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平成 27 年度障害福祉サービス報酬改定速報 3
「精神科に係る日中活動系サービス、訪問系サービス」
この速報では平成 27 年度障害福祉サービス報酬改定について告示（3 月 27 日）等から精
神科に係る主な改定内容を紹介いたします。詳細につきましては、告示・通知等でご確認
下さい。
改定速報 3 では、精神科に係る日中活動系サ-ビス（生活介護、短期移入所）及び訪問系
サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護）の主な改定内容について紹介します。

《ＣＯＮＴＥＮＴＳ》 〜精神科に係る日中活動系サービス、訪問系サ−ビス〜
Ⅰ．日中活動系サ−ビス
１．生活介護サービス費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
２．短期入所サービス費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
Ⅱ．訪問系サ−ビス
１．居宅介護サービス費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
２．重度訪問介護サービス費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
３．行動援護サービス費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
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Ⅰ．日中活動系サービス
１．生活介護サービス費
改定前

改定後

（一）１,２９９単位/日

（一）１,２７８単位/日 ↓

区分６

（二） ９８１単位/日

（二） ９５９単位/日 ↓

区分５

（三） ７０３単位/日

（三） ６８０単位/日 ↓

（四） ６３４単位/日

（四） ６１０単位/日 ↓

区分３

（五） ５８３単位/日

（五） ５５９単位/日 ↓

区分２以下

（一）１,１７０単位/日

（一）１,１３９単位/日 ↓

区分６

（二） ８８３単位/日

（二） ８５１単位/日 ↓

区分５

（三） ６３２単位/日

（三） ５９９単位/日 ↓

（四） ５７２単位/日

（四） ５３９単位/日 ↓

区分３

（五） ５２４単位/日

（五） ４９１単位/日 ↓

区分２以下

（一）１,１３８単位/日

（一）１,０９９単位/日 ↓

区分６

（二） ８５４単位/日

（二） ８１６単位/日 ↓

（三） ６０４単位/日

（三） ５６８単位/日 ↓

（四） ５３８単位/日

（四） ５０２単位/日 ↓

（五） ４９４単位/日

（五） ４５９単位/日 ↓

区分２以下

（一）１,０９０単位/日

（一）１,０４５単位/日 ↓

区分６

（二） ８２５単位/日

（二） ７８１単位/日 ↓

区分５

（三） ５８９単位/日

（三） ５４９単位/日 ↓

（四） ５３２単位/日

（四） ４９３単位/日 ↓

区分３

（五） ４８１単位/日

（五） ４４５単位/日 ↓

区分２以下

（一）１,０７６単位/日

（一）１,０２８単位/日 ↓

区分６

（二） ８１１単位/日

（二） ７６５単位/日 ↓

区分５

（三） ５７６単位/日

（三） ５３５単位/日 ↓

（四） ５１７単位/日

（四） ４７８単位/日 ↓

区分３

（五） ４６６単位/日

（五） ４２８単位/日 ↓

区分２以下

（Ⅰ）

（１） ７２８単位/日

（１） ６９１単位/日

（Ⅱ）

（２） ８８３単位/日

（２） ８５１単位/日

生活介護サービス費

（１）

（２）

イ 生活介護サービス費

（３）

（４）

（５）

ロ 基準該当生活介護サービス費

算定要件 等

２０人以下

２１人以上４０人以下

利
用
定
員

区分４

区分４

区分５
４１人以上６０人以下

区分４
区分３

６１人以上８０人以下

８１人以上

区分４

支援内容に応じた
評価を行うため、
看護職員の配置
について一部を加
算で評価するとと
もに、経営の実態
等を踏まえ、基本
報酬を見直し
（見直しに際して
は、事業所規模等
に配慮）

区分４

(１)基本報酬の見直し
平成 27 年度改定では、支援内容に応じた評価を行うため、基本報酬の中で行っていた看
護職員の配置に対する評価については、その一部を加算で評価するとともに、経営の実態
等を踏まえ、事業所規模や障害支援区分の高い利用者に配慮した上で基本報酬は引き下げ
られました。
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生活介護サービス費

改定前

改定後

算定要件 等

開所時間４時間未満の場合
所定単位数の２０％減算

所定単位数の３０％減算

開所時間減算
４時間以上６時間未満

開所時間４時間未満の区分の減算率を見直すとともに、４時間以上６時
間未満の区分を新たに設定

新 設
所定単位数の１５％減算

２０人以下

＋２８単位/日

利 ２１人以上４０人以下
用
４１人以上６０人以下
定
員 ６１人以上８０人以下

＋１９単位/日
常勤看護職員等
配置加算

新 設

＋１１単位/日
＋ ８単位/日

看護職員を常勤換算で１以上配置している
事業所を評価

８１人以上

＋ ６単位/日
(Ⅰ）＋２７単位/片道

(Ⅰ）＋２７単位/片道

①1回の送迎に平均10人以上利用、かつ②週3回以上の送迎実施の場合

新 設

(Ⅱ）＋１３単位/片道

上記①又は②のどちらかを満たす場合

新 規

(Ⅰ）＋1５単位/日

精神保健福祉士等を３５％以上雇用している事業所

(Ⅰ)

(Ⅱ) ＋1０単位/日

精神保健福祉士等を２５％以上雇用している事業所

(Ⅱ)

(Ⅲ) ＋ ６単位/日

送迎加算

福祉専門職員
配置等加算

福祉・介護職員
処遇改善加算

イ又はロに該当する事業所
イ ： 常勤職員割合75％以上、 ロ ： 勤続年数3年以上の常勤職員30％以上

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.031／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、
キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）定量的要件に適合 ※１

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.017／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、
キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）定量的要件に適合 ※２

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス要件
又は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.8／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリアパス要件
及び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない場合

※１ 指定障害者支援施設は総単位数の５％を加算

※２ 指定障害者支援施設は総単位数の２．８％を加算

(２) 開所時間減算の見直し
生活介護はサービス提供実態が様々で開所時間にばらつきが見られることから、適正な
サービス時間の評価を行うため、開所時間減算については、4 時間未満の場合の減算率が所
定単位数の 20％から 30％に見直され、さらに、4 時間以上の開所時間に係る減算規定（4
時間以上 6 時間未満の場合は所定単位数の 15％を減算）が新設されました。
(３) 常勤看護職員等配置加算の新設
看護職員を常勤換算で１以上配置している事業所を評価する常勤看護職員等配置加算が
新設され、利用定員に応じて１日 6 単位から 28 単位を算定することができます。
(４) 改定されたその他の加算
生活介護サービス費において改定されたその他の加算としては、送迎加算、福祉専門職
員配置等加算、福祉・介護職員処遇改善加算となります。
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詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（送迎加算は７ページ、福祉専門職員配置等加算は 3 ページ、福祉・介
護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）を参照ください。
２．短期入所サービス費
改定前

改定後

福祉型短期入所

(1） ８８８単位/日

(1） ８９２単位/日

障害支援区分６

サービス費(Ⅰ）

(2） ７５５単位/日

(2） ７５８単位/日

障害支援区分５

≪日中活動系サ
ービスを併用す
る場合≫

(3） ６２３単位/日

(3） ６２６単位/日

障害支援区分４

(4） ５６１単位/日

(4） ５６３単位/日

障害支援区分３

(5） ４９０単位/日

(5） ４９２単位/日

障害支援区分１・２

(1） ５８０単位/日

(1） ５８２単位/日

障害支援区分６

(2） ５０８単位/日

(2） ５１０単位/日

障害支援区分５

(3） ３０６単位/日

(3） ３０７単位/日

障害支援区分４

(4） ２３１単位/日

(4） ２３２単位/日

障害支援区分３

(5） １６５単位/日

(5） １６６単位/日

障害支援区分１・２

福祉型短期入所
サービス費(Ⅱ）
≪日中活動系サ
ービスを併用し
ない場合≫

算定要件等

(１)基本報酬の見直し
平成 27 年度改定では、サービスの適正実施の観点から、対象者が障害者である福祉型短
期入所サービス費(Ⅰ)≪日中活動系サービスを併用する場合≫及び福祉型短期入所サービ
ス費(Ⅱ)≪日中活動系サービスを併用しない場合≫の基本報酬が引き上げられました。
(２）緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算の見直し
改定前

改定後
算定要件

緊急短期入所

①利用定員の 5％に相当する空床の
確保・提供体制の整備

①利用定員の 5％に相当する空床の
確保・提供体制の整備

体制確保加算

②過去 3 か月の利用率が 90％以上

②過去 3 か月の利用率が 90％以上

③連続する 3 月間算定がなかった場合
は、続く 3 か月は算定不可
１）介護者が急病等の場合
（利用開始日から 7 日又は 14 日を限度
として算定）

削 除
１）介護者が急病等の場合
（利用開始日に限り算定）

２）緊急短期入所体制確保加算を算定
緊急短期入所
受入加算

削 除

３）連続する 3 月間算定がなかった場合
は、続く 3 か月は算定不可
福祉型短期入所の場合
(Ⅰ) ＋６０単位/日

(Ⅰ) ＋１２０単位/日

医療型単位移入所型の場合
(Ⅱ) ＋９０単位/日
(Ⅱ) ＋１８０単位/日

短期入所における緊急時の円滑な受入れをさらに促進するため、緊急短期入所体制確保
加算及び緊急短期入所受入加算の算定要件が緩和されました。
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また、緊急時の初期のアセスメントを手厚く評価する観点から、受入れ初日に対する評
価の重点化を行うため、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)は 1 日 60 単位から 1 日 120 単位に、緊
急短期入所受入加算(Ⅱ)は 1 日 90 単位から 1 日 180 単位に、引き上げられ、利用開始日に
限り算定することになりました。
短期入所サービス費

改定前

改定後

（Ⅰ）＋５００単位/日

（Ⅰ）＋６００単位/日

（Ⅱ）＋２５０単位/日

（Ⅱ）＋３００単位/日

医療連携体制加算

算定要件 等
医療的ケアが必要な利用者への支援を強化するため、
支援時間が日中活動系サービスと比較して長いこと等を
勘案し、引き上げ

＋５０単位/日

＋５０単位/日

新 設

一定の条件を満たす場合
＋１０単位を追加で加算可

＋３２０単位/日

＋３２０単位/日

新 設

一定の条件を満たす場合
＋１００単位を追加で加算可

＋６８単位/日

＋４８単位/日 ↓

食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、見直し

平成27年3月31日

平成30年3月31日

適用期限の延長

重度障害者支援加算

単独型加算

強度行動障害を有する者への支援を強化するため、強
度行動障害を有する者に対し、強度行動障害支援者養
成研修（基礎研修）修了者が支援を行った場合
単独型事業所の推進を図るため、単独型事業所につい
て、利用者が日中活動を利用した日（入所日及び退所日
を除く。）であって、短期入所事業所による支援が１８時
間を超える場合

食事提供体制加算

福祉・介護職員
処遇改善加算

(Ⅰ）＋所定点数0.124／月

単独型事業所でない外部サービ
ス利用型指定共同生活援助事業
所にて行った場合

(Ⅰ）＋所定点数0.041／月

単独型事業所でない指定宿泊型
自立訓練事業所にて行った場合

(Ⅰ）＋所定点数0.054／月

単独型事業所でない指定共同生
活援助（介護サービス包括型）事
業所にて行った場合

(Ⅰ）＋所定点数0.031／月

単独型事業所において行った場
合

新 設

加算額に相当する
福祉・介護職員の賃
金改善を行っている
こと等のほか、キャ
リアパス要件の全て
に適合し、かつ（新）
定量的要件に適合

(３) 医療連携体制加算の見直し
医療的ケアが必要な利用者への支援を強化するため、短期入所における支援時間が日中
活動系サービスと比較して長いこと等を勘案し、医療連携体制加算（Ⅰ）は 1 日 500 単位
から 1 日 600 単位に、医療連携体制加算（Ⅱ）は 1 日 250 単位から 1 日 300 単位に、引き
上げられました。
(４) 重度障害者支援加算の見直し
強度行動障害を有する者への支援を強化するため、強度行動障害支援者養成研修（基礎
研修）修了者が強度行動障害を有する者に対して支援を行った場合は、重度障害者支援加
算（1 日 50 単位）に追加して 1 日 10 単位を加算することになりました。
(５) 単独型加算の見直し
単独型事業所の推進を図るため、単独型事業所について、利用者が日中活動を利用した
日（入所日及び退所日を除く）に短期入所事業所による支援が 18 時間を超える場合は、単
独型加算（1 日 320 単位）に追加して 1 日 100 単位を加算することになりました。
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(６)改定されたその他の加算
短期入所サ-ビス費において改定されたその他の加算としては、食事提供体制加算及び福
祉・介護職員処遇改善加算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（食事提供体制加算は 6 ページ、福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ペー
ジ〜3 ページ）を参照ください。
Ⅱ．訪問系サービス
１．居宅介護サービス費
居宅介護サービス費

イ 居宅における身体介護

ロ 通院等介助
（身体介護を伴う場合）

ハ 家事援助

ニ 通院等介助
（身体介護を伴わない場合）

ホ 通院等乗降介助

改定前

改定後

（１） ２５５単位/日

（１） ２４５単位/日 ↓

30分未満

（２） ４０４単位/日

（２） ３８８単位/日 ↓

30分以上1時間未満

（３） ５８７単位/日

（３） ５６４単位/日 ↓

1時間以上1時間30分未満

（４） ６７０単位/日

（４） ６４４単位/日 ↓

1時間30分以上2時間未満

（５） ７５３単位/日

（５） ７２４単位/日 ↓

2時間以上2時間30分未満

（６） ８３６単位/日

（６） ８０４単位/日 ↓

2時間30分以上3時間未満

（７） ９１９単位/日

（７） ８８４単位/日 ↓

3時間以上

＋８３単位を加算

＋８０単位を加算 ↓

30分増すごとに

（１） ２５５単位/日

（１） ２４５単位/日 ↓

30分未満

（２） ４０４単位/日

（２） ３８８単位/日 ↓

30分以上1時間未満

（３） ５８７単位/日

（３） ５６４単位/日 ↓

1時間以上1時間30分未満

（４） ６７０単位/日

（４） ６４４単位/日 ↓

1時間30分以上2時間未満

（５） ７５３単位/日

（５） ７２４単位/日 ↓

2時間以上2時間30分未満

（６） ８３６単位/日

（６） ８０４単位/日 ↓

2時間30分以上3時間未満

（７） ９１９単位/日

（７） ８８４単位/日 ↓

3時間以上

＋８３単位を加算

＋８０単位を加算 ↓

30分増すごとに

（１） １０５単位/日

（１） １０１単位/日 ↓

30分未満

（２） １５２単位/日

（２） １４６単位/日 ↓

30分以上４５分未満

（３） １９６単位/日

（３） １８９単位/日 ↓

４５分以上1時間未満

（４） ２３７単位/日

（４） ２２９単位/日 ↓

1時間以上１時間１５分未満

（５） ２７４単位/日

（５） ２６４単位/日 ↓

１時間１５分以上１時間30分未満

（６） ３０９単位/日

（６） ２９８単位/日 ↓

１時間30分以上

＋３５単位を加算

＋３４単位を加算 ↓

１５分増すごとに

（１） １０５単位/日

（１） １０１単位/日 ↓

30分未満

（２） １９６単位/日

（２） １８９単位/日 ↓

30分以上1時間未満

（３） ２７４単位/日

（３） ２６４単位/日 ↓

1時間以上1時間30分未満

（４） ３４４単位/日

（４） ３３１単位/日 ↓

1時間30分以上

＋７０単位を加算

＋６７単位を加算 ↓

３０分増すごとに

１０１単位/日

算定要件 等

介護報酬改定の動向を踏まえ、
基本報酬を見直し

＋９７単位 ↓
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(１)基本報酬の見直し
介護報酬改定の動向を踏まえ、居宅介護サービス費の基本報酬が引き下げられました。
居宅介護
サービス費

改定前

改定後

算定要件 等

特定事業所加算
（Ⅳ）

新 設

所定単位数の５％を加算

中重度の利用者を重点的に受け入れるとともに、人員基準を上
回る常勤のサービス提供責任者を配置する事業所を評価

サービス提供責
任者の配置基準

利用者40人に対して
１人以上

利用者５０人に対して
１人以上

利用者の情報の共有などサービス提供責任者が行う業務につ
いて効率化が図られている場合に、配置基準を緩和

福祉専門職員等
連携加算

新 設

＋５６４単位/回

精神障害者等の特性に精通する専門職と連携し、利用者の心
身の状況等の評価を共同して行った場合を評価
サービス初日から起算して９０日間で３回を限度

福祉・介護職員
処遇改善加算

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.221／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること
等のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）定量的
要件に適合

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.123／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること
等のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）定量的
要件に適合

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリア
パス要件又は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.8／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリア
パス要件及び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない場合

(２) 特定事業所加算（Ⅳ）の新設
介護報酬改定の動向を踏まえ、中重度の利用者を重点的に受け入れるとともに、人員基
準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置する事業所は、所定単位数の 5％を加算するこ
とができる特定事業所加算(Ⅳ)が新設されました。
特定事業所加算(Ⅳ)を算定するためには、以下の①〜⑦のいずれにも適合することが必
要となります。
① 事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該研修計
画に従い、研修を実施又は実施予定
② 次の掲げる基準に従い、サービスを実施
ア 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該事業所における従
業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
イ サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する従業者に対し、当該利
用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開
始するとともに、サービス提供終了後、担当する従業者から適宜報告
③ 事業所の全ての従業者に対し健康診断等を定期的に実施
④ 緊急時等における対応方法が利用者に明示
⑤ 事業所が新規に採用した全ての従業者に対し、熟練した従業者の同行による研修を実施
⑥ 人員基準に基づき、常勤のサービス提供責任者が 2 人以下の事業所であって、基準により配置すること
とされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任
者を１人以上配置
⑦ 前年度又は算定日が属する月の前 3 月間における利用者（障害児を除く。）の総数のうち、障害支援区分
4 以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が 50％以上
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(３) サービス提供責任者の配置基準の見直し
介護報酬改定の動向を踏まえ、利用者の情報の共有などサービス提供責任者が行う業務
について効率化が図られている場合に、常勤のサービス提供責任者を 3 人以上配置し、か
つ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を 1 人以上配置している事業所は、
サービス提供責任者の配置基準が「利用者 40 人に対して 1 人以上」から「利用者 50 人に
対して 1 人以上」に緩和されました。
(４) 福祉専門職員等連携加算の新設
サービス提供責任者に係る障害特性の理解や医療機関等専門機関との連携、従業者への
技術指導等の課題に対応するため、精神障害者等の特性に精通する専門職と連携し、利用
者の心身の状況等の評価を共同して行った場合は、新設された福祉専門職員等連携加算を
サービス初日から起算して 90 日間で 3 回を限度に 1 回 564 単位を算定することができます。
(５) 改定されたその他の加算
居宅介護サービス費において改定されたその他の加算としては、福祉・介護職員処遇改
善加算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）を参照ください。
２．重度訪問介護サービス費
改定前

重度訪問介護
サービス費

改定後

算定要件 等

（１）

１８２単位/日

（１）

１８３単位/日

１時間未満

（２）

２７２単位/日

（２）

２７３単位/日

１時間以上1時間３０分未満

（３）

３６３単位/日

（３）

３６４単位/日

1時間３０分以上２時間未満

（４）

４５４単位/日

（４）

４５５単位/日

２時間以上2時間３０分未満

（５）

５４４単位/日

（５）

５４６単位/日

2時間３０分以上３時間未満

（６）

６３４単位/日

（６）

６３６単位/日

３時間以上3時間３０分未満

（７）

７２６単位/日

（７）

７２８単位/日

3時間３０分以上４時間未満

（８）

８１１単位/日

（８）

８１３単位/日

所
要
時
間

４時間以上８時間未満

＋８５単位を加算

＋８５単位を加算

３０分を増すごとに

（９）１,４９１単位/日

（９）１,４９３単位/日

＋８５単位を加算

＋８５単位を加算

３０分を増すごとに

（10）２,１６１単位/日

（10）２,１６８単位/日

１２時間以上１６時間未満

＋８０単位を加算

＋８０単位を加算

３０分を増すごとに

（11）２,１８２単位/日

（11）２,８１４単位/日

１６時間以上２０時間未満

＋８６単位を加算

＋８６単位を加算

３０分を増すごとに

（12）３,４９４単位/日

（12）３,４９６単位/日

２０時間以上２４時間未満

＋８０単位を加算

＋８０単位を加算

30分増すごとに

８時間以上１２時間未満

ｻｰﾋﾞｽの適正実施
の観点から基本報
酬を見直し
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(１)基本報酬の見直し
平成 27 年度改定では、サービスの適正実施の観点から重度訪問介護サービス費の基本報
酬が引き上げられました。
重度訪問介護
サービス費

改定前

改定後

算定要件 等

障害支援区分６

＋７．５/１００を加算

＋８．５/１００を加算

重度障害者に対する支援を強化するため、現行の障害支援
区分６の利用者に対する評価を充実

行動障害
支援連携加算

新 設

（サービス初日から起算し
て３０日間で１回を限度）

＋５８４単位／回

特定事業所加算

算定要件の見直し

サービス提供責任者が「支援計画シート」及び「支援手順書
兼記録用紙」の作成者と連携し、利用者の心身の状況等の
評価を共同で行った場合を評価

・平成２７年３月３１日までとなっている特定事業所加算の
サービス提供責任者に係る算定要件の経過措置を廃止
・新たに実務経験（重度訪問介護従業者として6,000時間以
上）規定を設定

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.140／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っている
こと等のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）
定量的要件に適合

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.078／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っている
こと等のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）
定量的要件に適合

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャ
リアパス要件又は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない
場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.８／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャ
リアパス要件及び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない
場合

福祉・介護職員
処遇改善加算

(２)重度障害者への支援の充実
重度障害者に対する支援を強化するため、障害支援区分６の利用者に対する評価の充実
が図られ、障害支援区分６に該当する場合は「100 分の 7.5 に相当する単位数を所定単位数
に加算」から「100 分の 8.5 に相当する単位数を所定単位数に加算」に引き上げられました。
(３)行動障害支援連携加算の新設
平成 27 年度改定では行動障害支援連携加算が新設され、サービス提供責任者が「支援計
画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の作成者と連携し、利用者の心身の状況等の評
価を共同で行った場合は、サービス初日から起算して 30 日間で 1 回を限度として 1 回 584
単位を算定することができます。
(４) 特定事業所加算の算定要件の経過措置の見直し
平成 27 年 3 月 31 日までの間は、特定事業所加算のサービス提供責任者に係る算定要件
の経過措置である「当該指定重度訪問介護事業所のサービス提供責任者のうち重度訪問介
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護従業者として 3,000 時間以上の指定重度訪問介護の実務経験を有するサービス提供責任
者の占める割合が 50％以上である場合は当該基準に適合するものとみなす。
」は当該経過措
置を設けてから 6 年が経過したことを踏まえ、廃止されました。
なお、重度訪問介護従業者については、実務経験もサービス提供を行う上で重要である
ことに鑑み、新たに「6,000 時間以上の重度訪問介護の実務経験を有する者」が重度訪問介
護従業者の対象者に追加されました。
(５) 改定されたその他の加算
重度訪問介護サービス費において改定されたその他の加算としては、福祉・介護職員処
遇改善加算となります。
詳細な改定内容については、ＭＭＳニュ−ス Ｎｏ.122「平成 27 年度障害福祉サ-ビス
等報酬改定速報１」
（福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ〜3 ページ）を参照ください。
３．行動援護サービス費

行動援護
サービス費

支援計画シート等
が未作成の場合
の減算

改定前

改定後

算定要件 等

（イ） ２５２単位/日

（イ） ２５３単位/日

30分未満

（ロ） ４００単位/日

（ロ） ４０１単位/日

３０分以上1時間未満

（ハ） ５８２単位/日

（ハ） ５８４単位/日

1時間以上１時間30分未満

（ニ） ７２９単位/日

（ニ） ７３１単位/日

１時間３０分以上２時間未満

（ホ） ８７６単位/日

（ホ） ８７９単位/日

２時間以上２時間30分未満

（ヘ）１,０２４単位/日

（ヘ）１,０２７単位/日

２時間３０分以上３時間未満

（ト）１,１７１単位/日

（ト）１,１７５単位/日

３時間以上３時間３０分未満
所
要
時
間

３時間３０分以上４時間未満

（チ）１,３１９単位/日

（チ）１,３２３単位/日

（リ）１,４６７単位/日

（リ）１,４７２単位/日

（ヌ）１,６１４単位/日

（ヌ）１,６１９単位/日

４時間３０分以上５時間未満

（ル）１,７６１単位/日

（ル）１,７６７単位/日

５時間以上５時間３０分未満

（ヲ）１,９０９単位/日

（ヲ）１,９１５単位/日

５時間３０分以上６時間未満

（ワ）２,０５６単位/日

（ワ）２,０６３単位/日

６時間以上６時間３０分未満

（カ）２,２０４単位/日

（カ）２,２１１単位/日

６時間３０分以上７時間未満

（ヨ）２,３５２単位/日

（ヨ）２,３６０単位/日

７時間以上７時間３０分未満

（タ）２,４９８単位/日

（タ）２,５０６単位/日

７時間３０分以上

新 設

所定単位数の５％を減算

４時間以上４時間３０分未満

ｻｰﾋﾞｽの適正実施
の観点から基本報
酬を見直し

・「支援計画シート」・「支援手順書兼記録用紙」の作成を必須
化するとともに、未作成の場合の減算を創設
・必須化に当たっては、平成３０年３月３１日までの間、経過
措置を設定
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(１)基本報酬の見直し
平成 27 年度改定では、サービスの適正実施の観点から行動援護サービス費の基本報酬が
引き上げられました。

(２)「支援計画シート等が未作成の場合の減算」の新設
行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援
を行うことが重要なことから、支援計画シート等の作成を必須化するとともに、未作成の
場合の減算が新設されました。
「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていない場合は、所定
単位数の 5％が減算されます。なお、必須化に当たっては、平成 30 年 3 月 31 日までの間は
経過措置期間で、支援計画シートが未作成の場合であっても減算されません。
行動援護サービス費

改定前

改定後

算定要件 等

行動障害支援
指導連携加算

新 設

２７３単位／回
（重度訪問介護移行日が属する
月に１回を限度）

支援計画シート等の作成者が重度訪問介護事業所の
サービス提供責任者と連携し、利用者の心身の状況等の
評価を共同して行った場合を評価

特定事業所加算
（サービス提供責任者に
係る算定要件の経過措
置）

平成２７年３月３１日までは、指定行動
援護事業所の全てのサービス提供責
任者が、指定居宅介護等従業者で、行
動援護従業者養成研修課程を修了して
いる場合は、当該基準に適合

平成２７年３月３１日までとなっ
ている特定事業所加算のサー
ビス提供責任者に係る算定要
件の経過措置を廃止

平成27年4月1日以降は、指定行動援護事業所の全ての
サービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する介
護福祉士又は５年以上の実務経験を有する実務者研修
修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは旧１級課
程修了者であること

行動援護ヘルパー
及びサービス提供責任者

・行動援護従業者養成研修の受講を必須化した上で、実
務経験の短縮を図りつつ、ヘルパーについては現行の３
０％減算の規定を廃止
・行動援護従業者養成研修の必須化に当たっては、平成
３０年３月３１日までの間、経過措置を設定

要件の見直し

特定事業所加算
（Ⅳ）

新 設

サービス提供責任者の
配置基準

利用者40人に対して
１人以上

所定単位数の５％を加算

中重度の利用者を重点的に受け入れるとともに、人員基
準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置する事業
所を評価

利用者５０人に対して
１人以上

利用者の情報の共有などサービス提供責任者が行う業
務について効率化が図られている場合に、配置基準を緩
和

新 設

(Ⅰ）＋所定点数0.185／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行ってい
ること等のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ
（新）定量的要件に適合

(Ⅰ）

(Ⅱ）＋所定点数0.103／月

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行ってい
ること等のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、
（旧）定量的要件に適合

(Ⅱ）

(Ⅲ）＋上記Ⅱ×0.9／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、
キャリアパス要件又は（旧）定量的要件のいずれかに適
合しない場合

(Ⅲ）

(Ⅳ）＋上記Ⅱ×0.８／月

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、
キャリアパス要件及び（旧）定量的要件のいずれにも適合
しない場合

福祉・介護職員
処遇改善加算
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(３) 行動障害支援指導連携加算の新設
行動障害を有する者に対して適切な支援を行うため、支援計画シート等の作成者が重度
訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して
行った場合は、平成 27 年度改定で新設された行動障害支援指導連携加算（1 回 273 単位）
を重度訪問介護移行日が属する月に１回を限度として算定することができます。

(４) 特定事業所加算の算定要件の経過措置の見直し
当該指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者は 3 年以上の実務経験を有する介
護福祉士又は 5 年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了
者若しくは旧１級課程修了者であることが必要です。
ただし、平成 27 年 3 月 31 日までの間は、特定事業所加算のサービス提供責任者に係る
算定要件の経過措置において、
「当該指定行動援護事業所の全てのサービス提供責任者が、
指定居宅介護等従業者であって行動援護従業者養成研修課程を修了している場合は、当該
基準に適合する」ことになっていますが、当該経過措置を設けてから 6 年が経過したこと
を踏まえ、廃止されました。

(５) 行動援護ヘルパー及びサービス提供責任者の要件の見直し
ヘルパー及びサービス提供責任者の更なる資質の向上を図るため、行動援護従業者養成
研修の受講を必須化した上で、実務経験の短縮を図りつつ、ヘルパーについては「行動援
護従業者養成研修修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に１年以上の
従事経験を有するものに対する 30％減算」の規定が廃止されました。
なお、行動援護従業者養成研修の必須化は、平成 30 年 3 月 31 日までの間、経過措置期
間となっています。

(６) 改定されたその他の事項
行動援護サービス費において改定されたその他の加算としては、特定事業所加算(Ⅳ)、
サービス提供責任者の配置基準の見直し、福祉・介護職員処遇改善加算となります。
詳細な改定内容については、居宅介護サービス費の項目（特定事業所加算(Ⅳ)は 7 ペー
ジ、サービス提供責任者の配置基準の見直しは 8 ページ）とＭＭＳニュ−ス

Ｎｏ.122「平

成 27 年度障害福祉サ-ビス等報酬改定速報１」（福祉・介護職員処遇改善加算は 2 ページ
〜3 ページ）を参照ください。

以上
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