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令和３年度介護報酬改定に関する資料（報酬編） 

報酬改定により新設されたものや算定要件等に変更があったものを掲載しています。 

・表の構成は、左側には算定基準告示を、右側には関係告示を、下側には留意事項通知を掲載していますが、

これによらない場合もあります。 

・下線は改正部分を示しています。 

・単位数や軽微な文言の改正については掲載していません。 

 

⑴ 訪問看護 

「通院が困難な利用者」について（介護予防訪問看護においても同様）  
【留意事項通知】 

訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を

送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は

訪問看護費を算定できるものである。加えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護については、指

定通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合であって、ケアマネジメントの結果、

看護職員と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連携した家屋状況の確認を含めた訪問看護の提供が必要と判断さ

れた場合に、訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが

担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。 

 

 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について（介護予防訪問看護においても同

様） 
【留意事項通知】 

① 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテ

ーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。 

なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまで看護業務の一部であることから、言語聴

覚士の業務のうち保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）の規定に関わらず業とすることができるとさ

れている診療の補助行為（言語聴覚士法（平成９年法律第132号）第42条第１項）に限る。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、１回当たり20分以上訪問看護を実施することとし、

１人の利用者につき週に６回を限度として算定する。 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1 日２回を超えて（３回以上）行う場合には１回につ

き所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が連続して３回以上訪問看護を行った場合だけでなく、例えば午前中に２回、午後に１回行った場合も、同様であ

る。 

（例）１日の訪問看護が３回である場合の訪問看護費 

１回単位数×（90／100）×３回 

④ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者については、毎回の訪問時において記録

した訪問看護記録書等を用い、適切に訪問看護事業所の看護職員及び理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士間

で利用者の状況、実施した内容を共有するとともに、訪問看護計画書（以下、「計画書」という。）及び訪問看護報

告書（以下、「報告書」という。）は、看護職員（准看護師を除く。）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容

も一体的に記載するものとし、報告書には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供した訪問看護の内容とそ

の結果等を記載した文書を添付すること。 

⑤ 複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、計画書及び報告書の作成にあたっては当該複数

の訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成すること。 

⑥ 計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期

的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。 

⑦ ⑥における、訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去２月間（暦月）において当該訪問看護事業所から

訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作成する場合をいう。

また、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利

用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。 
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介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関を退所・退院した日の

訪問看護費の取り扱い（介護予防訪問看護も同様） 

【留意事項通知】 

⒇ 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関を退所・退院した日の訪問看護の取り扱い 

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関を退所・退院した日については、第２の１

の⑶に関わらず、厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第６号を参照のこと。）にある利用者又は主治の医師が

退所・退院した日に訪問看護が必要であると認める利用者に限り、訪問看護費を算定できることとする。 

なお、短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）においても同様である。 

 

※第２の１の⑶ 

⑶ 施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所（退院）日又は短期入所療養介護のサービス終

了日（退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリ

テーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービス

でも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院）日に通所介護サービスを機械的に組み込むと

いった居宅サービス計画は適正でない。 

また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、

入所（入院）前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設、経過的介護療養型医療施設若しくは介護医療院の試行的退所

を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。 

 

※利用者等告示第６号 

六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生労働大臣が定める状態 

次のいずれかに該当する状態 

イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点

数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気

管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅

中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導

管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

ニ 真皮を越える褥瘡の状態 

ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態 

 

 

退院時共同指導加算  

ホ 退院時共同指導加算 600単位 

注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に

入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、

指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除

く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当た

っている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施

設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共

同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内 

容を文書により提供することをいう。)を行った後に、

当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指

定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算とし

て、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要と

する利用者については、2回)に限り、所定単位数を加

算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退

院時共同指導加算は算定しない。 

 

 

(22) 退院時共同指導加算について 
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① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退

所するに当たり、訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院又は退所後、初

回の訪問看護を実施した場合に、１人の利用者に当該者の退院又は退所につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利

用者等告示第６号を参照のこと。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には２回）に限

り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。 

また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電話装置

等の活用について当該者又はその看護に当たる者の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

② ２回の当該加算の算定が可能である利用者（①の厚生労働大臣が定める状態の者）に対して複数の訪問看護ステ

ーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所が退院時共同指導を

行う場合にあっては、１回ずつの算定も可能であること。 

③ 複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、主治の医師の所属する保険医療機関、介護老

人保健施設若しくは介護医療院に対し、他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実施の有無につい

て確認すること。 

④ 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模

多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険における訪

問看護を利用した場合の当該訪問護における当該加算は算定できないこと（②の場合を除く。）。 

⑤ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。 

 

※厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第６号参照） 

六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注5の厚生労働大臣が定める状態 

次のいずれかに該当する状態 

イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点

数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気

管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅

中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導

管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

ニ 真皮を越える褥瘡の状態 

ホ 点滴注射を週三日以上行う必要があると認められる状態 

 

 

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 看護体制強化加算(Ⅰ) 550単位 

⑵ 看護体制強化加算(Ⅱ) 200単位 

 

【改正告示の附則】 

（看護体制強化加算に係る経過措置） 

第三条 令和五年三月三十一日までの間は、この告示によ

る改正後の厚生労働大臣が定める基準第九号のイの⑴

の㈣（中略）の規定（中略）は適用せず、同号ロの⑴の

※厚生労働大臣が定める基準 

九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準 

イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 

⑴ 指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等

基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看

護ステーションをいう。以下同じ。)である指定訪

問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第

一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同

じ。)にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。 

㈠ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪

問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急

時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単

位数表の訪問看護費の注10に係る加算をいう。)

を算定した利用者の占める割合が百分の五十以

上であること。 

㈡ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪
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㈠の規定の適用については、これらの規定中「、㈡及び

㈣」とあるのは「及び㈡」とする。 

２ 令和五年三月三十一日において現にこの告示による

改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問

看護費のト（中略）を算定している指定訪問看護ステー

ション（中略）であって、令和五年四月一日以後に、看

護職員の離職等によりこの告示による改正後の厚生労

働大臣が定める基準第九号イの⑴の㈣に掲げる基準（中

略）に適合しなくなったものが、看護職員の採用に関す

る計画を都道府県知事に届け出た場合には、当該指定訪

問看護ステーション（中略）は、当該計画に定める期間

を経過する日までの間は、当該基準にかかわらず、当該

加算を算定することができる。 

 

問看護事業所における利用者の総数のうち、特別

管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表

の訪問看護費の注11に係る加算をいう。)を算定

した利用者の占める割合が百分の二十以上であ

ること。 

㈢ 算定日が属する月の前十二月間において、指定

訪問看護事業所におけるターミナルケア加算(指

定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護

費の注12に係る加算をいう。ロ⑴㈡において同

じ。)を算定した利用者が五名以上であること。 

㈣ 当該事業所において指定訪問看護の提供に当た

る従業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一

項に規定する看護師等をいう。以下この号におい

て同じ。)の総数のうち、同項第一号イに規定する

看護職員の占める割合が百分の六十以上であるこ

と。ただし、同項に規定する指定訪問看護事業者

が、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定

介護予防サービス等基準」という。)第六十三条第

一項に規定する指定介護予防訪問看護事業所の指

定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指

定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基

準第六十二条に規定する指定介護予防訪問看護を

いう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合における、当該割

合の算定にあっては、指定訪問看護を提供する従

業者と指定介護予防訪問看護を提供する従業者の

合計数のうち、看護職員の占める割合によるもの

とする。 

⑵ 指定訪問看護ステーション以外である指定訪問

看護事業所にあっては、⑴㈠から㈢までに掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

ロ 看護体制強化加算(Ⅱ) 

⑴ 指定訪問看護ステーションである指定訪問看護

事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適

合すること。 

㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣に掲げる基準のいずれにも適

合すること。 

㈡ 算定日が属する月の前十二月間において、指定

訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を

算定した利用者が一名以上であること。 

⑵ 指定訪問看護ステーション以外である指定訪問

看護事業所にあっては、イ⑴㈠及び㈡並びにロ⑴㈡

に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

(24) 看護体制強化加算について 

① 大臣基準告示第９号イ⑴㈠の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除し

て、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出すること。 

ア 指定訪問看護事業所における緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数 

イ 指定訪問看護事業所における実利用者の総数 

② 大臣基準告示第９号イ⑴㈡の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除し
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て、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出すること。 

ア 指定訪問看護事業所における特別管理加算を算定した実利用者数 

イ 指定訪問看護事業所における実利用者数の総数 

③ ①及び②に規定する実利用者数は、前６月間において、当該事業所が提供する訪問看護を２回以上利用した者又

は当該事業所で当該加算を２回以上算定した者であっても、１として数えること。そのため、①及び②に規定する

割合の算出において、利用者には、当該指定訪問看護事業所を現に利用していない者も含むことに留意すること。 

④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前月（暦月）の平均を用いることとす

る。なお、当該割合が100分の60から１割を超えて減少した場合（100分の54を下回った場合）には、その翌月から

看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範囲内で減少した場合（100分の54以上100分の60未満であった

場合）には、その翌々月から当該加算を算定できないものとすること（ただし、翌月の末日において100分の60以上

となる場合を除く。）。 

⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定訪問看護事業所の看護師等が、当該加算の内容について利

用者又はその家族への説明を行い、同意を得ること。 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人

材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施し

ていることが望ましい。 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第９号イ⑴㈠、イ⑴㈡及びイ⑴㈣の割合並びにイ⑴㈢

及びロ⑴㈡の人数について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合及び人数については、

台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合については、直ちに第１の５に規定する届出を提

出しなければならないこと。 

⑧ 看護体制強化加算は、訪問看護事業所の利用者によって(Ⅰ)又は(Ⅱ)を選択的に算定することができないもので
あり、当該訪問看護事業所においていずれか一方のみを選択し、届出を行うこと。 

 

 

サービス提供体制強化加算（介護予防訪問看護も同様） 

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 

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 

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 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

十 訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基

準 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問看護事業所の全ての看護師等(指定居宅

サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師

等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研

修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部にお

ける研修を含む。）を実施又は実施を予定している

こと。 

⑵ 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指定訪問看護事

業所における看護師等の技術指導を目的とした会

議を定期的に開催すること。 

⑶ 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対

し、健康診断等を定期的に実施すること。 

⑷ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のう

ち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三

十以上であること。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合

すること。 

⑵ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のう

ち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三

十以上であること。 

 

 (25) サービス提供体制強化加算について 
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 ３⑼を参照のこと。 
 
※３⑼ 

⑼ サービス提供体制強化加算について 

① 研修について 

  訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研

修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問入浴介護従業者について個別具体

的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

② 会議の開催について 

「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に係る伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所

における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問

入浴介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催

する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、そ

の概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

「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」とは、少なくとも、次に掲げる事項につい

て、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③ 健康診断等について 

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に

該当しない訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなけれ

ばならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断等が一年以内に実施されることが計画

されていることをもって足りるものとする。 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとす
る。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につい
ては、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、
新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 
なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で

取得している又は研修の課程を修了している者とすること。 
⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的
に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回
った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事

業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることがで

きるものとする。 

⑧ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行
うこととする。 

 

 

基本報酬に係る経過措置（介護予防訪問看護も同様） 
【改正告示の附則】 

（基本報酬に係る経過措置） 

第十二条 令和三年九月三十日までの間は、（中略）この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の

（中略）訪問看護費のイからハまで（中略）について、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定

する。  
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⑵ 介護予防訪問看護 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が 12 月を超

える場合の取扱い 

注13 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の

利用を始した日の属する月から起算して12月を超えて

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防

訪問看護を行う場合は、１回につき５単位を所定単位数

から減算する。 

 

 

⒆ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問

看護費から５単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用

が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和３年４月から起算して12月を超える場合から適用される

ものであること。 

 

 

看護体制強化加算  

ホ 看護体制強化加算   100単位 

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介護予防訪問

看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定介護

予防訪問看護の提供体制を強化した場合は、１月につ

き所定単位数を加算する。 

 

【改正告示の附則】 

（看護体制強化加算に係る経過措置） 

第三条 令和五年三月三十一日までの間は、この告示によ

る改正後の厚生労働大臣が定める基準第九号イの⑴の

㈣（同告示第百四号において準用する場合を含む。）の

規定並びに同告示第百四号に規定する同告示第九号イ

の⑴の㈣に係る読替規定は適用せず、同号ロの⑴の㈠の

規定の適用については、これらの規定中「、㈡及び㈣」

とあるのは「及び㈡」とする。 

２ 令和五年三月三十一日において現にこの告示による

改正後の（中略）指定介護予防サービス介護給付費単位

数表の介護予防訪問看護費のホの加算を算定している

（中略）指定介護予防訪問看護ステーションであって、

令和五年四月一日以後に、看護職員の離職等によりこの

告示による改正後の厚生労働大臣が定める基準第九号

イの⑴の㈣に掲げる基準（同告示第百四号において準用

する場合を含む。）に適合しなくなったものが、看護職

員の採用に関する計画を都道府県知事に届け出た場合

には、（中略）当該指定介護予防訪問看護ステーション

は、当該計画に定める期間を経過する日までの間は、当

該基準にかかわらず、当該加算を算定することができ

る。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

百四 介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の

基準   

第九号イ⑴（㈢を除く。）及び⑵（⑴㈢に係る部分を

除く。）の規定を準用する。 

 

※第九号イ⑴（㈢を除く。）及び⑵（⑴㈢に係る部分を除

く。） 

九 訪問看護費における看護体制強化加算の基準 

イ 看護体制強化加算(Ⅰ) 

⑴ 指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予

防サービス等基準第六十三条第一項第一号に規定

する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以

下同じ。)である指定訪問看護事業所(指定居宅サー

ビス等基準第六十三条第一項に規定する指定訪問

看護事業所をいう。以下同じ。)にあっては、次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 算定日が属する月の前六月間において、指定介

護予防訪問看護事業所における利用者の総数の

うち、緊急時介護予防訪問看護加算(指定介護予

防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問

看護費の注９に係る加算をいう。)を算定した利

用者の占める割合が百分の五十以上であること。 

㈡ 算定日が属する月の前六月間において、指定介

護予防訪問看護事業所における利用者の総数の

うち、特別管理加算(指定介護予防サービス介護

給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注10に

係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割

合が百分の二十以上であること。 

㈣ 当該事業所において指定訪問看護の提供に当た

る従業者(指定サービス等基準第六十三条第一項

に規定する看護師等をいう。以下この号において

同じ。)の総数のうち、同項第一号イに規定する看

護職員の占める割合が百分の六十以上であるこ

と。ただし、同項に規定する指定訪問看護事業者
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が、指定訪問看護事業所の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護

(指定介護予防サービス等基準第六十二条に規定

する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の

事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合における、当該割合の算定にあっては、

指定訪問看護を提供する従業者と指定介護予防訪

問看護を提供する従業者の合計数のうち、看護職

員の占める割合によるものとする。 

⑵ 指定訪問看護ステーション以外である指定訪問

看護事業所にあっては、⑴㈠から㈡までに掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

 

(22) 看護体制強化加算について 

① 厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。）第104号の規定に

より準用する大臣基準告示第９号イ⑴㈠の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに掲げ

る数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出すること。 

ア 指定介護予防訪問看護事業所における緊急時介護予防訪問看護加算を算定した実利用者数 

イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数 

② 大臣基準告示第104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑵㈡の基準における利用者の割合については、

以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出すること。 

ア 指定介護予防訪問看護事業所における特別管理加算を算定した実利用者数 

イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数 

③ ①及び②に規定する実利用者数は、前６月間において、当該事業所が提供する介護予防訪問看護を２回以上利用

した者又は当該事業所で当該加算を２回以上算定した者であっても、１として数えること。そのため、①及び②に

規定する割合の算出において、利用者には、当該指定介護予防訪問看護事業所を現に利用していない者も含むこと

に留意すること。 

④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前月（暦月）の平均を用いることとす

る。なお、当該割合が100分の60から１割を超えて減少した場合（100分の54を下回った場合）には、その翌月から

看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範囲内で減少した場合（100分の54以上100分の60未満であった

場合）には、その翌々月から当該加算を算定できないものとすること（ただし、翌月の末日において100分の60以上

なる場合を除く。）。 

⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等が、当該加算の内容に

ついて利用者又はその家族への説明を行い、同意を得ること。 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材

交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施して

いることが望ましい。 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ⑴

㈠、イ⑴㈡及びイ⑴㈣の割合について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。なお、その割合について

は、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準を下回った場合については、直ちに第１の５に規定する届出

を提出しなければならないこと。 

 

 


