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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 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

短期入所療養介護費を算定するための基準について（介護予防短期入所療養介護において

も同様） 

【算定基準告示】 

注１ ⑴及び⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、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介護老人保健施設である指定短期入所療養

介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)におい

て、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行

った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさな

い場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労

働大臣が定めるところにより算定する。 

 

※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及び厚生労働大臣が定める基準は変更がないため掲載

省略。 

 

【改正告示の附則】 

（指定短期入所療養介護等の施設基準に係る経過措置） 

第七条 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厚生労働大臣が定める施設基準第十四号イ及びロ（同

告示第七十六号において準用する場合を含む。）並びに第五十五号の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準 

十四 指定短期入所療養介護の施設基準 

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

⑴ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅲ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定

する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)であること。 

㈡ 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、利用者等(当該介護老人保

健施設である指定短期入所療養介護事業所の利用者及び当該介護老人保健施設の入所者をいう。以下この号に

おいて同じ。)の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。 

㈢ 通所介護費等の算定方法第四号イ(2)に規定する基準に該当していないこと。（人員基準欠如に該当してい

ないこと。） 

㈣ 入所者の居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行っていること。 

㈤ 当該施設から退所した者(当該施設内で死亡した者及び当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、

一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者を除く。以下この(五)において「退所者」という。)

の退所後三十日以内(当該退所者の退所時の要介護状態区分が要介護四又は要介護五の場合にあっては、十四

日以内)に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受

けることにより、当該退所者の居宅における生活が継続する見込みであることを確認し、記録していること。 

㈥ 入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。 

㈦ 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士に対し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意

事項、やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷

等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。  



（短期入所療養介護＜介護老人保健施設＞）           2021.7枚方市 福祉指導監査課 

2 

 

㈧ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ 

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 

Ａ 算定日が属する月の前六月間において、退所者のうち、居宅において介護を受けることとなったもの(当

該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の五十を超える場合

は二十、百分の五十以下であり、かつ、百分の三十を超える場合は十、百分の三十以下である場合は零と

なる数 

Ｂ 三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上である場合は二十、百分の十未満で

あり、かつ、百分の五以上である場合は十、百分の五未満である場合は零となる数 

Ｃ 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所

予定日前三十日以内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所

を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施

設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施

設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合を含む。)を行った者の占める割合が百分の三十

以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である

場合は零となる数 

Ｄ 算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所

前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及

びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設

等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等

を行った場合を含む。)の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、

百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数 

Ｅ 介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第八条第五項に規定する訪問リハビリ

テーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所

療養介護について、当該施設（当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含

む。）において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合

であって訪問リハビリテーションを実施しているときは三、いずれか二種類のサービスを実施している場

合であって訪問リハビリテーションを実施していないときは一、いずれか一種類のサービスを実施してい

る場合又はいずれも実施していない場合は零となる数 

Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じ数が、五以上でありハビリテーションを担当する理

学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ

〇・二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満であり、かつ、三以上である場合は二、三未満で

ある場合は零となる数 

Ｇ 当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が

三以上である場合は五、三未満であり、かつ、二以上である場合は三、二未満である場合は零となる数 

Ｈ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占

める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合

は三、百分の三十五未満である場合は零となる数 

Ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が百分の十

以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場

合は零となる数 

Ｊ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十

以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場

合は零となる数 

⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ ⑴㈠から㈦までに該当するものであること。 

㈡ ⑴㈧に掲げる算定式により算定した数が六十以上であること。 

㈢ 地域に貢献する活動を行っていること。 

㈣ 入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーションを実施していること。 

⑶ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに
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運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)附則第十三条に規

定する転換(以下「転換」という。)を行って開設した介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所で

あること。 

㈡ 算定日が属する月の前三月間における利用者等のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める

割合が百分の十五以上又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする

認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の高齢者(以下「認知症高齢者」という。)

の占める割合が百分の二十以上であること。 

㈢ ⑴㈡及び㈢に該当するものであること。 

⑷ 削除 

⑸ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ ⑶に該当するものであること。 

㈡ 利用者等の合計数が四十以下であること。 

⑹ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)又は(ⅱ)を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準 

⑴㈠から㈢までに該当するものであること。 

ロ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

⑴ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)

又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅰ）を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基

準 

㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。 

㈡ 通所介護費等の算定方法第四号イ⑶に規定する基準に該当していないこと。 

⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（ⅱ）

又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

⑴㈡、イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈦まで及びイ⑵㈡から㈣までに該当するものであること。 

⑶ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は

経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

⑴㈡、イ⑴㈡並びにイ⑶㈠及び㈡に該当するものであること。 

⑷ 削除 

⑸ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は

経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ ⑶に該当するものであること。 

㈡ 利用者等の合計数が40以下であること。 

⑹ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費又は

経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

⑴㈡並びにイ⑴㈠及び⑵までに該当するものであること。 

ハ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

イ又はロに該当するものであること。 

（中略） 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

十五 指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

 イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)、介護老人

保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、介護老人保健施設短期入所療養介

護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健

施設短期入所療養介護費(ⅰ)、（中略）を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

   ユニット(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護老人保健施設基準第三十九条又（中略）に規定するユ

ニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない療養室又は病室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号

（中略）に規定する病室をいう。ロにおいて同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるもので

あること。 

ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、介護老人

保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介

護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健

施設短期入所療養介護費(ⅱ)（中略）を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 
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   ユニットに属さない療養室又は病室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。 

ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若

しくは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介

護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（中略）

を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同

じ。)(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶（中略）を満たすものに限る。)の利用者に対して行われ

るものであること。 

ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

(ⅰ)若しくは(ⅱ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短

期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短

期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の経過的ユニット型介護老人保健施設短

期入所療養介護費（中略）を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

   ユニットに属する療養室等(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等の一部を改正する省

令（令和三年厚生労働省令第九号。以下「令和三年改正省令」という。）による改正前の介護老人保健施設基準第

四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)（中略）を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第

一号イ(3)（中略）を満たすものを除く。)の利用者に対して行われるものであること。 

 

【留意事項通知】 

⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準について 

この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定

単位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・夜

勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱

いが行われるものであること。したがって、認知症ケア加算については、６の⒀を、また、緊急時施設療養費につ

いては、６の(32)を準用すること。また、注14により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認知

症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護につ

いては行う必要がないこと。 

ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合は、認知症ケア加算について算定できない。 

また、平成27年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬に包括化したことを踏まえ、以下の事項につ

いてあわせて留意すべきものであること。 

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護においては、実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上の

ために、利用者の状態に応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適時適切に提供できる体

制が整備されていること。 

ロ 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・運動療法等を組み合わせて利用者の状態に

応じて行うことが必要であり、言語聴覚療法については、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害

又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練

を行うことが必要である。 

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等により日常生活での実行状況に生かされる

よう働きかけが行われることが必要である。 

ハ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生活における諸活動の自立性の向上のため、

訓練の専用施設外においても訓練を行うことができる。 

 なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用する患者が容易に出入り可能であり、遮音等

に配慮された部屋等を確保することが望ましい。 

ニ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士等が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテーションの効

果、実施方法等について評価等を行う。なお、短期入所療養介護においては、リハビリテーション実施計画に相

当する内容を短期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作

成に代えることができるものとすること。 

ホ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に

対してリハビリテーション実施計画の内容を説明し、記録する。 

ヘ リハビリテーションに関する記録（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

所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。 
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② 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経

過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護

について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月

の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月

の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期

入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護

老人保健施設短期入所療養介護費若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定する

こととなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について 

ａ 施設基準第14号イ⑴㈧Ａの基準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。また、

この基準において、算定日が属する月の前６月間における退所者のうち、居宅において介護を受けることとな

った者の占める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ)  (ⅰ)に掲げる数÷（(ⅱ)に掲げる数－(ⅲ)に掲げる数） 

(ⅰ) 算定日が属する月の前６月間における居宅への退所者で、当該施設における入所期間が一月間を超え

ていた者の延数 

(ⅱ) 算定日が属する月の前６月間における退所者の延数 

(ⅲ) 算定日が属する月の前６月間における死亡した者の総数 

(ｂ) (a)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに

再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。 

(ｃ) 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービ

ス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。 

(ｄ) (a)の分母（(ⅱ)に掲げる数－(ⅲ)に掲げる数）が零の場合、算定日が属する月の前６月間における退

所者のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占める割合は零とする。 

ｂ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｂの基準における、30.4 を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数につい

ては、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、直近３月間の数値

を用いて、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の延入所者数 

(ⅱ) （当該施設における当該３月間の新規入所者の延数＋当該施設における当該３月間の新規退所者数）

÷２ 

(ｂ) (ａ)において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中の者をいい、この他に、当該施設に入所して

その日のうちに退所又は死亡した者を含むものである。 

(ｃ) (ａ)において新規入所者数とは、当該３月間に新たに当該施設に入所した者（以下「新規入所者」とい

う。）の数をいう。当該３月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。 

また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱うが、当該施設を退所後、

直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、

新規入所者には算入しない。 

(ｄ) (a)において新規退所者数とは、当該３月間に当該施設から退所した者の数をいう。当該施設において

死亡した者及び医療機関へ退所した者は、新規退所者に含むものである。 

ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該

施設に入所した者については、新規退所者数には算入しない。 

ｃ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｃの基準における、入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の入所予

定日前30日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的と

した施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合については、以下の式により計算す

ること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における新規入所者のうち、入所期間が１月以上であると見込まれる入

所者であって、入所予定日前30日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる

居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の延数 

(ⅱ) 算定日が属する月の前３月間における新規入所者の延数 
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(ｂ) (a)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(a)の(ⅰ)には、退所後に当

該者の自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施

設等（居宅のうち自宅を除くもの。）を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の

決定を行った者を含む。 

(ｃ) (a)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに

再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。 

(ｄ) (ａ)において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の

策定及び診療方針の決定を行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な

情報を収集するとともに、当該入所者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、入所者の意向を踏まえ、入浴

や排泄等の生活機能について、入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到達するために必

要な事項について入所者及びその家族等に指導を行い、それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計画

の策定及び診療方針の決定を行うことである。また、指導日及び指導内容の要点については診療録等に記載

すること。 

(ｅ) (a)の分母（(ⅱ)に掲げる数）が零の場合、入所期間が１月を超えると見込まれる者の入所予定日前30

日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施

設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合は零とする。 

ｄ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｄの基準における、新規退所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の退

所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその

家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占める割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

     (ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における新規退所者のうち、入所期間が１月以上の退所者であって、退

所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及び

その家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の延数 

     (ⅱ) 算定日が属する月の前３月間における居宅への新規退所者の延数 

(ｂ) (a)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(a)には、退所後に当該者の

自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等（居

宅のうち自宅を除くもの。）を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行

った者を含む。 

(ｃ) (a)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに

再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。 

(ｄ) (ａ)において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関する内容、②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及

び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の内容、③家屋の改

善の内容及び④退所する者の介助方法の内容について必要な情報を収集するとともに、必要な事項について

入所者及びその家族等に指導を行うことをいう。また、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載するこ

と。 

なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のための訪問と施設基準第14 号イ⑴㈧Ｃで規

定する退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針を決定するための訪問を同一日に行った場

合には、ｄ(ａ)の(ⅰ)に掲げる数には含めない。 

(ｅ) (a)の分母（(ⅱ)に掲げる数）が零の場合、退所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の

退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及び

その家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占める割合は零とする。 

ｅ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｅの基準については、当該施設において、算定日が属する月の前３月間に提供実績の

ある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を用いること。 

ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の病院、診療所、介護老人保健施設又は介護

医療院であって、相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものにおいて、算定日が属する月の前３月

間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護の種類数を含む

ことができる。 

ｆ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｆの基準における、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）の数を入所者の数で除した数に100を乗じ

た数については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数÷(ⅲ)に掲げる数×(ⅳ)に掲げる数×100 
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(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における理学療法士等の当該介護保健施設サービスの提供に従事する

勤務延時間数 

(ⅱ) 理学療法士等が当該３月間に勤務すべき時間（当該３月間における１週間に勤務すべき時間数が32時

間を下回る場合は32時間を基本とする。） 

(ⅲ) 算定日が属する月の前３月間における延入所者数 

(ⅳ) 算定日が属する月の前３月間の日数 

(ｂ) (a)において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に入所してその日のう

ちに退所又は死亡した者を含むものである。 

(ｃ) (a)において理学療法士等とは、当該介護老人保健施設の入所者に対して主としてリハビリテーションを

提供する業務に従事している理学療法士等をいう。 

(ｄ) (a)の(ⅱ)において、当該３月間に勤務すべき時間数の算出にあっては、常勤換算方法で用いる当該者

の勤務すべき時間数を用いることとし、例えば、１週間単位で勤務すべき時間数を規定している場合には、

１週間に勤務すべき時間数を７で除した数に当該３月間の日数を乗じた数を用いることとする。なお、常勤

換算方法と同様に、１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。 

ｇ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｇの基準において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数

に100を乗じた数については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数÷(ⅲ)に掲げる数×(ⅳ)に掲げる数×100 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間において支援相談員が当該介護保健施設サービスの提供に従事する勤

務延時間数 

(ⅱ) 支援相談員が当該３月間に勤務すべき時間（当該３月間中における１週間に勤務すべき時間数が32時

間を下回る場合は32時間を基本とする。） 

(ⅲ) 算定日が属する月の前３月間における延入所者数 

(ⅳ) 算定日が属する月の前３月間の延日数 

(ｂ) (a)において入所者とは、毎日24 時現在当該施設に入所中の者をいい、当該施設に入所してその日のう

ちに退所又は死亡した者を含むものである。 

(ｃ) (a)において支援相談員とは、保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し、主として次に掲

げるような入所者に対する各種支援及び相談の業務を行う職員をいう。 

① 入所者及び家族の処遇上の相談 

② レクリエーション等の計画、指導 

③ 市町村との連携 

④ ボランティアの指導 

ｈ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｈの基準における、入所者のうち要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占め

る割合については、以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における要介護４若しくは要介護５に該当する入所者延日数 

(ⅱ) 当該施設における直近３月間の入所者延日数 

ｉ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｉの基準における、入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合については、

以下の式により計算すること。 

(ａ)  (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の入所者ごとの喀痰吸引を実施した延入所者数 

(ⅱ) 当該施設における直近３月間の延入所者数 

ｊ 施設基準第14号イ⑴㈧Ｊの基準における、入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合については、

以下の式により計算すること。 

(ａ) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 当該施設における直近３月間の入所者ごとの経管栄養を実施した延入所者数 

(ⅱ) 当該施設における直近３月間の延入所者数 

③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)について 

イ ３⑴②ハを準用する。 

ロ 「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

(ａ) 地域との連携については、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚

生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第35条において、地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めているところであるが、当該基準に

おいては、自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行うこと。 

(ｂ) 当該活動は、地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該
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介護老人保健施設の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよ

う努めること。 

④ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニッ

ト型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは経

過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護

について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月

の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月

の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期

入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅲ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人

保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)、介護老

人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又はユニット型

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費若しくは経過的

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施

設基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について 

ａ 施設基準第14号イ⑵(三)における「地域に貢献する活動」とは、③ロを準用する。 

⑤ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)について 

３⑴②から④を準用する。 

⑥ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)又はユニット型介

護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくはユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定する

介護老人保健施設（以下この号において「介護療養型老人保健施設」という。）における短期入所療養介護につい

て 

イ 所定単位数の算定区分について 

介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護について、適用すべき所定単位数の算定区分については、

それぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった事実が発生した月の

翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所

療養介護費(ⅰ)から(ⅳ)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設

短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)又は経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費の(ⅰ)若し

くは(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは(ⅱ)

又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定することとなる。 

ロ 介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準及び夜勤職員基準について 

ａ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院又は一般病床若しくは療養病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は当該診療所の一

般病床若しくは療養病床を平成18年７月１日から平成30年３月31日までの間に転換を行って開設した介護老

人保健施設であること。 

ｂ 施設基準第14号イ(３)(二)の基準については、算定月の前３月における割合が当該基準に適合しているこ

と。また、当該基準において、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要

とする認知症高齢者」とあるのは、認知症高齢者の日常生活自立度のランクＭに該当する者をいうものである

こと。 

ｃ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)を算

定する介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護については、夜勤を行う看護職員の数は、利用者及

び当該介護老人保健施設の入所者の合計数を41で除して得た数以上とすること。 

また、夜勤を行う看護職員は、１日平均夜勤看護職員数とすることとする。１日平均夜勤看護職員数は、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。なお、夜勤職員の減算方法については、１(６)②によるものであるが、夜勤を行う看護職員に

係る１日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月においては、当該規定にかかわらず、利用者及び

当該介護療養型老人保健施設の入所者の全員について、所定単位数が減算される。 

(a) 前月において１日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割を超えて不

足していたこと。 
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(b) １日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内で不足している

状況が過去３月間（暦月）継続していたこと。 

ｄ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)を算

定する指定短期入所療養介護事業所については、当該事業所の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ス

テーションとの連携により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合には当該事業所からの緊急の呼

出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、連携す

る病院、診療所又は訪問看護ステーションをあらかじめ定めておくこととする。 

ハ 特別療養費について 

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行った場合等に算定できるものである。その内容

については、別途通知するところによるものとする。 

ニ 療養体制維持特別加算について 

ａ 療養体制維持特別加算(Ⅰ)は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、転換前に４：１の介護職員配置を施

設基準上の要件とする介護療養施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の療養病棟

入院基本料１の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟であったもの（平成22 年

４月１日以前に転換した場合にあっては、医療保険の療養病棟入院基本料におけるいわゆる20：１配置病棟で

あったもの）の占める割合が２分の１以上である場合に、転換前の療養体制を維持しつつ、質の高いケアを提

供するための介護職員の配置を評価することとする。 

ｂ 療養体制維持特別加算(Ⅱ)にかかる施設基準第18 号ロ(２)の基準において、「著しい精神症状、周辺症状

又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医

療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当する者を

いうものであること。 

 

※６の⒀ 

⒀ 認知症ケア加算について 

① 注９において「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

の入所者」とあるのは日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当し、認知症専門棟において認知症に対応した処

遇を受けることが適当であると医師が認めた者をいうものであること。 

② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければな

らない。これは、従業者が一人一人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、そ

の日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専

門棟における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準とする。 

イ 日中については利用者10人に対し常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

ロ 夜間及び深夜については、20人に１人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員とし

て配置すること。 

③ ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認知症ケア加算は算定しない。 

 

※６の(32) 

(32) 緊急時施設療養費に関する事項 

入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させる

ことが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設

療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられて

いること。 

① 緊急時治療管理 

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理

として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、１日につき511単位を算定すること。 

ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、例えば、１月に

連続しない２日を３回算定することは認められないものであること。 

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。 

ａ 意識障害又は昏睡 

ｂ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

ｃ 急性心不全（心筋梗塞を含む。） 

ｄ ショック 

ｅ 重篤な代謝障害 
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ｆ その他薬物中毒等で重篤なもの 

② 特定治療 

イ 特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、

麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点

数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定すること。 

ロ 算定できないものは、利用者等告示第67号に示されていること。 

ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の

取扱いの例によること。 

 

⑺ 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第15号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。 

ａ 施設基準第十五号イに規定する指定短期入所療養介護費 短期入所療養介護が、ユニットに属さない療養室又

は病室（以下「療養室等」という。）（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対

して行われるものであること。 

ｂ 施設基準第十五号ロに規定する指定短期入所療養介護費 短期入所療養介護が、ユニットに属さない療養室等

（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われるものであること。 

ｃ 施設基準第15号ハに規定する指定短期入所療養介護費 

短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第41条第２項第１号イ⑶（中略）を

満たすものに限る。）（｢ユニット型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。 

ｄ 施設基準第15号ニに規定する指定短期入所療養介護費 

短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（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

基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）による改正

前の介護老人保健施設基準第41条第２項第１号イ⑶(ⅱ)（中略）を満たすものに限るものとし、介護老人保健施

設基準第41条第２項第１号イ⑶（中略）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであること。 

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養介護費の注１による届出がなされているものについ

ては、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費（中略）を算定するものとすること。 

 

 

緊急短期入所受入加算  

注８ 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サー

ビス計画において計画的に行うこととなっていない指

定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入

所受入加算として、利用を開始した日から起算して７日

（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむ

を得ない事情がある場合は、14日）を限度として１日に

つき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注７の加

算を算定している場合は算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める利用者 

二十五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入

所療養介護費のイ⑴から⑶までの注８（中略）の厚生労

働大臣が定める利用者 

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支

援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養

介護（指定居宅サービス等基準第141条に規定する指定

短期入所療養介護をいう。）を受けることが必要と認め

た利用者 

 

⑾ 緊急短期入所受入加算について 

① 本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合

であって、かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に

対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、その必要性を認め緊急に短期入所

療養介護が行われた場合に算定できる。 

② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連携が図れない場合に、利用者又は家族の同意の上、

短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合であって、事後に当該介護支援専門員によ

って、当該サービス提供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算定できる。 

③ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策

について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携を行い、相談すること。ただし、利用

者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等

やむを得ない事情により、７日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で14日を限度に

引き続き加算を算定することができること。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に

加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討するこ



（短期入所療養介護＜介護老人保健施設＞）           2021.7枚方市 福祉指導監査課 

11 

 

と。 

④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利

用者にかかる変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正な緊急利用に努めること。 

⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当該加算は算定できないものであること。 

⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調

整を行うための窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点から、情報公表システム、当該事業所の

ホームページ又は地域包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めること。 

 

 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（介護予防短期入所療養介護においても同様）  

注11 介護老人保健施設短期入所療養介護(Ⅰ)の介護老

人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びに

ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介

護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定め

る基準に適合するものとして都道府県知事に届け出

た指定短期入所療養介護事業所については、在宅復

帰」・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、１日につき

34単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)

の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び

(ⅳ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療

養介護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期入

所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働大

臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事

に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・

在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、１日につき46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 

三十九の三 介護老人保健施設である指定短期入所療養

介護における在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準 

イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準 

⑴ 次に掲げる算式により算定した数が四十以上で

あること。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＋Ｊ 

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それ

ぞれ次に定めるとおりとする。 

Ａ 算定日が属する月の前六月間において、退所

者のうち、居宅において介護を受けることとな

ったもの(当該施設における入所期間が一月間

を超えていた退所者に限る。)の占める割合が

百分の五十を超える場合は二十、百分の五十以

下であり、かつ、百分の三十を超える場合は十、

百分の三十以下である場合は零となる数 

Ｂ 三十・四を当該施設の平均在所日数で除して

得た数が百分の十以上である場合は二十、百分

の十未満であり、かつ、百分の五以上である場

合は十、百分の五未満である場合は零となる数 

Ｃ 算定日が属する月の前三月間において、入所

者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれ

る者の入所予定日前三十日以内又は入所後七

日以内に当該者が退所後生活することが見込

まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サ

ービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後

にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入

所する場合であって、当該者の同意を得て、当

該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした

施設サービス計画の策定及び診療方針の決定

を行った場合も含む。)を行った者の占める割

合が百分の三十以上である場合は十、百分の三

十未満であり、かつ、百分の十以上である場合

は五、百分の十未満である場合は零となる数 

Ｄ 算定日が属する月の前三月間において、入所

者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれ

る者の退所前三十日以内又は退所後三十日以

内に当該者が退所後生活することが見込まれ

る居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対し

て退所後の療養上の指導を行った者(退所後に

その居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所

する場合であって、当該者の同意を得て、当該

社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供
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等を行った場合を含む。)の占める割合が百分

の三十以上である場合は十、百分の三十未満で

あり、かつ、百分の十以上である場合は五、百

分の十未満である場合は零となる数 

Ｅ 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテ

ーション、法第八条第八項に規定する通所リハ

ビリテーション及び法第八条第十項に規定す

る短期入所療養介護について、当該施設(当該

施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施

設及び介護医療院を含む。)において全てのサ

ービスを実施している場合は五、いずれか二種

類のサービスを実施している場合は三、いずれ

か一種類のサービスを実施している場合は二、

いずれも実施していない場合は零となる数 

Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定した

リハビリテーションを担当する理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で

除した数に百を乗じた数が五以上である場合

は五、五未満であり、かつ、三以上である場合

は三、三未満である場合は零となる数 

Ｇ 当該施設において、常勤換算方法で算定した

支援相談員の数を入所者の数で除した数に百

を乗じた数が三以上の場合は五、三未満であ

り、かつ、二以上の場合は三、二未満の場合は

零となる数 

Ｈ 算定日が属する月の前三月間における入所

者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介

護五の者の占める割合が百分の五十以上であ

る場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百

分の三十五以上である場合は三、百分の三十五

未満である場合は零となる数 

Ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所

者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割

合が百分の十以上である場合は五、百分の十未

満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、

百分の五未満である場合は零となる数 

Ｊ 算定日が属する月の前三月間における入所

者のうち、経管栄養が実施された者の占める割

合が百分の十以上である場合は五、百分の十未

満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、

百分の五未満である場合は零となる数 

⑵ 地域に貢献する活動を行っていること。 

⑶ 介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）の介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)若しくは

(ⅲ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療

養介護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設短期

入所療養介護費(ⅰ)若しくは経過的ユニット型介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)を算定し

ているものであること。 

ロ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)の基準 

⑴ イ⑴に掲げる算定式により算定した数が七十以

上であること。 

⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)若しくは



（短期入所療養介護＜介護老人保健施設＞）           2021.7枚方市 福祉指導監査課 

13 

 

(ⅳ)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療

養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期

入所療養介護費(ⅱ)若しくは経過的ユニット型介

護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)を算定し

ているものであること。 

 

※本資料の７ページの「③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)について」及び８ページ「⑤ 在宅復帰・在宅療養

支援機能加算(Ⅱ)について」を参照。 

 

 

総合医療管理加算（介護予防短期入所療養介護においても同様）  

⑷ 総合医学管理加算  275単位 

注１ 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める

基準に従い、居宅サービス計画において計画的に行

うこととなっていない指定短期入所療養介護を行

った場合に、７日を限度として１日につき所定単位

数を加算する。 

２ 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三十九の四 介護老人保健施設である指定短期入所療養

介護における総合医学管理加算の基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注

射、処置等を行うこと。 

ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、

検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載するこ

と。 

ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意

を得て、当該利用者の診療状況を示す文書を添えて

必要な情報の提供を行うこと 

 

⑸ 総合医学管理加算 

① 本加算は、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に対し

て、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、利用者又は家族の同意の上、治

療管理を目的として、指定短期入所療養介護事業所により短期入所療養介護が行われた場合に７日を限度として算

定できる。 

利用にあたり、医療機関における対応が必要と判断される場合にあっては、速やかに医療機関の紹介、情報提供

を行うことにより、適切な医療が受けられるように取りはからう必要がある。 

② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。 

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診

療録に記載しておくこと。 

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の医師に対して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文書を交付す

ること。また、交付した文書の写しを診療録に添付するとともに、主治の医師からの当該利用者に係る問合せに対

しては、懇切丁寧に対応するものとする。 

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、利用期間中を通じて、算定できなくなることに留意すること。ただ

し、利用者又はその家族の同意が得られない場合は、この限りではない。 

⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療機関に診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行った場合に

限り、入院した日を除いて算定できる。 

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないものであること。 

 

 

認知症専門ケア加算（介護予防短期入所療養介護においても同様） 
⑹ 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療養

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

※厚生労働大臣が定める基準 

三の二 （中略）短期入所療養介護費（認知症病棟を有す

る病院における短期入所療養介護費を除く。）（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
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算は算定しない。 

㈠ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位 

㈡ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位 
 

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

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 

二十八の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短

期入所療養介護費のイ⑹の注、ロ⑺の注、ハ⑸の注及び

ホ⑽の注の厚生労働大臣が定める者 

第二十三号の二に規定する者 
 
※第二十三号の二 

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 

 

⒁ 認知症専門ケア加算について 
  ２の⒆①から⑥を準用する。 
 
※２の⒆①から⑥ 
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
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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

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（介護予防短期入所療養介護においても同様） 

⑻ 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、指定短期入所療養介護

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。 

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 

㈢ 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 

四十 短期入所療養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) 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護

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 次のいずれかに適合すること。 

a 指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等

基準第百四十一条に規定する指定短期入所療

養介護をいう。以下同じ。)を行う介護老人保

健施設である指定短期入所療養介護事業所の

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が百分の八十以上であること。 

b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施

設である指定短期入所療養介護事業所の介護

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。 

㈡ 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基

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。） 

（中略） 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護

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 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施

設である指定短期入所療養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。 

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。 

（中略） 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

⑴ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護

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。 
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㈠ 次のいずれかに適合すること。 

a 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施

設である指定短期入所療養介護事業所の介護

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。 

b 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施

設である指定短期入所療養介護事業所の看

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。 

c 指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施

設である指定短期入所療養介護事業所の指定

短期入所療養介護又は介護保健施設サービス

を利用者又は入所者に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。 

㈡ イ⑴㈡に該当するものであること。 

（中略） 

 

⒂ サービス提供体制強化加算について 

 ① ２の(21)①から④まで及び⑥を準用する。 

 ② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談員。理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。 

 

※２の(21)①から④まで及び⑥ 

(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。 

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（介護予防短期入所療養介護においても同様） 

⑼ 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療養介護事業所

が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場

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

※厚生労働大臣が定める基準 

四十一 短期入所療養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
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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。 

 ㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までによ

り算定した単位数の1000分の39に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までによ

り算定した単位数の1000分の29に相当する単位数 

🉁 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までによ

り算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 

 

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

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
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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

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。 

 

⒃ 介護職員処遇改善加算について 

  ２の(22)を準用する。 

 

※２の(22) 

(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（介護予防短期入所療養介護においても同様）  

⑽ 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療養介護事業

所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った

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。 

㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻ま

でにより算定した単位数の1000分の21に相当する

単位数 

㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻ま

でにより算定した単位数の1000分の17に相当する

単位数 

※厚生労働大臣が定める基準 

四十一の二 短期入所療養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
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 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 指定短期入所療養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 当該指定短期入所療養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

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 当該指定短期入所療養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 短期入所療養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 介護老人保健施設である指定短期入所療養介

護事業所にあっては当該老人保健施設が、指定介

護療養型医療施設である指定短期入所療養介護

事業所にあっては当該指定介護療養型医療施設

が、介護医療院である指定短期入所療養介護事業

所にあっては当該介護医療院が、介護職員等特定

処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。 

⑹ 短期入所療養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
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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。 

 

⒄ 介護職員等特定処遇改善加算について 

  ２の(23)を準用する。 

 

※２の(23) 

(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（介護予防短期入所療養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）

短期入所療養介護費のイの⑴から⑶まで、ロの⑴から⑸まで、ハの⑴から⑶まで、ニの⑴から⑷まで及びホの⑴から

⑺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。 

 

 


