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特定施設入居者生活介護
住宅型有料老人ホーム

多くのサービス付き高齢者向け住宅
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来人居者が事業者を自由に逮入る

○特定施設入居者生活介護 (介護付有料老人ホーム等)では、ホーム事業者が提供する介護保険
サービスをホーム内で受けられる。

○サービス付き高齢者向け住宅の多くや住宅型有料老人ホームでは、必要に応 じて、入居者自身
が外部のサービス事業者と契約して、介護保険サービスの提供を受ける。

高齢者の住まい・施設と介護サービス q′ 祠 施設ll業者協nll会

住まい

の名称

特別養護
老人ホ‐ム

(特養 )

グルニプ
ホ■ム

軽費老人
ホーム
(ケアハウス)

有料老人
ホーム

サービス付き
高齢者向け
住宅

ご自宅

ぼ 社会福祉法人
社会福祉法人「
民間企業

社会福祉法人 主に民間企業 主に民間企業

内
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け

特定施設入居者生活介護

介護付有沐斗老人ホーム

外
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高齢者の住まいの規模感 マン :酬樅 施設事業者協議会

住まい

の名称

特別養護
老人ホーム

(特養)

グループ
ホーム

軽費老人
ホーム
(ケアハウス)

=9万人

有料老人
ホーム

=35万人

サービス付き

高齢者向け

住宅

=13万戸

ご自宅

ぽ 社会福祉法人
社会福祉法人・

民間企業
社会福祉法人 主に民間企業 主に民間企業

内
付
け

7,500か F~JT

50万人

12,000か所

17万人

特定施設入居者生活介護 18万人

500か F~f 3 500か所 230か所

介護付有沐斗老人ホーム

外
付
け

外付けサ■ビス

1,600か所 5:000か所

満
3,700か 所

老人ホ■ム

2015年度介護報酬改定セミナー

高齢者の住まいの事業者団体 Ψ 淵 樅 施設事業協 議会

特別養護
老人ホーム

(特養)

軽費老人

ホーム

(ケアハウス)

=9万人

有料老人

ホーム

=35万人

サービス付き

高齢者向け

住宅

=13万戸

主に民間企業
社会福祉法人・

民間企業
社会福祉法人社会福祉法人 主に民間企業

マン 型瞥響電先設事業者協議会

有料老人
ホーム協会
(有老協)

くみ
公益

1団
法人全国有料老人ホーム協会

人サービス付き高齢者向け住宅協会

サ 住 協
緋̈鰤品」一

2015年度介護報酬改定セミナー
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「全国特定施設事業者協議会」の概要 ｀2祠 鳥設事業者協議会

■会員数
｀
正会員  587法人

■目的

〇事業者の相互連携による、行政当局その他関係機関との連絡調整

○サービスの質的向上・事業運営適正化のための調査研究・研修の実施
→ 「介護保険制度の下での特定施設事業の健全な発展に寄与」

■会員施設数

正会員 1,979施設
有料老人ホーム  1,858施設
ケアハウス 75施設
サービス付き高齢者向け住宅

46施設

※養護老人ホームは含まず
※平成26年 9月 30日 現在

■任意団体設立 平成13年 6月 29日「特定施設事業者連絡協議会」設立

■一般社団法人化 平成23年 4月 1日「一般社団法人全国特定施設事業者協議会」に改編

■活動内容
調査研究・行政との交渉
研修・会員交流・事業者支援

2015年度介護報酬改定セミナー

全国特定協の活動
‐
内容(2014年度)

q′
慶冒樅 施設事業者麟議会

全特定施設(4,288施設)に 占める

特定協会員施設の割合

者

者

営

理

経
管

定例研究会 東京
「地域包括ケアと2015改定における特定施設の方
向性」(服部メディカル研究所 服部万里子氏)

介護報酬改定セミナー

(本 日)

2月 中
～3月 上

札幌t宮城、
東京、名古屋、
大阪、広島、

福岡

2015年度制度・報酬改定 (厚生労働省高齢者支
援課課長補佐 )

介護報酬改定への対応のポイント(事務局長)

特定施設
ケアハウス研究会

東京
「社会福祉法人改革の中での特定施設ケアハウ
スのあり方」(前厚生労働省担当審議官)ほか

管理者等
特定施設の法令遵守と

入居一時金対応  |
大阪

東京

入居一時金規制強化に対する具体的な対応
特定施設の法令通知の解説 (事務局長ほか)

人事担当者
管理者等

人材確保と職場づくり・

マネジメント研修| “
脚

一界
阪

東

大

「介護人材確保の秘訣」((株 )リ クルートキャリア

門野友彦氏)「マネジメント研修」(日 本大学文理
学部助教北村世都氏)

看護師
特定施設看護師
キヤリア研修会

6月 t8月 t

12月

福岡、神奈川、
愛知 ‐

|

「暮らしを支える看護とは」(日 本看護協会常任理
事齋藤訓子氏・吉松理事・吉村事務局員)

(公社)日 本看

護協会後援

計画作成
担当者等

特定施設

ケアマネジメント研修会

7月 、9月 、
12月

東京、兵庫、
熊本

個別性を重視したケアマネジメント～特定施設ケ
アマネジメントの優位性 (日 本福祉大学綿教授)

日本福祉大学
と提携

介護職員等

特定施設専門研修

(認知症ケア・

看取り介護 )

月

期
６

々

北海道、宮城、
埼玉、東京、
愛知t大阪、
岡山、香川、

福岡t長崎

認知症ケア(東京都健康長寿医療セセンター伊東美
緒氏「ユマニチュード」、認知症の人とみんなのサホ

゜
―ト

センター代表沖田裕子氏「認知症の新しいケア」)

看取り介護 (吉松理事、吉村事務局員)

地域事業者 00県特定施設連絡会 年2～3回
埼玉、世田谷・杉並、北多摩南部、愛知、兵庫、
広島、福岡 (順次拡大中)

2015年度介護報酬改定セミナー
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全国特定協への入会のお願い でシ
祠 先設事業者協議会

指定特定施設入居者生活介護事業者の方で、まだご入会いただいていない方は、

この機会に、ぜひ一般社団法人全国特定施設事業者協議会にご入会ください。

○入会金無料

〇年会費 定員の合計数に応じて10,000円～

02015年 3月 末までにご入会の場合、2016年度年会費は無料。

○会員には、2015年度介護報酬改定に関する参考資料を配布予定:

2015年度介護報酬改定セミナー

本国のご説明内容 q′
鮒 欄 施設事業者協議会

10,000円

30,000円31人以上、50人以下

51人以上、100人以下 70,000円

101人以上、200人以下 100,000円

201人以上,300人 以下 120,000円

150,000円301人以上、500人以下

501人以上、1,000人以下 200:000円

1,001人以上、2,000人 以下 400,000円

600,000円2,001人 以上、5,000人 以下

5,001人以上

□「特定施設入居者生活介護」に関する以下の点についてご説明
いたします。

1.2015年度介護報酬改定の総括

2.2015年度介護報Elll改定の留意点

3.今後の事業戦略のご提案

4.一定以上所得者の利用者負担の見直し

2015年度介護報酬改定セミナー
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Ψ:瑞樅鳥設靭編識

「特定施設入居者生活介護」に関する

1.2015年度介護報酬改定の総括

:l′ _、 人 ,1-                 1

(1)全体像
(2)各論
(3)介護事業経営実態調査の反省
(4)全国特定協の要望との関係

2015年度介護報酬改定セミナー
10

(1)2015年度介護報酬改定の総括〔全体像〕Ψ淵臨設騨協議会

口消費税率の引き上げが延期され、厳しい財政状況の中、大変厳
しい改定が行われた。

口介護報酬の基本単位の改定率について、利益率に基づく短絡的
で浅い議論となったことば、合理性がなく、甚だ遺憾。

日基本単位の引き下げは非常に大きく、事業収支に大きな影響が
あるが、介護職員処遇改善加算やサ=ビ

ス提供体制強イヒ加算
の取得により改善につなげていく必要がある。

口特定協執行部として関係各方面に対して介護報酬の維持を働き
かけたが、改定結果は、会員の皆様の経営状況を著しく悪化さ
せるものであり、深くお詫び申し上げる。

口次回改定も、厳しい財政状況から報酬の引き上げは望めないこ
とから、今回のような改定を阻止するため、特定施設業界として
すぐに対応を取らなければならない。

2015年度介護報酬改定セミナー
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改定による介護報酬の変化 q′
恣 鳥設事業者協議会

■2015改定前の介護報酬の比較 (施設・居住系 )

¥250,000

¥200,000

¥150,000

¥100,000

ｌ
ヶ
月
（３０
日
当
た
り
）介
護
報
酬
額

¥253,200   -牛 宇贅]IE設

¥231,900         ■卜特養(従来型個室)

Ⅲ‐‐●●ク
・
ルーフ

゜
ホーム(1ユニット)

― ク
・
ルーフ

゜
ホーム(2ユニット)

司←区分支給限度額

要支援1   要支援2 要介護 1 要介護2   要介護3 要介護4   要介護5

2015年度介護報酬改定セミナー 12

改定による介護報酬の変化 q′
』讐織砲施設・ll業者協議会

介護老人福祉施設 (特養)は 、
従来型個室の基本単位
⇒特定施設との差額は、
配置医師とおむつ代

ｌ
ヶ
月
（３０
日
当
た
り
）
介
護
報
酬
額

■2015改定後の介護報酬の比較 (施設・居住系 )

¥400,000

¥350,000

¥300,000

¥250,000

¥200,000

¥150,000

¥100,000

¥50,000

¥0

¥166,920
¥164,

要介護2   要介護3

2015年度介護報酬改定セミナー

¥239,41四 _特定施設
J卜特養 (従来型個室)

・ヽゃンウク
・
ルーフ

・
ホーム(1ユニット)

― ク
・ルーフ

・
ホーム(2ユニット)

― 区分齢 限度額

介護老人福祉施設 (特養 )は 、

従来型個室の基本単位
⇒特定施設との差額は、

配置医師とおむつ代

要支援1 要支援2 要介護1

-7-

要介護4   要介護5

13



改定による介護報酬の変化 qν
柳 施設事業者協議会

ｌ
ヶ
月
（３０
日
当
た
り
）介
護
報
酬
額

■2015ご定後の介護報酬の比較 (在宅系 )

¥350,000

¥300,000

¥250,000

¥200,000

要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5

2015年度介護報酬改定セミナー

(複合型)

― 特定施設

一 区分支給限曲

・ ,・ 小規模多機能型居宅介護

→← 定期巡回・随時対応型 (介護 )

―●―定期巡回・随時対応型 (介護・看護 )

― 看護小規模多機能型居宅介護

14

定期巡回・随時対応聖 (介護・看護 )

定期巡回・膝時対応型 (介護 )

複合型、小規模多機能型、
定期巡回・随時対応型には、
総合マネジメント体制強化加算
を含む。

改定による介護報酬の変化 q》
」讐禅電施設事業糊 議会

■要介護10要介護5の単位数の変化
※夜間看護体制加算等の既存の加算を記載していない。
新設の認知症ケア加算、サービス提供体制強化加算 I(18単位)も省略している。

旧要介護 1

⇒581単位
新要介護 1

⇒566～ 584単位
旧要介護5
⇒869単位

新要介護5
⇒847～ 865単位

2015年度介護報酬改定セミナー

-8-



改定による介護報酬の変化 マン 祠 施設事業者協議会

■要支援10要支援2の単位数の変化

旧要支援 1

⇒203単位

サニビス提供
体制強化加算

(2)2015年度介護報酬改定の総括(各論)
qν

酬 雁 施設事業者協議会

※医療機関連携加算等の既存の加算を記載していない。

新設の認知症ケア加算も省略している。

新要支援 1

⇒190～ 208単位

旧要支援2
⇒470単位

新要支援2
⇒327～ 345単位

14単位
処遇改善加算

(3.00/0)

456辞珂立

基本単位

11単位
処遇改善加算
(6.1%)

197単位

基本単位

179単位

基本単位

2015年度介護報酬改定セミナー

111‐ |■ |■ ■■|■ |||■ ||111111■ |‐
|

鎌冬ゾ曽:i許
2‐薦督‐毀亀‐墨

各サービスの改定率がどのように決定さ

れたかは明らかにされていないが、特定
施設にとつては厳しい結果。

要支援2の大幅引き下げは、人員配置基

準の引き下げに伴うものであり、厳しい判
断であるが、理屈としては理解できる。

要支援1 ▲9.1%
要支援2▲34.5%
要介護1～5▲5.5%

特定施設の

基本単位

2015年度介護報酬改定セミナー
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(2)2015年度介護報酬改定の総括(各論)Ψ 珊儡設事業部議会

2015年度介護報酬改定セミナー 18

(3)介護事業経営実態調査の反省 マン 型冒暮電施設事業者協議会

・そもそも収支差率(利益率)の定点の高さで議論することは適当で
はない。人件費・物価とともに収支差率も過去とのトレンドで議論
すべき。

・特定施設入居者生活介護の収支差率が12.2%と非常に高く出
たことについては、各事業者の回答支援が足りず、特定協として
反省している。

・特定施設入居者生活介護は、介護事業だけでなくtいわば不動
産賃貸事業と■体となうた事業であり、次回の実態調査に向けて
調査設計を見直すよう働きかけが必要。

,また適正な利益率とは何か、議論が必要。例えば、入居率が低い
段階から一定の人員体制(投資)が必要な入居系事業と、登録ヘ
ルパーによる変動費化が可能な訪問介護を並べて議論すること
が望ましくない。

2015年度介護報酬改定セミナー

ー10-
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(3)介護事業経営実態調査の反省 q′
』瞥暮整た設事業者協議会

厚生労働省老健局長あて
「介護事業経営実態調査結果と介護報酬改定について(意見書 )」 (平成26年 10月 28日 )

…望聾盤翁榔黙m霊譜1攀
|

厚生労働省老健局

高齢者支援課
辺見課長

全国特定協
市原代表理事

2015年度介護報酬改定セミナー 20

(3)介護事業経営実態調査の反省 マン 』富1腱施設事業者協議会

厚生労働省老健局長あて
「介護事業経営実態調査結果と介護報酬改定について(意見書)」 (平成26年 10月 28日 )

2015年度介護報酬改定セミナー

ー
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1. 財務省において介護事業経営実態調査結果を踏まえた介護報酬の引き下げが提案されているが

、前回の介護報酬改定 (物件費の下落に伴うマイナス改定)以降、人件費、物件費ともに上昇傾
向にあることから、今回の介護報酬改定は、少なくとも基本単位は据え置きとすべきである。

介護報酬の7～ 8割は人件費に充当されている。仮に介護職員処遇改善加算を引き上げても、基

本単位を引き下げれば、各事業者は、介護従事者の処遇 を実質的に改善できない。介護従事者
のキャリアバスを描くことができる長期展望に立つた経営計画が可能となるよう、安定した介護報酬の

設定が必要である。

居住・入所系の介護事業所には、介護保険収支だけではなく、居住費・食費等が含まれている。

特に特定施設入居者生活介護では、介護保険外収入が53.7%を 占める。介護保険に関する収入
・支出のみを抜き出した分析が必要である。

特に居住・入所系の介護事業所にとつて、事業継続は入居者に対する最重要契約事項であり、合
理的な損益分岐点を設定している。中小企業など一般企業との利益率の比較は、適当ではない。

特定施設入居者生活介護の収支には、(1)事業主体が土地を所有している場合にはその費用が含
まれていない。また、(2)投資に対する投資回収 (累積損失の解消)、 その期間に対する利子も支出と

しては計上されていない:

特定協が独自に行つた「平成25年度特定施設経営概況等調査」結果では、収支差率は8.7%であ

る(有効回答743事業所)。 介護事業経営実態調査では、入居金収入や本部経費の記入誤りも

多いのではないか。

2.

3.

4.

5.

6.
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(4)全国特定協の要望との関係 qν
鼈 施設事業者協議会

■ 意見書「地域包括ケアシステムにおける特定施設入居者生活介護の活用の
ための介護報酬等に関する意見」(平成26年5月 13日 )

全国特定協市原代表理事から厚生労働省老健局原局長、木倉保険局長、
岡田社会・援護局長に提出

■ 第108回社会保障審議会介護給付費分科会(平成26年9月 10日 )

事業者団体ヒアリング
全国特定協市原代表理事
「平成27年度介護報酬改定に向けて」意見陳述

2015年度介護報酬改定セミナー

特定協の主張 (2014.5J3.意見書) Ψ 酬 継 九設事業柿 議会

22

縣彎1,壽認 撃本呻増ユI●案 鱚
(1)介護職員処遇改善加算の廃上に見合う基本単位の引き上げ ● ■摯 ◎ ●

(2)都市部の介護報酬の引き上げ
人件費比率の実態に応じた引上げに
よる地域区分単価の引上げ

● ■ 用 O ●

(3)サービス提供体制強化加算
介護福祉士割合、常勤割合、勤続3年

以上割合を踏まえた加算
● ■ 〉L ト △ ●

(4)介護職員初任者研修の見直し
介護労働市場の入日のハードルを引
き下げる ● ■ 〉進出

中

ヽ

△ ●

(5)短時間勤務制度と常勤要件緩和 週30時 間労働でも「常勤」扱いとする ● ■ △ ●

(6)EPAによる介護士の特定施設に
おける受け入れ

資格取得前でも受け入れ可能とする
長期的には介護分野での外国人の受
け入れを促進

● ●J 進行 Ⅲ ●

(1)認知症や医療行為が必要な方
に対する介護・看護に対する評価

「認知症や医療行為などの要介護度認
定への適切な反映」又は「ケアを体制加
算等での評価」

● ■ )一剖0 △ ●

(2)看取り介護の一層の評価
「看取り介護加算」の増額・「看取り介護
体制」の評価

● ■ 〉
1 l● ○ ●

(3)服薬内容に関する医療機関
との連携

「医療機関連携加算」の増額 ●■ 糞 ○ ●

(4)資格・研修制度の見直し
①認知症介護実践者研修等を受講
可能に ● ●可 進行 p ●

②介護職員喀痰吸引等研修の簡素化 ●  _ ゝi11 △ ●

2015年度介護報酬改定セミナー
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0魔 鸞 全

(5)診療報酬の見直し

① 特定施設入居時等医学総合管
理料の引上げと実効性

在宅医療が必要な特定施設入居者に

対して必要なサービスを提供 ⇒ ミ定 ● ○ ●

② 看取り期に医療保険の訪間看
護を利用可能に

末期の悪性腫瘍・急性増悪期に加え、

看取り期に3ヶ月間程度使えるように
●→ 未定 ● ○ ●

(6)入院一時外泊時にも特定施設入居者生活介護を利用可に ●■ △ ●

躙 1‖●‖i二IF‖11‖ I

短期利用特定施設の基準緩和
①開設3年の要件、②入居率80%の

要件の撤廃
● ●可 1 D・

○ ●

(1)総量規制緩和のための特定施設

の需要把握の指導

各市区が第六期介護保険事業計画に

おいて特定施設の利用者数を十分見

込むよう、指針を示す

●哺 進行

"

△ ●

(2)公募制度の透明化の指導 ●d 未定 △ ●

(3)特別養護老人ホームとの

役割分担

特養は低所得者向けの介護付き住ま

いであるべき
●哺 未定 ●

補足給付を介護保険から外すべき ●■ 未定 × ●

(4)特定施設入居者生活介護の利用米の医療費控除 ● ● ■ ●

(1)法 定代理受領の同意書の廃止 ●■ ● ○ ●

(2)個人情報同意書の廃止 ●■由r ● × ●

(3)高齢者向け住まいの情報提供

体制の充実

官民が自由にかつ効率的に使用でき

る共通データベースの構築
●可 未定 △ ●

特 定 協 の 主 張 (2014.9.10.介護給付費分科会事業者団体ヒアリング)Ψ 淵 距侮設事業者協議会

平成27年度介護報酬改定に向けた特定協の意見

今般の介護保険法改正により、介護老人福祉施設(特養 )には、原則として要介護3以上の方しか

入所できなくなります。

これを受けて、特定施設入居者生活介護は、要介護 1、 2の方を含めて、広く「終の棲家」としての

受け皿となれるよう、「認知症ケア」「看取り介護」などに取り組んでまいります。

つきましては、以下の点の介護報酬上の評価をご検討いただきたく、ご要望申し上げます。

2015年度介護報酬改定セミナー

ー13-

1・

(13算墓鳳暫五量撃彗爺暫斑馨勇Ч
9)特定施設においてもサービス提供体1

0)介護サービスの地域区分単価の引き_

2.特定施設における認知症対応、重度化
'

ほ)認知症ケアや医療行為の介護報酬上 (

9)看取 り介護に対する評価の拡充 →

13)入院先から在宅への一時帰宅時の居」

3.地域の社会資源 としての特定施設の更なる活

○特定施設の短期利用制度の要件の緩和 ⇒

25
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以下は:参考資料です

2015年度介護報酬改定セミナー

=施設の収支差を勘案し、
1施

設サニビス資を適正fL
O自立支援を指向する在宅サ

=ビ
スの評価

…訪問倉護における生活援助の理丁子し、及び側摯1に実施するリハビル のヽ加算等

在宅と施設サービスの公平性請保等         ｀

O居住費・食費に関連する介護報酬の見直し

自立支援と在宅介護の促進等
O介護予防:リハビリテニショシめ推進      ‐

。1躍農場機職ιやffサ?彎十↑警 T
―訪問介護や訪問看護における重度者向けの

介菫1従事者の処遇改善等

0介護従事者の人材確保・処遇改善
‐介譲従事者《)専門性や勤務年数等への

24時間対応の定期巡回サービ

｀2忘 鳥議ま業者協議会

▲0.5%|  |【 ▲2=4%】

朧≧全謡編‐絵器鋸
】:17年度改定を含めた革

3_0%
宅 :+17%]

施 設:+1.3%]

+1.2%
[在宅 :+1.00/o]

施設:+02%]

+063%

26

財政制度等審議会「過去の介護報酬改定」 Ψ酬樅施設森協絵

平成15年度改定
         上L逼圭ィ:

〔在宅:+0.1%]
[施設 :▲ 40%〕

平成1フ 年度改定
(H17.10施 イテ)

平成18年度改定

平成21年度改定

平成24年度改定

平成26年度改定

経済財政運営と改革の基本方針2014(抄)(26年6月 24日 閣議決定)

平成27年度介震報酬改定においては、社会福祉法人の内部留保の状況を踏まえた適正化を行いつつ、介護保険サービス事業者の経
営状況等を勘案して見直すとともに、安定財源を確保しつつ、介饉議員の処遇改善、地域包播ケアシステムの構築の推進等に取り組む。

(:11)改 定事t‐ 在宅・施設の内訳について、18年度改定までli、 在宅礎設それぞれめ贅層に対する改定事を表記していたが、21年度改定Jl降 ,1、 il宅・t設を
「
‐
・わ tiた緯贅碧li対 する改定マ1を 要たする形に改められた

2015年度介護報酬改定セミナー                          56
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財政制度等審議会「収支差率の推移」 マン 型冒暮墜穐設事業者協議会

○ 介護サービス全体の平均収支差率は土型匹捜嵐(注 1)と、~般の中小企業〈注2)の 水準(+2～ 3%弱 )を大幅に上回る。
介護職員の処遇改善加算などの充実を図る上方でt介護報酬基本部分に係る適正化 (少なくとも中小企業並みの収支
差となるA6%程度の適正イヒ)が必要。

一 さらに今後高齢者が増加 (市場が拡大)する中で、規模の経済によるコスト1彗減が見込まれることも踏まえれば、収
支差率を中小企業の水準より低い水準とすることも検討すべきではないか。

1,■ 1)介 霞鯰員用におけるサービス難の慣咸比に基づき、平均収支率の加菫平均驚を財務省において試 I(出 所 漂 彙労働省 fttl■給付費案思議賛 (26年 4月 審査分 )」 、r平 欧お 年介護手蒸経営案
態競螢結只J)。

1渡 2)中小企案の定曇はサービス案で資本食50∞万日以下又は従来員 100人 以下とされるが、24年 経済センサスによれば、沢率 金5011万 円未演の企業の発上藩が全体の売上高に占める比率を見る
と、全晨案では3群強を占めるにすぎなtヽのに対し、宅人福祉・介猥平■では

'割
程度を占める。

主な介護サービスの収支差率の推移
全サービス加重平均

8%程度

100ヽ

106%~~通 所介護

87%―一 介護老人福祉施設

74%~訪 問介護

56%―一介護老人保健施設

´凛――~~~~三
二三二三

=L二
122%

´″織 40%一 ‐`r社
■tと 資,法 ,、 企業窮計

'=獲 う1前 ■
=提

l:螢 :先 卜あ

~~~―
― ■ 中小企笑{中 性 継 醐 喘 )

|=税 弓1前 奎期耗奉i整 ÷売上高

〕(1

※2

20年度謳螢  (21年 度)  22年 度調査  23年度調査  (24年度)  25年 度調査  26年 度諏螢
::,liFユ

=〕
  it11■ ■■1   1ピ 1,ユ 簗

=】
  :“Ⅲ■■■1   1211,■ ,■ l   !=1● 宣■,I   !=も 年lF,■】

介設事業の収支差事のうち、平成20年度、平成23年度、平成26年度については「介議事業経営実態調査結果」、平成22年度、平成25年度については「介議事
業務言薇況調査結果」による。なお、平成21年度、平成24年度については、講螢が行われていないため線形鶴完している。
収支義率=(収入―支出)÷ 収入
収入=介護事業収姜■介護事業外収芸一国庫14助金等特別積立金取聯額
支出=介護事業費用 (給 与費.減価償却費等)+介護事業外費用十特別損失一回ll補 助金等特別積立金取崩額

特定施設入居者生活介護の収支差率 q′
」冒祥墜施設事業者協議会

特定協注| ‐‐

章康:,筆習豪電緊華霞現葦度改定の時と大きく変わらない

・ 介護事業経営実態調査結果

褪
9.3%介護老人福祉施設 (特養 ) 57.6% 8,7% 57.5%

介護老人保健施設 (老健 ) 56.5% 5.6% 522% 9.9%

介護療養型医療施設 (病院) 56.3% 8.2% 552% 9.7%

認知症対応型共同生活介護(GH) 559% 112% 56.4% 84%

訪間介護 737% 7.4% 769% 51%

通所介護 55.8% 106% 55.6% 11.6%

居宅介護支援 81.9% △10% 804% △26%

小規模多機能型居宅介護 63.4% 6.1% 63.7% 5。9%

39‐190/ol 13150/ol

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 85.6% 0.9%

2015年度介護報酬改定セミナー
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特定協の1原点～経営概況調査記入要領説明会酬儡設事粘協議会

介護事業経営概況調査記入要領説明会(2001年 9月 21日 )65法人約100名 の参加

No 2001-3

2001年 10月 15日

特定施設事業者連絡協議会 会報

介護事業経営概況調査記入要領説明会
を実施いたしました

今回は、先日実施いたしました介護事業経営概況調査説明会の

様子をご報告いたします。

本調査に対する関心の高 さが うかがわ

れる会 とな りま した

先月9月 21 Flに 、東京水道橋び)全水道会館

にて介誰事業経営概況調査記入要領説明会を

実施致しました`小 雨の降る中、北は北海i直

から南ri九り11ま で、 65法 ノ、から100名 11ど σ)

方々が参加され、全水道会館の会議室はほぼ

満員の盛況でした。約2時 間半の説明会の

い1、 参加の方々は,1心 1■ メモを取りながら説

り1に 耳をltllけ て ドさり、改めて今回の調査に

対する会liの 方々の関心の高さがうかがわれ

ました.ま た、厚生労rJlll省 より今回の1則 査業

非会員の法人の方々に 1,幅 広く、支障のない

串t囲でcrpご協力をお願いしてお ります ,

本調査 の概要 と今後 の見通 し

藤井氏によると、調査 itp1 2回 実施の見込

みで、lo月 に実施する第一次調査によつて国

保連のシステム変更にかかわる たうな大きな

枠組みを設占|し 、 1(春 行 う第二次調査におい

て平成13年度全体の数字を把握 して,11体 的な

点数を設定 していく方夕|、 とのことでした
=

第 ‐次nl.L査 で約半数、第二次調査で残 り半数

の11業 所が調査対奪tと なることが予定さオtて

2015年度介護報酬改定セミナー 30

特定施設の収支差率の分析「評価 ら
い

・般社l」法人

生回特定施設lll業
者協議会

○厚生労働省介護事業経営実態調査

特定施設入居者生活介護の収支差率 平成26年 12.2%(平成23年 3.5%)

○特定施設入居者生活介護の収支差率が高い理由

(1)介護事業部分だけでなく、不動産賃貸事業を含めた、特定施設全体の経営状況を示していること

平成23年と平成26年を比較すると、介護事業以外の収入が増加しており、介護報酬が高すぎるわ
けではない。

(2)借金返済・累積赤字の解消が必要であること

特定施設事業には、①不動産投資、②(入居率が低い時点からの)職員配置が必要である。入居
率が安定した時点でt借金返済・累積赤字の解消を行つているための一定の利益を確保する必要
がある。また、土地の購入費用は減価償却されず、収支に反映されていない。

仮に利益が減少すると、①借金返済や累積赤字解消のためのキャッシュフローが回らない、②新た
な特定施設の事業展開が困難となる。

(3)事業継続が、入居者との最重要の契約事項であること

経営破たんによる「介護難民」は最悪の事態であり、今後も人件費・物価の上昇が見込まれる中、
入居率に応じた損益分岐点を越え、一定の利益を確保することとしている。

(4)課税法人が多く、この収支差率から法人税等を支払うこと

この収支差率から法人税等を支払い、その残余により借金返済等や将来の投資(増改築)に充てら
れる。社会福祉法人の内部留保問題とは別問題である。

卯 霧 纂 基讐美韮裏彗」

おいてもt同様の説明会や調査記入
支援を行えば、もっと適正な利益率に
収まつたのではないか?
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特定施設の介護事業単体の収支差率の分析Ψ淵鼈設事賭協織

○ 特定施設においては、「介護
事業 (特定施設入居者生活介

護)」 と「不動産等事業 (建物の

賃貸、食事サービス等 )」 によ
る収支が存在。

○ 右の表は、両事業を区分した

収支状況を示したものであり、
以下の考え方に基づいて費目
を整理している。
①施設管理費については、事務

室・機能訓練室など介護事業に
関わる共用部分が10%を占め

ると仮定して、関係する費目を
按分。

② 支出の費目のうち、一般職員
の人件費・本部費用について
は、介護事業収入 :不動産等事
業収入=45%:55%で あるこ

とを参考に按分。

平成25年特定施設経営概況等

調査報告書より
(平成25年 11月・特定協)

黎トラ超協10■ ]長(2011.9.10介護給付費分科会)
の
“

一般IL団法人

全国特定施設事業者協議会

特定施設においてもサービス提供体制強化加算の創設を
介護老人福祉施設職員と同様の水準を目標に、特定施設職員の給与改善、キャリアパスの構築を

目指しています。その原資とするため、介護老人福祉施設等に設けられている

サービス提供体制強化加算等の創設をお願いいたします。

平成25年介護事業経営概況調査 (厚生労働省)

■ 常勤換算1人当たり給与 常勤職員

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

介護老人福祉施設よりも、特定施設は、常勤換算1人 当
たり職員給与が低いが、受給者1人 当たり費用額も低い。

(単位 :円 ) 
介護給付費実態調査月報 (平成26年1月分)(厚生労働省)

■第7表 介護サービス受給者1人当たり費用額,

要介護状態区分・サービス種類別
       (単 位 :千円 )

t介護老人福祉施設  3200
■牛寺定施設          3000

2800

2600

2400

2200

(単位 :円 )i:::

1600

こ介護老人福祉施設

■特定施設

総数  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

■特定施設         縣介護老人福祉施設

■地域密着型特定施設 ■地域密着型介護老人福祉施設

※特定施設と介護老人福祉施設は、おむつ代、医師の配置の差が
あるほか、ユニット型等では介護報酬設定が異なるため、
一概に比較することはできない。

2015年度介護報酬改定セミナーが
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地域区分単価の設定方法と「人件費割合」 でシ
昴 施設事業者協議会

地域区分ヒとの一単位の単価の設定の考え方
都市部の人件費は地域差があることから、サービスごとの人件費割合を踏まえて

貪彗轟箕塁勇漫で1介護誓り?55%
具体的に配置を規定 1     物件費

きれそ鵡 義種万
~ l  

医師等その他の職員の

職員の人件費  1     人仕費

↓ ~~  l     ↓

地域差を勘案   l    地域差なし

0.68円本目当

0.72円本目当
2015年度介護報酬改定セミナー

⇒ 都市部の介護報酬の実質的な引き下げ
2015年度介護報酬改定セミナー

ー18-

介護報酬に地域差を設ける。
(2009改 定後).人件費率45%のサービス さらに2012改定で、特別区は

人件費18%増⇒10.81円 に

【人件費12%増の特別区】轟
軍 10円 +

=10円

=1

0円 X60%X12
0.72F可

５

ヽ
劇
＝
＝
刊
ツ
″
３

改定前)人件費率60%の２００９

１０
円

特 定 協 の 主 張 (2011.9.1吟護給付費分科会)
q′

繹 為設事業者協議会

人件費割合の見直 しによる地域区分単価の引き上げ
都市部の介護従事者不足が深刻であることから、特に都市部の介護報酬の増額が必要です。
このため、地域区分単価の更なる引き上げが必要です。
地域区分単価の設定方法における人件費上乗せ割合の引き上げに加え、人件費割合の算定方法を、

「事業所総収入」ではなく「介護収入」に占める、該当職員人件費に見直しt

特定施設だけでなく、特養、老健、GHなど全サービス共通で地域区分単価を引き上げるべきです。
≪介譲環酬 1単位当たりの単優の見薔しの全体像と見直し後のこ価 >

く現行>

■囀3菫| 付日
=:

111澤地 尋地 ||

=そ
の構|

11繰LJ■ | ・％ 11096 696 3% ,0%,「

常
60%| 1072日 10∞ R 10368 1018日 10日

1048円 :040B

見菫し後 >

“

鋼区 鶉甲地 ■彗| 「う地i その他 |

|■薫●神,十 15% 10% 一％ 5%| 1096

轟
驚

70% 1105R 1070日 1042円 1035R 10月

|■ 5596 1083日 10 55 Fl 1033日 10_98月 10月

■45% 1068日 1045日 ,027日 1023日 10日

介護報酬の60%
直接処遇職員の

人件費
↓

地域差を勘案

介護報酬の40%
物件費

その他の人件費
↓

地域差なし

人件費 (12%～ 0%)増

2009年 3月 までの

特定施設入居者生活介護の
地域区分単価設定上の人件費比率

「600/0」

2oo9年 4月 介護報酬改定において、
地域区分単価設定上の人件費比率を
「事業所総収入に占める該当職員の
人件費」として設定

2009年 4月 ～

特定施設入居者生活介護の
地域区分単価設定上の人件費比率

「450/o」



黎卜,こ協10■ ]長(2011.9.10介護給付費分科会)
qν

棘 鳥設事業者協議会

人件費割合の見直 しによる地域区分単価の引き上げ

特定施設における介護収入に占める直接人件費比率の平均は、約7割です。

平成26年介護報酬改定(消費税率8%への引上げ時の対応 )においても、特定施設入居者生活介護

の「給与費等非課税費用」は、77.4%とされました(特養80.3%、 老健74.8%、 GH86.5%)。

地域区分単価を設定する上での人件費割合と完全に―致するものではありませんが、

やはり「45%」は不相当と考えます。(特養、老健、GHなどでも同じです。)

平成25年度特定施設経営概況等調査報告書 (平成25年11月)第 98回介護給付費分科会 (平成26年1月 15日 )

■ 指定時期別介護収入に占める直接人件費比率
資料1-1 平成26年度介護報酬改定の概要
(介護保険サービスに関する消費税率8%への引上げ時の対応)

介濃偉険サービスにおける費用詢違権 .●Iの結果について

|・
・0・・7ZぼЮ―m燎 創∞～■¨ 仰 罐 ・・ O― m囁

=“
Ю%t上

|

※「介 護収 入 に 占める直 接 人件費 比率 」

=直接人 件費 ■介護 収 入 X100よ り算 出 .

※「直接人件費Jは、看護師、准看護師、計画作成担当者、介護福祉士、

介護福祉士以外の介護職員、機能訓練指導員、生活相談員の

各職種における給料・賞与等の金額の合計額より算出。
※「介護収入」:以下の収入の合計額より算出。

①介護一時金による収入(初期償却+月 次償却)

②介護保険給付による収入

③介護職員処遇改善交付金

④介護保険以外の介護費用収入 (上乗せ分 )

2015年度介護報 酬 霰 譜 ゼ ミヂ
塾

聾網 い °に Rな ら 36

特 定 協 の 主 張 (2011.9.1吟護給付費分科会)
ら
い

一般社団法人

全国特定施設事業者協議会

特定施設ヤ南こヤしおける看取りの取組み

特定施設の退去者の55。 1%は、死亡を理由とした退去であり、介護老人福祉施設と同様に、
「終の棲家」としての機能を果たしています。

(退去者 3,251人 )

独居、家族等と同居

介護保険施設

そ

44.4%

85%

54%

静

一27%

22%

医療機関

そ

不明・把握していない

平成25年度老人保健健康増進等事業

73%

86%

51%

198%

独居、家族等と同居

介護保険施設

その他居住系施設

医療機関

551% 死 亡

33%

08%

その他

不明・把握していない

有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書

(参考)特養の状況

○ 介護老人福祉施設の退所者の60%以上が死亡を理由として退所している。
退所七数 51“人 )

家庭

介嵐老人福祉施設

その他の社会福祉施餃

1∽ 0%
318%
25%
3'χ
22協
24墜ニ医燎機関

100014

29%
11%
03176

04%
28904

家庭

介護老人権祉施設

その他の性会福祉施設

介at老 人保健施設

637% 死 亡
⇒

平均在所 日漱 :14740日 (14651日 )

第104回介護給付費分科会  (平成26年7月 24日) 資料 115ページ

2015年度介護報酬改定セミナー

平成22年介護サてビス施設・事業所調査結果

37
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特 定 協 の 主 張 (2041.9J吟護給付費分科会) ｀ν 祠 施設事業者協議会

特定施設における看取りの取組み

特定施設の死亡を理由にした退去者(前ベージ参照 )のうち、50%がホーム内での逝去であり、
3年前と比較して14%増加しています。

口居室での逝去

一時介護室や健康管理室で

の逝去

併設診療所での逝去

誨病院・診療所での逝去  レ

(死亡前3日 以内に入院)1

病院・診療所での逝去

(死亡前4日 以上前に入院 )

コその他

平成25年度 逝去の場所別にみた人数

介護付有料老人ホーム (1,092事業所)

1.8%

平成22年度 逝去の場所別にみた人数

特定施設 (1,509事業所 )

サービス産業活動環境整備調査事業 (経済産業省委託調査)

地域社会及び経済における特定施設の役割及び貢献に関する
調査研究報告書 (平成23年 2月 株式会社野村総合研究所)

(平成22年 10月 ～12月 の死亡退去者)

平成25年度老人保健健康増進等事業
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
に関する実態調査研究事業報告書
(平成25年 7月 ～9月 の死亡退去者)

2015年度介護報酬改定セミナー 38

票トラ起協10主 l]長 (2011.9。 10介護給付費分科会)
qン

型讐諄墜施設事業者協議会

護に対する評価の拡充
現在、都市書Fのほうが「看取り」への取組みが進んでいます。

さらに住み慣れた「住まい」で最期が迎えられるよう、看取りへの取組みを促進するため、
介護老人福祉施設における議論と同様に、「看取り介護加算」の拡五が必要と蓋えます。

特に「看取り」のためには体制整備が必要なことから、体制に対して安定的な評価のご検討を
お願いいたします。

平成25年度特定施設経営概況等調査報告書 (平成25年11月 )

図表 級地区分別看取り介護加算の届出状況

一
初　鷺印　一
出　鶉
］
崚印　轟向　議い　切鰤

2015年度介護報酬改定セミナー 39



マン 饒 先設事業者協議会

「特定施設入居者生活介護」に関する

2.2015年度介護報酬改定の留意点

(1)基本単位の引き下げ
(2)介護職員処遇改善加算の引き上げ
(3)サービス提供体制強化加算の創設
(4)認知症ケア加算の創設
(5)地域区分単価の引き上げ
(6)看取り介護加算の拡充
(7)特定施設の短期利用の要件緩和
(8)法定代理受領の同意書の廃止

2015年度介護報酬改定セミナー 40

(1)基本単位の引き下げ q′
鏃 施設事業者協議会

要支援 1 197単位/日 179単位/日 △9.1%

要支援2 456単位/日 308単位/日 △32.5%

要介護 1

居宅 564単位/日
533単位/日 △5.5%

地密 562単位/日

要介護2
居宅 632単位/日

597単位/日 △5。5%
地密 631単位/日

要介護3
居宅 705単位/日

666単位/日 △5.50/0

地密 703単位 /日

要介護4
居宅 773単位/日

730単位/日 △5.5%
地 密 771単位/日

要介護5
居宅 844単位/日

798単位/日 △5.5%
地密 842単位/日

０

　

０

　

０

　

０

　

０

０

　

０

　

０

　

０

　

０

９

　

８

　

７

　

６

　

５

【単位/日 】

400 1

300 1

730
~666ド~~~~~~

直し後_０

　

０

０

　

０

２

　

１

0-■―
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(2)介護職員処遇改善加算の引き上げ q′
祠 施設ll業者協議会

。 介護職員の処遇改善が後退しないよう現行の加算の仕組みは維持しつつ、更

なる資質の向上の取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める事

業所を対象とし、更なる上乗せ評価を行う区分を創設する。

要介護度 現在 2015年 4月
～

差異

介護職員
処遇改善
加算 I

要支援 1

要介護5

f硼 |‐中 新設 +3.1%

介護職員
処遇改善
カロ鰐署Ⅱ

ilT財単位/日 ぷ職|IⅢ′| 引き上げ +0.4%

介護職員
処遇改善
加算Ⅲ

X3%単位/日
×0.9

1貪計尋聟撃 ‐1‐ |‐

11能 |‐||ゲ
引き上げ +0.36%

介護職員
処遇改善
加算Ⅳ

X3%単位/日
X018 f磁■′| 引き上げ +0.32%

42
2015年度介護報酬改定セミナー

介護職員処遇改善加算の要件 q′
星冒縛整施設事業者協議会

告示案

特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(I)次 1子掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)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。

(劾 指定特定施設において、(1)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、都道府県知事に届け出ていること。

(0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。

に)当該指定特定施設において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道

府県知事に報告すること。

(9算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九

号)、 労働者災害補償保険法 (日召和二十二年法律第五十号)、 最低賃金法 (日召和三十

四年法律第百三十七号)、 労働安全衛生法 (日召和四十七年法律第五十七号)、 雇用

保険法 (日召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いこと。

2015年度介護報酬改定セミナー
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介護職員処遇改善加算の要件 qン
型冒1躍施設事業者協議会

0当該指定特定施設において、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。)の納付が適正に行われていること。

l―l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。

国 l―lの要件について書面をもつて作成し、全ての介護職員に周知していること。

日 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。

四 国について、全ての介護職員に周知していること。

(81平成二十七年四月から(2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

「人事制度」または「研修制度」‐

→「人事希」度」おょび嗜 修制度」

新定量的要件
■内容はこれまでの定量的要件と同じだが、
「平成27年 4月 以降に実施したもの」が必要

告示案

2015年度介護報酬改定セミナー

介護職員処遇改善加算の賃金改善の基準日ワ淵‰設事締協経

ご質問 介護職員処遇改善加算の「賃金改善」の基準日はいつか?

【回答】報酬改定後の介護職員処遇改善加算の「賃金改善」も、報Wll改 定前の
介護職員処遇改善加算と同様に、介護職員処遇改善交付金の賃金改善の効
果を継続・拡充させるものであることから、平成20年 10月 から平成21年 3月 ま
での期間の賃金に対する改善です。

「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成24年 3
月16日 老発0316第 2号 )

1.基本的考え方

介護職員処遇改善加算 (以下「加算」という。)は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金
による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であ
つた介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものである。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保険施設 (以下「介護サービス事業
者等」という。)は、原則として当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められる。

「介護職員処遇改善交付金事業実施要領」

3交付金の支給要件

交付金を受けようとする事業者は、以下の支給要件を満たさなければならない。

二 5に定める計算式により算出された交付金見込額を上回る賃金改善 (平成20年 10月 から翌年3月 までの
期間における介護職員の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)に対する改善をいう。以下同じ。)が見込まれた

計画を策定している。

2015年度介護報酬改定セミナー
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介護職員処遇改善加算 Iと 12,000円 qν
」讐禅電A設事業者協議会

ご質問 平成27年 4月 以降に賃金を一律、月額12,000円引き上げなければいけ
ないのか?

【回答】 12,000円という金額は、全サービス平均で介護職員の賃金が12,000円

引き上げられる財政措置がなされたという説明に過ぎません。

各サービスごとの介護職員処遇改善加算の見直し率は異なっているほか、特
定施設は、介護保険の人員配置基準よりも手厚い人員配置をしているケースが
多く、12,000円 もの引き上げにならないことが考えられます。

また、賃金改善に係る経費については、当該改善に伴う法定福利費等の事業
主負担増加額を含むものとされています。

なお、すべての介護職員の賃金を一律引き上げる必要もありません。資格手
当の創設・拡充のほか、評価制度に基づく昇給や賞与・一時金など、賃金が改
善するのであれば、賃金改善の方法は問いません。

2015年度介護報酬改定セミナー

介護職員処遇改善加算の増額分と賃金改善 Ψ珊鶉撃事業協織

ご質問 介護報酬改善加算の増額分をすべて新たな賃金改善に回さなければな
らないか?報 酬改定前の介護職員処遇改善加算の加算額を上回る賃金改
善を行つている場合には、どうか?

【回答】平成20年 10月 から平成21年 3月 までの期間の賃金に対する改善が求め
られていることから、結果としてざ今回の介護報酬改善加算の増額分をすべて
新たな賃金改善に使わなくても、要件を満たすことがあると考えられます。

(例 )平成26年度の賃金改善計画イメージ

平成26年度介護職員
処遇改善加算総額(+3%分 )

加算を上回る

賃金改善

平成20年度
以降の定期昇給

「処遇改善
‐

手当/■時全」

(例 )平成27年度の賃金改善計画イメージ
加算を上回る

賃金改善

46

※いずれも、当該改善に伴う法定福利費等の

事業主負担増加額を含む。

平成26年度介護職員
処遇改善加算総額(+3%分 )

介護職員処遇改善加算
増額分(+3:● 0/0分

)

平成20年度
以降の定期昇給

「処遇改善
手当/■時金」
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介護職員処遇改善加算 I新定量的要件  91酬‰議事精協織

ご質問 新しく設けられた介護職員処遇改善加算 Iの「新定量的要件」の具体的
なイメニジは、どのようなものか?

【回答】現在の介護職員処遇改善加算 I(改定後の介護職員処遇改善加算Ⅱ)

においても、平成20年 10月 以降に実施した賃金改善以外の処遇改善=「定量
的要件」が求められています。

新介護職員処遇改善加算 Iでは、平成27年 4月 以降にそれと同種の処遇改
善(賃金改善以外のもの)で新たなものを実施することと、それに要した費用額
の記載が求められています。

したがつて、具体的なイメージは、平成24年度に介護職員処遇改善加算が設
けられた際に示された通知記載の介護職員処遇改善計画書に挙げられている
ものが参考になると考えられます。
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介護職員処遇改善加算 I新定量的要件 q′
」讐縛墜施設事業者協議会

「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について」(平成24年 3月 16日 老発0316第 2号 )

別紙様式6 キャリアパス要件等届出書ヨ

2015年度介護報酬改定セミナー

ー25-

● 平成 21年 4月 介護報酬改定を踏 まえた処遇改善に関す る定量的要件について
1※ )太 |卜 内|=記薇す る こと,

● 平成20年 10月 から現rlま でに実施した事rrtに ついて必ず 1つ以 |:に 0を つけること でただし、記載するによ)た つて
は、選うtし たキャリ:デ バスに関する要件で求められている事項と明らかに重複するlf項 を記載しないこと。)

赳遇全nt
賃全体系等の人事制度の整備
ケ1結又は

'7格

等の要件の明確化
その他 (

非正規職員から正規職員への転換
体暇制度、労働時間等

`)改
書 ・

・ た
'時

議,正 規職員制度の導入
職餞

“
'増

員による■粥負担1の 低減

教育・ lnT修

人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能ノJ向 1:√ )た めの措置
能力向 itが 認められた職 員へ t/7処 遇、配置の l・K映
その他 ( ソ

職場環境
出産、 r育 で支援の強化 ・ ミーテ ィング等に よる職場内コ ミュニケーションの「]滑 イヒ
事故、 トラブルヘの対応マニュアル等の 1午 成 ・ イ「護補助器具等の購入、整備等
健康診仰i、 1要 痛対策、 こころの健康等

`'健
康管理面の強化 ・ 厳 負体慇宇、分煙 ス (́― ス等び,整 備

労働安全衛 11対策 trp充 実 ・ 業fう 省ノJ化 キ!策
その他 ( )

也の，〓
ヽ

a)に 要 した費用の概算額につ い て

主たる経費の各称 (i・ll:姜 託費、ノ、件費、1カ 品購入費等 )

平成 20年 1011か ら現在 |に でに要 した費用の額
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キャリアだス要件1任用要1件 1賃金体系の参考‐資料珊聰議干琴者
"幹

ご質問 「キヤリアパス要件(1)」 (職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体
系を整備すること)を満たすため、参考となるモデル・帳票・資料などはないか。

【回答】特定協は、/2009年に厚生労働省から受託した「介護雇用管理改善推進
委託事業」の『特定施設入居者生活介護事業における介護従事者定着率向
上事業』の一環として、特定協と野村総合研究所により雇1用 管理モデル・キヤリ
アアップモデルを作成いたしました。

特定協ホームページ(会員専用ページ)に、説明資料や帳票類(エクセルファイ
ル)を掲載しておりますので、参考資料としてご活用ください。

特定協 Net。 (会 員専用ページ)

2015年 2月 11日

キヤリアパス要件に参考となる資料など平成27年度介護報酬改定に関するご質問全の回答 (その2)

また、厚生労働省ホームページにも各事業者団体が作成したモデル例が掲載
されていますので、併せて参考にしてください。

厚生労働省ホームページ「介護職員処遇改善交付金」
:ページ下部の「キャリアパスモデル等の公表について」をご覧ください。
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=等 'に
おけら評価体茶

鰤

・行動や姜劣し て現れ型賭●
能力を評価

・

`評
価:“ Bを 50皓て評価

鰤

能力を翻b

―
‐職員個 に々求ら オ,る事環の
連離 合や進捗服 評価

DED
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特定協雇用管理モデル・キャリアアップモデノ酔 淵灘施設畔編識

(5)モデルの内容のポイント A等級制度

■職員lc対し成長の道蒟を提示するためには 法人内での職員の位置づけ〈社内格●●)を 表す「等痴 0要 件や法人内て
のキャリアアゥフとなう1昇ヽ」の几́―ルを明示する等級制度を整備することが重要である_

日本モデルでは 職員の段階的な成長を示すと共に 法人内の組餞階層に
''し

たマネシメントの位置うけを明らわ1こ する観
点から ,F管理臨層を4段階 管理職層を2段階の:“ 段階の等級を設定していう.

■介護サービスの提供に伴う行動や取り組み姿勢を底上げすらため 職籠 も等級にオ

`付

けるための基軸〈=「等級の軸J)

(ユ 職務畜了有ヒヵ■こ置さ tの 発揮度合で早格を判断する。マキジメント業務をleシ等級のフロァリーター 5等級の課長
および6等 級の施:ヽ 長では'職務進行能力・に力Eえ 事筆所運営にもいて

Ⅲ
担うべき役割1を

'等
f・
■0軸 Jとしている。

・
搬 悪11静権 雪13:湯 轟

=_~夕

¬ わは こ 生醜 痛 く 口,t● サースに対は 法納 て高度な介護サービスを提供す
 .

口「等級 の軸」を具 体イしするため 「篭級の事 件項 目Jに 沿って各等級 て求め られるレベ ルを詳 組イヒし 明示している.

彗 i「・の F,階徴と書寄Bの や 置づけ

●3等級
`

●4等級
`

0ヽ (

するう

〈5)モデルの内容のポイント B評価制度

■職員が仕事に対する評lDに鶏得し 成長実感を持つには 各等級て求められるレベルに暑づき 職員と上司●Faiで 職員の
働きふりを確認する仕組みを明テする評価制度を菫偏することが重要である

日本モデルでは 日常業務1■おける行動や政り組み奎曽を重視する観点から 保有能力て!ヨ なくイテ動や姿勢として現れる発
揮能力を確認する[行 動評価Jで 職員0慟さふりを評価する.4等 級以上に関しては '行 動評価Jに 加え 職員lE々 に求め
られる事■●遮成度

`や
進渉状況を確認する「プロセス 成果評価Jを 評価,日としている

●メ事評価結果にメ
'す

る職員の納得性を高めるため 期首1■ 0目″確認を行つ面談 期末に②働きふりの確認を行う評価
面談 0最簗的な評価結果を職員に通知するアフィードバッ勿とtiう 職員と上司の対話の機合に加え 職員自らも働きふリ
を確認する「自己評価Jを 評価プロセスに設けている.

■その性 個々の評価者による評価のプレを抑制するため ,ム 評価者と2次 評価者て評価について

"討
し合う評価芸籍を設

定している.

X本モカレ(は、″″だ翼●e,へ″′″の考えみ ″をスタソコールおよびp●シー
^な

どの″瘤り読載してιち.

=等 'に
おけら評価体茶                 評価ソElセ ス

`半

ttn)

_つ A_

°
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特定協雇用管理モデル・キヤリアアップモデノ婢 醐‰設騨者協鮭

(5)モデルの内容のポイント C給与制度

■職員が動きふりに応して報0れ ることで

'心
して,ヽ 磨サービスの提供に従事●うには 職員の 人事豪価結果を等級内での

具給 ニイ1早おおよび賞与に反映する仕組みを明示する給与 1ヽ度を整備することが重要である

日本モデルでは 人事評価綺果と給与の関係について遼明性を高める観点から 人事評価結果を給与に反映する商姜で分
カリ易い仕.IHみを設けている

口各等級での号 l● 表(号俸ことにヽ給奎額を設乱 た賃金テープル)という形式で 職豊か能力を発す重したことに報いら機会
を増やすため 段階的に早拾t,続けると共に 早花ヌビートに

'さ

った円滑な昇沿を実現する基本給を設定している

●介葉■―ビスの提供に従事すう職員に対して 幸Fい るヽさ役割 発 14‐ 能力 成果に適切なイレtン ティプを与えるため 基
本給以夕Hこ マネジメント業務を1旦 う役割に

'Rい

る役崎手当 介講間 I● の資花保有に報いら資t手 当および半期0人事評
価結果に報いる賞与を設けている.

…
給与靖自

口半オ●とに昇僣攪■の昴る●2等類については半HFの人

青F.手 当 ■ k希を逆行するうえて有用となる■:撃関連の資

“

保有に

3寺 F8糾 ■務手当 休 B tl

務手当・添腹鋤請手当
=分慟讐牟法に基奏

'寺

Fel外 ■酪 イホロ勁務 漂夜勁務
(6)モデルの活用

日本モデルで11介議従事者に鴨 得 :働  『成長実感,お ょ0「 F,い応」を提供していくための人事管理の仕組みとその運用
ルールを設計しているか 事業所の運営体市1職員のメ員

jt成
や給与水_tな どo各な人6檬であるため 本モデ几をそ

のまま適用するものではない.

口
鰊躍』Fi鷺講稔ぁう[》ξl撃ξ磐,磁募[::鶴11観爾盤 ti森撼鯖::レ

を活用し自
■オモテルを適tniこ ぉ用し自な人の魂が入った人事管理の仕組みとその運用ルールを作り上げうには

`法
メの現イ六と目

鶴珠讀 、こ::性電ξ:言壕Y々
わら日なとしてr alょ ぅにはを蒔させその確認を■螂いていくかを

埼

】業

][

ii F

樹鮭
1「

企業風土       t

2015年 度介護報酬改定セミナー

(3)サービス提供体制強化加算の創設 q′
酬 欄 施設事業者協議会

特定施設の入居者が重度化した場合でも、引き続き、当該施設においてサービ
スを提供し続けるための手厚い介護体制の確保を推進する観点から、介護老
人福祉施設と同様に、サービス提供体制強化加算を創設する。

2015年度介護報酬改定セミナー

要介護度 現在 2015年 4月 ～ 要件

サービス

提供体制
強化加算 Iイ

要支援 1

要介護5

116.1単位ノ白介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が60%以上

サービス

提供体制
強 化 加 算 Iロ

12 単位/日
介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が50%以上

サービス

提供体制
強化カロ算Ⅱ

6.単位/日

看護・ 介護職員の総数のうち、
常勤職員の占める割合が75%以
上

サービス

提供体制
強化加算Ⅲ

6.1単位/日

特定施設入居者生活介護を入居
者に直接提供する職員の総数の
うち、勤統3年以上の者の占め
る割合が30%以上

-27-
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サービス提供体制強化加算の要件 q′
瑞 継 先設事業者協議会

告示案

ヘ サービス提供体制強化加算

注 男1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
定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行つた場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、1日 につき次に掲げる所定単位数を加算する。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。                、

(1)サービス提供体制強化加算(I)イ 18単位

(劾 サービス提供体制強化加算(I)口 12単位

(鋤 サービス提供体制強化加算(I)6単位

に)サービス提供体制強化加算(Ⅲ )6単位

2015年度介護報酬改定セミナー

サービス提供体制強化加算の要件 Ψ 」雷響階鳥設TI業者協議会

54

告示案

特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(I)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定
施設をいう。以下同じ。)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
六十以上であること。

② 指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生
活介護事業者が、指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指
定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定
施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指
定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業と指定介護予防特定施設入
居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定
介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設におい
て一体的に運営されている場合において、(1)の介護職員の総数の算定にあっては、指
定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者生
活介護を提供する介護職員の合計数によるものとする。

(0通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
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サービス提‐供体制強化加算の要件 qν
酬 樅 施設事業者協議会

一案
一

一
不
一

・生
一
一

ロ サービス提供体制強化加算(I)口 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定特定施設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五十以
上であること。

(a(1)の介護職員の総数の算定にあつては、イ12)の規定を準用する。

(31イ (3)に該当するものであること。

ハ サ下ビス提供体制強化加算(I)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十
五以上であること。

(場 (1)の看護・介護職員の総数の算定にあっては、イ(力の規定を準用する。

(31イ (3)に該当するものであること。

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ )次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、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。

(a(1)の職員の総数の算定にあっては、イ(21の規定を準用する。

(3)イ (3)に該当するものであること。
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サービス提供体制強化加算の算定ルTル マン 」雷禅雅先設事業者協議会

ご質問 サービス提供体制強化加算は要支援者からも算定可能か。

【回答】算定できます。(告示事項)

ご質問 サービス提供体制強化加算について、I(介護福祉士割合)、 Ⅱ(常勤職
員割合)、 Ⅲ(勤続3年割合)は重ねて取れるのか?

【回答】いいえ、いずれか1つしか算定できません。(告示事項)
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サニビス提供体制強化加算の職員数の数え方 Ψ淵‰設事賭協議会

ご質問 サービス提供体制強化加算の職員数は、常勤職員のみか、非常勤を含
めた頭数で計算するのか?

【回答】常勤換算方法により算出した職員数で算定します。現在、サービス提供
体制強化加算が存在する他のサービスでは、通知で、以下のようなことが記載
されています。特定施設も同様の取扱いが予想されます。(通知事項)

2(14)サービス提供体制強化加算について

① 職員の割合の算出に当たつては、常勤換算方法により算出した前年度 (二月を除く。)の平均を

用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介
護業務 (計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わら
ない業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支えない。

ただし、前年度の実績が六月に満たない事業所 (新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含
む。)については、届出日の属する月の前二月について、常勤換算方法により算出した平均を用
いることとする。したがつて、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月日以降
届出が可能となるものであること。

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行つた月以降においても、直近三月間の職員の割合に
つき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その害1合については、毎月記
録するものとし、所定の割合を下回つた場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければ
ならない。
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サービス提供体制強化加算Ⅱの常勤要件 q′
」讐縛整施設事業者協議会

ご質問 サービス提供体制強化加算Ⅱ(常勤職員割合)は、正社員のみに限られ
るのか?

【回答】介護保険制度における「常勤」とは、勤務時間が当該事業所において定
められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいいます。

したがつて、正社員か契約社員(期 間の定めのある社員)かは問いません。(通
知事項 )

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成十一年老企第二

十五号)(抄 )

2用語の定義

(3)「 常勤」

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務す
べき時間数(三十二時間を下回る場合は三十二時間を基本とする。)に達していることをいうもので
ある。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であつて、当該事業所の職
務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務
時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであ
ることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事
業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理
者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこ
ととなる。
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サービス提供体制強化加算Ⅲ―の勤‐
続年数 Ψ :ダ翻臨騨轟鵬会

ご質問 サービス提供体制強化加算Ⅲ(勤続年数)は、同一法人内は勤続年数力
ウントができるか?異動すると勤続年数がリセットされるのか?また、「指定特
定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員」とは誰を指すのか。

【回答】現在、サービス提供体制強化加算が存在する他のサービスでは、通知で
以下のようなことが記載されています。特定施設も同様の取扱いが予想されま
す。(通知事項)

2(14)サービス提供体制強化加算について

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二
十一年四月における勤続年数三年以上の者とは、平成二十一年三月二十一日時点で勤続年
数が三年以上である者をいう。

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他
の介護サービス事業所、病院、社会福41L施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員
として勤務した年数を含めることができるものとする。

⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員
及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行つている場合においては
、本加算の計算も一体的に行うこととする。
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サービス提供体制強化加算の届出 qン 型雷博雌施設III業者協議会

ご質問 サービス提供体制強化加算を取得するためには、どのような手続きが必
要か。

【回答】「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に基づき、届け出る必要が
あります。届出が受理された日の属する月の翌月から算定することができます。

■ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表       ■サ~ビス提供体制強化加算
に関する届出書てヽ 狂 1,                                                             |■ 薇:2-0)

介尋 ● ● 賣
=足

に子 こ丼 割 等 ● 屁 ― ■ 芸 (居宅サービス 籠よ■―ビス 居■,こ ス■)                                   」■ = 月  ■
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(4)認知症専門ケア加算の創設 Ψ酬牒施設騨協識

認知症専門ケア加算(1)

認知症専門ケア加算(I)

(※なし)

(※なし)

3単位/日

4単位/日

算定要件

(I)専門的な研修による強化
・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 (対象者)(=日 常生活自立度Ⅲ以上 )」 の占める割合が2分の1以
」ヒ 。

・「認知症介護に係る専門的な研修」を終了している者を、一定数配置。
・従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を開催。

(Ⅱ )指導に係る専門的な研修による強化
・(I)の基準のいずれにも適合。
・「認知症介護の指導に係る専門的な研修」を終了している者を1名 以上配置。
・認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施。
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認知症専門ケア加算の要件 qν
祠 施設事業者協議会

告示案

ホ 認知症専門ケア加算

注イについて、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
届け出た指定特定施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケア
を行つた場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日 につき次に掲げる所定単位数を加
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。

(1)認知症専門ケア加算(I)3単位

(劾 認知症専門ケア加算 (Ⅱ )4単位

※ 男1に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。

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ホの厚生労
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

2015年度介護報酬改定セミナー
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認知症専門ケア加算の要件 マン 祠 施設事業者協議会

告示案

※ 男」に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

特定施設入居者生活介護費における認知症専門ケア加算の基準

イ 認知症専門ケア加算(I)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、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(以下「対象者」という。)の 占める割合が三分の一以上であること。

(劾 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者(特定施設入居者生活介護を提供
する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を、対象者の数が二十
人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあ
つては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加え
て得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。

(a当 該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技
術的指導に係る会議を定期的に開催していること

2015年度介護報酬改定セミナー

認知症専門ケア加算の要件 q′
」冒1距先議事業者協議会
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告示案

※ 男1に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

特定施設入居者生活介護費における認知症専門ケア加算の基準
口 認知症専門ケア加算(Ⅱ )次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)イの基準のいずれにも適合すること。

(劾 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(特定施設入居者生活介護
を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を下名以上配置
し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

(a当 該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計
画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。

2015年度介護報酬改定セミナー

ー33-

(参考)介護老人福祉施設での算定状況 (平成26年 4月 審査分)



認知症専門ケア加算の対象者 q′
棘 鳥議事業者協議会

ご質問 認知症専門ケア加算は要支援者からも算定可能か。

【回答】制度上は算定できますが、算定対象となるのは「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
」に限られますので、事実上、対象者は存在しないものと考えられます。

2015年度介護報酬改定セミナー

認知症専門ケア加算の対象者 q′ 」瞥専贈先島・業者協議会

ご質問 認知症専門ケア加算の対象となる「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」とは、どのよ

うな基準か。

【回答】 現在、認知症専門ケア加算が存在する介護老人福祉施設では、通知で
以下のとおり記載されています。特定施設も同様の取扱いが予想されます。

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(短期入所サービス及び特定
施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定
に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年 3月 8日 老企第40
号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

第二-5介護福祉施設サービス

(27)認知症専門ケア加算について

① 「日常生活に支障をきた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|‖、IV又はMに該当する利
用者を指すものとする。

66

2015年度介護報酬改定セミナー 67



認知症専門ケア加算の対象者の判定 q′
恣 施設事業者協議会

ご質問 認知症専門ケア加算の対象となる、日常生活自立度Ⅲ以上は、誰が判
定するのか。

【回答】現在、認知症専門ケア加算が存在する介護老人福祉施設では、通知で
以下のとおり記載されています。特定施設も同様の取扱いが予想されます。

第二-1通則

(9)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① カロ算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五
年十月二十六日老健第百三十五号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者
の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に
当たつては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用い
るものとする。

② ②の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービ
ス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成二

十一年九月二十日老発○九二〇第五号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載し
た同通知中「3主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3.心身の状態に関する意
見に)日 常生活の自立度等について・認知症高齢者のEI常生活自立度」欄の記載をいうものとする
。なお、複数の判定結果がある場合にあつては、最も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む
。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)

認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」 9の「認知症高齢者の日常
生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
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認知症専門ケア加算の研修 q′
」嘗暮墜施設事業者協議会

ご質問 認知症専門ケア加算の「認知症介護に係る専門的な研修」「認知症介護
の指導に係る専門的な研修」とは、それぞれ「認知症介護実践リーダT研修」「

認知症指導者研修」と理解してよいか。

【回答】現在、認知症専門ケア加算が存在する介護老人福祉施設では、通知で
以下のとおり記載されています:特定施設も同様の取扱いが予想されます。
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 (短期入所サービス及び特定施設入居
者生活介護に係る部分)及び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の制定
に伴う実施上の留意事項について(平成12年 3月 8日 老企第40号厚生省老人保健福祉局企画
課長通知)

第二-5介護福祉施設サービス

(27)認知症専門ケア加算について

② 「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。

③ 「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う
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。

2015年度介護報酬改定セミナー
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(5)地域区分単価の引き上げ qν
綸 施設事業者協議会

■介護報酬の計算方法

介護幸展酬|‖ (.10害」)

介護保険
1害」自己負担額

lヶ月当たり
単位数

卸哨定内マ:
の創設  ~

(参考)自 己負担の計算方法

介護報酬|(10害」)

※1円単位切り上げ

(今回の改定内容 )

2015年度介護報酬改定セミナー

0。 1(またはO.2)

●自己阜輝害J含の昇直レ
(介護保険法改正 )

×

70

地域区分単価の引き上げ Ψ 」讐響懸先設事業者協議会

地域区分単価

恥域童分あ見直し
地域度分単価あ

人件費の上乗せ割合の見直しによる地域区分単価の見直しと地域の見直し

■特定施設の場合(人件費割合45%)

1日

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 その他

10.81 10.68 10.54_ 」 0.45 10,27 10.14 10.00

新
1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他

10.90 10.72 10.68 10.54 10.45 10.27 10.14 10.00

■地域区分単価の引き上げられる市町村の例

1級地 新1級地 +0.09 特別区

2級地 新2級地 +0.04 多摩市 大阪市

3級地 1054 新2級地 狛江市 横浜市 川崎市

3級地 1054 新3級地 武蔵野市 府中市 調布市 名古屋市 芦屋市 西宮市

4級地 新3級地 +023 小金井市 千葉市

5級地 新4級地 船橋市 相模原市 藤沢市

5級地 新5級地 1045 清瀬市 平塚市 茅ヶ崎市 逗子市 大和市 広島市

6級地 新6級地 草加市 秦野市 幸手市 太宰府市

1



＝魏懇線鵬酷
市中市

疇布市

園分寺市

西東京市

銀意市

守口市

東村山市

吹国市

高機市

箕面市

構

安

模

沢

木

熙
ヵ

"玉

県

志木市

佐倉市

習志野市

四衛道市

民京都

青精市

東久日米市

,奈川県

横須贅市

大和市

伊勢原市

大澪市

,都府

堺市

人尾市

松原市

高石市

交野市

尼
や
川
〓
県
広

福岡市

仙台市     羽村市     =口 林市

水F市   神奈
"1県

       和泉市

貝立市     =浦 市     柏原市

土浦市     泰野市     羽曳野市

吉河市     海老名市    藤丼寺市

"木

県        葉山町     大阪狭山市

卜馬県        活川村     籠勢町

川口市     静国市   兵庫県

所沢市     岡崎市     猪名力1町

カロ須市     =日 丼市  奈良県

東松山市    津島市     奈良市

春日31市     碧南市     大rO高 口市

狭山市     刈谷市     大和都山市

羽生市     =田 市     生詢市

草加市     澪沢市     橋本市

民日署     ま各幕

屋市 福向環

=日

市

桶
"1市

     みよし市    大野拉市

久署市     あま市     太宰府市

′ヽ潮市     饉ユ町     糸島市

富士見市  二重県        椰珂川町

菫国市     四日市市

■手市     鈴鷹市

鶴ク島市    t山 市

宮代IIr  京都府         ギ

市

"1市

     長岡京市

松戸市     ′ヽ|1市

拍市      京口辺市

袖ケ浦市    ‖幸町

松よ町

岸和国市

:京都

室明市     明日番村

長久手市    河合町

扶桑町     東広島市

飛島村     ■日市市

いなべ市    高松市

伊贅市   福岡県

木曽岬町    北九州市

東員町     飯球市

・和
前

市

市

市

下姜市     瑞稿町

ひたちな0怖    箱根町

娠栞市   宮山県

大滉町     全沢市

阿見町  福井県

′ヽ千1t町  山梨県

境町   長野県

さくら市

前構市

伊勢崎市

熊谷市

飯籠市

日高市

茂原市

我rt子 市

||ケ 谷市

Fp西 市

●井市

沼津市     野洲市

島国市   京都府

富士市     城陽市

御餃場市    太子町

清水町     姫路市

長泉町     加古

"1市4ヽ山町     三木市

"IIR本

町    高砂市

罐磨町

豊橋市   奈良県

常滑市     宇

"市ユ南市     山沐村

大府市     安堵綺

会

Xこ の表におげる名称は、平成 2フ 年4月 ,日 においてそれらの名称を有する市、町 村又は特別区の同日における区織にようて示された地城とす 72

地方

目1級地

2級地

口3級地

4級地

■5級地の2         ‐

5級地          ‐

鯉6級地の2

□6級地  .
鵬その他 

′

平成25年度介護給付費実態調査

2015年度介護報酬改定セミナー

特定施設は、高‐齢化が進む都市部のサTビ々 1磐‰設事為羅

特定施設入居者生活介護は、定期巡回・随時対応型サービスと同様に、
今後、高齢者が急増する都市部の割合が高いサービスです。

■介護サービス件数,サービス種類・地域区分別

定期巡回・

随時対応型

特定施設

入居者生活介護

訪問介護

通所介護

介護福祉施設

(特養 )

都市部

-37-
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都市部において介護人材の確保が困難 qν
棘 施設事業者協議会

今後、都市部において急速に高齢者人口が増加しますが、景気の影響等から、
都市部を中心に、介護人材を確保する環境は年々厳しくなつてきています。

都道府県Ell有効求人倍率 (平成26年6月 )と地域80の高鈴化の状況

O 弁護分野の有効求人倍率は:地域ごとに大きなこ共があり、1也城によって高齢化の状況等も累なる。

●毬彙1,  0,議 用策の電■■

2015年度介護報酬改定セミナー
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暉拗
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・
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燎

Ｊ¨̈̈融出̈い
脚覇側棚

ぇ
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め
債

第107回介護給付費分科会
(平成26年 9月 3日 )

資料 16ページ
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特定施設の級地区分別の職員の平均給与 q′
』讐岬整鳥設

llf業
者協議会

75歳 以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも経やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要.

埼玉県 手共嘉 神 奈川!纂 大E府 骨虻

“

腐児■栞 島根県 山形黒 生国

癖
［

”
◆

50,万 人
く82●|>

163万 人
く0■%> ”一 一”

660万人
く39ヽ >

12,■万人
く94ヽ >

25`万 人
くュ

“
,,>

ユ19万 人
く166ヽ >

,81万 人
く,55%>

14,`万人
く,11ヽ >

20257
くンは■合
く ,Iよ 絆=

●アフカ人

く■62●●>

`2●

D薔

'

,OS 2万 人

く38■ ヽ>
(ェ |1情 )

くユ
`5ヽ

>
(187倍 )

=528万
人

く132■ >

`181儀
)

,166万 人

く,s,ヽ >
(ロツ倍 )

:97,万人

く150%>
て,6013)

295万 人

くュ0こヽ>
(■ 16憎 )

=37万
人

く22■%>
(1■ s僣 ) ”̈ｍ

2,716万 人

く,3,ヽ >
(153偽 )

・特定施設においても、
都市部の介護・看護職員の

給与は、地方部と比較して 0"°
∞

相当高くなっていますが、
それでも採用に苦心して  2∞。∞'

います。

口 r'C'

2015年度介護報酬改定セミナー
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―抄1也      二級:し      三級iヒ

#三 :T¨
(月 額・賞与含まず)

平成25年特定施設

経営概況等調査報告書
(平成25年 11月・特定協)
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・
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(6)看取り介護加算の拡充 qν
型胃欅電施設事業者協議会

死亡日

以前30日
死亡 日 死亡日

以前4日

~死

以
死亡 日 死亡 日

144卑覇立/日

算定要件
※夜間看護体制加算の算定が条件であることについては変更なし

(施設基準)

・看取り指針を定め、入居の際に、入居者等に対して内容を説明し、同意を得る。【新規】
・医師その他の職種の者による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施。
【新規】

・看取りに関する職員研修の実施。【新規】

(利用者基準 )

・医師等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者【見直し】
・看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者
【見直し】

2015年度介護報酬改定セミナー 76

看取り介護加算の要件 Ψ 星冒蝉雌施設事業者協議会

告示案

二 看取り介護加算

注イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知
事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利
用者について看取り介護を行つた場合は、死亡日以前4日 以上30日 以下については1

日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日 につき680単位を、死亡
日については1日 につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から
死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、夜間看護体制加算を算定し
ていない場合は、算定しない。

※ 男Jに厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準    ‐

イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針
の内容を説明し、同意を得ていること。

日 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者1亡よる協議の上、当
該指定特定施設における着取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直し
を行うこと。

ハ 看取りに関する職員研修を行つていること。・

2015年度介護報酬改定セミナー
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看取り介護加算の要件 qン
型嘗群電施設IF業者協議会

告示案

※ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。

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二の厚生労
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。

日 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。

2015年度介護報酬改定セミナー

看取りに関する指針と重度化対応指針 Ψ 淵 躙 施設蝶 協 議会

ご質問 夜間看護体制加算の要件とされている「重度化した場合における対応に

係る指針」は、看取り介護加算の要件とされている「看取りに関する指針」を兼
ねることができるか。別に同意が必要か。

【回答】重度化対応指針に、看取りに関する指針が位置付けられていれば、兼ね
ることができる方向で、ご検討いただいています。

◆ 看取り介護加算の要件

○ 夜間看護体需u加算を算定していること

◆ 夜間看護体制加算の要件
(1)常勤の正看護師の1名 以上配置と、看護に係る責任者の定め

(2)看護職員または医師による24時間連絡体制

(3)重度化対応指針の策定と入居時の説明・同意

◆重度化対応指針の内容例
①急性期における医師や医療機関との連携体制
②入院期間中における特定施設の居住費や食費の取扱い
③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の
看取りに関する指針 など

2015年度介護報酬改定セミナー
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看取りに関する指針と重度化対応1指針 qν
」営署艶先認Hr業者協議会

ご質問 看取り介1護加算の要件とされている「看取りに関する指針」は、どのように
定めればよいか。具体的内容はどのようなものか。

【回答】現在、介護老人福祉施設では、通知で以下のとおり記載されており、特定
施設も同様の取扱いとなることが予想されます。

指定居宅サTビスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定
施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サTビス等に要する費用の額の算定
に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月 8日 老企第40
号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

第二-5介護福祉施設サービス

(24)看取り介護加算について

③ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員t看護職員、介護支援専門員等によ
る協議の上、「看取りに関する指針」が定められていることが必要であり、同指針に盛り
込むべき項目としては、例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過 (

時期、プロセス毎)の考え方、施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択
肢、医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の
方法t職員の具体的対応等が考えられる。

2015年度介護報酬改定セミナー

2015年度介護報酬改定セミナー
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本日の看取り介護加算の説明に関する注意鰍 淵‰蓋琳協議会

本日は、看取り介護加算の創設に伴い、看取り介護加算の要件を中心にご説
明いたします。

しかし、そもそも看取り介護加算を取得するために、看取り介護を行うわけでは
ありません。

特定施設で自分らしい人生の最期を迎えたい、特定施設を「終の棲家」にした
いというご入居者の希望を叶えるため、看取り介護に取り組んでいただきたいと
考えます。

特定施設において看取り介護に取り組むことには、様々な障害。不安があると
考えます。特定協としては、別途「看取り介護の手引き(仮称 )」を作成し、皆さ
んの参考にしていただきたいと考えております。また、継続的に看取り介護・ター
ミナルケアの研修会の開催も計画しております。

看取り介護加算は、こうした特定施設の看取り介護を応援するために創設され
たものです。くれぐれも本質・順番を見誤らないようにお願いいたします。看取り
介護加算の要件ではなく、ご入居者の人生の最期を飾るために、看取り介護に
取り組んでいただきたいと思います。

特定協平成23年度
第2回 定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー 82

看取り介護加算の算定方法

■看取り介護加算の算定方法

結果的に特定施設で

看取らなくても請求可能

マン 祠 先設導事業者協議会

パ
タ
ー
ン
Ａ

パ
タ
ー
ン
Ｂ

パ
タ
ー
ン
Ｃ

いずれも(特にC)請求するか否かは、
各特定施設のご判断

看取り介護の

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料

特定施設

契約終了

特定施設を退去後の

逝去でも請求可能

2015年度介護報酬改定セミナー



看取り介護加算の請求方法 qν
昴 施設事業者協議会

■看取り介護加算の請求方法

特定協平成20年度
第2回定例研究会資料

4月 分 (実績)の

請求はしない

2015年度介護報酬改定セミナー

ご逝去月分
(実績)と して

まとめて請求

qン
』営軍整鳥設事業者協議会

84

看取り介護加算の要件

要件1-イ
医師がT般に認められている医学的知見に基づき回復の見込
みがないと判断した者であること-0

(特定協の考え)

特定協としては、看取り介護計画 (次ページ)において、医師 (当該利用者の
主治医であつて、協力医療機関の医師に限られない)が、「医学的知見に基づ
き回復の見込みがないと判断した」事実を記載すべきと考えます。

なお、診断書までは不要と考えます。

2015年度介護報酬改定セミナー
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看取り介護加算の要件 q′
棘 先設事業者協議会

要件1-ロ
利用者またはその家族等の同意を得て、
計画が作成されていること。

碁孵議測躊撃意墓分
利用者の介護に係る

特定施設では特定施設サービス計画 (ケアプラン)に基づき介護を行い、サー
ビスを提供していることから、医師による回復の見込みがないとの診断があつ
た後の特定施設サービス計画 (ケアプラン)と理解してよいと考えます。

通常の特定施設サービス計画 (ケアプラン)も 、心身の状況が大きく変化すれ
ば、変更するのが当然であり、看取り期に入つた時点で特定施設サービス計
画 (ケアプラン)を変更すると理解できます。看取り期に新たな文書を作成菫提
示するよりも、これまでのケアプラン様式を活用する考えのほうが、入居時か
ら一貫した介護ロサービスが継続でき、また本人・ご家族に受け容れられやす
いと考えます。

看取り期のケアプランも、十分なアセスメントを行い、入居者本人、ご家族の
意思を確認し、多職種協働で策定口実行することはまったく変わりません。

ただし、①医師による回復の見込みがないとの診断があつたことを明確に記
すこと、②身体機能の低下に伴い様々な状態変化が現れてくるため短い単位

直すことに留意する必要があります。
特定協平成23年度

第2固定例研究会資料

（特
定
協
の
考
え
）

2015年度介護報酬改定セミナー

看取り介護加算の要件 Ψ 酬 牒 施設事業協 織

要件1-ハ 碁馴謝踏瑠装T事事fト

医師、看護師、介護職員等が共同して、利用者の状態又はその
家族の求めに応じ随時、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。

本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、日頭で同意
を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意
を得た旨を記載しておくことが必要である。

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来ても
らえないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応
じて随時、利用者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を
行つていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護
記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族
と連絡を取つたにもかかわらず来てもらえなかった旨を記載しておくことが必
要である。

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、
は、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進める必要がある。

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料

（厚
生
労
働
省
通
知
の
内
容
）
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看取り介護加算の要件 q′
祠 施設事業者協議会

要件2
夜間看護体制加算を算定していること。

■夜間看護体制加算の要件
1。 常勤の正看護師の1名以上配置と、看護に係る責任者の定め

2。 看護職員または医師による24時間連絡体制

3.重度化対応指針の策定と入居時の説明 0同意

○厚生労働大臣が定める施設基準 (平成十二年厚生省告示第二十六号)(抄 )

二十一 指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に係る施設基準

イ 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。

日 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、
指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける者 (以下この号において「利用者」という。)に
対して、二十四時間連絡がとれる体制 (以下「二十四時間連絡体制」という。)を確保し、
かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。

ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に
対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

2015年度介護報酬改定セミナー

看取り介護加算の要件 qン
型嘗禅猶施設事業者協議会

■重度化対応指針とは?

夜間看護体制加算の「重度化した場合の対応に係る指針」(以下「重度化対応指針」といいます。)に
ついては、特に通知等は示されていませんが、グループホTムの「医療連携体制加算」のQ&Aが参
考になります。これを参考に、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中に
おける特定施設の居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との話 し合
いや意思確認の方法等の看取りに関立る指針、などの項目を盛 り込んで策定 してください。

平成18年 5月 2日 厚生労働省老健局計画課事務連絡「指定認知症対応型共同生活介護等に関する
Q&Aについて」

(問 10)算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目はきめられるのか。
また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。

(答 )算定の留意事項 (通知)にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合にお
ける対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連
携体制、②入院期間中におけるグリレープホームの居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、
本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などを考えており、これらの項
目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。
また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。
なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、

又は、その補足書類として添付することが望ましい。

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料

特定施設事業者連絡協議会 会報 Vol.51.2010年 10月 31日 より

2015年度介護報酬改定セミナー                          89
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看取り介護加算の要件 qν
聰 鳥設事業者協議会

■看取りに関する指針の策定の考え方

○「夜間看護体制加算」の算定要件として、「重度化した場合における対応に係る指針」
の策定が必要です。当該指針 (重度化対応指針)の 内容として、
「看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに

関する指針」を盛り込むことが望まれます。

○ しかし、そもそも看取り介護加算の算定要件である以前に、まず、特定施設の看取り
介護に関する基本的考え方や姿勢を明確にする必要があります。特定施設の管理者
から各職種までの共通認識・目指すべき方向性を再認識するために、その特定施設
自身の言葉で、各職種が合意できる指針として文童lLE里立1ヒすることが望ましいと考
えます。

その文章化した指針を入居者・その家族に示すことで、入居者・その家族は、特定
施設のどのスタッフと接した場合であっても基本的方針が共通認識となっていること

を感じ、安心して自分自身の考え口気持ちを説明日本目談し、ターミナルケアロ看取りを
特定施設に委ねることができます。

この指針は、借り物の言葉ではあつてはならないため、特定協として、個別の特定
施設における看取りに関する指針のモデルを示すことはいたしません。

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー 90

看取り介護加算の要件 Ψ鶉砲施設螺協識

■看取り介護加算と看取りに関する指針の関係

◆ 看取り介護加算の要件
1.医師による回復の見込みがないとの診断
2.利用者またはその家族等の同意を得て、利用者の介護に係る計画の作成
3.医師、看護師、介護職員等が共同して、利用者の状態または家族の求め等に応じ、

随時、本人または家族への説明を行い、同意を得て、介護を実施

4.夜間看護体制加算を算定していること

◆ 夜間看護体制加算の要件
(1)常勤の正看護師の1名 以上配置と、看護に係る責任者の定め
(2)看護職員または医師による24時間連絡体制

(3)重度化対応指針の策定と入居時の説明・同意

◆重度化対応指針の内容
「

lj

①急性期における医師や医療機関との連携体制
②入院期間中における特定施設の居住費や食費の取扱い
③看取りに関する考え方、本人及び家族との話L全いや意思重記の方法等の
看取りに関する指針 など

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー
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看取り介護加算の要件 qン
型営即題施設事業者協議会

■看取りに関する指針に盛り込むべき内容
○ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容については、以下のような項目が考えられ
ます。

び嘉面蔚轟藁面扉再

「

~~¬
f積鸞 錮智

'響

T,11
② 終末期の経過(時期、プロセス毎)の考え方

③ 施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢
④ 医師や医療機関との連携体制

⑤ 本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法
⑥ 職員の具体的対応                      等

あくまで一例ですので、各法人・各特定施設の理念・実情にあった指針を策定して
いただきたいと思います。

○また、入居時に利用者に説明する内容は、この指針のすべてではなく、その概要や
重要事項で足りると考えます。

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー 92

看取り介護加算の要件 q′
ヨ讐縛整施設事業協 議会

■翌月請求 0医療機関からの情報入手の同意書

○ 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 (短期入所サービス及び特定施設入居者生
活介護に係る部分)及び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の制定に伴う実施
上の留意事項について(平成12年 3月 8日 老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

(案 )(抄 )

4特定施設入居者生活介護

(6)看取り介護加算について

③ 特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死
亡月にまとめて算定することから、利用者側にとつては、施設に入居していない月についても自己負担を
請求されることになるため、利用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなつた場合に、前月分の看取
り介謹カロ算に係るT部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要
である。

④ 特定施設は、退居等の後も、継続して利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を
行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、利用者の死
亡を確認することができる。
なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたとき

に、当該医療機関等が施設に対L【本人の状態を伝えることについて、退居等の際t本人又は家族に
対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー
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(7)特定施設の短期利用の要件緩和 ｀2価 発設事業者協議会

現行制度と改正後の比較

特定施設が初めて指定を受けた日から起
算して 3年以上の期間が経過 しているこ
と

よ
事業者が、居宅サービス、地域密着型
サービス、指定居宅介護支援等の事業又
は介護保険施設等の運営について 3年以
上の経験を有すること。

7

短期利用の入居者の数は、特定施設の入
居定員の10%以下であること。 ゆ短期利用の入居者の数は、特定施設の入

居定員の10%以下であること。

利用の開始に当たって、あらかじめ30日
以内の利用期間を定めること。 ゆ

利用の開始に当たって、あらかじめ30日
以内の利用期間を定めること。

特定施設の通常の入居者の数が、入居定
員の80%以上であること。 ゆ※廃止

2015年度介護報酬改定セミナー 94

特定施設の短期利用の創設と要件緩和 q′
酬 牒 鳥設事業者協議会

特定協としては、
2100(平成,1)年 12月 15日に、
厚生労‐働省老健局長に
要望書を提出して以来の要望

■ 2009(平成21)年 12月 15日 厚生労働省老健局長に要望

■ 2011(平成23)年 5月 30日 事業者団体ヒアリングで要望

2012(平成 24)年度介墓覇酬改定において創設

■ 2014(平成26)年 5月 13日 厚生労働省老健局長に要望
■ 2014(平成26)年 9月 10日 事業者団体ヒアリングで要望

尋
2015(平成27)年度介護報酬改定において要件緩
平成27年度介護報酬改定に関する審議報告 (平成27年 ¬月9日 )

空き部屋を活用した短期利用については、都市部などの限られた資源を有効に活用しつつ
、地域における高齢者の一時的な利用の円滑化を図るため、経験年数要件については複
数の施設を運営する場合等を想定して事業者としての経験を評価する方式に見直すととも
に、本来入居者の入居率を80%以上確保するという要件を撤廃する。

2015年度介護報酬改定セミナー
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黎トラ起協10■ ]長(2011.9.10介護給付費分科会) ¶ν 繹 鳥設事業者協議会

団
特定施設の短期利用制度の要件の緩和
平成24年度に設けられた特定施設の短期利用の活用は進んでいません。
一方、20%以上の特定施設において、空室を活用した介護保険外・自費負担によるショニトステイサー
ビスを実施しています。

特定施設の短期利用制度には、「開設3年以上」「入居率が80%以上」という要件が課せられており、
空室の少ない特定施設では、安定的な短期利用の受け入れが難しいことから、
特定施設の短期利用制度の活用が進んでおりません。

都市部を中心にショートステイが不足している申、地域包括ケアシステムの実現のため、特定施設
という地域資源を活用する観点から、特定施設の短期利□制度の要性緩和をお願ttいたします。

平成25年度特定施設経営概況等調査報告書 (平成25年11月 )

図表1短期利用特定施設入居者生活介護の届出状況       図表2介護保険以外の短期入所・宿泊サービスヘの取り組み状況

0     20     40     60     80     100%                0  20  40  60  80  100%

N=1287饉

=Itt・

tt・ 量 量

口届出をしている    alE出 をしていない    口無回苔

2015年度介護報酬改定セミナー

2015年度介護報酬改定セミナー

理:   轟
■■         です。

自己負担でのだ朝入所や宿泊サービスを

提供していない

体験入居を受け入れている

空菫 (空床)利 用型の宿泊サービス

(保険外 自買負担サービス)を提供している

自治体の(載財漂による|―蔵高ぶに祉サービス

としての短期入所 (緊急■ショートステイ等 )

を受け入れている

他

　

　

　

答

そ

　

　

　

無

Ψ 酬 牒 施設事業協 議会
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特定施設の短期利用のススメ マン 蝙 先設11業者協議会

■短期利用サービスのススメ

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー 98

特定施設の短期利用の手続き q′
」営1距施設事業者協議会

①ショートステイが使いや
すくなる(緊急時も)

②個室のショートステイ
は抵抗が少ない

③有老を何度でもお試し
利用ができる

①地域包括ケアの構築、
在宅限界を高めるため
に、ショートステイは
不可欠

②家族介護者支援
(レスパイトケア)になる

③空室利用のため、
介護保険財政にとつて
+o

居宅介護支援事業所
(介護支援専門員 )

①地域の高齢者、ケアマネ等に特定施設を理解
してもらうきっかけになる

②閉鎖的になりがちな特定施設が地域に開かれ、
入居者のサービス向上になる

③アセスメント等の能力が問われ、介護職員の
スキルアップにつながる

①利用者・その家族の
在宅介護の継続の
ツールになる

②分かりにくい高齢者
住宅の理解が進む

■短期利用サービスの手続き

○ 特定施設の短期利用サービスは、在宅の要介護高齢者が活用するもの。

⇒在宅のケアプランに基づき、区分支給限度基準額の範囲で活用可能。

⇒居宅介護支援事業所による給付調整・給付管理が行われる。

①ショートステイ ⑤短期利用契約書締結

利用の相談 ⑥入居・サービス提供

③ケアプラン作成
サービス利用票

⑩l割負担
家賃・食費等

の交付

③給付管理票
の作成・提出 ⑦サービス提供実績の報告 ③請求明細書

の作成・提出

⑩介護保険
9割の支払い

の支払い

居宅介護支援事業所
(介護支援専門員 )

②受入れ可否の照会

④ケアプランに基づく依頼・サービス提供票の交付

回保連 ⑨請求明細書と給付管理票の審査
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特定施設の短期利用の基準 qν
」冒等電施設事業者協議会

■人員配置基準

○ 人員配置基準は、通常の特定施設入居者生活介護と同様。

○ 長期利用 (通常の)入居者と短期利用サービスの利用者数を踏まえた人員配置が
必要 6

■特定施設サービス計画の策定

01泊などの短期間であつても、特定施設サービス計画の策定は必要。
(短期入所生活介護とは異なる)

○ ただし、利用期間が決まつていることから、様式口内容は簡素化が可能。

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー 100

特定施設の短期利用の手続き マン 型讐樽墜先設事業者協議会

■家賃、食費等の価格設定

○ 短期利用サニビスの家賃、食費等は、自由に設定することができる。

○ しかし、長期利用 (通常の入居者)の費用負担との均衡を考える必要がある。
(原則として、月払い方式の入居者の月額料金の日割で料金を設定する。)

○なお、家賃、サービス費用、敷金以外の権利金を受領している特定施設は、
短期利用サービスは実施できない。

2015年度介護報酬改定セミナー
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そもそも2015年度改定において法定代理受領の同意書が廃止されたことから、
言うまでもなく不要
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特定施設の短期利用 Q&A qン 型讐縛雅艇設ll業者協議会

■短期利用サービスについてのQ&A

2015年度介護報酬改定セミナー

そもそも、これまでは特定

施設入居者生活介護の

短期利用はできなかつた

のか。

特 定協 Net。 のQ&Aに おいて、次 の考 え方をお示 ししてお

り、多くの 自治体 では認 め られ ていなかつたと考 えます 。

特定施設における短期利用の方法としては以下の3つ が考えられます。

(1)短期入所生活介護の指定を受ける
空屋利用ではなく短期入所生活介護専用居室を設け、短期入所としての

従業員の員数や設備等の基準 (ほぼ特別養護老人ホニム並)を満たせば、
短期入所生活介護の指定を受けることが可能です。

(2)特定施設入居所者生活介護サービス契約を短期で解約する
「退所日の定めのない通常の特定施設入居者生活介護サービス契約を
締結し、これを短期で解約する」という運用をすれば、実質的に介護保険給

付を受けた短期利用を行うことは可能である(少なくとも、法令的にこうした

運用を妨げる規定はない)と考えられます。

ただし、あらかじめ退所 日を定めた契約に基づきサービスを提

供した場合、特定施設サービスではなく(介護保険給付対象外の )

短期入所サービスを行つたとして保険給付の対象にならないと解

するのが一般的ですので、注意が必要です。(なお、一定の期間を区
切った契約であつても、自動更新規定がある場合には「あらかじめ退所日を
定めた契約」には該当しません。)

(3)介護保険を使用せず、有料でサービスを提供する空室を利用し、個別
に料金設定をして有料にてご利用いただくことが可能です。

なお、行政により判断が異なる場合も考えられます。
特定協平成23年度

第2回定例研究会資料

(8)法定代理受領の同意書の廃止 Ψ 淵 樅 艇般騨 協 議会

■ 法定代理受領の同意書の廃止の対象者

2015年 (平成27年 )4月 1日 以降の特定施設入居者生活介護の利用開始

⇒国保連への送付も不要となる

■ これまでの法定代理受領の同意書の保存期限

指定基準省令においては特段の経過措置は置かれていないが、これまで同様
に2年間保存 (改正前の指定基準省令第191条の3第 2項第8号等。都道府県
等によっては条例で5年間保存)することが無難であると考えられる。

2015年度介護報酬改定セミナー
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Ψ酬雛先轟ま桑基鳳基

「特定施設入居者生活介護」に関する

3日 今後の事業戦略に関するご提案

(1)全体像
(2)介護福祉士手当の創設口拡充
(3)重度化対応口看取り対応の拡充
(4)自 立支援志向のサービス見直し
(5)開かれた特定施設・地域貢献

2015年度介護報酬改定セミナー
104

今後の事業戦略に関するご提案 (1)全体像 Ψ淵臨設事業協敵

口今後も厳しい財‐政状況の中t要介護高齢者が増加することから、
厳しし`介護報勘‖改定が予想される。

口われわれ高齢者住まい事業者は、入居者の暮らしを守り、事業を
継続することが最優先事項であり、使命。

ロリスクに備え、安定的な経営を行うため、売上・コストの両面での事
業収支の改善を図る必要。

口特に、これまで以上に人材の確保と育成について取り組むことが、
特定施設の事業運営上のカギとなる。

口さらに、特定施設を地域に開き、地域に貢献することで、「地域に
なくてはならない存在」として社会の理解が得られ、結果として、事
業の安定につながる。

2015年度介護報酬改定セミナー
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今後の事業戦略に関するご提案 (1)全体像 Ψ尚‰設llX協議会

収入増 一人当た
り売上

介護報酬 サービス提供体
市13会化カロ

`算

|

介護福祉士手当の創
設・拡充

介護職員処遇改善加
算の活用

重度者の受入
れ・入居継続

重度化対応

看取り対応
職員研修

医療介護連携

介護報酬上の

適正評価
要介護度の区分変更
申請

自立支援指向での
サービス見直し

その他 介護保険外
売上の確保

上乗せ介護費用、管
理費等の値上げ

顧客数 入居率 サービス向上

営業手法
研修、リフォニム等
開かれた特定施設

空室の売上減少と投
資の関係

在所者数 不在減 医療との連携

コスト減 人件費 体制見直し 不要な配置の
見直し

人員配置基準の理解

不要サービス
の見直し

自立支援志向での
サービス見直し

要支援2は3:1から
10:1に

定着率向上 丁寧なマネジ
メント

キャリアパス提示
人事制度の運用

採用やO」 Tコストの

削減

その他 聖域なく 水光熱費の見直し等

2015年度介護報酬改定セミナー 106

(2)介護福祉士手当の創設・拡充 マン 」冒禅整施設事業者協議会

サービス提供体制強化加算
Iイ (介護福祉±60%以上)=18単位 (特定施設介護報酬の約3%)
I口 (介護福祉±50%以上)=12単位 (特定施設介護報酬の約2%)
の取得

介護福祉士手当の創設口拡充による介護福祉士の確保

実行計画 介護職員処遇改善加算の増額分を用いて、介護福祉士手当の創設ロ

拡充を行う。

そのほか、介護福祉士の資格取得のための対策講座の実施やt介護
福祉士受験費用の補助などが考えられる。

平成25年度の調査において、約3割の特定施設が、介護福祉±50%
以上を満たすと推計されているが、介護福祉士割合が増加すれば、業
界全体として基本単位のマイナスの約半分を挽回することができる。

2015年度介護報酬改定セミナー
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(3)重度化対応・看取り対応の拡充 ｀ン 鐵 施設事業者協議会

要介護度が重いと一人当たり介護報酬は高く、二人当たり売上に影響:

要介護度が重くなもても、医療が必要になっても(在宅医療で可能な範
囲で)、 看取り期に入つても、住み慣れた特定施設でお暮らしいただくこ
とが、入居率1在所率の向上、売上維持につながる。

職員研修 (内部 :外部)や他事業者との交流

医療と介護の連携

実行計画 内部研修による職員のレベルアップのほか、特定協等が実施する外部
研修や事業者同士の交流の場での意識改革

協力医療機関等との連携強化 (例 :偲びのカンファレンス)

特定施設と特養の入居者一人当たり介護報酬の差異は、基本単位や
加算の違いだけでなく、要介護度の差異が大きい。

2015年度介護報酬改定セミナー 108

(4)自立支援志向のサービス見直し q′ 』営絆題発議事業者協議会

介護保険全体として「重度
‐
者優先(圭軽度者削減)」「自立支援」:

要支援2の人員体十」が311から10:1⇒サービスは3割に落とす。

今後も要支援・軽度者の介護報酬の引き下げが予想される中、介護保
険サニビスとして行うことを見直しt職員負担を軽減=人員体制の維持。

基本サービスの設定tケアマネジメント、個別入居者への適用口説明

必要に応じた区分変更申請

実行計画 要介護度ヨ心身の状況を踏まえ、自立支援志向の基本サービス設定
(入居者のために、「できることはご自身で」)

適切なケアマネジメントによる必要十分なサービス提供 (不要なサービ
スは提供しない)

サービス内容の入居者口家族との十分な説明 (“交渉")

要介護度を踏まえた基本サービスだけでは「ご自身でできない」ときに
はt要介護度が合っていないことから、区分変更申請を勧奨。

要介護認定の更新までに心身の状況の変更があれば、区分変更申請
を積極的に勧奨すべき。

2015年度介護報酬改定セミナー
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(5)開かれた特定施設・地域貢献 qソ
コ讐樽電施設事業者協議会

“特定施設"は知られていない状態=入居者だけのサービスに留まって
いる現状も一因 ⇒特定施設の将来のために

特定施設の短期利用は、稼働率アツプだけでなく、特定施設を地域包
括支援センターや居宅介護支援事業所、在宅介護者(=紹介者や将来
入居者)に知ってもらうチャンス

入居者にとっても地域との交流は、サービス向上

地域開放口地域貢献

短期利用特定施設の活用による居宅ケアマネジャー等との関係づくり

実行計画 短期利用特定施設入居者生活介護の実施

地域の高齢者も対象とした介護予防講座 (居場所づくり)

医療介護に関するセミナー開催、在宅介護者等に対する介護技術講習

非常災害時の福祉避難所の指定など自治体との連携

短期利用特定施設は、①頻繁な受入れ、②介護保険事務から負担が
重いことに留意

2015年度介護報酬改定セミナー 110

(参考)2012年介護報酬改定セミナー資料 qν
酬 欄 施設事業者協議会

今後の介護報酬改定の動向について
1.要介護基本単位について

①従来型個室特養と比較して、根本的な違いを説明することは困難であり、内部留保の
問題等を抱える特養の介護報酬引き下げに引きずられるおそれ。

②軽度(要介護 1・ 2)については、区分支給限度基準額、特養・特定施設の重度者への
が予想される。

④特定協としては、課税法人と非課税法人、建設費補助、実際の介護職員の給与水準
などを踏まえ、従来型個室特養との差異を説明してまいりたい。

2.要支援基本単価について

①今後も要支援口介護予防給付につし≧ては削減される。特定協としては、介護予防特定
施設入居者生活介護が、生活機能の維持向上、リハビリ、介護度進行予防につながつ
ているかを検証し、要支援介護報酬の維持を図る。

②一方、これ以上介護予防給付の削減があるならば、要支援2の人員配置基準
(要支援1は 101、 要支援2は31)の 引き下げを要望。

③介護保険全体において介護予防給付の削減・廃止、利用者負担の引き上げがあった

2015年度介護報酬改定セミナー
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(参考)2012年介護報酬改定セミナー資料 Ψ」讐即電施設IF韮碁島議会

今後の介護報酬改定の動向について
3.介謹職員処遇改善加算

①「平成27年4月 1日 以降は、次期介護報酬改定において、各基本サービスの基本
サービス費において適切に評価を行う」の表現からは、単純な3%アップになるとは
限らない。

②特定協としては、介護職員の給与改善の実績を踏まえて基本単位への平行移動
または要介護度分布を踏まえた実質的な3%を求める。ただし、従来型個室特養と
の関係は要整理 (逆転はあり得ない。)。

4.地域区分単価

○特定協としては、引き続き人件費比率の問題を訴えていく。

5。 空室の短期利用

○特定協としては、実績を踏まえて、開設3年要件の撤廃など要件緩和を働きかける。

特定協平成2o年度
第2固定例研究会資料 2015年 度介護報酬改定セミナー 112

(参考)2012年介護報酬改定セミナー資料 q′
酬 樅 施設事業者協議会

介護報酬改定の動向を踏まえた事業展開のあり方

1.介護報酬の引き下げを想定した事業展開
①入居率の向上・重度者対応による売上げの拡大

②要支援者・軽度要介護者に対する自立を妨げるサービスがあれば、
その見直しによる人員体制の見直し

③大幅な介護報酬の仕組みの変更の場合には、管理費・上乗せ介護費用
などの値上げ

④将来的な介護報酬削減を踏まえて、一定の利益が得られている間に
必要な投資(大規模修繕など)を実施

⑤満室口待機者ありの場合には、家賃等の値上げも検討

2.看取り介護加算の創設もきかっけに、「終の棲家」を目指し、
看取り介護に積極的に取り組む

3.空室の短期利用制度の創設もきっかけに、開かれた特定施設
を目指す観点から、短期利用を促進
⇒認知度、稼動率の向上につなげる

2015年度介護報酬改定セミナー
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q′
祠 発蓋bJr業者協議会

4.一定以上所得者の利用者負担の見直し

2015年度介護報酬改定セミナー 114

一定以上所得者の利用者負担の見直し Ψ 鮒 牒 先設事業協 議会

口平成27(2015)年 8月 から一定以上の所得のある方の「介護保険

利用料の自己負担割合」が、1割負担から2割負担に変更

口利用者負担割合を示す証明書は、1割負担の方も含めて、認定

者全員に交付される予定

負担害J合の目安となる所得金額等

聰i密弯鎮望:灯鱚ふ

`:驚

等

介護保険利用料の |

11昆亀場訳拿軌簾|._
変更後 現在

所得金額
160万円以上

年金の実収入等が、

単身で280万円以上

2人以上で346万円以上

2割負担

1割

負担上記以外の方
1割負担

(変更なし)所得金額
160万 円未満

2015年度介護報酬改定セミナー
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「高額介護サービス費」制度など マン 柳 発議事業者協議会

条件を満たした場合に、お客様にて各自治体へ申請いただくこと
により費用負担の軽減を受けられる制度
条件を満たした場合には、2割負担となる方も対象となる
※特定施設での手続きはできないので、詳しい内容等については、介護保険被保険者証
記載の自治体(介護保険課)へお尋ねいただく。ただし、自治体によって窓回が異なる
場合がある。

q′
淵 樅 九設事業協 議会

「高額介護サ…ビス費」による自己負担額の上限

利用者負担が2割になつても、高額介護サービス費(原則上限37,200円 )に該当するので、
要介護2以上の実質負担は2倍にはならない。
⇒ただし、利用者・保険者の高額介護サービス費の事務処理負荷が発生する。
Э 施設・居住系サービスの1月 当たり平均費用額と高額介護サービス費 鳳位:千 円   社会保障審議会
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要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

特定 235.( 257.

グループホーム 273( 283.(

特養 218.( 258.1 279.( 298〔

老健 258.1 290( 319〔

介護療養 350, 翼彗機 課ポi榊

'#革

ぼ1凛

介護保険部会意見
(平成25年 12月 20日 )

参考資料72ページ

EII]…
1轟 鯉 篠 齢 韻サービな つ

"蝸
畔

'菫
負IEとなつたととに高級介最サービス員(37,00円 ,波 当

特定協
作成資料
(単位 :千円)

※現役並み

所得者では

ない場合

年間の医療保険と介護保険の自己
負担額が、ある一定額を超えた場
合に、超えた分を支給する制度

2015年度介護報酬改定セミナー

特定施設 要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護 5

1ケ月当たり平均費用額(1割 ) 171.3 193.0 214.5 235.6 257.1

2割負担になつた場合 342.6 386.0 429.0 471.2 514.2

高額介護サービス費基準額 ※ 372.0 372.0 372.0 372.0 372.0

高額介護サービス費による返金額 0.0 14.0 57.0 99.2 142.2

実質的な負担額 342.6 372.0 372.0 372.0 372.0
喧ョロ,んhチ、43+ロ ォ百′ハ詢由オ百Zふ 171.3 179.0 157.5 136.4 .1149Iス

第2回定例研究会資料 2015年度介護報酬改定セミナー
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淵 盤 A設事業者協議会

「高額介護サ‐ビス費(自 己負担限度額 )」の引上げ
1 負担上限の引き上げ

自己負担限度額 (高額介護サービス費)のうち、医療保険の現役並み所得に
相当する者のみ引上げ

〈現行〉

自己負担限度額 (月 額)

直し

現役並み
所得相当

44′400円‐般 ,7,200円 (世帯)<
/`

ゝ  、

市町村民税世帯非課税等

1年金収入80万円以下等

24′600円 (世帯) 一 般 37.200F弓

15,000円 (個人)

等腺 鉢 畑コ笏 助

合計所得金額

年金収入

特定協平成23年度
第2回定例研究会資料

1芥護槙磯薫1

l萱:輩 _1

q′
柄 鳥設事業者協議会

「高額介護サ…ビス費」の申請手続き

高額介護サービス費 手続方法
横浜市金沢区ホームページょり ‐

1

2015年度介護報酬改定セミナー

・印鑑 (未肉を使うもの)

・振込先の回座番号が確認できるもの
・お送りした高額介護 (介護予防)サービス費支給申請書

高額介護サービス費は2年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
※1金沢区から市内他区へ転出された場合 転入先へ高額介護サービス費の支給のお知らせを送付しますので、 |転入区で申請できます。

尋蟹曾素I百慮亀響}ミ:な
るサービスを利用した月の3か月後の上旬に、申請のお知らせをお送りします。(例 :|

詈‖麟鶴鑽縣葬澤景I癬i  翻 頁曇攣蔵配競
|

楚靴r」再誓魏聾  醐 髪]:i軋轄鱚  |
申請時には次のものをお持ちになり、区役所の窓口に申請ください。・介護保険被保険者証

※

電肇指斜晃ま違錦亀33航
高額介護サービス費の支給のお知らせを送付します。申請は原則として

りますが、ご来庁いただくことが難しい場合は、お問い合わせください。

鸞 ヒ馨葺壇J響肇t豆額介護サービス費は、法定相続人に支給されます。相続確認のため、___」  ___     1ゴ

勢 証明書(声籍謄本)などを添付いただくことになります。

2015年度介護報酬改定セミナー

(案)被保険者の
上位20%
280万円

2割負担
限度額 :37,200円
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