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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 短期入所生活介護 

夜勤体制による減算について 
【留意事項通知】 
⑹ 夜勤体制による減算について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス

及び介護医療院サービスについては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定

（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成12年厚生省告示第29号。以下「夜勤職員基

準」という。））を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応

し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止

を図るよう努めるものとする。 

② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において以下のいずれかの事態
が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されることとする。 
イ 夜勤時間帯（午後10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいい、原則として事業所又は
施設ごとに設定するものとする。）において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が２
日以上連続して発生した場合 

ロ 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４日以上発生した場合 
③  夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、⑸②を準用すること。この場合において「小数
点第２位以下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。 

④ 夜勤職員基準に定められる夜勤を行う職員の員数は、夜勤時間帯を通じて配置されるべき職員の員数であり、複
数の職員が交代で勤務することにより当該基準を満たして構わないものとする。 

また、夜勤職員基準に定められる員数に小数が生じる場合においては、整数部分の員数の職員の配置に加えて、

夜勤時間帯に勤務する別の職員の勤務時間数の合計を16で除して得た数が、小数部分の数以上となるように職員を

配置することとする。 

なお、この場合において、整数部分の員数の職員に加えて別の職員を配置する時間帯は、夜勤時間帯に属してい

ればいずれの時間でも構わず、連続する時間帯である必要はない。当該夜勤時間帯において最も配置が必要である

時間に充てるよう努めることとする。 

⑤ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わ
ない場合は、指定の取消しを検討すること。 

 

※⑸② 

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり
翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定
数による。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数と
する。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

 

 

併設事業所について（介護予防短期入所生活介護においても同様）  
【留意事項通知】 
⑶ 併設事業所について 

① 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス

基準」という。）第121 条第４項に規定する併設事業所については、併設型短期入所生活介護費が算定される（施

設基準第９号ロ(２)）が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地にお

いて、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介

護事業所を指すものであること。 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所

定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下⑶並びに⑻、⑽、⑿及び⒆において同じ。）

の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員

の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の
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平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の短期入所生活介護事業所が併設されて

いる場合は、併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)（３：１の人員配置に対応するもの）を算定するために必要な介護

職員又は看護職員は合計で30人であり、必要な夜勤を行う職員の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設のユニット数と短期入所生活介護事業所のユ

ニット数を合算した上で、夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニットの指定介護老人福祉施設に、

１ユニットの短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、２のユニットごとに夜勤職員を１人以上配置す

ることが必要であることから、必要な夜勤職員数は２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利用者の処遇に支障がなく（災害が起こった際

にも利用者の安全が確保できる等）、夜勤職員一人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介

護事業所の利用者数の合計が20人以下である場合には、指定介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業所の夜勤

職員の兼務が認められるものであること。例えば、３ユニットで入居者数29人のユニット型指定介護老人福祉施

設に、利用者数３人の多床室の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、必要な夜勤職員数は二人であ

ること。 

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一
体的に行うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要となる数の合計数となる
こと。 

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠とな

る「入所者数」には、短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定については、

指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例え

ば、指定介護老人福祉施設の入所者数が50人、併設する短期入所生活介護の利用者が10人である場合、当該指定介

護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者50人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で２人以上とな

り、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。 

 

 

生活機能向上連携加算（介護予防短期入所生活介護においても同様） 

注５ 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短期入所生活介

護事業所において、外部との連携により、利用者の身体

の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成

した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについ

ては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画

を見直した場合を除き3月に１回を限度として、１月に

つき、ロについては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。また、注７を算定している場合、イ

は算定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に加

算する。 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)  100単位 

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)  200単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三十四の四 短期入所生活介護費における生活機能向上

連携加算の基準 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合

すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理

学療法士等」という。)の助言に基づき、当該指定

短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準

第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活

介護事業所をいう。以下同じ。)の機能訓練指導員

等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別

機能訓練計画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又

は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に

応じた機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況

等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家

族に対し、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、必要に応じて訓練内容の見直し

等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 次のいずれにも適合

すること。 

⑴ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士等が、当
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該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業

所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状

況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行って

いること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又

は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を

準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に

応じた機能訓練を適切に提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況

等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又はその家

族に対し、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、必要に応じて訓練内容の見直し

等を行っていること。 

 

⑺ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院

を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下この⑺において同じ。）の理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この⑺において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、当

該指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機

能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作

成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等

に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテー

ション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療

院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事

業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起

き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に

関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテ

ーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指定短期入所生活介護事業所の機能訓練指導

員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定短期入所生活介護事業所の

機能訓練指導員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学

療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等

と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなければならない。目

標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するこ

ととし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりや

すい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中に記載する場合は、

その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機

能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族及び理学療法

士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向

を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な

対応を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機能訓練の進捗状況等について評価

した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対して個

別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明していること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが

可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・
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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」等に対応していること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の機能

訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に限り、算定される

ものである。なお、イの助言に基づき個別機能訓計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは可能で

あるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機

能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

② 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、

当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行って

いること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助

言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテー

ション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療

院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家族及び理学療法

士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向

を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な

対応を行うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定短期入所生活介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別

機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓

練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を

行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成す

る必要はないこと。 

 

 

個別機能訓練加算（介護予防短期入所生活介護においても同様）  

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短期入所生活介

護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、

個別機能訓練加算として、1日につき56単位を所定単位

数に加算する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三十六 短期入所生活介護費における個別機能訓練加算

の基準 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あ

ん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師

及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ

ージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し

た事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を

有する者に限る。）（以下この号において「理学療法

士等」という。）を一名以上配置していること。 

ロ 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向

上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した

個別機能訓練計画を作成していること。 

ハ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能の向

上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士

等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に

提供していること。 

ニ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、

個別機能訓練計画を作成し、その後三月ごとに一回以
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上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はそ

の家族に対して、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、訓練内容の見直し等を行って

いること。 

 

⑼ 個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、

はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整

復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事

した経験を有する者に限る。）（以下２において「理学療法士等」という。）が個別機能訓練計画に基づき、短期

入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者に対して、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓

練」という。）について算定する。 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行

うものであること。この場合において、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、

その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし、こ

の場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必

要がある。なお、短期入所生活介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、

当該職務の時間は、短期入所生活介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下

「機能訓練指導員等」という。）が共同して、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機

能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等について評価等を行う。

なお、短期入所生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を短期入所生活介護計画の中に記載する場

合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

④ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体

機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的

として実施するものである。 

具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握し、日常生活における生活機

能の維持・向上に関する目標（１人で入浴が出来るようになりたい等）を設定のうえ、当該目標を達成するための

訓練を実施すること。 

⑤ ④の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定すること

とし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい

目標とすること。 

⑥ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された５人程度以下の小集団（個

別対応含む。）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的か

つ反復的な訓練とすること。実施時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な１回あたり

の訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・継続的に行う必要があること

から、おおむね週１回以上実施することを目安とする。 

⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、Ａ

ＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし、その後３

月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族（以

下この⑦において「利用者等」という。）に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明

し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当

する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応じて利用者等の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、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と。ただし、テレ

ビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当

たっては、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。 

 ⑧ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個

別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

⑨ 注６の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途個別機能訓練加算に係る訓練を実施した場合

は、同一日であっても個別機能訓練加算を算定できるが、この場合にあっては、注６の機能訓練指導員の加算に係

る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別
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機能訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、心身機能への働きかけだけ

でなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）などの活動への働きかけや、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バランスよく働

きかけるものである。なお、当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施内容等の項目等については、別に通知

するところによるものとする。 

 

※通知 

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【介護保険最新情報 Vol.936】 

 

 

夜勤職員配置加算  

注10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に

届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該

基準に掲げる区分に従い、１日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。また、注３を算定している場合

は、算定しない。 

⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)  13単位 

⑵ 夜勤職員配置加算(Ⅱ)  18単位 

⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)  15単位 

⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)  20単位 

 

※厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準 

一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件

に関する基準 

ハ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定すべき

指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件

に関する基準 

⑴ 夜勤職員配置加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

㈠ 短期入所生活介護費を算定していること。 

㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑴

又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職員又は看

護職員の数に一を加えた数以上であること。ただ

し、次のａ又はｂに掲げる場合は、当該ａ又はｂ

に定める数以上であること。 

ａ 次に掲げる要件のいずれにも適合している

場合 イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介

護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた

数 

ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護

事業所の利用者の数の十分の一以上の数設

置していること。 

ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するた

めの委員会を設置し、必要な検討等が行われ

ていること。 

ｂ 次に掲げる要件のいずれにも適合している

場合 イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介

護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた

数（ロ⑴㈠ｆの規定に基づき夜勤を行う介護職

員又は看護職員を配置している場合にあって

は、イ⑴又はロ⑴に規定する夜勤を行う介護職

員又は看護職員の数に十分の八を加えた数） 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短

期入所生活介護事業所の利用者の数以上設

置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介

護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用

し、職員同士の連携促進が図られているこ

と。 

ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及
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びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に

関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守

り機器等を安全かつ有効に活用するための

委員会を設置し、介護職員、看護職員その他

の職種の者と共同して、当該委員会において

必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を

定期的に確認すること。 

⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を

個別に必要とする利用者への訪問及び当

該利用者に対する適切なケア等による利

用者の安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務

状況への配慮 

⑶ 見守り機器等の定期的な点検 

⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用す

るための職員研修 

⑵ 夜勤職員配置加算（Ⅱ）を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

㈠ ユニット型短期入所生活介護を算定している

こと。 

㈡ 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ⑵

又はロ⑵に規定する夜勤を行う介護職員又は看

護職員の数に一を加えた数以上であること。ただ

し、次のａ又はｂに掲げる場合は、当該ａ又はｂ

に定める数以上であること。 

ａ 次に掲げる要件のいずれにも適合している

場合 イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介

護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた

数 

ⅰ 見守り機器を、当該指定短期入所生活介護

事業所の利用者の数の十分の一以上の数設

置していること。 

ⅱ 見守り機器を安全かつ有効に活用するた

めの委員会を設置し、必要な検討等が行われ

ていること。 

ｂ 次に掲げる要件のいずれにも適合している

場合 イ⑵又はロ⑵に規定する夜勤を行う介

護職員又は看護職員の数に十分の六を加えた

数 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を当該短

期入所生活介護事業所の利用者の数以上設

置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介

護職員又は看護職員が、情報通信機器を使用

し、職員同士の連携促進が図られているこ

と。 

ⅲ 見守り機器等を活用する際の安全体制及

びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に

関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守

り機器等を安全かつ有効に活用するための

委員会を設置し、介護職員、看護職員その他

の職種の者と共同して、当該委員会において

必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を
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定期的に確認すること。 

⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を

個別に必要とする利用者への訪問及び当

該利用者に対する適切なケア等による利

用者の安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務

状況への配慮 

⑶ 見守り機器等の定期的な点検 

⑷ 見守り機器等を安全かつ有効に活用す

るための職員研修 

⑶ 夜勤職員配置加算(Ⅲ)を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

㈠ ⑴㈠及び㈡に該当するものであること。 

㈡ 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれ

かに該当する職員を１人以上配置していること。 

ａ 介護福祉士（介護サービスの基盤強化のため

の介護保険法等の一部を改正する法律（平成23

年法律第72号）附則第13条第１項に規定する特

定登録者（ｂにおいて「特定登録者」という。）

及び同条第９項に規定する新特定登録者（ｃに

おいて「新特定登録者」という。）を除く。）で

あって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

（昭和62年厚生省令第49号）第１条各号に掲げ

る行為のうちいずれかの行為に係る実地研修

を修了している者 

ｂ 特定登録者であって、介護サービスの基盤強

化のための介護保険法等の一部を改正する法

律附則第13条第５号に規定する特定登録証の

交付を受けている者 

ｃ 新特定登録者であって、介護サービスの基盤

強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律附則第13条第11項において準用する同条

第５項に規定する新特定登録証の交付を受け

ている者 

ｄ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律

第30号）附則第３条第１項に規定する認定特定

行為業務従事者 

㈢ ㈡ａ、ｂ又はｃに該当する職員を配置する場合

にあっては喀痰吸引等業務の登録（社会福祉士及

び介護福祉士法第48条の３第１項に規定する登

録をいう。）を、㈡ｄに該当する職員を配置する

場合にあっては特定行為業務（社会福祉士及び介

護福祉士法附則第20条第１項に規定する特定行

為業務をいう。）の登録（社会福祉士及び介護福

祉士法附則第20条第１項に規定する登録をい

う。）を受けていること。 

⑷ 夜勤職員配置加算(Ⅳ)を算定すべき指定短期入

所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

㈠ ⑵㈠及び㈡に該当するものであること。 

㈡ ⑶㈡及び㈢に該当するものであること。 

 

※イ 
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イ 単独型短期入所生活介護費又は単独型ユニット型短

期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護

の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑴ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期

入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看

護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであるこ

と。 

㈠ 利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介

護事業所にあっては、一以上 

㈡ 利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入

所生活介護事業所にあっては、二以上 

㈢ 利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入

所生活介護事業所にあっては、三以上 

㈣ 利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所

生活介護事業所にあっては、四以上 

㈤ 利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護

事業所にあっては、四に、利用者の数が百を超えて

二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た

数以上 

⑵ 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべ

き指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 

二のユニット(指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三

十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第

百四十条の二に規定するユニットをいう。ロにおいて

同じ。)ごとに夜勤を行う介護職員又は看護職員の数

が一以上であること。 

 

※ロ 

ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短

期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護

の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

⑴ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期

入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

㈠ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サ

ービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受

ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八

年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別

養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホ

ーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条

に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。

以下同じ。)を除く。以下同じ。)である場合の指定

短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のと

おりであること。 

a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特

別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十

五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上 
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b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特

別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十

六以上六十以下の特別養護老人ホームにあって

は、二以上 

c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特

別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十

一以上八十以下の特別養護老人ホームにあって

は、三以上 

d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特

別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十

一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、

四以上 

e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特

別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一

以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指

定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別

養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超

えて二十五又はその端数を増すごとに一を加え

て得た数以上 

ｆ ｂからｅまでの規定にかかわらず、次に掲げる

要件のいずれにも適合する場合は、指定短期入所

生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホ

ームの入所者の数の合計数に応じてｂからｅま

での規定に基づき算出される数に十分の八を乗

じて得た数以上 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知で

きる見守り機器（以下「見守り機器」という。）

を当該短期入所生活介護事業所の利用者の数

以上設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護

職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職

員同士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器及び情報通信機器（以下「見守り

機器等」という。）を活用する際の安全体制及

びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関

する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機

器等を安全かつ有効に活用するための委員会

を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の

者と共同して、当該委員会において必要な検討

等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認

すること。 

⑴ 夜勤を行う職員による居室への訪問を個

別に必要とする利用者への訪問及び当該利

用者に対する適切なケア等による利用者の

安全及びケアの質の確保 

⑵ 夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状

況への配慮 

⑶ 夜勤時間帯における緊急時の体制整備 

⑷ 見守り機器等の定期的な点検 

⑸ 見守り機器等を安全かつ有効に活用する

ための職員研修 

ⅳ 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当

該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数

が、六十以下の場合は一以上、六十一以上の場
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合は二以上の介護職員又は看護職員が、夜勤時

間帯を通じて常時配置されていること。 

㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所

(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定

する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の

指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のと

おりであること。 

a 併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十

四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下

この(二)及び(2)において同じ。)が特別養護老人

ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜

勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

㈠の規定を準用する。 

b 併設本体施設がユニット型特別養護老人ホーム

である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行

う職員の勤務条件に関する基準 

指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該

ユニット型特別養護老人ホームの入居者の数の

合計数が二十又はその端数を増すごとに一以上

であること。 

c a又はb以外の場合の指定短期入所生活介護の夜

勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

i 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっ

ては、併設本体施設として必要とされる数の夜

勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以

上 

ⅱ 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事

業所にあっては、併設本体施設として必要とさ

れる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に

加えて、二以上 

ⅲ 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事

業所にあっては、併設本体施設として必要と

される数の夜勤を行う介護職員又は看護職

員に加えて、三以上 

ⅳ 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業

所にあっては、併設本体施設として必要とされ

る数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加

えて、四以上 

v 利用者の数が百一以上の併設事業所にあって

は、併設本体施設として必要とされる数の夜勤

を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、

利用者の数が百を超えて二十五又はその端数

を増すごとに一を加えて得た数以上 

㈢ 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サ

ービス等基準第百四十条の十四に規定する共生型

短期入所生活介護の事業を行う事業所である場合

の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準 

夜勤を行う生活支援員の数が、指定障害者支援施

設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第二十九条第一項に規定する指定

障害者支援施設をいう。)として必要とされる生活
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支援員の数以上であること。 

⑵ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべ

き指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 

㈠ 併設本体施設が特別養護老人ホームである場合

の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務

条件に関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、ユニッ

ト型指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該

特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十

又はその端数を増すごとに一以上であること。 

㈡ ㈠以外の場合のユニット型指定短期入所生活介

護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介

護職員の数が一以上であること。ただし、併設本体

施設がユニット型特別養護老人ホームである場合

は、当該ユニットの数は併設ユニット型事業所(指

定居宅サービス基準第百四十条の四第四項に規定

する併設ユニット型事業所をいう。)のユニットの

数及び当該ユニット型特別養護老人ホームのユニ

ットの数の合計数を基礎として算出することとす

る。 

 

⑿ 夜勤職員配置加算について 

① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時

から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する。）16時間をいうにおける延夜勤時間数を、当該月の日数に16を

乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

② 指定介護老人福祉施設の併設事業所である場合又は特別養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を

行う場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と本体施設である指定介護老人福祉施設の入所者数を合算

した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に、夜勤職員基準に従い必要となる夜勤職員の数を

上回って配置した場合に、加算を行う。 

③ ユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、増配した夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに

配置する必要はないものとすること。 

④ 夜勤職員基準第１号ハの⑴㈡及び⑵㈡ただし書に規定する見守り機器（利用者がベッドから離れようとしている

状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通

報できる利用者の見守りに資する機器をいう。以下同じ。）を使用する場合における基準については、以下のとお

り取り扱うこととする。 

イ 必要となる夜勤職員の数が0.9を加えた数以上である場合においては、次の要件を満たすこと。 

ａ 利用者の10分の１以上の数の見守り機器を設置すること。 

ｂ 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回以上行うこと。「見守り機器を安全

かつ有効に活用するための委員会」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。 

ロ 必要となる夜勤職員の数が0.6を加えた数以上である場合（夜勤職員基準第一号ロの⑴㈠ｆの規定に該当する場

合は0.8を加えた数以上である場合）においては、次の要件を満たすこと。 

ａ 利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

ｂ インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下同じ。）等の職員間の連絡調整の迅速化に

資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフォンやタブレット端末等の機器を、全ての夜勤

職員が使用し、利用者の状況を常時把握すること。 

ｃ 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「見守り機器等活用委員会」という。）は

３月に１回以上行うこと。「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」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。 
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また、見守り機器等活用委員会には、管理者だけでなく実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニット

リーダー等の役割の者が参画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。 

ｄ 「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施すること。具体的には次の事項等の実施により利

用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

⑴ 見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡回等をとりやめることはせず、個々の利用者の状

態に応じて、個別に定時巡視を行うこと。 

⑵ 見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を利用者の状態把握に活用すること。 

⑶ 見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハット事例（介護事故には至ら

なかったが介護事故が発生しそうになった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハット事例等」という。）の状

況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。 

ｅ 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的には、実際に

夜勤を行う職員に対してアンケートやヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後における次の事項等を確認

し、人員配置の検討等が行われていること。 

⑴ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

⑵ 夜勤時間帯において、負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

⑶ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ｆ 日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認する等のチェックを行う仕組

みを設けること。また、見守り機器等のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等を含

む職員研修を定期的に行うこと。 

この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設けることとする。利用

者の安全及びケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から見守り機器等活用委員会を設置し、当該委員会にお

いて、見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあたる職員の負担のバランスに配慮しながら、見守り機

器等の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負担軽減が図られているこ

とを確認した上で、「テクノロジーの活用」に係る届出をすること。なお、試行期間中においては、通常の夜勤職

員配置加算の要件を満たすこととする。 

届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概要を提出する

こと。また、介護事業所のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の負担への影響に関する

調査・検証等への協力に努めること。 

 

 

利用者に対して送迎を行う場合（介護予防短期入所生活介護においても同様） 

注13 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎

を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居

宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う

場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。 

 

 

⒂ 利用者に対して送迎を行う場合 

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、指定短期入所

生活介護事業所の従業者が当該利用者の居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき

加算の対象となる。 

 

 

認知症専門ケア加算（介護予防短期入所生活介護においても同様）  
ホ 認知症専門ケア加算 

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短期入所生活

介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に

対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、1日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。 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位 

※厚生労働大臣が定める基準 

三の二 （中略）短期入所生活介護費（中略）における認

知症専門ケア加算の基準 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。 

⑴ 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院

患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれの

ある症状若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者（以下この号において「対

象者」という。）の占める割合が二分の一以上であ
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ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位 
 

ること。 

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している

者を、対象者の数が二十人未満である場合にあって

は一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合

にあっては一に当該対象者の数が十九を超えて十

又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し

ていること。 

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケ

アに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る

会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了し

ている者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の

認知症ケアの指導等を実施していること。 

⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員

ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該

計画に従い、研修を実施又は実施を予定しているこ

と。 

 
※厚生労働大臣が定める者 

二十三の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短

期入所生活介護費のホの注の厚生労働大臣が定める者 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が

認められることから介護を必要とする認知症の者 

 

⒆ 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」と

は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

②  認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上の算定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実

人員数又は利用延人員数（要支援者を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近

３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要であ

る。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、直ちに訪問通所

サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月31日

老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年３

月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係

る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」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。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介護

実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修

を指すものとする。 

⑥ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について 

併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び特別養護老人ホームの空床を利用して指定

短期入所生活介護を行う場合の認知症専門ケア加算の算定は、本体施設である指定介護老人福祉施設と一体的に行

うものとすること。具体的には、本体施設の対象者の数と併設事業所の対象者の数（特別養護老人ホームの空床を

利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、当該指定短期入所生活介護の対象者の数）を合算した数が

20人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の

数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上の③又は⑤に規定する研修を修了した者を配置
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している場合に算定可能となる。 

 

 

サービス提供体制強化加算（介護予防短期入所生活介護においても同様）  

へ 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短期入所生活

介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日

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) 22単位 

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三十八 短期入所生活介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 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該

指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービ

ス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受

ける特別養護老人ホームである場合にあっては、

当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ。)

の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の

八十以上であること。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総

数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占め

る割合が百分の三十五以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準の

いずれにも該当しないこと。（定員超過利用・人員

基準欠如に該当していないこと。） 

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 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数

のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上

であること。          

⑵ イ⑵に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総

数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十

以上であること。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業所の看護師若しく

は准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」

という。)(当該指定短期入所生活介護事業所が指

定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規

定の適用を受ける特別養護老人ホームである場

合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・

介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合

が百分の七十五以上であること。 

㈢ 指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基

準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護

をいう。)を利用者に直接提供する職員(当該指定

短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等

基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける

特別養護老人ホームである場合にあっては、当該

特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉

施設サービスを直接提供する職員)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。 
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⑵ イ⑵に該当するものであること。 

 

(21) サービス提供体制強化加算について 

① 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。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行う

に当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても

差し支えない。 

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、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

② 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、直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければならない。 

③ 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。 

④ 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。 

⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員

として勤務を行う職員を指すものとする。 

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活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。 

 

 

介護職員処遇改善加算（介護予防短期入所生活介護においても同様） 

ト 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介

護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都

道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31

日までの間、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 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでによ

り算定した単位数の1000分の83に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでによ

り算定した単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでによ

り算定した単位数の1000分の33に相当する単位数 

※厚生労働大臣が定める基準 

三十九 短期入所生活介護における介護職員処遇改善加

算の基準 

第四号の規定を準用する。 

 

※第四号の規定 

四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のい

ずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下

「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金

改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を

含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改

善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計

画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じて

いること。 

⑵ 指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関

する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法そ

の他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介

護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に

周知し、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年

法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二

百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」

という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。

第三十五号及び第六十六号を除き、以下同じ。）に

届け出ていること。 

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金
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改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により

事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るた

めに介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分

を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内

容について都道府県知事に届け出ること。 

⑷ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごと

に介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知

事に報告すること。 

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基

準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補

償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法

(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法

(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和

四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法

令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこ

と。 

⑹ 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四

十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労

働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行わ

れていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務

内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含

む。)を定めていること。 

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全

ての介護職員に周知していること。 

(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画

を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の

機会を確保していること。 

(四) (三)について、全ての介護職員に周知してい

ること。 

(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇

給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇

給を判定する仕組みを設けていること。 

(六) (五)について書面をもって作成し、全ての介

護職員に周知していること。 

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職

員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除

く。）及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の

見込額を全ての職員に周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(6)まで、

(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のい

ずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合する

こと。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務

内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを

含む。)を定めていること。 

ｂ aの要件について書面をもって作成し、全て
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の介護職員に周知していること。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画

を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修

の機会を確保していること。 

ｂ aについて、全ての介護職員に周知している

こと。 

 

(22) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算

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」）を参照すること。 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算（介護予防短期入所生活介護においても同様）  

チ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介

護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして

都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業

所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、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 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘま

でにより算定した単位数の1000分の27に相当する

単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘま

でにより算定した単位数の1000分の23に相当する

単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特

定処遇改善加算の基準 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に

掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に

要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加

算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を

策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じている

こと。 

㈠ 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金

改善に要する費用の見込額が月額八万円以上又

は賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万

円以上であること。ただし、介護職員等特定処遇

改善加算の算定見込額が少額であることその他

の理由により、当該賃金改善が困難である場合は

この限りでないこと。 

㈡ 指定短期入所生活介護事業所における経験・技

能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見

込額の平均が、介護職員（経験・技能のある介護

職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額

の平均を上回っていること。 

㈢ 介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）

の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護

職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込

額の平均の二倍以上であること。ただし、介護職

員以外の職員の平均賃金額が介護職員（経験・技

能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回

らない場合はその限りでないこと。 

㈣ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見

込額が年額四百四十万円を上回らないこと。 

⑵ 当該指定短期入所生活介護事業所において、賃金

改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実

施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計

画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を

作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け

出ていること。 

⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当す
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る賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等

により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を

図るために当該事業所の職員の賃金水準（本加算に

よる賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得

ないが、その内容について都道府県知事に届け出る

こと。 

⑷ 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業

年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する

実績を都道府県知事に報告すること。 

⑸ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 短期入所生活介護費におけるサービス提供体

制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出て

いること。 

㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅

サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適

用を受ける特別養護老人ホームである場合にあ

っては当該特別養護老人ホームが、併設事業所

（指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項

に規定する併設事業所をいう。）である場合にあ

っては併設本体施設（指定居宅サービス等基準第

百二十四条第四項に規定する併設本体施設（病院

及び診療所を除く。）をいう。）が、介護職員等

特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。 

⑹ 短期入所生活介護費における介護職員処遇改善

加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定している

こと。 

⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の

処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。以

下この号において同じ。）及び当該職員の処遇改善

に要する費用の見込額を全ての職員に周知してい

ること。 

⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネット

の利用その他の適切な方法により公表しているこ

と。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷ま

で及び⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合

すること。 

 

(23) 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改

善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」）を参照すること。 

 

 

基本報酬に係る経過措置（介護予防短期入所生活介護においても同様）  

【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）

短期入所生活介護費のイ及びロ（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。 

 

 


