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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 訪問リハビリテーション 

算定の基準について（介護予防訪問リハビリテーションにおいても同様）  

【留意事項通知】 

⑴ 算定の基準について 

① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医

師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機

関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供（指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機

能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、

指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基

礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

この場合、少なくとも３月に１回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情報提供を行った別の

医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開

始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションに

おける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に

基づき行った内容を明確に記録する。 

④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、訪問リハビリテー

ション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群

リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介

護保険の指定訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔

管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老認発0316 

第３号、老老発0316第２号）の別紙様式２－２―１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当

該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－２―１に記載された内容について確認し、指定訪問リ

ハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２－２―１をリハ

ビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の医師の診療に基づ

いて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、訪

問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね

３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問リハビリテーションの継続利用

が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、

具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。 

⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して１回当たり20分以上指

導を行った場合に、１週に６回を限度として算定する。ただし、退院（所）の日から起算して３月以内に、医師の

指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。 

⑧ 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって、医師の指示を受け

た理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して指定訪問リハビリテーションを行った場合

には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の

人員基準の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設又は介護医療院による指定訪問リハビリテーショ

ンの実施にあたっては、介護老人保健施設又は介護医療院において、施設サービスに支障のないよう留意する。 

⑨ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指

定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、
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日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

⑩ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関する訪問リハビ

リテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記録するものとする。 

⑪ 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日

に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別に

して行われていることを記録上明確にする。 

 

 

短期集中リハビリテーション実施加算  

注６ 利用者に対して、リハビリテーションを必要とする

状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは

入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若

しくは退所した日（以下「退院（所）日」という。）又

は法第19条第１項に規定する要介護認定（以下「要介護

認定」という。）の効力が生じた日（当該利用者が新た

に要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定

日」という。）から起算して３月以内の期間に、リハビ

リテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビ

リテーション実施加算として、１日につき200単位を所

定単位数に加算する。 

 

 

⑺ 短期集中リハビリテーション実施加算について 

① 短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力

（起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。）及び応用的動作能力（運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュ

ニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。）を向上させ、身体機能の

回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。 

② 「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から起算して３月以内の期間に、

１週につきおおむね２日以上、１日当たり20分以上実施するものでなければならない。 

 

 

リハビリテーションマネジメント加算  

注７ 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リハビリテ

ーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテ

ーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマ

ネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、１月に

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。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 リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単

位 

⑵ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単

位 

⑶ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単

位 

⑷ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単

位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

十二 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテー

ションマネジメント加算の基準 

イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所（指定居宅サ

ービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪

問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）

の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当

たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテー

ションの目的に加えて、当該リハビリテーション開

始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビ

リテーションを中止する際の基準、当該リハビリテ

ーションにおける利用者に対する負荷等のうちい

ずれか一以上の指示を行うこと。 

⑵ ⑴における指示を行った医師又は当該指示を受

けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

が、当該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するも

のであると明確にわかるように記録すること。 

⑶ リハビリテーション会議(指定居宅サービス等基

準第八十条第五号に規定するリハビリテーション
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会議をいう。以下同じ。)を開催し、リハビリテー

ションに関する専門的な見地から利用者の状況等

に関する情報を構成員(同号に規定する構成員をい

う。以下同じ。)と共有し、当該リハビリテーショ

ン会議の内容を記録すること。 

⑷ 訪問リハビリテーション計画（指定居宅サービス

等基準第八十一条第一項に規定する訪問リハビリ

テーション計画をいう。以下同じ。）について、当

該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明

し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等

について医師へ報告すること。 

⑸ 三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催

し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテー

ション計画を見直していること。 

⑹ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員

（法第七条第五項に規定する介護支援専門員をい

う。以下同じ。）に対し、リハビリテーションに関

する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立

のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点

に関する情報提供を行うこと。 

⑺ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービ

ス計画(法第八条第二十三項に規定する居宅サー

ビス計画をいう。以下同じ。)に位置付けた指定

訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該

当する事業に係る従業者と指定訪問リハビリテ

ーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に

規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以

下同じ。)の利用者の居宅を訪問し、当該従業者

に対し、リハビリテーションに関する専門的な見

地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上

の留意点に関する助言を行うこと。 

㈡ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リ

ハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その

家族に対し、リハビリテーションに関する専門的

な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生

活上の留意点に関する助言を行うこと。 

⑻ ⑴から⑺までに掲げる基準に適合することを確

認し、記録すること。 

ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合

すること。 

⑵ 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等

の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテ

ーションの提供に当たって、当該情報その他リハビ

リテーションの適切かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。 

ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

⑵ 訪問リハビリテーション計画について、指定訪問

リハビリテーション事業所の医師が利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。 

⑶ (1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認

し、記録すること。 

ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 次に

掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ ハ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適

合すること。 

⑵ 利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等

の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテ

ーションの提供に当たって、当該情報その他リハビ

リテーションの適切かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。 

 

⑻ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるもの

であり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた（Survey）、多職種協

働による訪問リハビリテーション計画の作成（Plan）、当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハ

ビリテーションの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該計画の見直し等（Action）

といったサイクル（以下「ＳＰＤＣＡサイクル」という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の

管理を行った場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として

行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等

といった参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを

管理することをいう。 

③ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用

してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう

に留意すること。 

④ 大臣基準第12号ロ⑵及びニ⑵に規定する厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム

（Long-term care Informationsystem For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老老発0316第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクル

により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用され

るものである。 

 

 

注 10 の取扱いについて（介護予防訪問リハビリテーションにおいても同様）  

注10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指

定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーショ

ン事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、

指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につ

き50単位を所定単位数から減算する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

十二の二 指定訪問リハビリテーション事業所の医師に

よる診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリ

テーションを行った場合の減算に係る基準 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、

当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的

な医学的管理を受けている場合であって、当該事業

所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師

から、当該利用者に関する情報の提供を受けている

こと。 
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⑵ 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適

切な研修の修了等をしていること。 

⑶ 当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテー

ション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リ

ハビリテーション計画を作成すること。 

ロ イの規定に関わらず、令和三年四月一日から令和六

年三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準

に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービ

ス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費

の注10を算定できるものとする。 

 

⑽ 注10の取扱いについて 

訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、当該医師

及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成するものである。 

注10は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている利用

者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当該事

業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師

の指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを実施した場

合について、例外として基本報酬に50単位を減じたもので評価したものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定訪問リハ

ビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本

的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式２－２―１のうち、本人の希望、家族の希望、

健康状態・経過、心身機能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテーショ

ンの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に

記載できる情報の提供を受けていることをいう。 

 

 

移行支援加算  

ロ 移行支援加算 17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訪問リハビリ

テーション事業所が、リハビリテーションを行い、利

用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第

93条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。以

下同じ。)等への移行等を支援した場合は、移行支援

加算として、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定め

る期間をいう。）の末日が属する年度の次の年度内に

限り、１日につき所定単位数を加算する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

十三 訪問リハビリテーション費における移行支援加算

の基準 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーシ

ョンの提供を終了した者（以下「訪問リハビリテー

ション終了者」という。）のうち、指定通所介護(指

定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定

通所介護をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリ

テーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規

定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同

じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サ

ービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通

所介護をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型通

所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に

規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。)、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着

型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模

多機能型居宅介護をいう。第五十四号において同

じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域

密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。第七十九号ロに

おいて同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーシ

ョン(指定介護予防サービス等基準第百十六条に規

定する指定介護予防通所リハビリテーションをい
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う。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型通所

介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービス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三十六

号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」

という。)第四条に規定する指定介護予防認知症対

応型通所介護をいう。)、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基

準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護をいう。)、法第百十五条の四十五第

一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社

会参加に資する取組(以下「指定通所介護等」とい

う。)を実施した者の占める割合が、百分の五を超

えていること。 

⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーション

の提供を終了した日から起算して十四日以降四十

四日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リ

ハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビ

リテーション終了者の指定通所介護等の実施状況

を確認し、記録していること。 

ロ 十二を指定訪問リハビリテーション事業所の利用

者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十五以

上であること。 

ハ 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等

の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリ

テーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

 

※厚生労働大臣が定める期間 

九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビ

リテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間 

移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前

年の一月から十二月までの期間（厚生労働大臣が定める

基準に適合しているものとして（中略）中核市の市長（中

略）に届け出た年においては、届出の日から同年十二月

までの期間） 

 

⑾ 移行支援加算について 

① 移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家庭や社会への参加を可能とする

ための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に移行させるものであるこ

と。 

② 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定訪問リハビリテーショ

ン、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。 

③ 大臣基準告示第13号イ⑴の基準において、指定通所介護等を実施した者の占める割合及び基準第13号ロにおいて、

12月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数については、小数点第３位以下

は切り上げること。 

④ 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

イ (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 

(ⅱ) (当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当該事業所における評価対象期間の新規終了

者数の合計)÷２ 

ロ イ(ⅰ)における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のうちに利用を終了した者又は死亡した者を

含むものである。 
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ハ イ(ⅰ)における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該事業所の提供する訪問リハビリテーショ

ンを利用した月数の合計をいう。 

ニ イ(ⅱ)における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する訪問リハビリテーション

を利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用を終了後、12月以上の期間を空けて、当該事業所を再度利用

した者については、新規利用者として取り扱うこと。 

ホ イ(ⅱ)における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する訪問リハビリテーションの利用を終

了した者の数をいう。 

⑤ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーション

の提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改善していることを確認すること。なお、電話等

での実施を含め確認の手法は問わないこと。 

⑥ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑な移行を推進す

るため、指定訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所

介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所【居宅】介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指

定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所へ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式２―２―１及び２－２―２のリハビリテーショ

ン計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、

指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所【居宅】介護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護

予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業所へ提供すること。なお、指定通所介護事業所等の事業所への情報提供に際しては、リハビリテーション計画書

の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考

え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及び２－２－２の本人の希望、家

族の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供す

ることで差し支えない。 

 

 

サービス提供体制強化加算（介護予防訪問リハビリテーションにおいても同様）  

ハ 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リハビリ

テーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビ

リテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、１回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 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ６単位 

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ３単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

十四 訪問リハビリテーション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) 指定訪問リハビ

リテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数七年以上の

者がいること。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 指定訪問リハビ

リテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数三年以上の

者がいること。 

 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので、３⑼⑥及び⑦を参照のこと。 

② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、サービス

提供体制強化加算(Ⅰ)にあっては勤続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)にあっては

勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能であること。 

 

※３⑼⑥及び⑦ 

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。 
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基本報酬に係る経過措置（介護予防訪問リハビリテーションにおいても同様）  

【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、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）

訪問リハビリテーション費のイ（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。 

 

 

 

⑵ 介護予防訪問リハビリテーション 

リハビリテーションマネジメント加算  

【注７ リハビリテーションマネジメント加算】は削除。 

 

 

 

注 10 の取扱いについて 

注10 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンの利用を開始した日の属する月から起算して12月

を超えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行う

場合は、１回につき５単位を所定単位数から減算する。 

 

 

⑽ 注10の取扱いについて 

指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、介護予防訪問リハビリテーション費から５単

位減算する。なお、入院による中断があり、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。 

 

 

事業所評価加算  

ロ 事業所評価加算 120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

リハビリテーション事業所において、評価対象期間

(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の

属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数

を加算する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における

事業所評価加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業所の利用実人員数が十名以上である

こと。 

ロ ⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除

して得た数が〇・七以上であること。 

⑴ 評価対象期間において、法第三十三条第二項に基

づく要支援更新認定又は法第三十三条の二第一項

に基づく要支援状態区分の変更の認定（⑵及び第百

十号ニにおいて「要支援更新認定等」という。）を

受けた者の数 

⑵ 評価対象期間に行われる要支援更新認定等にお

いて、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分

と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者

（指定介護予防支援事業者（法第五十八条第一項に

規定する指定介護予防支援事業者をいう。）が介護

予防サービス計画（法第八条の二第十六項に規定す

る介護予防サービス計画をいう。）に定める目標に

照らし、当該指定介護予防サービス事業者（法第五

十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事

業者をいう。）によるサービスの提供が終了したと

認める者に限る。第百十号ニ⑵において同じ。）の

数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要

支援二の者であって、要支援更新認定等により要支
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援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前

の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援

更新認定等により非該当と判定されたものの人数

及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要

支援二の者であって、要支援更新認定等により非該

当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて

得た数を加えたもの 

 

※厚生労働大臣が定める期間 

七十八の二 指定介護予防サービス介護給付費単位数表

の介護予防訪問リハビリテーション費のロの注の厚生

労働大臣が定める期間 

事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の

前年の一月から十二月までの期間 

 

⑾ 事業所評価加算の取扱いについて 

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準ロの要件の算出式は以下のとおりとする。 

 

要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２ 

──────────────────────────────────────── ≧0.7 

評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションリハビリテーション費を３月以上算定 

し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 

 

 


