


『介護報酬ナビ2015』（第1刷）訂正のお知らせ

ご購入いただきました「介護報酬ナビ2015」（ 2015年7月発行 第1刷）におきまして，

以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに，深くお詫び申し上げます。
（2016年1月25日現在）
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頁 誤 正

6
（表）施設サービス
介護療養型医療施設
［本書の解説ページ］の欄

p.204 p.203

6

（表）地域密着型サービス
［本書の解説ページ］の欄

　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 p.214 p.212

　夜間対応型訪問介護 p.219 p.217

　認知症対応型通所介護  p.222 p.220

　小規模多機能型居宅介護  p.226 p.224

　認知症対応型共同生活介護  p.231 p.229

　地域密着型特定施設入居者生活介護  p.235 p.233

　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  p.238 p.236

　看護小規模多機能型居宅介護  p.243 p.241

　地域密着型通所介護（平成28年度導入予定）  p.248 p.246

10

（表）支給限度基準額の対象外となるサービスと
加算等
介護給付対象
［支給限度基準額の対象外となるサービス］の欄

［居宅サービス］
特定施設入居者生活介護

［居宅サービス］
特定施設入居者生活介護（短期利用を除く）

［地域密着型サービス］
認知症対応型共同生活介護

［地域密着型サービス］
認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く）

［地域密着型サービス］
地域密着型特定施設入居者生
活介護

［地域密着型サービス］
地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用
を除く）

10

（表）支給限度基準額の対象外となるサービスと
加算等
予防給付対象
［支給限度基準額の対象外となるサービス］の欄

［予防サービス］
介護予防特定施設入居者生活
介護

［予防サービス］
介護予防特定施設入居者生活介護（短期利用を
除く）

［地域密着型介護予防サービス］
介護予防認知症対応型共同生
活介護

［地域密着型介護予防サービス］
介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用
を除く）

10
（表）支給限度基準額の対象外となるサービスと
加算等
［支給限度基準額の対象外となる加算等］の欄

［加算等項目］
介護職員処遇改善加算

［加算等項目］
介護職員処遇改善加算（訪問看護・訪問リハビ
リテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸
与以外）

［加算等項目］
サービス提供体制強化加算（訪
問看護，訪問リハビリテーショ
ン，居宅療養管理指導，福祉用
具貸与以外）

［加算等項目］
サービス提供体制強化加算（訪問介護・居宅療
養管理指導・福祉用具貸与以外）

【　正誤表　】
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15

医療費控除の対象となる範囲
［Ⅰ．居宅サービス等］
②　上記①の居宅サービス等と併せて利用する
場合のみ、医療費控除の対象となる居宅サービ
ス等
居宅サービス等の種類の欄　１行目

（介護予防）訪問看護（生活援助
中心型を除く） （介護予防）訪問介護（生活援助中心型を除く）

111
（表）特定診療費の識別一覧
識別番号09　薬剤管理指導
算定条件その他の欄

月4回を限度 月4回を限度
摘要欄に算定日を記載

111
（表）特定診療費の識別一覧
識別番号35　重度療養管理
算定条件その他の欄

１日につき
１日につき
摘要欄に患者の状態（イからヘまで　※別紙Ａ
を参照）を記載

111
（表）特定診療費の識別一覧
識別番号52　短期集中リハビリ加算
算定条件その他の欄

１日につき １日につき
摘要欄に当該施設に入院した日付を記載

111
（表）特定診療費の識別一覧
識別番号55　認知症短期集中リハビリ加算
算定条件その他の欄

１日につき １日につき、１週に3日を限度
摘要欄に当該施設に入院した日付を記載

112
（表）特別療養費の識別一覧
識別番号09　薬剤管理指導
算定条件その他の欄

月4回を限度 月4回を限度
摘要欄に算定日を記載

112
（表）特別療養費の識別一覧
識別番号35　重度療養管理
算定条件その他の欄

１日につき

１日につき
摘要欄に利用者の状態（イからリまで　※別紙
Ｂを参照）、または入所者の状態（イからハま
で　※別紙Ｃ）を記載

123
２．特別地域加算等の介護給付費明細書記載例
給付費明細欄のサービス内容
「特別地域訪問介護加算」のサービス単位数

1862 1863

123
２．特別地域加算等の介護給付費明細書記載例
請求額集計欄のサービス内容
「⑨単位数単価」

▲10 10▲00
（※単位数単価は10.00円／単位）

129

（表）サービス提供体制強化加算の算定対象サー
ビスおよび要件
サービス欄：小規模多機能型居宅介護／看護小
規模多機能型居宅介護の単位の欄

①　　：1 人・月あたり640単位
②　　 ：1 人・月あたり500単位
③，④：1 人・月あたり350単位

（短期利用でない場合）
①（Ⅰ）イ　　：1 人・
月あたり640単位
②（Ⅰ）ロ　　：1 人・
月あたり500単位
③（Ⅱ），④（Ⅲ）：1 人・
月あたり350単位"

（短期利用の場合）
①（Ⅰ）イ　　：1日に
つき　21単位
②（Ⅰ）ロ　　：1日に
つき　16単位
③（Ⅱ），④（Ⅲ） ：1日
につき　12単位

129

（表）サービス提供体制強化加算の算定対象サー
ビスおよび要件
サービス欄：定期巡回・随時対応型訪問介護看護
の単位の欄

①　　 ：1 人・月あたり640単位
②　　 ：1 人・月あたり500単位
③，④：1 人・月あたり350単位

①（Ⅰ）イ　　 ：1 人・月あたり640単位
②（Ⅰ）ロ　　：1 人・月あたり500単位
③（Ⅱ），④（Ⅲ）：1 人・月あたり350単位

129

（表）サービス提供体制強化加算の算定対象サー
ビスおよび要件
サービス欄：認知症対応型共同生活介護～地域
密着型特定施設入居者生活介護）の単位の欄

①　　：1 人・月あたり18単位
②　　：1 人・月あたり12単位
③，④：1 人・月あたり6単位

①（Ⅰ）イ　　 ：1 人・日あたり18単位
②（Ⅰ）ロ　　：1 人・日あたり12単位
③（Ⅱ），④（Ⅲ） ：1 人・日あたり 6単位

頁 誤 正
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129
（表）サービス提供体制強化加算の算定対象サー
ビスおよび要件
※4を追加

※4　予防通所介護・予防通所リハビリテー
ションを除き、予防サービスがあるものにつ
いては、予防サービスも同様。

136
算定要件に関するポイント
［※注1］20分未満の身体介護について
6行目

Ⅱ． 頻回の訪問については，2
時間以上の間隔を空けること
なく「2時間未満の身体介護」と
して算定できるが，以下のすべ
ての要件を満たす必要がある

Ⅱ． 頻回の訪問については，2時間以上の間
隔を空けることなく「20分未満の身体介護」と
して算定できるが，以下のすべての要件を満
たす必要がある

145 請求額集計欄　　サービス内容④計画単位数 8608 8530
（※別紙１／４のとおり）

145 請求額集計欄　　サービス内容⑤限度額管理対象単位数 8608 8530
（※別紙１／４のとおり）

145 請求額集計欄　　サービス内容⑥限度額管理対象外単位数 2290 2368
（※別紙１／４のとおり）

154「加算・減算等」（療養通所介護以外）表の項目欄（下から3つ目）

サービス提供体制
強化加算
※注5

サービス提供体制
強化加算
※注5（※注5はありません）

156 上から5行目
さらに、口腔機能が低下してい
るため、口腔機能向上サービス
を毎回提供している。

さらに、口腔機能が低下しているため、口腔
機能向上サービスを月２回提供している。

156 給付費明細欄　　　　サービス内容通所介護口腔機能向上加算　の回数欄 5 2
（※別紙２／４のとおり）

156 給付費明細欄　　　　サービス内容通所介護口腔機能向上加算　のサービス単位数欄 750 300
（※別紙２／４のとおり）

156 請求額集計欄　　　　サービス内容①サービス種類コード／②名称　の欄 15 15通所介護
（※別紙２／４のとおり）

156 請求額集計欄　　　　サービス内容④計画単位数　の欄 5405 4955
（※別紙２／４のとおり）

156 請求額集計欄　　　　サービス内容⑤限度額管理対象単位数　の欄 5405 4955
（※別紙２／４のとおり）

156 請求額集計欄　　　　サービス内容⑦給付単位数（④⑤のうち少ない数）+⑥　の欄 5405 4955
（※別紙２／４のとおり）

156 請求額集計欄　　　　サービス内容⑩保険請求額　の欄（※合計欄も同様） 48645 44595
（※別紙２／４のとおり）

156 請求額集計欄　　　　サービス内容⑪利用者負担額　の欄（※合計欄も同様） 5405 4955
（※別紙２／４のとおり）

177（表）加算・減算等項目「看取り介護加算」の欄 死亡日前4～30日 死亡以前4～30日
（※死亡日を含む）

頁 誤 正
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189（表）加算・減算等「看取り介護加算」の「率・単位数」の欄 死亡日前4～30日 死亡以前4～30日
（※死亡日を含む）

193 上から10行目 ・施設種別は介護老人福祉施設
（小規模）

・施設種別は介護老人福祉施設（小規模・定員
30人）

193 上から11行目 ・職員数は基準を満たしている
が、夜勤職員の体制が不十分 ・職員数は基準を満たしている。

193 上から14行目 ・基準を上回る看護師を配置
（看護体制加算（Ⅱ１）を算定）

・基準を上回る看護師を配置（看護体制加算（Ⅱ
２）を算定）

193 上から15行目
・夜間に基準を上回る手厚い人
員を配置（夜勤職員配置加算
（Ⅱ１）を算定）

・夜間に基準を上回る手厚い人員を配置（夜勤
職員配置加算（Ⅱ２）を算定）

193 介護給付費明細書 給付費明細欄、および請求額集
計欄 ※別紙：介護給付費明細書（P．193）のとおり

197 表「加算・減算等」項目「ターミナルケア加算」の欄 死亡日前4～30日 死亡日以前4～30日
（※死亡日を含む）

201 ※注7　緊急時施設療養費の対象となる医療行為等緊急時治療管理　の欄 1日あたり 500単位 1日あたり 511単位

205 表「基本サービス費の調整」項目「外泊時の取り扱い★」算定要件等の欄 入所者 入院患者

206 ページ全体 入所者 入院患者

206 ページ全体 入所 入院

206 ページ全体 退所 退院

206 表「加算・減算等」項目「退院前訪問指導加算」　算定要件等の欄
※　入所前後訪問指導加算を
算定した月は算定できない （削除）

206 表「加算・減算等」項目「老人訪問看護指示加算」　算定要件等の欄 介護老人保健施設の医師が、 施設の医師が、

207 ページ全体 入所者 入院患者

207 ページ全体 入所 入院

207 ページ全体 退所 退院

207 表「加算・減算等」項目「特定診療費」 特定診療費（※注4） 特定診療費
（「（※注4）」を削除）

209 ※注３ 在宅復帰支援機能加算について［算定要件］の欄 入所者 入院患者

頁 誤 正
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209 ※注３ 在宅復帰支援機能加算について［施設基準］の欄 退所者 退院患者

209 ※注３ 在宅復帰支援機能加算について［施設基準］の欄 退所 退院

223 給付費明細欄　　　　サービス内容認知症通所介護若年性認知症受入加算　の回数欄 8 9
（※別紙３／４のとおり）

223
給付費明細欄　　　　サービス内容
認知症通所介護若年性認知症受入加算　のサー
ビス単位欄

480 540
（※別紙３／４のとおり）

223 給付費明細欄　　　　サービス内容認知症通所介護入浴介助加算　の回数欄 8 9
（※別紙３／４のとおり）

223 給付費明細欄　　　　サービス内容認知症通所介護入浴介助加算　のサービス単位欄 400 450
（※別紙３／４のとおり）

223 請求額集計欄　　　　サービス内容③サービス実日数　の欄 8 9

223 請求額集計欄　　　　サービス内容④計画単位数　の欄 11408 11518

223 請求額集計欄　　　　サービス内容⑤限度額管理対象単位数　の欄 11408 11518

223 請求額集計欄　　　　サービス内容⑦給付単位数（④⑤のうち少ない数）+⑥　の欄 11408 11518

223 請求額集計欄　　　　サービス内容⑩保険請求額　の欄（※合計欄も同様） 108318 109362

223 請求額集計欄　　　　サービス内容⑪利用者負担額　の欄（※合計欄も同様） 12036 12152

226 表「加算・減算等」項目「看取り連携体制加算」の算定要件等の欄 死亡日から死亡日前30日以下 死亡日から死亡日以前30日以下

228 本文上から5行目 平成27年4月より、 平成27年4月1日より、

228 介護給付費明細書 給付費明細欄、および請求額集
計欄

※別紙：給付費明細欄、および請求額集計欄（P．
228）のとおり

230 表「加算・減算等」項目「看取り介護加算」 死亡日前4～30日 死亡日以前4～30日
（※死亡日を含む）

234 表「加算・減算等」項目「看取り介護加算」 死亡日前4～30日 死亡日以前4～30日
（※死亡日を含む）

頁 誤 正
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239 表「加算・減算等」項目「看取り介護加算」 死亡日前4～30日 死亡日以前4～30日
（※死亡日を含む）

242 表「加算・減算等」項目「特別管理加算」の算定要件等の欄に追加 ＊算定要件はp.143参照 ＊算定要件はp.143参照
＊支給限度額管理の対象外

244 介護給付明細書を作成してみましょう　の8行目
支援を必要とする状態（認知症
加算を算定） 支援を必要とする状態（認知症加算Ⅱを算定）

299 給付費明細欄　　　　サービス内容に予認通所介護入浴介助加算　を追加

サービスコード　745301　　　単位数　50　　　
回数　10　　　サービス単位数　500

（※別紙４／４のとおり）

299 請求額集計欄　　　　サービス内容①サービス種類コード／②名称　の欄 74認知通所介護 74介護予防認知症対応型通所介護
（※別紙４／４のとおり）

299 請求額集計欄　　　　サービス内容③サービス実日数　の欄 9 10
（※別紙４／４のとおり）

299 請求額集計欄　　　　サービス内容④計画単位数　の欄 8024 8524
（※別紙４／４のとおり）

299 請求額集計欄　　　　サービス内容⑤限度額管理対象単位数　の欄 8024 8524
（※別紙４／４のとおり）

299 請求額集計欄　　　　サービス内容⑦給付単位数（④⑤のうち少ない数）+⑥　の欄 8024 8524
（※別紙４／４のとおり）

299 請求額集計欄　　　　サービス内容⑩保険請求額　の欄（※合計欄も同様） 78570 83466

299 請求額集計欄　　　　サービス内容⑪利用者負担額　の欄（※合計欄も同様） 8731 9275

302 給付費明細書欄　　　　サービス内容予小規模多機能処遇改善加算Ⅰ　の単位数 599 667

302
給付費明細書欄　　　　サービス内容
予小規模多機能処遇改善加算Ⅰ　のサービス単
位数

599 667

341 INDEX　や行要介護状態区分に変更があった場合　の頁数 26，118 26

頁 誤 正
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別紙 A

別紙 C

別紙 B特定診療費　重度療養管理指導　状態一覧

特別療養費　重度療養管理指導　状態一覧

特別療養費　重度療養管理指導　状態一覧

患者の状態 記号

イ　常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 イ

ロ　呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 ロ

ハ　中心静脈栄養を実施しており，かつ，強心薬等の薬
剤を投与している状態 ハ

ニ　人工腎臓を実施しており，かつ，重篤な合併症
を有する状態 ニ

ホ　重篤な心機能障害，呼吸障害等により常時モニ
ター測定を実施している状態 ホ

ヘ　膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法
施行規則別表第５号に掲げる身体障害者程度等級表
の４級以上に該当し，かつ，ストーマの処置を実施
している状態

ヘ

短期入所療養介護の利用者の状態 記号

イ　常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 イ

ロ　呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 ロ

ハ　中心静脈注射を実施している状態 ハ

ニ　人工腎臓を実施しており，かつ，重篤な合併症を有
する状態 ニ

ホ　重篤な心機能障害，呼吸障害等により常時モニター
測定を実施している状態 ホ

ヘ　膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法
施行規則別表第５号に掲げる身体障害者程度等級表
の４級以上に該当し，かつ，ストーマの処置を実施
している状態

ヘ

ト　経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 ト

チ　褥瘡に対する治療を実施している状態 チ

リ　気管切開が行われている状態 リ

入所者の状態 記号

イ　常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 イ

ロ　人工腎臓を実施しており，かつ，重篤な合併症を有
する状態 ロ

ハ　膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法
施行規則別表第５号に掲げる身体障害者程度等級表
の４級以上に該当し，かつ，ストーマの処置を実施
している状態

ハ



9　　『介護報酬ナビ 2015』（第 1刷）訂正

別紙 2／４

別紙 1／４



10　　『介護報酬ナビ 2015』（第 1刷）訂正

別紙４／４

別紙 3／４



11　　『介護報酬ナビ 2015』（第 1刷）訂正

別紙

別紙

介護給付費明細書（P．193）

小規模多機能型居宅介護 給付費明細欄および請求額集計欄（P．228）


