ヘ

介護職員等特定処遇改善加算
ニ 介護職員等特定処遇改善加算
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等
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい る介護職員等
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
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 定訪問 入浴 介護事業所が、利 用者に対し、指定訪問
け出 た指定 訪問入浴介護 事業所が、利用者に対 し、指定訪問
入 浴介護 を行っ た場 合は、当該基準に 掲げる区分に従い、次
入浴 介護を 行った場合は 、当該基準に掲げる区 分に従い、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
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。
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅰ) イからニまでにより算
⑴ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅰ) イ及びロ により算定し
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
た単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護 職員等特定処遇改 善加算 (Ⅱ) イからニまでにより算
⑵ 介護職員 等特定処遇改善加算 (Ⅱ) イ及びロ により算定し
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
た単位数の1000分の15に相当する単位数
３ 訪問看護費
３ 訪問看護費
イ 指定訪問看護ステーションの場合
イ 指定訪問看護ステーションの場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
313単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
312単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
470単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
469単位
⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合
821単位
⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合
819単位
⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合
1,125単位
⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合
1,122単位
⑸ 理学 療法士、 作業 療法士又は言語聴 覚士による訪問の場合
⑸ 理学 療法士、作業療法 士又は言語聴覚士によ る訪問の場合
（１回につき）
293単位
（１回につき）
297単位
ロ 病院又は診療所の場合
ロ 病院又は診療所の場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
265単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
264単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
398単位
⑵ 所要時間30分未満の場合
397単位
⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合
573単位
⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合
571単位
⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合
842単位
⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合
839単位
ハ 指 定定期巡回・ 随時 対応型訪問介護看 護事業所と連携して指
ハ 指定定 期巡回・随時対応 型訪問介護看護事業所 と連携して指
定訪問看護を行う場合
2,954単位
定訪問看護を行う場合
2,945単位
注１～15 （略）
注１～15 （略）
ニ～ヘ （略）
ニ～ヘ （略）
ト 看護体制強化加算
ト 看護体制強化加算
注 イ及 びロにつ いて 、別に厚生労働大 臣が定める基準に適合
注 イ及 びロについて、別 に厚生労働大臣が定め る基準に適合
注
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し ている ものと して 都道府県知事に届 け出た指定訪問看護事
して いるも のとして都道 府県知事に届け出た指 定訪問看護事
業 所が、 医療ニ ーズ の高い利用者への 指定訪問看護の提供体
業所 が、医 療ニーズの高 い利用者への指定訪問 看護の提供体
制 を強化 した場 合は 、当該基準に掲げ る区分に従い、１月に
制を 強化し た場合は、当 該基準に掲げる区分に 従い、１月に
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
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
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。
その他の加算は算定しない。
⑴ 看護体制強化加算 (Ⅰ)
550単位
⑴ 看護体制強化加算 (Ⅰ)
600単位
⑵ 看護体制強化加算 (Ⅱ)
200単位
⑵ 看護体制強化加算 (Ⅱ)
300単位
チ サービス提供体制強化加算
チ サービス提供体制強化加算
注 別に 厚生労働 大臣 が定める基準に適 合しているものとして
注 別に 厚生労働大臣が定 める基準に適合してい るものとして
都 道府県 知事に 届け 出た指定訪問看護 事業所が、利用者に対
都道 府県知 事に届け出た 指定訪問看護事業所が 、利用者に対
し 、指定 訪問看 護を 行った場合は、当 該基準に掲げる区分に
し、 指定訪 問看護を行っ た場合は、イ及びロに ついては１回
従 い、イ 及びロ につ いては１回につき 、ハについては１月に
につ き６単 位を、ハについては １月につき50単 位を所定単位
つ き、次 に掲げ る所 定単位数を加算す る。ただし、次に掲げ
数に加算する。
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 イ又はロを算定している場合
（新設）
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
６単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
３単位
⑵ ハを算定している場合
（新設）
㈠ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)
50単位
㈡ サービス提供体制強化加算 (Ⅱ)
25単位
４ 訪問リハビリテーション費
４ 訪問リハビリテーション費
イ 訪問リハビリテーション費（１回につき）
307単位
イ 訪問リハビリテーション費（１回につき）
292単位
注１～５ （略）
注１～５ （略）
６ 利用 者に対 して 、リハビリテーシ ョンを必要とする状態
６ 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
の原 因とな った疾 患の治療のために 入院若しくは入所した
て都 道府県 知事に届け 出た指定訪問リハビリ テーション事
病院 、診療 所若し くは介護保険施設 から退院若しくは退所
業所 が、利 用者に対し て、リハビリテーショ ンを必要とす
した 日（以 下「退院（ 所）日」という。） 又は法第19条第
る状 態の原 因となった 疾患の治療のために入 院若しくは入
１項 に規定 する要 介護認定（以下「 要介護認定」という。
所し た病院 、診療所若 しくは介護保険施設か ら退院若しく
）の 効力が 生じた 日（当該利用者が 新たに要介護認定を受
は退 所した 日（以下「 退院（所）日」という 。）又は法第
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