する者に対し指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所リハビリテーションを行った
場合の減算について
①

同一建物の定義
通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の(14)①を参照されたい。

②

注６の減算の対象
注６の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及び同一建物から指定

介護予防通所介護を利用する者に限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅
（同一建物に居住する者を除く。）から介護予防通所介護事業所へ通い、同一建物に宿泊す
る場合、この日は減算の対象とならないが、同一建物に宿泊した者が介護予防通所介護事業
所へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除く。）に帰る場合、この日は減算の対象となる。
③

なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情

により送迎が必要と認められる利用者に対して１月を通じて当該サービスを提供する日ごと
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別紙３

傍線の部分は改正部分

新
(12)
①

旧

療養食加算

(10)

療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治

①

療養食加算
療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治

療の直接手段として発行された食事箋に基づき、利用者等告示に示された療養食が提供され

療の直接手段として発行された食事せんに基づき、利用者等告示に示された療養食が提供さ

た場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必

れた場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている

要があること。

必要があること。

②

加算の対象となる療養食は、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い

②

加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づ

て提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、

いて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、

腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛

腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、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をいうものであること。

風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。

③～⑩ （略）
(13)
①

③～⑩ （略）

認知症専門ケア加算について

（新設）

「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

とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すも
のとする。
②

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が 1/2 以上の算定方法は、算定日が属する月

の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要介護者を含む）の平均で算定すること。
また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上
の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合につ
いては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の
届出を提出しなければならない。
③

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

（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者
等養成事業の円滑な運営について」
（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課
長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。ただし、平成 31 年
３月 31 日までの間にあっては、
「認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とある
のは、認知症介護実践リーダー研修の研修対象者（認知症介護実践者等養成事業実施要綱（平
成 21 年３月 26 日老発第 0326003 号。以下「要綱」という。
）４（１）③イに掲げる者）に該
当する者であって、かつ、平成 30 年９月 30 日までの間に当該研修の受講の申し込みを行っ
ている者を含むものとする。
④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、
「認知症介護実践者等養成事業の実施につ
いて」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護
指導者研修」を指すものとする。ただし、平成 31 年３月 31 日までの間にあっては、
「認知症
介護の指導に係る専門的な研修を修了している者」とあるのは、認知症介護指導者研修の研
修対象者（要綱４（５）③において都道府県等から推薦を受けた者又は介護保険施設・事業
所等の長から推薦を受けた者）に該当する者であって、かつ、平成 30 年９月 30 日までの間
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に当該研修の受講の申し込みを行っている者を含むものとする。
⑤

併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について
併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び特別養護老人ホーム

の空床を利用して指定介護予防短期入所生活介護を行う場合の認知症専門ケア加算の算定
は、本体施設である指定介護老人福祉施設と一体的に行うものとすること。具体的には、本
体施設の対象者の数と併設事業所の対象者の数（特別養護老人ホームの空床を利用して指定
介護予防短期入所生活介護を行う場合にあっては、当該指定介護予防短期入所生活介護の対
象者の数）を合算した数が 20 人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が 20
人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増す
ごとに１を加えて得た数以上の③又は④に規定する研修を修了した者を配置している場合に
算定可能となる。
(14)・
（15）
８

（略）

(11)・(12)

介護予防短期入所療養介護費

(１)

９

介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護

（略）

介護予防短期入所療養介護費

(１)

介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護

①

（略）

①

（略）

②

介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所

②

介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定する介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に

療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定する介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に

ついて

ついて

イ

イ

所定単位数の算定区分について

所定単位数の算定区分について

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護について、適用すべき所定単

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護について、適用すべき所定単

位数の算定区分については、月の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満

位数の算定区分については、月の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満

たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該

たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該

月から、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設介護予防

月から、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは

療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは

(ⅱ)を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている

(ⅲ)を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている

場合を除く。）

場合を除く。）

ロ

当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておくこと

（新設）

ハ

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る施設基準について

ロ

ａ

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ａの基準における居宅

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る施設基準について

ａ

施設基準第 76 号において準用する第 14 号イ(２)(一)の基準における理学療法士、作

とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。また、この基準において、算

業療法士又は言語聴覚士（以下この項において「理学療法士等」という。）の適切な配

定日が属する月の前６月間における退所者のうち、居宅において介護を受けることとな

置とは、理学療法士等と医師、看護職員、支援相談員、栄養士、介護支援専門員等が協

った者の占める割合については、以下の式により計算すること。

力して在宅復帰に向けた施設サービス計画を策定できる体制を整備していることをい

(ａ)

う。

(ⅰ)に掲げる数÷（(ⅱ)に掲げる数－(ⅲ)に掲げる数）

(ⅰ) 算定日が属する月の前６月間における居宅への退所者で、当該施設における入
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所期間が一月間を超えていた者の延数

その他自宅に類する住まいである有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム及びサ

(ⅱ)

算定日が属する月の前６月間における退所者の延数

ービス付き高齢者向け住宅等を含むものである。なお、当該施設から退所した入所者の

(ⅲ)

算定日が属する月の前６月間における死亡した者の総数

総数には、介護予防短期入所療養介護の利用者は含まない。

(ｂ)

(ａ)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に

ｃ

施設基準第 76 号において準用する第 14 号イ(２)(三)の基準において、30.４を当該施

退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間と

設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、小数点以下は切り上げることと

みなすこととする。

し、介護予防短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数に

(ｃ)

退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居

ついては、直近３月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。

宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。
(ｄ)

(a)

(ａ)の分母（(ⅱ)に掲げる数－(ⅲ)に掲げる数）が零の場合、算定日が属する月の

(ⅰ)

前６月間における退所者のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占める割

当該施設における直近３月間の入所者延日数

(ⅱ) （当該施設における当該３月間の新規入所者数＋当該施設における当該３月間の

合は零とする。
ｂ

(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数

新規退所者数）／２

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ｂの基準における、30.4

(b)

を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養介護の利

(a)において入所者とは、毎日 24 時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に

入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。

用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、直近３月間の数値を用い

(c)

(a)において新規入所者数とは、当該３月間に新たに当該施設に入所した者（以下、

て、以下の式により計算すること。

「新規入所者」という。）の数をいう。当該３か月以前から当該施設に入所していた者

(ａ)

は、新規入所者数には算入しない。当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新

(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の延入所者数

規入所者として取り扱う。

(ⅱ) （当該施設における当該３月間の新規入所者の延数＋当該施設における当該３
(ｂ)

当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものであ

(ａ)において入所者とは、毎日 24 時現在当該施設に入所中の者をいい、この他に、

る。
ｄ

(ａ)において新規入所者数とは、当該３月間に新たに当該施設に入所した者（以下

「新規入所者」という。）の数をいう。当該３月以前から当該施設に入所していた者は、

(a)

当該施設における直近３月間の入所者ごとの要介護４若しくは要介護５に該当する

入所者延日数、喀痰吸引を必要とする入所者延日数又は経管栄養を必要とする入所者延

また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱うが、
当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに
再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。

日数
(b)
ｅ

(ａ)において新規退所者数とは、当該３月間に当該施設から退所した者の数をい

当該施設における直近３月間の入所者延日数

入所者が在宅へ退所するに当たっては、当該入所者及びその家族に対して、退所後の

介護予防サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて指導を行うこ

う。当該施設において死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むもの
である。

と。
ｆ

ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した
後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規退所者数には算入しない。
ｃ

施設基準第 76 号において準用する第 14 号イ(２)(四)の基準における入所者の割合に

ついては、以下の(a)に掲げる数を(b)に掲げる数で除して算出すること。

新規入所者数には算入しない。

(ｄ)

(a)において、新規退所者数とは、当該３月間に当該施設から退所した者の数をいう。

月間の新規退所者数）÷２
当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。
(ｃ)

(d)

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ｃの基準における、入

本人家族に対する指導の内容は次のようなものであること。

(a)

食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導

(b)

退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位

変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導

所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の入所予定日前 30 日以内又は入所

(c)

家屋の改善の指導

後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とし

(d)

退所する者の介助方法に関する指導
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た施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合については、以

ｇ

下の式により計算すること。
(ａ)

と。

(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数

(ⅰ)

算定日が属する月の前３月間における新規入所者のうち、入所期間が１月以上

であると見込まれる入所者であって、入所予定日前 30 日以内又は入所後７日以内
に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設
サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の延数
(ⅱ)
(ｂ)

算定日が属する月の前３月間における新規入所者の延数

(ａ)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(ａ)

の(ⅰ)には、退所後に当該者の自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であ
って、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等（居宅のうち自宅を除くもの。）を訪
問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含
む。
(ｃ)

(ａ)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に

退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しな
い。
(ｄ)

(ａ)において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした

施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うこととは、医師、看護職員、支援相
談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して、
退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情報を収集するとともに、当該
入所者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、入所者の意向を踏まえ、入浴や排泄等の
生活機能について、入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到達する
ために必要な事項について入所者及びその家族等に指導を行い、それらを踏まえ退所を
目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うことである。また、指導
日及び指導内容の要点については診療録等に記載すること。
(ｅ)

(ａ)の分母（(ⅱ)に掲げる数）が零の場合、入所期間が１月を超えると見込まれる

者の入所予定日前 30 日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込
まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を
行った者の占める割合は零とする。
ｄ

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ｄの基準における、新

規退所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前 30 日以内又は退所後
30 日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家
族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占める割合については、以下の式によ
り計算すること。
(ａ)

当該基本施設サービス費を算定した場合は、算定根拠等の関係書類を整備しておくこ

(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数
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別紙３

傍線の部分は改正部分

新

旧

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における新規退所者のうち、入所期間が１月以上
の退所者であって、退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生活す
ることが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上
の指導を行った者の延数
(ⅱ) 算定日が属する月の前３月間における居宅への新規退所者の延数
(ｂ)

(ａ)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(ａ)

には、退所後に当該者の自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、
当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等（居宅のうち自宅を除くもの。）を訪問し、
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含む。
(ｃ)

(ａ)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に

退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間と
みなすこととする。
(ｄ)

(ａ)において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職員、支援相談員、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して、退所後生活す
ることが見込まれる居宅を訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関する内容、
②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位
変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の内容、③家屋の改善の内容
及び④退所する者の介助方法の内容について必要な情報を収集するとともに、必要な事
項について入所者及びその家族等に指導を行うことをいう。また、指導日及び指導内容
の要点を診療録等に記載すること。
なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のための訪問と施設基準第
14 号イ(１)(七)Ｃで規定する退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針
を決定するための訪問を同一日に行った場合には、ｄ(ａ)の(ⅰ)に掲げる数には含めな
い。
(ｅ)

(ａ)の分母（(ⅱ)に掲げる数）が零の場合、退所者のうち、入所期間が一月を超え

ると見込まれる者の退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生活するこ
とが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を
行った者の占める割合は零とする。
ｅ

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ｅの基準については、

当該施設において、算定日が属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテーシ
ョン、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を用いること。
ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の病院、診療所、介護
老人保健施設又は介護医療院であって、相互に職員の兼務や施設の共用等が行われてい
るものにおいて、算定日が属する月の前３月間に提供実績のある訪問リハビリテーショ
ン、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を含むことができる。
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ｈ

①

入所者及び家族の処遇上の相談

②

レクリエーション等の計画、指導

③

市町村との連携

④

ボランティアの指導

旧

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ｈの基準における、入

所者のうち要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合については、以下
の式により計算すること。
(ａ)

(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における要介護４若しくは要介護５に該当する
入所者延日数
(ⅱ) 当該施設における直近３月間の入所者延日数
ｉ

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ｉの基準における、入

所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合については、以下の式により計算す
ること。
(ａ)

(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の入所者ごとの喀痰吸引を実施した延入所者数
(ⅱ) 当該施設における直近３月間の延入所者数
ｊ

施設基準第 76 号において準用する施設基準第 14 号イ(１)(七)Ｊの基準における、入

所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合については、以下の式により計算す
ること。
(ａ)

(ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の入所者ごとの経管栄養を実施した延入所者数
(ⅱ) 当該施設における直近３月間の延入所者数
③

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)について
イ

８(１)②を準用する。

ロ

「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。

(ａ)

（新設）

地域との連携については、基準省令第 35 条において、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めていると
ころであるが、当該基準においては、自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動
を行うこと。
(ｂ)

当該活動は、地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフェ等、地域住民相

互及び地域住民と当該介護老人保健施設の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者
に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。
(ｃ)

当該基準については、平成 30 年度に限り、平成 31 年度中に当該活動を実施する場

合を含むものとしているところであるが、各施設において地域の実情に合わせた検討を
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新

旧

のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用者の口
腔ケア計画をいうものではない。
②

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

イ

当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題

ロ

当該事業所における目標

ハ

具体的方策

ニ

留意事項

ホ

当該事業所と歯科医療機関との連携の状況

ヘ

歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科
衛生士が行った場合に限る。）

ト
③

その他必要と思われる事項
医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であ

っても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言
及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行
うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
(９)
①

栄養スクリーニング加算について

（新設）

栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②

栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関

する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
イ

ＢＭＩが 18.5 未満である者

ロ

１～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」
（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェック
リストの No.11 の項目が「１」に該当する者

ハ

血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者

ニ

食事摂取量が不良（75％以下）である者

③

栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定する

こととし、原則として、当該事業者が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施
すること。
④

栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改

善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改
善加算を算定できること。
(10)

（略）

(５)

（略）

(11)

サービス提供体制強化加算について

(６)

サービス提供体制強化加算について

①

２の(７)④から⑥まで並びに３の(22)②及び③を準用する。

①
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３の(７)④から⑥まで並びに４の(21)②及び③を準用する。

