
平成３０年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案

１．介護報酬単位の見直し案（平成 30 年４月施行分）

別紙１－１：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

別紙１－２：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

別紙１－３：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

別紙１－４：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

別紙１－５：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

別紙１－６：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

社保審－介護給付費分科会 

第 158回（H30.1.26）  　 別紙  
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【参考資料：平成 30年４月施行分】 

参考２－１：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 

参考２－２：厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

参考２－３：厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数 

参考２－４：厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等 

参考２－５：厚生労働大臣が定める特定診療費に係る特別な薬剤 

参考２－６：介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定

する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額 

参考２－７：厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島

その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地

域 

参考２－８：厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係

る基準等 

参考２－９：厚生労働大臣が定める療法等 

参考２－10：指定短期入所療養介護事業所，介護老人保健施設及び指定介護療養

型医療施設並びに指定介護予防短期入所療養介護事業所の医師の使

用医薬品 

参考２－11：厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合 

参考２－12：介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施

設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その

他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六

十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者に

おける滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事

情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 

参考２－13：介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限

度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担

限度額 

参考２－14：介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福

祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その

他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 

参考２－15：介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負

担限度額 

参考２－16：居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針 

参考２－17：厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係

るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数 

参考２－18：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 

参考２－19：厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処

等に関する手順 

参考２－20：介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲
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げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居

住費の負担限度額並びに同令附則第二十五条第一項各号及び第二項

各号に掲げる者に係る同法第六十一条の三第二項第二号に規定する

滞在費の負担限度額 

参考２－21：介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲

げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居

住費の特定負担限度額 

参考２－22：厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域 

参考２－23：厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者 

参考２－24：厚生労働大臣が定める地域 

参考２－25：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等の規定に

基づく厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位

数 

参考２－26：厚生労働大臣が定める一単位の単価 

参考２－27：厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験が必要な者（仮称） 

 

【参考資料：平成 30年 10月施行分】 

参考３－１：厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基

準（仮称） 
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別紙１－５

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

364
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○ 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）（抄）【平成三十年四月一日施行（予定

）】

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別表 別表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表

（削る） １ 介護予防訪問介護費（１月につき）

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 1,168単位

ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 2,335単位

ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 3,704単位

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問介護事業所（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号。以下「旧指定

介護予防サービス基準」という。）第５条第１項に規定する指

定介護予防訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の訪問介護員

等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）が、指

定介護予防訪問介護（旧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。）を行った場

合に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する

。

イ 介護予防訪問介護費(Ⅰ) 介護予防サービス計画（介護保険

法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条の

２第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険

法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第83条の９第１号ハ
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及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）において１週に

１回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者

ロ 介護予防訪問介護費(Ⅱ) 介護予防サービス計画において１

週に２回程度の指定介護予防訪問介護が必要とされた者

ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 介護予防サービス計画においてロ

に掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要と

された者（その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認

定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成11

年厚生省令第58号）第２条第１項第２号に掲げる区分である

者に限る。）

２ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（旧指定介護

予防サービス基準第５条第２項に規定するサービス提供責任者

をいう。以下同じ。）を配置している指定介護予防訪問介護事

業所において、指定介護予防訪問介護を行った場合は、所定単

位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

３ 指定介護予防訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内

若しくは隣接する敷地内の建物（老人福祉法（昭和38年法律第

133号）第20条の４に規定する養護老人ホーム、同法第20条の

６に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第１項に規定

する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律

（平成13年法律第26号）第５条第１項に規定するサービス付き

高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事（地方自

治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（

以下「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中

核市（以下「中核市」という。）にあっては、指定都市又は中

核市の市長。以下同じ。）の登録を受けたものに限る。以下こ

の注並びに介護予防訪問入浴介護費の注４、介護予防訪問看護

費の注２及び介護予防訪問リハビリテーション費の注２におい

て同じ。）若しくは指定介護予防訪問介護事業所と同一建物に

居住する利用者又は指定介護予防訪問介護事業所における１月
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当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者

に対し、指定介護予防訪問介護を行った場合は、所定単位数の

100分の90に相当する単位数を算定する。

４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問

介護事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所

在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使

用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行っ

た場合は、特別地域介護予防訪問介護加算として、１月につき

所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算

する。

５ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問介護事業

所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用される

事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は

、１月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定

単位数に加算する。

６ 指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労

働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事

業の実施地域（旧指定介護予防サービス基準第26条第５号に規

定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予

防訪問介護を行った場合は、１月につき所定単位数の100分の

５に相当する単位数を所定単位数に加算する。

７ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規

模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介

護を受けている間は、介護予防訪問介護費は、算定しない。

８ 利用者が一の指定介護予防訪問介護事業所において指定介護

予防訪問介護を受けている間は、当該指定介護予防訪問介護事

業所以外の指定介護予防訪問介護事業所が指定介護予防訪問介

護を行った場合に、介護予防訪問介護費は、算定しない。
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ニ 初回加算 200単位

注 指定介護予防訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介

護計画（旧指定介護予防サービス基準第39条第２号に規定する介

護予防訪問介護計画をいう。以下同じ。）を作成した利用者に対

して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定介護予防訪

問介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った場

合又は当該指定介護予防訪問介護事業所のその他の訪問介護員等

が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する

月に指定介護予防訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同

行した場合は、１月につき所定単位数を加算する。

ホ 生活機能向上連携加算 100単位

注 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

（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（以下「指定介護予防サービス基準」という。）

第79条第１項に規定する指定介護予防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、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。）を行った際にサービス提供責任者が同行し、当該理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の

評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした介護予

防訪問介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士と連携し、当該介護予防訪問介護計画に基

づく指定介護予防訪問介護を行ったときは、初回の当該指定介護

予防訪問介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき

所定単位数を加算する。

ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定
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介護予防訪問介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問介

護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、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 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の137に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の100に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の55に相当する単位数

⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑶により算定した単位数の100分

の90に相当する単位数

⑸ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ⑶により算定した単位数の100分

の80に相当する単位数

１ 介護予防訪問入浴介護費 ２ 介護予防訪問入浴介護費

イ 介護予防訪問入浴介護費 845単位 イ 介護予防訪問入浴介護費 834単位

注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所（指定介 注１ 利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護事業所（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 護予防サービス基準第47条第１項に規定する指定介護予防訪問

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 入浴介護事業所をいう。以下同じ。）の看護職員（看護師又は

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 准看護師をいう。以下同じ。）１人及び介護職員１人が、指定

防サービス基準」という。）第47条第１項に規定する指定介護 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

予防訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。）の看護職員（看 定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）を行っ

護師又は准看護師をいう。以下同じ。）１人及び介護職員１人 た場合に算定する。

が、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。

）を行った場合に算定する。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷 ４ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷

地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問 地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問
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