
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 平成３０年度介護報酬改定説明会 】 

会   場 東     京 大     阪 

日   時 平成３０年３月８日（木） 

１４：００～１６：４０ 

平成３０年３月１５日（木） 

１４：００～１６：４０ 

場   所 新宿文化センター 小ホール 新大阪丸ビル別館 ２階２－３号 

定   員 １５０名 １５０名 

内   容 １４：００～１６：４０ 

１部 「平成３０年度介護報酬改定の概要」 

講師：厚生労働省 老健局 総務課 

        認知症施策推進室 

２部 「認知症ＧＨの方向性」 

講師：日本ＧＨ協 下田副会長 

１４：００～１６：４０ 

１部 「平成３０年度介護報酬改定の概要」 

講師：厚生労働省 老健局 総務課 

        認知症施策推進室 

２部 「認知症ＧＨの方向性」 

講師：日本ＧＨ協 下田副会長 

参 加 費 会員 無料 非会員１，０００円 

※会員優先 

会員 無料 非会員１，０００円 

※会員優先 

※申込方法等詳細は協会ホームページ「研修・セミナー情報」をご参照ください。 

 本日（１月２６日）開催された第１５８回社会保障審議会 介護給付費分科会において、平

成３０年度介護報酬改定における各サービスの単位数が示された。２月下旬～３月中旬頃、

関連する告示の公布、通知・Ｑ＆Ａが発出され、一足先に確定した基準等の改正内容も含め

て、平成３０年４月１日から施行される。 

なお、認知症グループホーム関連の介護報酬改定・指定基準の主な見直しのポイントは 

別紙のとおりである。 

基本報酬は維持、加算は当協会が事業者団体ヒアリングで要望した事項が十分に反映され

た形となった。また、共用デイ（４時間以上の区分）は基本報酬プラス改定となった。 

当協会では下記の通り、介護報酬改定説明会を開催する。４月からの円滑な移行に向けて

ご参加いただきたい。 

 

 

 

 

 

  

※協会へのご意見ご要望等ございましたら事務局までご連絡ください。 

＊ 連絡先 ℡ 03-5366-2157  Fax 03-5366-2158  E-mail info@ghkyo.or.jp 

  協会ホームページ http://ghkyo.or.jp/home 
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別紙 

平成３０年度介護報酬改定・指定基準の見直しの主なポイント 

（認知症対応型共同生活介護関連部分） 

１．基本報酬 

  ①（介護予防）認知症対応型共同生活介護（Ⅰ）（１ユニット）             （単位／日）     

 現行 改正後 現行との差 

要支援２ ７５５ ７５５ ±０ 

要介護１ ７５９ ７５９ ±０ 

要介護２ ７９５ ７９５ ±０ 

要介護３ ８１８ ８１８ ±０ 

要介護４ ８３５ ８３５ ±０ 

要介護５ ８５２ ８５２ ±０ 

②（介護予防）認知症対応型共同生活介護（Ⅱ）（２ユニット以上）          （単位／日）    

 現行 改正後 現行との差 

要支援２ ７４３ ７４３ ±０ 

要介護１ ７４７ ７４７ ±０ 

要介護２ ７８２ ７８２ ±０ 

要介護３ ８０６ ８０６ ±０ 

要介護４ ８２２ ８２２ ±０ 

要介護５ ８３８ ８３８ ±０ 

③（介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護（Ⅰ）（１ユニット）       （単位／日）        

 現行 改正後 現行との差 

要支援２ ７８３ ７８３ ±０ 

要介護１ ７８７ ７８７ ±０ 

要介護２ ８２３ ８２３ ±０ 

要介護３ ８４７ ８４７ ±０ 

要介護４ ８６３ ８６３ ±０ 

要介護５ ８８０ ８８０ ±０ 

④(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護（Ⅱ）（２ユニット以上）      （単位／日） 

 現行 改正後 現行との差 

要支援２ ７７１ ７７１ ±０ 

要介護１ ７７５ ７７５ ±０ 

要介護２ ８１１ ８１１ ±０ 

要介護３ ８３５ ８３５ ±０ 

要介護４ ８５１ ８５１ ±０ 

要介護５ ８６７ ８６７ ±０ 

 

※第 158 回社会保障審議会介護給付費分科会資料は、近日中に、協会ホームページ

「厚生労働省等関係新着情報一覧」に掲載いたしますので、詳細を必ずそちらで

ご確認ください。  



２．入居者の医療ニーズへの対応                           （単位／日） 

現行 改正後 

医療連携体制加算 ３９ 医療連携体制加算（Ⅰ） ３９ 

 医療連携体制加算（Ⅱ）※新設 ４９ 

医療連携体制加算（Ⅲ）※新設 ５９ 

主な算定要件 主な算定要件 

①事業所の職員又は訪看ＳＴ等との連携に

より看護師 1名以上確保 

②看護師と 24時間連絡できる体制の確保 

③重度化対応指針の作成・説明・同意 

（Ⅰ）変更なし 

（Ⅱ）・事業所の職員として看護職員を常勤換算で 

1名以上配置 

     ・看護職員が准看護師のみの場合は訪看ＳＴ等 

の看護師との連携体制の確保 

（Ⅲ）・事業所の職員として看護師を常勤換算で 

1名以上配置 

（Ⅱ）（Ⅲ）共通 

   ・算定月の前 12月間において、次のいずれか 

に該当する入居者が 1人以上いること。 

①喀痰吸引を実施している状態。 

②経鼻胃管・経腸栄養が行われている状態。 

・看護師と 24時間連絡できる体制の確保 

・重度化対応指針の作成・説明・同意 

 

３．入居者の入退院支援の取組について                        （単位／日） 

新設 

入院時費用  ２４６ 

主な算定要件 

・入院後３カ月以内に退院が見込まれる入居者について、再入居の受け入れ体制を整えている場合 

には、１月に６日を限度として一定単位の基本報酬の算定を認める。 

         

現行 改正後 

初期加算 ３０ 初期加算 ３０ 

主な算定要件 主な算定要件 

①入居日から 30日以内 

②過去３カ月間に当該事業所への入居がない場  

 合（日常生活自立度Ⅲ以上は過去１カ月間） 

・医療機関に１カ月以上入院した後、退院して再

入居する場合も初期加算の算定を認めることと

する。 

 

４．口腔衛生管理体制加算について                          （単位／月） 

新設 

口腔衛生管理体制加算  ３０ 

主な算定要件 

・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び

指導を月１回以上行っている場合 

 

 



５．栄養状態に係るスクリーニングの推進について                   （単位／回） 

新設 

栄養スクリーニング加算  ５ 

主な算定要件 

・定期的に栄養スクリーニングを行い、かかりつけ医等につなぐために、当該利用者の栄養状態に

係る情報を計画作成担当者に文書で共有した場合に算定する（６月に１回を限度）。 

 

６．自立支援・重度化防止に資する介護の推進                     （単位／月） 

新設 

生活機能向上連携加算  ２００ 

主な算定要件 

・訪リハ・通リハ・リハ実施の医療提供施設のＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・医師がグループホームを訪問し、

計画作成担当者と身体状況等の評価（生活機能アセスメント）を共同して行うこと 

・計画作成担当者が生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成すること 

 

７．身体拘束の適正化について                            （単位／日） 

新設 

身体拘束廃止未実施減算  １０％減算 

見直し後の基準 ※下線部分追加 

・緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録すること。 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。※運営推進会議の活用可 

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

・身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

⇒以上の基準を全て満たしていないと減算の対象となる。 

 

８．短期利用認知症対応型共同生活介護の算定要件の見直しについて 

現行 改正後 

・事業所の指定から３年以上経過。 

・定員の範囲内で空き居室や専用居室を活用。 

・３０日以内の利用期間を定める。 

・十分な知識を有する従業者の確保 

 （実践リーダー研修、指導者養成研修修了者） 

・現行の算定要件に追加して、居宅の介護支援専門

員が緊急に利用が必要と認めた場合、定員を超え

て受け入れ可能とする。 

・上記の取扱いにおける要件として、 

 ①個室であること。 

 ②７日を限度。 

③人員基準を満たしていること。 

 ④事業所ごとに１名を限度。 

   

９.代表者交代時の開設者研修の取扱い 

通知改正 

・代表者交代時には、半年後又は次回研修日程のいずれか早い日までに修了すればよいこととする。 

 ※新規に事業を開始する場合については、新規指定時までに研修を修了しておく必要がある。 



10．運営推進会議の開催方法の緩和 

通知改正 

・現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合は認める。 

 ①利用者及び利用者家族は匿名とするなど、個人情報、プライバシーを保護すること。 

 ②同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 

 ③合同開催が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。 

 

11．介護職員処遇改善加算の見直しについて                      (単位／月) 

現 行 ※下線見直し部分 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の１１．１％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の８．１％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の４.５％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （Ⅲ）の９０％ 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （Ⅲ）の８０％ 

主な算定要件 

（Ⅰ）キャリアパス要件（① 及び ②及び③）＋職場環境等要件（平成 27年 4月以降の取組） 

（Ⅱ）キャリアパス要件（① 及び ②）＋職場環境等要件（平成 27年 4月以降の取組） 

（Ⅲ）キャリアパス要件（① 又は ②）＋職場環境等要件 

（Ⅳ）キャリアパス要件①、②、職場環境等要件のいずれかを満たす。 （Ⅳ）（Ⅴ）は一定の経過

（Ⅴ）キャリアパス要件①、②、職場環境等要件のいずれも満たさず。 措置を設けた上で廃止 

 

12. 共用デイにおける基本報酬のサービス提供時間区分の見直し 

                    （介護予防）認知症対応型共同生活介護（Ⅱ）（共用デイ） 

７時間以上９時間未満          （単位／日）     

 現行 

要支援１ ４６９ 

要支援２ ４９６ 

要介護１ ５０６ 

要介護２ ５２４ 

要介護３ ５４２ 

要介護４ ５６０ 

要介護５ ５７９ 

           

     ７時間以上８時間未満         （単位／日）     ８時間以上９時間未満         （単位／日） 

 改正後 現行との差   改正後 現行との差 

要支援１ ４８０ ＋１１ 要支援１ ４９６ ＋２７ 

要支援２ ５０８ ＋１２ 要支援２ ５２４ ＋２８ 

要介護１ ５１８ ＋１２ 要介護１ ５３５ ＋２９ 

要介護２ ５３７ ＋１３ 要介護２ ５５４ ＋３０ 

要介護３ ５５５ ＋１３ 要介護３ ５７３ ＋３１ 

要介護４ ５７３ ＋１３ 要介護４ ５９２ ＋３２ 

要介護５ ５９３ ＋１４ 要介護５ ６１２ ＋３３ 

   ※上記以外の時間区分については、「第 158回社会保障審議会介護給付費分科会資料」をご確認ください。 


