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     平成２７年度介護報酬改定の概要      資料２  

１．介護報酬 
（１）通所介護及び介護予防通所介護 
ア 基本報酬の見直し（指定居宅サービス介護給付費単位数表参照） 

   ・「平成 27 年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」で検索。 
 
 イ 延長サービスにかかる加算の見直し 
   ・宿泊サービス（お泊まりデイ）等の場合は算定不可 

・12 時間以上 13 時間未満の場合（200 単位）、13 時間以上 14 時間未満

の場合（250 単位）の追加。 
   
ウ 個別機能訓練加算の算定要件の追加（加算Ⅰ・Ⅱ双方） 
 ・機能訓練指導員等（機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員

その他）が利用者の居宅を訪問した上で生活状況（起居動作、ＡＤＬ、

ＩＡＤＬ等）を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成。 
 ・その後三か月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で生活状況を

確認し、利用者又は家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の

進捗状況等を説明し記録するとともに、訓練内容の見直し等を行ってい

ること。 
※加算Ⅰと加算Ⅱの目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等につ

いて、後日厚労省より解釈通知が出る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

注：加算Ⅰと加算Ⅱの目的・趣旨の違いについて 
○加算Ⅰは「心身機能」への働きかけを中心に行う。 
○加算Ⅱは「心身機能」への働きかけだけではなく、ＡＤＬやＩＡＤＬなど

の「活動」への働きかけを行い、役割の創出や社会参加の実現といった「参

加」への働きかけを行い、「心身機能」「活動」「参加」といった「生活機能」

に働きかけるもの。 

 
出典：介護給付費分科会 平成 27 年度介護報酬改定の概要（案）骨子版 

※ＡＤＬ ・・・日常生活動作（食事、排泄、入浴など） 
 ＩＡＤＬ・・・手段的日常生活動作（家事、外出、買い物など） 
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エ サービス提供体制強化加算Ⅰの区分の追加 
 ・加算Ⅰイ（新設・介護予防も含む） 
  指定通所介護の介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の五十

（50%）以上であること。 
（介護：18 単位／回、要支援 1：72 単位／月、要支援 2：144 単位／月） 

 ・加算Ⅰロ（これまでの加算Ⅰ） 
  指定通所介護の介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の四十

（40%）以上であること。 
（介護：12 単位／回、要支援 1：48 単位／月、要支援 2：96 単位／月） 

  ※定員超過・人員基準欠如に該当する場合は算定不可（変更なし）。 
   加算Ⅱ、加算Ⅲは変更無し。 
 
 オ 中重度者ケア体制加算（新設） 
   以下の基準に全て適合している事業所が、中重度の要介護者を受け入れ

る体制を構築し、通所介護を行った場合の加算（利用者全員 45 単位／日） 
  ・基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護

職員を常勤換算方法で二以上確保していること。 
  ・前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護

状態区分が要介護三、要介護四、又は要介護五である者の占める割合が

百分の三十（30%）以上であること。 ※注 
  ・指定通所介護を行う時間帯を通じて、専従の看護職員を一名以上配置し

ていること（兼務不可）。 
  ・中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資す

るケアを計画的に実施するプログラムを作成すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※注：利用者の割合について 
○要支援者は含まない 
○前年度（3 月を除く）の平均、もしくは算定月前三か月の平均のどちらでもよい 
○前年度の実績が六か月に満たない場合は、前年度の実績での計算はできない（新

規・再開のときなど） 
○算定月前三か月の実績により届け出た場合、毎月毎月、直近三か月の利用者の

割合を計算・記録し、下回った場合は直ちに加算を取下げなくてはならない（前

年度の実績の場合は、算定中に割合が下回ってもそのまま継続して算定できる） 
○利用者の割合の計算は、①利用実人員数（あたまかず）または②利用延人員数

（積み上げ）のどちらで計算してもよい 
   例：Ａさん（要介護三）12 回／月 
     Ｂさん（要介護二）10 回／月 
     Ｃさん（要介護一） 8 回／月 の場合に 
    ① 1 人／ 3 人≒0.33 で 30％を超える 
    ②12 回／30 回≒0.40 で 30％を超える 
     のどちらでもよい（実際は三か月～十一か月分の平均をとる） 
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カ 認知症加算（新設） 
   以下の基準に全て適合している事業所が、日常生活自立度のランクⅢ、

Ⅳ又は M に該当する認知症の利用者に対して通所介護を行った場合の加算。 
（日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ、Ｍの利用者のみ算定可能 60 単位／日） 
・基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護 
職員を常勤換算方法で二以上確保していること。 

  ・前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は M に該当する認知症の者の占める割合が百

分の二十（20%）以上であること。 
（計算方法は中重度ケア体制加算と同様。前頁「注：利用者の割合につい

て」参照） 
  ・指定通所介護を行う時間帯を通じて、認知症介護指導者研修、認知症介

護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修のいずれかを修了した者を

専従で一名以上配置していること。 
  ・認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラム

を作成すること。 
  ※認知症加算を算定する場合、若年性認知症利用者受入加算は算定不可。 
   中重度者ケア体制加算は、双方の要件を満たせば共に算定可能。 
 
キ 送迎を行わない場合の減算（新設） 

   利用者に対して、居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は片道につ

き 47 単位を減算する（利用者が自ら通う場合、家族等が送迎を行う場合）。 
  ※同一建物減算（94 単位）の対象となっている場合には、この減算の対象

とはならない。 
 
ク 送迎時に実施した居宅内での介助等の評価（加算ではない・新設） 

以下の要件を満たす場合、送迎時に介助等（着替え、ベッド・車椅子への

移乗、戸締まり等）を行った時間を、サービスを提供した時間に含めること

ができる。（１日 30 分まで） 
  ・居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施すること。 
  ・介助を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修

修了者、旧ホームヘルパー養成研修 1 級課程・2 級課程修了者、旧介護職

員基礎研修修了者、看護職員、機能訓練指導員（有資格）、または当該法

人において介護職員等として 3年以上勤務している介護職員であること。 
 
 ケ 選択的サービス複数実施加算（介護予防のみ）体制届が必要となった。 
   運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の対象となるサ

ービスを複数組み合わせたに、要件を満たせば各加算ではなく、こちらで

算定する。今回の改定で体制届が必要となった。 
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（２）療養通所介護 

  ※この項の加算は、一般の通所介護事業所は算定できません。 

 ア 個別送迎体制強化加算（新設） 
  ・療養通所介護事業所における二名以上の従事者により、個別に送迎。 
  ・当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師。 
 イ 入浴介助体制強化加算（新設） 

・療養通所介護事業所における二名以上の従事者により、個別に入浴介助。 
  ・当該従事者のうち一名は、看護師又は准看護師。 
 ※どちらの加算も、計画上位置づけられている場合であっても、実際に個別

送迎や入浴介助を実施しなかった場合には算定できない。（利用者側の事情

であっても不可） 
 
 
２．人員、設備、運営の基準 
（１）通所介護及び介護予防通所介護 
ア 生活相談員の業務内容の拡大 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※実際に行った業務内容と、事業所を離れていた時刻を記録しておくこと。 
 
 イ 看護職員の配置 
 
 
 
 
 
 
 

通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関、他の居宅サービス事

業者、地域の住民活動等と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも利用者の地域生活

を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべき勤務延時

間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間」、「利用者宅を訪問し、

在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間」、「地域の町

内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの

社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時

間も含めることができる。 
ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があ

り、これらに支障がない範囲で認められるものである。 

病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の 
営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーション

と指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護

職員が確保されているものとする。 
なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適

切な指示ができる連絡体制などを確保することである。 

実際に来てもらうことが必要 
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 ウ 居宅介護支援事業者への通所介護計画の提供 
 
 
 
※居宅サービス計画（ケアプラン）と通所介護計画との連動性を高める目的。 
  サービス担当者会議の前にケアマネからケアプラン原案を貰って、通所介

護計画を作成し、担当者会議において情報共有や調整を図るなどの手段も推

奨される。 
 
 エ 宿泊サービスの届出・公表 
 
 
 
 
※宿泊サービスの届出・公表制度が基準に盛り込まれた。 
 
 オ 事故発生時の対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※事故発生時の対応が明文化され、基準に盛り込まれた。 
 
 
（２）療養通所介護 
 ア 宿泊サービスの届出・公表 
   上記（１）エと同様。 
 
 
 
 
 

居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から通所介護計画の提供の求めが

あった際には、当該通所介護計画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外

のサービスを提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に知

事に届け出るものとする。 

１ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場

合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。 
２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録

しなければならない。 
３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
４ 指定通所介護事業者は、第百二条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供により

事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければな

らない。 

通所介護事業所の設備 

宿泊サービス（お泊まりデイ）のこと 
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３．その他の改定等 
（１）介護予防通所介護の新総合事業への移行について 
 ・平成 27 年 4 月より平成 30 年 3 月末までの間で、条例の制定された市町村

から随時移行される。 
  （平成 27 年 4 月に移行するのは、銚子市・松戸市・鴨川市・流山市の 4 市） 
 ・平成 30 年 3 月末までは介護予防通所介護制度が残る。 
 ・定員・規模の計算などについては、介護予防通所介護と同じ取り扱い。 
  （一体として行っている場合は合算する。） 
 
（２）小規模型通所介護の、地域密着型通所介護への移行（予定） 

 ・平成 28 年 4 月に移行される。   

 ・平成 28 年 3 月時点で利用定員が 18 名以下の場合、特段の申請がなければ

地域密着型通所介護事業所として、みなし指定を受ける。新たな指定申請

は不要。 
 ・平成 28 年 3 月末日において、所在市町村以外の市町村からの利用者がいる

場合、その利用者についての市町村の指定も自動的に受けられる。 
 ・請求単位数等は、平成 27 年 4 月以降の小規模型通所介護と同じ。 
 
（３）小規模型通所介護の、大規模型・通常規模型事業所のサテライト事業所 
   への移行（予定） 
 ・同一法人において、大規模型・通常規模型の通所介護事業所を有している

場合は、上記（２）の取り扱いではなく、大規模型・通常規模型通所介護

事業所を本体として、小規模型事業所をサテライト事業所に変更すること

が可能。 
 ・職員管理の一元的な運用や、本体とサテライトの相互支援体制確保などの

一定の要件あり。 
 ・サテライト事業所は、本体事業所の一部として包括して指定されるので、

事業所番号は本体事業所のものとなる。 
 ・報酬は通常規模型通所介護費を算定する。 
 
（４）小規模型通所介護の、小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事業

所への移行（予定） 
 ・地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト事

業所とすることも可能。 
 ・小規模多機能型居宅介護は、サテライトであっても宿泊室の設置が必要だ

が、平成 30 年 3 月末日まで整備のための猶予期間が設けられる。 
 ・猶予期間においても、小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所として

の、通いサービス・訪問サービスに係る人員基準を満たさない場合は人員
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欠如減算となる。また、宿泊サービスは本体事業所で提供する必要がある。 
 ・小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所については、本体事業所と別

に指定を受ける必要があり、本体事業所と同一法人ではなくても指定可能。 
 ・報酬は小規模多機能型居宅介護を算定する。 
 
 
４．今回の改定以外で特に注意すべき点 
（１）サービスの内容について 
 ア サービス提供の記録 
  ・利用者ごとに実際にサービスを提供した時刻を記録すること。 
  
 イ 通所介護計画について 
  ・個々の利用者の生活状況等を把握し、ケアプランの内容に沿って個別具

体的に計画をたてること。送迎、健康チェック、飲食、機能訓練などの

各時点においての注意事項など記載すべき。 
・必ず利用者または家族に説明し、同意を得た上で交付すること。 
 

  ※県庁ホームページに参考様式掲載中。 
「通所介護計画書の参考様式について」で検索するか、下記ＵＲＬ参照。 
http://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kaigohoken/service/tsuusyokaigokeik
aku.html 

   
 ウ 外出について 
  ・通所介護は事業所内でサービスを提供することが原則であるが、利用者

の個別具体的な目標達成のために効果的な機能訓練等が行える場合には、

あらかじめ通所介護計画に位置付けた上で、屋外でサービス提供を行う

ことができる。 
  ・四季折々の行事などについては、年間計画を作成し、参加者および不参

加者がそれぞれ適正にサービスを受けられる体制を確保した上で、節度

を持って行うこと。本来のサービスが全くできなくなるような、長時間

にわたる遠出は不適切。 
  ※上記にあたらない、単なる生活上必要な買い物等を通所介護中に行って

はならない。 
 
 エ マッサージ等について 
  ・マッサージ等については、機能訓練の準備として、可動域の拡大、疼痛

の防止等のために行うことは可能であるが、マッサージをしたことだけ

をもって機能訓練の提供とはならない。また別料金をとってはならない。 
  ・利用者に誤解を生まぬよう、説明に気をつけること。（苦情・通報例あり） 
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（２）介護報酬について 
 ア 事業所規模による区分 
  ・前年度の実績（3 月を除く）を元に判断するのが原則。 
   よって年度の途中で定員を変更したり、実績人数が規定数を超えたりし

たとしても、規模は変わらない。 
  ・新規事業所や再開事業所のように、前年度の実績が六か月に満たない場

合、または年度が変わる際に定員を 25％以上変更する場合は、定員の

90％に平均の営業日数をかけた数を元に判断する。 
  ・変更がある場合には例年 3月 15 日までに体制届等を提出。 

         （本年度は特例により 3月 25 日までに提出） 

 
 イ 所要時間による区分 
  ・当日の利用者の心身の状況により、サービス提供の時間が計画上の所要

時間よりもやむを得ず短くなった場合には、当初の計画に基づく単位数

を算定してもよいとされている。ただし、この取り扱いは、サービスの

プログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、

単位ごとに効率的に実施されている事業所のみに限定的に適用されるも

のであり、また計画上の所用時間よりも大きく短縮した場合は、当初の

通所介護計画を変更し、変更後の所要時間に応じた単位数を算定しなく

てはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
※送迎の遅れなどの単なる提供時間不足について、元々の所用単位数を請求し

てはいけない。 
 
 ウ 災害時等の取り扱い 
  ・災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用の場合、翌月から減

算を行うことはしないが、やむを得ない理由については自治体（県・市

町村）が判断することであり、事業所が独自に「やむを得ない」として

定員を超過して利用者を受入れてはいけない。 

（例） 

① 利用者が定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより 6 時間程度の

サービスを行った場合には､利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成

されるべきであり､6 時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。 

② 利用者の当日の希望により 3 時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には､利用者の当日の希望

を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し､再作成するべきであり、3 時間程度の所要時間に応じた

所定単位数を算定する。 

③ 7 時間以上 9 時間未満の通所介護を行っていたが､当日利用者の心身の状況から 1～2 時間で中止した

場合は､当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため､当日のキ

ャンセルとして通所介護費を算定できない。 
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 エ 定員超過利用・人員基準欠如の場合の減算について 
  ・体制届が必要。減算しないで請求していた場合、不正請求として処分の

対象となる。 
  ・減算をしたとしても基準違反状態であることは変わらないので、職員の

増員・利用定員の変更等、即時対処すること。解消できない場合は休止

すること。 
 
オ 入浴介助加算 

   「入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備による入浴介助」を

評価する加算であり、足浴などの部分浴や清拭については算定不可。 
   利用者の体調等を考慮した場合のシャワー浴は算定可能。 
 
カ 栄養改善加算・口腔機能向上加算 

   ３か月ごとの評価の結果、状態が改善されず、引き続きサービスが必要

と認められる利用者にのみ、算定を続けることができる。 
 
 キ サービス提供体制強化加算 

   職員の割合の算出には、前年度の４月～２月の平均を用いる。よって算

定している年度途中に職員が退職したり、資格を取得したりして割合が変

わっても、その年度中は算定の可否がかわらない。 

   ただし前年度実績が６か月に満たない事業所については、届出月の直近

３か月間の実績を基に計算し、届け出た後も毎月３カ月間分の割合を算出

し続け、所定の割合を下回った場合には直ちに加算の取下げを行わなけれ

ばならない。 

 

ク 事業所評価加算（予防のみ） 

   運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上サービスのいずれか（選択的

サービス）を行っている利用者の割合と、要支援状態の維持・改善率が、

一定の基準を満たしたと判定された場合に算定できる加算。 

    ①毎年１０月１５日までの体制届において、事業所評価加算の申出を「あ

り」にしている 

②選択的サービスを行っている 

③対象期間の予防の実利用者が１０名以上である 

場合に国保連合会によって計算される。事業所評価加算の要件を満たした

場合、翌年度一年間算定できる。 
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（３）人員基準について 
ア 生活相談員の資格要件 

  ○社会福祉主事任用資格 （下記 URL は厚労省のウェブサイト） 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi9.html 

  ・厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者等 

・三科目主事：指定された科目を三つ以上修めて大学・短大を卒業したもの 

         一つの学校で三科目取得して卒業する必要がある。 

  ・社会福祉士 

  ・精神保健福祉士 

  ○千葉県において「同等以上の能力を有すると認められる者」 

  ・介護支援専門員（ケアマネージャー） 

  ・介護福祉士 

 

イ 看護職員 

   事業所の利用定員が１０人以下であれば配置不要。 

 

 

 

 

  事業所の定員は２０名 配置必要   事業所の定員は１０名 配置不要 

※利用者数ではないので注意。 

ウ 介護職員 

  （確保すべき勤務延時間数の計算式） 

  ・利用者数１５人まで 

   単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 

  ・利用者数１６人以上 

   単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝ 

（（利用者数－１５）÷５＋１）×平均提供時間数 

※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 

 

     （例）利用者数２０人、平均提供時間数８時間の場合 

       （（２０－１５）÷５＋１）×８＝１６時間 

       ・職員 A,B の二人が８時間勤務 

       ・職員 Aが８時間勤務、B,C が午前中４時間勤務 

        等の柔軟な配置が可能。 

 

 

 

１単位目 
定員１０人 

２単位目 
定員１０人 

事業所 A 事業所 B 

午前 

午後 

定員１０名 

定員１０名 



 11 / 12 
 

エ 機能訓練指導員 

   平成２４年１１月９日付け保指第１５８７号により通知。 

全ての(介護予防)通所介護事業所に有資格者の配置が必要となり、配置さ

れていない場合には、人員基準違反となる。 

    

 

（４）設備基準について 

ア 食堂及び機能訓練室 

食堂兼機能訓練室は、３㎡に利用定員を乗じた面積以上が必要だが、計算

に入るのは実際に機能訓練等できる部分のみ。壁芯から計測されている建築

図面の長さではなく、実測値を使用しなくてはならない。洗面台、カウンタ

ー、通路や容易に動かせないような家具が置かれた部分等も除外する。新規

指定申請や事業所の変更の際は要注意。 

 

イ 相談室・静養室・事務室 

   基準として求めているのは「室」であり、原則として個別に部屋を設け

なくてはならない。一つの部屋を区分して複数の用途に供する場合には、

「室」とみなせるよう、壁等の設置が必要。 

 

ウ 変更・新規開設等に当たっての留意事項 

（ア）「事業所（施設）の所在地」の変更に当たって、現在の市町村から他の

市町村へ移転する場合は、事業所番号が変更される。政令市・中核市から

の移転、または政令市・中核市への移転の場合は、指定権者が異なるので

廃止及び新規指定の取扱いとなるので事前申請が必要。 

 

（イ）「事業所の所在地」または「建物の構造、専用区画等」の変更の場合、

変更届の提出期限は変更後１０日以内とする。 

施設基準に適合しているか確認するため、物件契約や変更工事着工の前

に必ず保険指導課（4 月以降は高齢者福祉課）に図面を FAX で送信するこ

と。 

施設基準に適合していないときは、変更届けの受理ができず、施設が使

用できなくなる場合があるため注意。 

また、使用方法の変更のみでも、指定居宅サービス等の人員、設備及び

運営に関する基準条例により必置とされているものについては、同様に事

前に相談すること。 
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＜注意＞ 

本資料における改定内容は、あくまで厚生労働省が示す「案」に基づくもの

です。報酬の算定に当たっては、かならず今後示される、 
 
○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 
○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（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び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の制定に伴う実施上の留意事項について 
○平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ 
 
を確認し、遵守してください。 
 
 
 
※平成２７年３月１１日、１３日の集団指導において配布したものとの変更点。 
・１（１）オ 中重度ケア体制加算 枠内※注 利用者の割合について 
 「例：～」の変更。 
 
・１（１）ケ 選択的サービス複数実施加算（介護予防のみ） 
 項目追加。（新設の加算ではないが、体制届が必要な加算となった。） 


