
1 

 

■平成 24年度介護報酬改定の概要■ 【資料１】 
 

 

１．改定率について  

平成２４年度の介護報酬改定は、平成２３年６月に成立した「介護サービスの基盤強化の

ための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス（定期巡回・

随時対応型訪問介護看護等）への対応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分

化・連携の強化、介護職員の人材確保などへの対応が求められる。      

また「社会保障・税一体改革成案」の確実な実施に向けた最初の第一歩であり、「2025年

（平成３７年）のあるべき医療・介護の姿」を念頭におき、介護サービス提供体制の効率化・

重点化と機能強化が必要である。  

こうした状況や、介護職員の処遇改善の確保、賃金、物価の下落傾向、介護事業者の経営

状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、全体で１．２％の介護報酬改定を行うものである。  

 

（参考）  

介護報酬改定率＋ １．２％ 

（うち、在宅＋１．０％、施設＋０．２％） 

 

 

２． 基本的な視点  

平成２４年度の介護報酬改定については、高齢者の尊厳保持と自立支援という介護保険の

基本理念を一層推進するため、以下の基本的な視点に基づき、各サービスの報酬・基準につ

いての見直しを行う。  

 

（１）地域包括ケアシステムの基盤強化  

介護サービスの充実・強化を図るとともに、介護保険制度の持続可能性の観点から、給

付の重点化や介護予防・重度化予防について取り組み、地域包括ケアシステムの基盤強

化を図ることが必要である。 

高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることを可能にするため、  

① 高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス 

② 要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅・居住系サービス

を提供する。 

また、重度者への対応、在宅復帰、医療ニーズへの対応など、各介護保険施設に求

められる機能に応じたサービス提供の強化を図る。 

 

例）（２４時間定期巡回・随時対応サービス、複合型サービスの創設） 

（認知症行動・心理症状緊急対応加算○新：密着特養） 

（ユニット型個室の第３段階の利用者負担軽減、報酬水準適正化：密着特養） 

（要介護度別の報酬設定：密着特養、グループホーム） 

（利用者の居住と同一建物に所在する事業所への減算：夜間訪問、小規模多機能、 

認知症デイサービス） 
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（２）医療と介護の役割分担・連携強化 

医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供するという観点から、医

療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化することが必要である。このため、  

① 在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び訪問看護、リハビリ

テーションの充実並びに看取りへの対応強化  

② 介護保険施設における医療ニーズへの対応強化  

③ 入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携を促進する。 

また、これらを実現するために、看護職員等医療関係職種をはじめ必要な人材確保策

を講じることが必要である。 

 

  例）（退院時共同指導加算○新：定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス） 

     （看取り加算の見直し：グループホーム） 

       （介護職員処遇改善加算○新：全地域密着型サービス） 

 

（３）認知症にふさわしいサービスの提供 

認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、小規模多機能型居宅

介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、介護療養型医療施設において必要な見直しを行う。 

  例）（グループホーム、小規模多機能等介護サービスの基盤整備等） 
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３．各サービスの報酬の内容  
 
１．介護職員の処遇改善等に関する見直し（新規）  

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的

な取り扱いとして、平成２７年３月３１日までの間、介護職員処遇改善加算を創設する。

なお、平成２７年４月１日以降については、次期介護報酬改定において、各サービスの基

本サービス費において適切に評価を行うものとする。  
 
■介護職員処遇改善加算（Ⅰ）所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴  介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用の見込

額が、介護職員処遇改善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、当該 

計画に基づき適切な措置を講じていること。 

⑵  当該事業所において、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し、

全ての介護職員に周知し、市町村長に届け出ていること。 

⑶  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。 

⑷  当該事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を松山市長に報

告すること。 

⑸  算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金

法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処

せられていないこと。 

⑹  当該事業所において、労働保険料（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第１０条第２

項に規定する労働保険料をいう。）の納付が適正に行われていること。 

⑺  次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠  次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 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。 

ｂ 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。 

㈡  次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 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。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

⑻  平成２０年１０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

の介護職員に周知していること。 

■介護職員処遇改善加算（Ⅱ）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 90/100  

⑴から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに 

適合すること。 

■介護職員処遇改善加算（Ⅲ）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の 80/100  

⑴から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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＜サービス別加算率＞ サービス  加算率 

（介護予防）訪問介護  4.0％ 

（介護予防）訪問入浴介護  1.8％ 

（介護予防）通所介護  1.9％ 

（介護予防）通所リハビリテーション  1.7％ 

（介護予防）短期入所生活介護  2.5％ 

（介護予防）短期入所療養介護（老健）  1.5％ 

（介護予防）短期入所療養介護（病院等）  1.1％ 

（介護予防）特定施設入居者生活介護  3.0％ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  4.0％ 

夜間対応型訪問介護  4.0％ 

（介護予防）認知症対応型通所介護  2.9％ 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護  4.2％ 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護  3.9％ 

地域密着型特定施設入居者生活介護  3.0％ 

地域密着型介護老人福祉施設  2.5％ 

複合型サービス  4.2％ 

介護老人福祉施設  2.5％ 

介護老人保健施設  1.5％ 

介護療養型医療施設  1.1％ 

 ※所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数とする。 

 ※当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外する。 

 ※利用者への１割負担が発生するため、説明と同意が必要。 

 

２．平成２４年度当初の特例  

平成２４年度については、平成２４年度（２月～３月分）に介護職員処遇改善交付金の承

認を受けていた介護サービス事業所等は、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたも

のとみなし、当該加算を支給することとする。 

この場合、各介護サービス事業者は、平成２４年５月末までに、介護職員処遇改善計画書

及び計画書添付書類を松山市長に提出すること。 

ただし、２４年の２～３月分の交付金の改善実施期間が６月までとなっており、加算に係

る実施期間との調整がなされていないため、国から示され次第お知らせする予定。 

 

なお、介護職員処遇改善交付金の承認を受けていない介護サービス事業所等（新たに松山

市長の指定を受ける介護サービス事業所等を含む。）の介護サービス事業者等については、

加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までに介護職員処遇改善計画書及び計画書

添付書類を松山市長に提出すること。 

当該事業所等であって、平成２４年４月から算定を受ける場合は、平成２４年３月２５日

までに介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を松山市長に提出すること。 

その際、計画書のまとめ方は松山市内の事業所のみとすること。  
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■介護報酬の改定について（地域密着型サービス）■ 
 

 (1)定期巡回・随時対応サービス（創設） 

 

日中・夜間を通じて１日複数回の定期訪問と随時の対応を介護・看護が一体的に又は密接

に連携しながら提供するサービスであり、中重度者の在宅生活を可能にする上で重要な役割

を担う定期巡回・随時対応サービスを創設する。 
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基本報酬 定額報酬（１月） 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ） 

（一体型） 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護費（Ⅱ） 

（連携型） (1)介護・看護利用者 (2)介護利用者 

要介護１  ９,２７０単位  ６，６７０単位 ６，６７０単位  

要介護２  １３，９２０単位  １１，１２０単位 １１，１２０単位  

要介護３  ２０，７２０単位  １７，８００単位 １７，８００単位  

要介護４  ２５，３１０単位  ２２，２５０単位 ２２，２５０単位  

要介護５  ３０，４５０単位  ２６，７００単位 ２６，７００単位  

※Ⅰ(1)を準看護師が訪問看護サービスを行った場合 98／100 

 

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報

を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利用者へ

の対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評価を適正

化する。（訪問看護事業所にて算定） 

●定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護（新規）(要介護 1～4) ⇒ 2,920 単位／月 

●要介護５の者に訪問看護を行う場合の加算（新規）               ⇒   800 単位／月  

●医療保険の訪問看護を利用している場合の減算（新規）           ⇒    96 単位／日 

 

（注）利用者 1 人につき、１の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において算定する。 

区分支給限度額の範囲内で、柔軟に通所・短期入所ニーズに対応するため、これらの

サービス利用時には定期巡回・随時対応サービス費を日割りする。  

○通所系サービス（通所介護・通所リハ・認知通所介護）利用時 基本報酬の１日分相当

額の 2/3（66％）相当額を減算 

○短期入所系サービス利用時 基本報酬の１日分相当額を減算  
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型）の利用者が医療保険の訪問看護を利用

した場合、訪問看護を利用した期間は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）の介

護利用者に係る単位を算定する。  

加算名等  単位数  

特別地域加算  所定単位数に 15％を乗じた単位数を算定  

中山間地域等の小規模事業所がサー

ビス提供する場合  

所定単位数に 10％を乗じた単位数を算定  

中山間地域等に居住する者にサービ

ス提供する場合  

所定単位数に 5％を乗じた単位数を算定  

緊急時訪問看護加算  290 単位／月  

特別管理加算  （Ⅰ）500 単位／月 （Ⅱ）250 単位／月  

ターミナルケア加算  2，000 単位／死亡月  

初期加算  30 単位／日  

退院時共同指導加算  600 単位／回  

サービス提供体制強化加算  （Ⅰ）500 単位／月  

（Ⅱ）350 単位／月 （Ⅲ）350 単位／月  

介護職員処遇改善加算（再掲）  所定単位数に 4.0％を乗じた単位数を算定  

（注）特別地域加算、中山間地域加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケ

ア加算及び介護職員処遇改善加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。  
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(2)複合型サービス（創設）  
 

 
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有した複合型サービスを創設する。  

利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問（介護・看護）サービスを柔軟に提供する観点

から、要介護度別・月単位の定額報酬を基本とした報酬を設定する。 

 

要介護１ 13,255 単位／月  

要介護２ 18,150 単位／月  

複合型サービス費 （新規）⇒ 要介護３ 25,111 単位／月  

要介護４ 28,347 単位／月  

要介護５ 31,934 単位／月 

 

※ 複合型サービスの利用者が医療保険の訪問看護を利用した場合  

                            ⇒ 所定単位数を減算する 

  末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病による訪問看護 

    要介護１～３ ⇒  925 単位／月 減算 

    要介護４   ⇒ 1,850 単位／月 減算 

    要介護５   ⇒ 2,914 単位／月 減算 

  急性増悪等で特別指示により一時的に行う頻回の訪問介護 

    要介護１～３ ⇒   30 単位／日 減算 

    要介護４   ⇒    60 単位／日 減算 

    要介護５   ⇒    95 単位／日 減算 
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（注）利用者 1 人につき、１の複合型サービス事業所において算定する。  

 

その他小規模多機能型居宅介護及び訪問看護に準拠した各種加算を創設する。 

加算名 訪問 

看護 

小規模 

多機能 

単位数 

初期加算  ※ ○ 30 単位／日  

認知症加算   ○ （Ⅰ）800 単位／月（Ⅱ）500 単位／月  

退院時共同指導加算  ※  600 単位／回  

事業開始時支援加算   ○ 500 単位／月  

緊急時訪問看護加算  ○  540 単位／月  

特別管理加算  ○  （Ⅰ）500 単位／月（Ⅱ）250 単位／月  

ターミナルケア加算  ○  2,000 単位／死亡月  

サービス提供体制強化加

算  

○ ○ （Ⅰ）500 単位／月  

（Ⅱ）350 単位／月（Ⅲ）350 単位／月  

介護職員処遇改善加算 

（再掲）  

 ※ 所定単位数に 4.2％を乗じた単位数を

算定  

※新設予定  

（注）事業開始時支援加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算  

及び介護職員処遇改善加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。  

また、小規模多機能型居宅介護に準拠した減算に関する規定を設ける。  

登録者数が登録定員を超える場合（新規）  

⇒基本サービス費に 70/100 を乗じた単位数で算定  

従業員の員数が基準に満たない場合（新規） 

 ⇒基本サービス費に 70/100 を乗じた単位数で算定  

サービス提供が過少（※）である場合（新規） 

※登録者１人当たりの平均回数が週あたり 4 回に満たない場合 

⇒基本サービス費に 70/100 を乗じた単位数で算定  

 

(３)夜間対応型訪問介護 

 当該事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行った場合 

               ⇒ 所定単位数の 90／100 を算定 

 

 ※前年度(３月除く)の１月当り実利用者数（各月末に同一建物に居住し、当該サービスを

利用した者の合計を事業実施月数で割る）が３０人以上の事業所。 

 【同一建物の定義】 

  当該介護事業所と構造上又は外形上一体的な建築物。（管理運営が別法人であっても該

当。渡り廊下等で繋がっている場合は含まれ、同一敷地内の別棟や道路を挟んで隣接し

た建物は含まれない。） 

 ※減算対象は、同一建物居住者のみ。 
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 (４)認知症対応型通所介護  

サービス提供時間の実態を踏まえるとともに、家族介護者への支援（レスパイト）を促進

する観点から、サービス提供の時間区分、評価を見直す。  

 

＜時間区分の見直し＞  

所要時間 3 時間以上 4 時間未満    所要時間 3 時間以上 5 時間未満  

所要時間 4 時間以上 6 時間未満  ⇒  所要時間 5 時間以上 7 時間未満  

所要時間 6 時間以上 8 時間未満     所要時間 7 時間以上 9 時間未満  

 

＜基本サービス費の見直し＞  

（例）単独型指定認知症対応型通所介護の場合  

（所要時間 3 時間以上 4 時間未満の場合） （所要時間 3 時間以上 5 時間未満の場合）  

要介護１ 526 単位／日          要介護１ 589 単位／日  

要介護２ 578 単位／日                  要介護２ 648 単位／日  

要介護３ 630 単位／日        ⇒        要介護３ 708 単位／日  

要介護４ 682 単位／日                  要介護４ 768 単位／日  

要介護５ 735 単位／日                  要介護５ 827 単位／日  

 

 

①  長時間のサービス提供に着目した評価  

１２時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する。  

 

8 時間以上 9 時間未満    50 単位／日     9 時間以上 10 時間未満 50 単位／日  

9 時間以上 10 時間未満  100 単位／日 ⇒ 10 時間以上 11 時間未満 100 単位／日  

11 時間以上 12 時間未満 150 単位／日  

 

② 当該事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行った場合 

               ⇒ 所定単位数から 94 単位／１日を減算 

（送迎に要する費用分が減算される） 

 

※疾病により一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ない事情により送迎が必要

であると認められた利用者は除く。 

 【例】疾病により一時的に歩行困難で、建物の構造上自力での通所が困難な者に２人以上

の従業者が住宅から事業所への移動を介助した場合。 

    この場合、２人以上の介助の理由を検討のうえ介助の方法とともに計画等に記録す

ることが必要。 

 【同一建物の定義】は夜間対応型訪問介護と同じ 
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(５)小規模多機能型居宅介護  

① 事業開始時支援加算  

事業開始時支援加算については平成２４年３月末までの時限措置としていたが、今後増加

が見込まれる認知症高齢者等の在宅サービス基盤のさらなる充実を図る観点から、所要の見

直しを行った上で平成２７年３月末まで継続する。  

 

事業開始時支援加算（Ⅰ）500 単位／月 ⇒ 事業開始時支援加算 500 単位／月  

事業開始時支援加算（Ⅱ）300 単位／月 ⇒ 廃止 

 

※算定要件（変更点のみ）  

事業開始後１年未満であって、登録定員に占める登録者数の割合が 70％（現行：80％）

を下回る事業所であること。 

 

 

 当該事業所と同一建物に居住する利用者に対してサービス提供を行った場合 

               ⇒ 所定単位数の 90／100 を算定 

 

※算定要件  

前年度(３月除く)の１月当り実登録者数（各月末に同一建物に居住し、当該サービスの

登録者であった者の合計を各月末の登録定員の合計数で割る）の登録定員に占める割合

が 80％を上回る事業所。 

 【同一建物の定義】は夜間対応型訪問介護と同じ 

※減算対象は、同一建物居住者のみ。 

 

 

(６)認知症対応型共同生活介護  

認知症対応型共同生活介護については、利用者の平均要介護度の高まりへの対応を強化す

る観点から、フラット型となっている現行の要介護度別の基本報酬体系を見直すとともに、

ユニット数別の報酬設定による適正化を図る。  

 

＜認知症対応型共同生活介護費＞  

認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）  

要介護１ 831 単位／日        要介護１ 802 単位／日  

要介護２ 848 単位／日        要介護２ 840 単位／日  

要介護３ 865 単位／日        要介護３ 865 単位／日  

要介護４ 882 単位／日        要介護４ 882 単位／日  

要介護５ 900 単位／日   ⇒    要介護５ 900 単位／日  

 

    認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）  



13 

 

要介護１ 789 単位／日  

要介護２ 827 単位／日  

要介護３ 852 単位／日  

要介護４ 869 単位／日  

要介護５ 886 単位／日  

（注）認知症対応型共同生活介護（Ⅰ）は 1 ユニット、認知症対応型共同生活介護（Ⅱ）は  

２ユニット以上である場合に算定する。  

 

＜短期利用共同生活介護費＞  

短期利用共同生活介護費（Ⅰ）  

要介護１ 861 単位／日        要介護１ 832 単位／日  

要介護２ 878 単位／日        要介護２ 870 単位／日  

要介護３ 895 単位／日        要介護３ 895 単位／日  

要介護４ 912 単位／日        要介護４ 912 単位／日  

要介護５ 930 単位／日    ⇒   要介護５ 930 単位／日  

短期利用共同生活介護費（Ⅱ）  

要介護１ 819 単位／日  

要介護２ 857 単位／日  

要介護３ 882 単位／日  

要介護４ 899 単位／日  

要介護５ 916 単位／日  

（注）短期利用共同生活介護（Ⅰ）は 1 ユニット、短期利用共同生活介護（Ⅱ）は２ユニッ  

ト以上である場合に算定する。 

 

① 看取りの対応強化  

看取りの対応を強化する観点から、看取り介護加算の評価を見直し、認知症対応型共同 

生活介護事業所の配置看護師又は近隣の訪問看護事業所等との連携により看取りを行う。  

 

死亡日以前 4～30 日 80 単位／日  

看取り介護加算 80 単位／日  ⇒  死亡日前日及び前々日 680 単位／日  

死亡日 1,280 単位／日  

 

※算定要件  

・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。  

・ 利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。  

・ 医師、看護師（当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該認知症対応型共  

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、診療所又は訪  

問看護ステーションの職員に限る。連携先とグループホームの自動車等での移動時間が

概ね２０分以内の近距離に所在するなど）、介護職員等が共同して、利用者の状態や家
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族の求めに応じて、随時、介護が行われていること。  

・ 医療連携体制加算を算定していること。  

（注）短期利用共同生活介護費を算定している場合、当該加算は算定しない。 

 

 

② 夜間の安全確保の強化  

夜間における利用者の安全確保を強化する観点から、夜勤職員の配置基準の見直しを行 

うとともに、夜間ケア加算の見直しを行う。  

 

夜間ケア加算 25 単位／日   ⇒  夜間ケア加算（Ⅰ） 50 単位／日 

夜間ケア加算（Ⅱ） 25 単位／日  

（注）夜間ケア加算（Ⅰ）は１ユニットの場合、夜間ケア加算（Ⅱ）は２ユニット以  

上の場合に算定する。  

 

※算定要件 （変更なし） 

・ 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を１ユニット 1 名配置することに加えて、夜勤  

を行う介護職員を常勤換算で１名以上配置すること。  

 

 

③ 在宅支援機能の強化  

在宅支援機能の強化を図る観点から、短期利用共同生活介護の事業実施要件として設定 

されている「事業所開設後３年以上」の規定の緩和を行う。  

 

※算定要件（変更点のみ）  

・ 認知症対応型共同生活介護の事業者が介護保険法の各サービスのいずれかの指定を初め

て受けた日から 3 年以上経過していること。 

 

 

 

(７)その他  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護及び

複合型サービスにおいて、一定の額の範囲内で、市町村が全国一律の介護報酬額を上回る報

酬額を独自に設定できるようにする。 

加算名等  単位数  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  所定単位数に 500 を加えた範囲内で設定  

夜間対応型訪問介護  所定単位数に 300 を加えた範囲内で設定  

小規模多機能型居宅介護  所定単位数に 1000 を加えた範囲内で設定  

複合型サービス  所定単位数に 1000 を加えた範囲内で設定  
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(８)介護老人福祉施設（密着型共通）  

介護老人福祉施設の入所者の重度化に対応し、施設の重点化・機能強化等を図る観点に立

って、要介護度別の報酬の設定を行う。また、ユニット型個室、従来型個室、多床室の報酬

水準を適正化し、その際、平成 24 年 4 月 1 日以前に整備された多床室については、新設の

ものに比して報酬設定の際に配慮した取扱いとする。  

 

＜介護福祉施設サービス費の見直し＞  

（例１）介護福祉施設サービス費  

 

【介護福祉施設サービス費（Ⅰ）：従来型個室】  

要介護１ 589 単位／日     要介護１ 577 単位／日  

要介護２ 660 単位／日     要介護２ 647 単位／日  

要介護３ 730 単位／日  ⇒   要介護３ 719 単位／日  

要介護４ 801 単位／日     要介護４ 789 単位／日  

要介護５ 871 単位／日     要介護５ 858 単位／日  

【介護福祉施設サービス費（Ⅱ）：多 床 室】  

要介護１ 651 単位／日     要介護１ 630 単位／日  

要介護２ 722 単位／日     要介護２ 699 単位／日  

要介護３ 792 単位／日  ⇒   要介護３ 770 単位／日  

要介護４ 863 単位／日     要介護４ 839 単位／日  

要介護５ 933 単位／日     要介護５ 907 単位／日  

【介護福祉施設サービス費（Ⅲ）：多 床 室】  

要介護１ 623 単位／日  

要介護２ 691 単位／日  

（新規）      ⇒  要介護３ 762 単位／日  

要介護４ 831 単位／日  

要介護５ 898 単位／日  

 

※算定要件（介護福祉施設サービス費（Ⅱ）（Ⅲ））  

介護福祉施設サービス費（Ⅱ）については、平成 24 年 4 月 1 日以前に整備された多床

室（同日において建築中のものを含む。）であることとし、介護福祉施設サービス費（Ⅲ）

については、同日後に新設された多床室であること。 

 

（例２）ユニット型介護福祉施設サービス費  

【ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）：ユニット型個室】  

要介護１ 669 単位／日     要介護１ 659 単位／日  

要介護２ 740 単位／日     要介護２ 729 単位／日  

要介護３ 810 単位／日  ⇒  要介護３ 802 単位／日  

要介護４ 881 単位／日     要介護４ 872 単位／日  
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要介護５ 941 単位／日     要介護５ 941 単位／日  

【ユニット型介護福祉施設サービス費（Ⅱ）：ユニット型準個室】  

要介護１ 669 単位／日     要介護１ 659 単位／日  

要介護２ 740 単位／日     要介護２ 729 単位／日  

要介護３ 810 単位／日  ⇒  要介護３ 802 単位／日  

要介護４ 881 単位／日     要介護４ 872 単位／日  

要介護５ 941 単位／日     要介護５ 941 単位／日  

 

また、ユニット型個室の第 3 段階の利用者負担を軽減することにより、ユニット型個室の

更なる整備推進を図る。 

＜特定入所者介護サービス費に係る居住費の負担限度額の見直し＞  

第３段階・ユニット型個室 1,640 円／日 ⇒ 1,310 円／日  

※ 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、（介護予防）短期入所生活介護及び（介護予防）

短期入所療養介護の居住費・滞在費についても、同様の見直しを行う。  

さらに、介護老人福祉施設における看取りの充実を図るため、配置医師と在支診・在支

病といった外部の医師が連携して、介護老人福祉施設における看取りを行った場合につい

て、診療報酬において評価を行う。（平成 24 年 1 月 18 日中央社会保険医療協議会資料「平

成 24 年度診療報酬改定に係る検討状況について（現時点の骨子）（案）」より抜粋）  

 

① 認知症への対応強化 

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合の一時的な受入れについて評

価を行う。  

認知症行動・心理症状緊急対応加算（新規） ⇒ 200 単位／日  

※算定要件  

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊  

急に介護福祉施設サービスを行う必要があると判断した者に対して、介護福祉施設  

サービス行った場合（入所した日から起算して７日を限度として算定可能とする。）。  

 また、受け入れ後速やかに退所に向けての計画を作成すること。 

 

② 日常生活継続支援加算  

介護老人福祉施設の入所者の重度化への対応を評価する。  

日常生活継続支援加算 22 単位／日 ⇒ 23 単位／日 

社会福祉士び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員

等が、登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等

を実施することが可能となったことに伴い、介護老人福祉施設の既存の体制加算に係る重

度者の要件について、所要の見直しを行う。  

※算定要件（①～③のいずれかの要件を満たすこと。下線部は変更点。）  

① 要介護４若しくは要介護５の者の占める割合が入所者の 70％（現行：60％）以上であ

ること。  
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② 知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の占める割合が入所者の 65％（現行：60％）以上であ

ること。 

③ たんの吸引等（※）が必要な利用者の占める割合が入所者の 15％以上であること。  

（※）たんの吸引等 （社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為） 

・ 口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は

腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養 

 

 

③ 退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算 

 

  退所前後訪問相談支援加算 460 単位 ⇒ (1)退所前訪問相談援助加算 460 単位 

                      (2)退所後訪問相談援助加算 460 単位 

④ 口腔機能維持管理体制加算 

 

  （旧）口腔機能維持管理加算 ⇒ （新）口腔機能維持管理体制加算 

 

⑤ 口腔機能維持管理加算（新設） 

入所者対し実施された月４回以上の口腔ケアを評価 110 単位／月 

※口腔機能維持管理体制加算を算定していない場合は算定しない。 

   ※歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施した場合に算定 

   ※医療保険の訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月は算定できない 


