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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 介護療養型医療施設（療養病床を有する病院における介護療養施設サービス） 

所定介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

【算定基準告示】 

注１ 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院

である指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定す

る指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって、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ものにお

ける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サービス(同号に規定する指定介

護療養施設サービスをいう。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、入院患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、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。

なお、入院患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員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。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準 

六十二 指定介護療養施設サービスの施設基準 

イ 療養型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準 

第十四号ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ⑴(五)中「第四号ロ⑵」とあるのは「第十四号イ⑵」

と読み替えるものとする。 

ロ 療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスの施設基準 

第十四号ホの規定を準用する。この場合において、同号ホ⑴(四)中「第四号ロ⑵」とあるのは「第十四号イ⑵」

と読み替えるものとする。 

ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費又はユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費を算定すべき指

定介護療養施設サービスの施設基準 

第十四号ヘの規定を準用する。この場合において、同号ヘ⑴(四)中「第四号ロ⑶」とあるのは「第十四号イ⑶」

と読み替えるものとする。 

（中略） 

 

※第十四号ニ、ホ及びヘ 

十四 指定短期入所療養介護の施設基準 

ニ 病院療養病床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 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅰ)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 療養病床を有する病院(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第五十二条の規定の適用を受ける

病院を除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。 

㈡ 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟(以下「療養病棟」という。)における看護職員の数が、

常勤換算方法で、入院患者等(当該療養病棟における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。)の利用者及び入院患者をいう。ニからヘまで(第六

十二号において準用する場合を含む。)において同じ。)の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上で

あること。 

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増す

ごとに一以上であること。 

㈣ ㈡により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。 
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㈤ 通所介護費等の算定方法第四号ロ⑵に規定する基準に該当していないこと。 

㈥ 当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準

に該当するものであること。 

㈦ 当該療養病棟の機能訓練室が医療法施行規則第二十条第十一号に規定する基準に該当するものであること。 

㈧ 医療法施行規則第二十一条第三号及び第四号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。 

⑵ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅴ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ ⑴に該当するものであること。 

㈡ 次のいずれにも適合すること。 

ａ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有

する認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。 

ｂ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施

された者の占める割合が百分の五十以上であること。 

㈢ 算定日が属する月の前三月間における入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の

十以上であること。 

ａ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ｂ 入院患者等又はその家族等の同意を得て、当該入院患者等のターミナルケアに係る計画が作成されている

こと。 

ｃ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入

院患者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ｄ ｂ及びｃについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の

関係者との連携の上、対応していること。 

㈣ 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。 

㈤ 地域に貢献する活動を行っていること(平成二十七年度に限り、平成二十八年度中において当該活動を行う

ことが見込まれることを含む。)。 

⑶ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅲ)又は(ⅵ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

⑵の規定を準用する。この場合において、⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、⑵㈢中「百

分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。 

⑷ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(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 ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。 

㈡ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が五又はその端数を増す

ごとに一以上であること。 

⑸ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)(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 ⑷に該当するものであること。 

㈡ ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」

と、⑵㈢中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。 

⑹ 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること。 

㈡ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増す

ごとに一以上であること。 

ホ 病院療養病床経過型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 病院療養病床経過型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 療養病床を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受

けていたものに限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。 

㈡ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増す

ごとに一以上であること。 

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増す

ごとに一以上であること。 

㈣ 通所介護費等の算定方法第四号ロ(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。） 

㈤ 当該療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イ(同令第五十一

条の規定の適用を受ける場合を含む。)に規定する基準に該当するものであること。 

㈥ ニ⑴㈣、㈦及び㈧に該当するものであること。 

⑵ 病院療養病床経過型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 

㈠ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が八又はその端数を増す
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ごとに一以上であること。 

㈡ ⑴㈠及び㈢から㈥までに該当するものであること。 

ヘ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費又はユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護を算定すべき

指定短期入所療養介護の施設基準 

⑴ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)又は経過的ユニット型病院療養病床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 ニ⑴㈠、㈣及び㈥から㈧までに該当するものであること。 

㈡ 当該療養病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が六又はその端数を増す

ごとに一以上であること。 

㈢ 当該療養病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入院患者等の数の合計数が四又はその端数を増す

ごとに一以上であること。 

㈣ 通所介護費等の算定方法第四号ロ⑶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。） 

⑵ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)又は経過的ユニット型病院療養病床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 

㈠ ⑴に該当するものであること。 

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。 

⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)

を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 

㈠ ⑴に該当するものであること。 

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。この場合において、ニ⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の三

十」と、ニ⑵㈢中「百分の十」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする 

⑷ ユニット型病院療養病床経過型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から㈣まで並びにホ⑴㈠、㈤及び㈥に該当するものであること。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

六十六 指定介護療養施設サービスにおける別に厚生労働大臣が定める基準 

イ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(i)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、療養型介護療養施

設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(i)若しくは(ⅱ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型

介護療養施設サービス費(i)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費

(i)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(i)、診療所型介護療養施

設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(i)、(ⅱ)若しくは(ⅲ)、診療所型介護療養施設サービス費

(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施

設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症

疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービ

ス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(i)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介

護療養施設サービス費(i)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)を算定すべき指定介護療養施設サ

ービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニット(指定介護療養型医療施設基準第三十七条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

さない病室(指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロ

及び次号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。 

ロ 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(v)若しくは(ⅵ)、療養型介護療養施

設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(ⅲ)若しくは(ⅳ)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養

型介護療養施設サービス費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス

費(ⅱ)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療

養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型

介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費

(ⅳ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護

療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)

の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養

施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定すべき指定介護療養施設サービス

に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属さない病室(定員が二人以上のものに限る。)の入院患者に対して行われるものであること。 

ハ ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型療養型経過型介護療養施設サー
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ビス費、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認知症疾患型介護療養

施設サービス費(Ⅰ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設

サービス費(Ⅱ)のユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養施設サービスに係る

別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属する病室(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ、第四十条第二項第一号イ又は第

四十一条第二項第一号イに掲げる病室をいう。ニにおいて同じ。)(指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項

第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(これらの規定を指定居宅サービス基

準改正省令附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入院患者に

対して行われるものであること。 

ニ 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、経過的ユニット型療養型経過型介護

療養施設サービス費、経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、ユニット型認

知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費又はユニット型

認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき

指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属する病室(令和三年改正省令による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号

イ(3)(ⅱ)、第四十条第二項第一号イ(3)(ⅱ)又は第四十一条第二項第一号イ(3)(ⅱ)を満たすものに限り、指定介護

療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)、第四十条第二項第一号イ(3)又は第四十一条第二項第一号イ

(3)(これらの規定を指定居宅サービス基準改正省令附則第七条第一項により読み替えて適用する場合を含む。)を満

たすものを除く。)の入院患者に対して行われるものであること。 

 

【留意事項通知】 

⑽ 所定単位数を算定するための施設基準について 

療養型介護療養施設サービス費（中略）のそれぞれ所定単位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数

が所定の員数以上配置されることのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

① 療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット療養型介護療養施設サービス

費又はユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（施設基準第62号において準用する施設基準第14号ニから

ヘまで） 

イ 看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。 

ロ 医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっていないこと。 

ハ 療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。 

ａ ユニット型でない場合 

 (ａ) 一の病室の病床数が４床以下であること。 

 (ｂ) 入院患者１人当たりの病室の床面積が6・4平方メートル以上であること。 

 (ｃ) 隣接する廊下の幅が内法による測定で1・8メートル（両側に居室がある廊下については、2・7メート

ル）以上であること。ただし、療養型経過型介護療養施設サービス費を算定する介護療養型医療施設に係る

病室に隣接する廊下については、1・2メートル（両側に居室がある廊下については、1・6メートル）以上と

する。 

ｂ ユニット型の場合 

(ａ) 一の病室の定員は、１人とすること。ただし、入院患者への介護療養型施設サービスの提供上必要と認

められる場合は、２人とすることができること。 

(ｂ) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし、１のユニットの入院患者の定員は、おおむね10人以下としなければならないこと。ただし、

各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障

がないと認められる場合には、入居定員が15人までのユニットも認める。 

(ｃ) １の病室の床面積等は、10・65平方メートル以上とすること。ただし、(ａ)ただし書の場合にあっては、

21・3平方メートル以上とすること。 

(ｄ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

ニ 機能訓練室が内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有すること。 

ホ 入院患者１人につき１平方メートル以上の広さを有する食堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室及びユ

ニット型個室的多床室を除く。）。 

② 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、(Ⅱ)(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニット型療養

型介護療養施設サービス費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)若しくは

(Ⅲ)を算定するための基準について 

３の⑹②を準用する。この場合において、「当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、
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ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入する

こと。」とあるのは、「当該基準を満たす患者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれ

の状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること。また、すべての

患者（短期入所療養介護の利用者を除く。）について、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報酬における

診断群分類（ＤＰＣ）コードの上６桁を用いて記載すること。」と読み替えるものとする。 

（中略） 

 

※３の⑹② 

② 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)若しくは(Ⅱ)(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニッ

ト型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費

(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定するための基準について 

イ 当該介護療養型医療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、届出を行った月から当該届出に係る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 施設基準第14号ニ⑵㈡ａについては、ハに示す重篤な身体疾患を有する者とニに示す身体合併症を有する認知

症高齢者の合計についてヘに示す方法で算出した割合が、基準を満たすものであること。ただし、同一の者につ

いて、重篤な身体疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者の基準のいずれにも当てはまる場

合は、いずれか一方にのみ含めるものとする。なお、当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の

摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状

態を記入すること。 

ハ 施設基準第十四号ニ⑵㈡ａの「重篤な身体疾患を有する者」とは、次のいずれかに適合する者をいう。 

ａ NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態 

ｂ Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１週間以上人工呼吸器を必要としている状態 

ｃ 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人

工腎臓の実施については、他科受診によるものであっても差し支えない。 

⒜ 常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下） 

⒝ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

⒞ 出血性消化器病変を有するもの 

⒟ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

ｄ Child-Pugh分類Ｃ以上の肝機能障害の状態 

ｅ 連続する３日以上、JCS100以上の意識障害が継続している状態 

ｆ 単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態 

ｇ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診療報酬点数

表中「造影剤使用撮影」をいう。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をい

う。）により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）状態  

ニ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａの「身体合併症を有する認知症高齢者」とは、次のいずれかに適合する者をいう。 

ａ 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者 

ｂ 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された者 

⒜ パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病） 

⒝ 多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群） 

⒞ 筋萎縮性側索硬化症 

⒟ 脊髄小脳変性症 

⒠ 広範脊柱管狭窄症 

⒡ 後縦靱帯骨化症 

⒢ 黄色靱帯骨化症 

⒣ 悪性関節リウマチ 

ｃ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はMに該当する者 

ホ 施設基準第14号ニ⑵㈡ｂの「経管栄養」の実施とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を

指す。ただし、過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患者にあっては、当

該入院期間中（入院時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又

は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者（令和２年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネ

ジメント加算を算定されていた者）は、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。「喀痰吸

引」の実施とは、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患者にあっては、
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当該入院期間中（入院時を含む。）に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定されて

いる者又は平成27年度から令和２年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者（平成26年度以前に

おいては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和２

年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施

されている者として取り扱うものとすること。「インスリン注射」の実施においては、自ら実施する者は除くも

のであること。同一の者について、例えば、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、２つの処

置を実施しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含めること。 

ヘ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａ及び㈡ｂの基準については、次のいずれかの方法によるものとし、小数点第３位以下

は切り上げることとする。なお、ここにおいて入院患者等（当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用

者及び入院患者をいう。以下３［短期入所療養介護の規定］において同じ。）とは、毎日24時現在当該施設に入

院している者をいい、当該施設に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものであること。 

ａ 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日が属する月の前３月において当該割合の平均値が当

該基準に適合していること 

ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす入院患者等の入院延べ日数が全ての入院患者等の入

院延べ日数に占める割合によることとし、算定月の前３月において当該割合の平均値が当該基準に適合してい

ること。 

ト 施設基準第14号ニ⑵㈢の基準については、同号ニ⑵㈢ａからｄまでのすべてに適合する入院患者等の入院延べ

日数が、全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満たすものであること。当該割合の算出にあ

たっては、小数点第３位以下は切り上げるものとする。ただし、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、

家族の来院が見込めないような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入院患者等の状態等に応じて随時、入院

患者等に対するターミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認められる場合を含む。

この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容等を記録

するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来院がなかった旨を記載しておくことが必要

である。ターミナルケアにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す

るガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携

し、本人及びその家族と必要な情報の共有等の支援に努めること。 

チ 施設基準第14号ニ⑵㈣における「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、以下の考え方によるも

のとする。 

ａ 可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテ

ーションを、医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種の共同によって、医師の指示に基づき、療養

生活の中で随時行うこと。 

ｂ 入院中のリハビリテーションに係るマネジメントについては「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）第２のⅢで考え方等を示しているところであるが、生活機能を

維持改善するリハビリテーションについても、この考え方は適用されるものである。 

ｃ 具体的には、患者ごとに解決すべき日常生活動作上の課題の把握（アセスメント）を適切に行い、改善に係

る目標を設定し、計画を作成した上で、当該目標を達成するために必要なリハビリテーションを、機能訓練室

の内外を問わず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、入院患者等の生活機能の維持改善に努めな

ければならないこと。 

リ 施設基準第14号ニ⑵㈤における「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、基準省令第33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、療養機能強化型介護療養型医療

施設である医療機関においては、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介護療養型医療施

設である医療機関の入院患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。 

 

⑾ 介護療養施設サービス費を算定するための基準について 

① 介護療養施設サービス費は、施設基準第66号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。 

イ 施設基準第66号イに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が一人のものに限る。）（｢従来型個室」という。）

の入院患者に対して行われるものであること。 

ロ 施設基準第66号ロに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が２人以上のものに限る。）（｢多床室」という。）
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の入院患者に対して行われるものであること。 

ハ 施設基準第66号ハに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶、第

40条第２項第１号イ⑶又は第41条第２項第１号イ⑶を満たすものに限る。）（｢ユニット型個室」という。）の

入院患者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第66号ニに規定する介護療養施設サービス費 

介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（令和３年改正省令による改正前の指定介護療養型医療施設

基準第39条第２項第１号イ(３)(ⅱ)、第40条第２項第１号イ(３)(ⅱ)又は第41条第２項第１号イ(３)(ⅱ)を満た

すものに限るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第39条第２項第１号イ(３)、第40条

第２項第１号イ(３)又は第41条第２項第１号イ(３)（指定居宅サービス基準改正省令附則第７条第１項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型個室的多床室」という。）の入

院患者に対して行われるものであること。 

② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費の注１による届出がなされているものについ

ては、ユニット型介護療養施設サービス費を算定するものとすること。 

 

 

一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合の減算について 

注２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない

場合は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、

当該施設基準を満たさないものとして100分の95に相当

する単位数を算定した指定介護療養型医療施設につい

ては、⑹から⑽まで、⑿、⒀、⒃及び⒄は算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準 

六十五の二 指定介護療養施設サービスにおける入院患

者等の数に関する施設基準 

⑴ 療養病床を有する病院における介護療養施設サー

ビスにおける入院患者等の数に関する施設基準 

算定日が属する月の前三月間における入院患者等

(当該指定介護療養型医療施設である療養病床を有す

る病院の入院患者及び当該療養病床を有する病院で

ある指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以

下この号において同じ。)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高齢者

の占める割合が百分の二十以上であること。 

（中略） 

 

⑼ 一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合の減算について 

① 施設基準第65号の２⑴の基準における入院患者等（当該指定介護療養型医療施設である療養病床を有する病院の

入院患者及び当該療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以下同じ。）の割合

については、以下の式により計算すること。 

イ (ⅰ)に掲げる数を(ⅱ)に掲げる数で除して算出すること。 

 (ⅰ) 当該施設における直近３月間の入院患者等ごとの喀痰吸引を必要とする入院患者等延日数又は経管栄養を

必要とする入院患者等延日数 

 (ⅱ) 当該施設における直近３月間の入院患者等延日数 

ロ イ(ⅰ)において、「喀痰吸引を必要とする入院患者等」については、過去１年間に喀痰吸引が実施されていた

者（入院期間が１年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中（入院時を含む。）に喀痰吸引が実施され

ていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和２年度の口腔衛生管理体制

加算の算定要件を満たしている者（平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体

制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和２年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加

算を算定されていた者）については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱うものとすること。また、「経

管栄養を必要とする入院患者等」とは、経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、

過去１年間に経管栄養が実施されていた者（入院期間が１年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中（入

院時を含む。）に経管栄養が実施されていた者）であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄

養ケア・マネジメントを実施する者（令和２年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算

定されていた者）は、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。 

ハ イにおいて、同一の者について、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、２つの処置を実施
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しているため、喀痰吸引と経管栄養を実施しているそれぞれの人数に含める。 

② 施設基準第65号の２⑴の基準を満たさない場合は、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の

配置に応じた所定単位数に100分の95を乗じて得た単位数が算定され、退院時指導等加算、低栄養リスク改善加算、

経口移行加算、経口維持加算、口腔衛生管理加算、在宅復帰支援機能加算、特定診療費及び排せつ支援加算は適用

されない。 

 

 

身体拘束廃止未実施減算の取り扱いについて 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合

は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100

分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

九十五 介護療養施設サービスにおける身体拘束廃止未

実施減算の基準 

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条

の二第一項の規定によりなおその効力を有するものと

された指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に

関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指

定介護療養型医療施設基準」という。）第十四条第五項

及び第六項又は第四十三条第七項及び第八項に規定す

る基準に適合していること。 

 

※指定介護療養型医療施設基準第十四条第五項及び第六

項 

第十四条第五項 指定介護療養型医療施設は、前項の身体

的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

第六項 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行う

ことができるものとする。）を三月に一回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

※第四十三条第七項及び第八項 

第四十三条第七項 ユニット型指定介護療養型医療施設

は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び

時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなければならない。 

第八項 ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（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。）を三月に一回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する
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こと。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

⒀ 身体拘束廃止未実施減算について 

５の⑸を準用する。 

 

※５の⑸ 

⑸ 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施

設基準第11条第５項又は第42条第７項の記録（指定介護老人福祉施設基準第11条第４項又は第42条第６項に規定する

身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び指定介護老人福祉施設基準第11条第６項又は第42条第８項に

規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を

行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束適

正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場

合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道

府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員につい

て所定単位数から減算することとする。 

 

 

移行計画未提出減算 

注７ 令和６年４月１日までの介護医療院等への移行等

に関する計画を、４月から９月まで及び10月から翌年３

月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場

合は、移行計画未提出減算として、当該半期経過後６月

の期間、１日につき所定単位数の100分の10に相当する

単位数を所定単位数から減算する。 

 

 

⒂ 移行計画未提出減算 

① 移行計画未提出減算は、別紙様式10により、令和６年４月１日までの移行等に関する計画を、４月から９月まで

及び10月から翌３月までの半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合、当該半期経過後６月の期間、減算する

こととしたもの。 

例えば、令和３年９月30日までに届け出ていない場合、令和３年10月１日から令和４年３月30日までの期間、減

算となり、その後、令和３年11月１日に届け出た場合は、令和４年４月１日から同年９月30日までは減算されない。 

② 別紙様式10について、令和４年４月１日以降は、「令和４年４月１日の予定病床数」の列を、令和５年４月１日

以降は、「令和５年４月１日の予定病床数」の列を削除して使用すること。 

③ 計画については、あくまでも届出時点の意向を示すものであり、届け出た移行先以外への移行等を否定するもの

ではないことに留意すること。 

 

 

安全管理体制未実施減算  

注８ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合

は、安全管理体制未実施減算として、１日につき５単位

を所定単位数から減算する。 

 

【改正告示の附則】 

（安全管理体制未実施減算に係る経過措置） 

第八条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による

改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の（中

略）介護療養施設サービスのイの⑴から⑷までの注８、

ロの⑴及び⑵の注７並びにハの⑴から⑶までの注６（中

略）の規定は適用しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

九十五の二 介護療養施設サービスにおける安全管理体

制未実施減算の基準 

指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規

定する基準に適合していること。 

 

※指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項 

第三十四条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又は

その再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じ

なければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の

方法等が記載された事故発生の防止のための指針を



（介護療養型医療施設）                    2021.7枚方市 福祉指導監査課 

10 

 

整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある

事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析

を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備

すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（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。）及び従業

者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当

者を置くこと。 

 

⒃ 安全管理体制未実施減算について 

安全管理体制未実施減算については、指定介護療養型医療施設基準第34条第１項に規定する基準を満たさない事実

が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入院患者全員について、所定単位

数から減算することとする。 

なお、同項第４号に掲げる安全対策を適切に実施するための担当者は、令和３年改正省令の施行の日から起算して

６月を経過するまでの間、経過措置として、当該担当者を設置するよう努めることとしているため、当該期間中、当

該減算は適用しない。 

 

 

栄養管理に係る減算について  

注９ 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準

を満たさない場合は、１日につき14単位を所定単位数か

ら減算する。 

 

【改正告示の附則】 

（栄養管理の基準を満たさない場合の減算に係る経過措

置） 

第九条 令和六年三月三十一日までの間は、この告示によ

る改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数表の

（中略）介護療養施設サービスのイの⑴から⑷までの注

９、ロの⑴及び⑵の注８並びにハの⑴から⑶までの注７

（中略）の規定は適用しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

九十五の三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の

介護療養施設サービスのイの注９、ロの注８及びハの注

７の厚生労働大臣が定める基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 指定介護療養型医療施設基準第二条又は指定介護

療養型医療施設基準附則第十九条に定める栄養士又

は管理栄養士の員数を置いていること。 

ロ 指定介護療養型医療施設基準第十七条の二（指定介

護療養型医療施設基準第五十条において準用する場

合を含む。）に規定する基準に適合していること。 

 

※指定介護療養型医療施設基準第十七条の二に規定する

基準 

第十七条の二 指定介護療養型医療施設は、入院患者の栄

養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営む

ことができるよう、各入院患者の状態に応じた栄養管理

を計画的に行わなければならない。 

 

⒄ 栄養管理に係る減算について 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、以下に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その

翌々月から基準に満たさない状況が解決されるに至った月まで、入院患者全員について、所定単位数が減算されるこ

ととする（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

イ 指定介護療養型医療施設基準第２条又は指定介護療養型医療施設基準附則第19条に定める栄養士又は管理栄養士

の員数を置いていること。 

ロ 指定介護療養型医療施設基準第17条の２（指定介護療養型医療施設基準第50 条において準用する場合を含む。）

に規定する基準に適合していること。 

 

 

退院時等加算  

⑹ 退院時指導等加算 

㈠ 退院時等指導加算 
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ａ 退院前訪問指導加算 460単位 

ｂ 退院後訪問指導加算 460単位 

ｃ 退院時指導加算 400単位 

ｄ 退院時情報提供加算 500単位 

ｅ 退院前連携加算 500単位 

㈡ 訪問看護指示加算 300単位 

注１ ㈠のａについては、入院期間が１月を超えると見

込まれる入院患者の退院に先立って当該入院患者が

退院後生活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその

家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

に、入院中１回（入院後早期に退院前訪問指導の必要

があると認められる入院患者にあっては、２回）を限

度として算定する。 

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉

施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意

を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情

報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

２ ㈠のｂについては、入院患者の退院後30日以内に当

該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家

族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後１

回を限度として算定する。 

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉

施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意

を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情

報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

３ (一)のcについては、入院期間が1月を超える入院患

者が退院し、その居宅において療養を継続する場合に

おいて、当該入院患者の退院時に、当該入院患者及び

その家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った

場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定す

る。 

４ (一)のdについては、入院期間が1月を超える入院患

者が退院し、その居宅において療養を継続する場合に

おいて、当該入院患者の退院後の主治の医師に対し

て、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療

状況を示す文書を添えて当該入院患者の紹介を行っ

た場合に、入院患者1人につき1回に限り算定する。 

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉

施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意

を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の

診療状況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に

必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

５ (一)のeについては、入院期間が1月を超える入院患

者が退院し、その居宅において居宅サービスを利用す

る場合において、当該入院患者の退院に先立って当該

入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者

に対して、当該入院患者の同意を得て、当該入院患者

の診療状況を示す文書を添えて当該入院患者に係る

居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定

居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ

スの利用に関する調整を行った場合に、入院患者1人

につき1回を限度として算定する。 

６ (二)については、入院患者の退院時に、指定介護療

養型医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サ

ービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機

能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利

用が必要であると認め、当該入院患者の選定する指定

訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所に対して、当該入院患者の同意を得て、訪

問看護指示書を交付した場合に、入院患者1人につき1

回を限度として算定する。 

 

(23) 退院時指導等加算について（退院前後訪問指導加算） 

① 退院前訪問指導加算・退院後訪問指導加算 

イ 退院前訪問指導加算については、入院期間が１月を超えると見込まれる入院患者の退院に先立って、在宅療養

に向けた最終調整を目的として入院患者が退院後生活する居宅を訪問して退院後の療養上の指導を行った場合

に、入院中１回に限り算定するものである。 

なお、介護療養型医療施設においては、入院後早期に退院に向けた訪問指導の必要があると認められる場合に

ついては、２回の訪問指導について加算が行われるものであること。この場合にあっては、１回目の訪問指導は

退院を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定に当たって行われるものであり、２回目の訪

問指導は在宅療養に向けた最終調整を目的として行われるものであること。 

ロ 退院後訪問指導加算については、入院患者の退院後30日以内に入院患者の居宅を訪問して療養上の指導を行っ

た場合に、１回に限り算定を行うものである。 

ハ 退院前訪問指導加算は退院日に算定し、退院後訪問指導加算は訪問日に算定すること。 

ニ 退院前訪問指導加算及び退院後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものであること。 

 ａ 退院して病院又は診療所へ入院する場合 

 ｂ 退院して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

 ｃ 死亡退院の場合 

ホ 退院前訪問指導及び退院後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管理栄養

士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

ヘ 退院前訪問指導及び退院後訪問指導は、入院患者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

ト 退院前訪問指導及び退院後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。 

② 退院時指導加算 

イ 退院時指導の内容は、次のようなものであること。 

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

ｂ 退院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、排泄訓練の指導 

ｃ 家屋の改善の指導 

ｄ 退院する者の介助方法の指導 

ロ ①のニからトまでは、退所時指導加算について準用する。 

③ 退院時情報提供加算 

イ 退院後の主治の医師に対して入院患者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２の文

書に必要な事項を記載の上、入院患者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付

すること。また、当該文書に入院患者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬

歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。 

ロ ①のニを準用する。 

④ 退院前連携加算 

イ ５の(19)の③イ及びロを準用する。 

ロ ①のニ及びホを準用する。 

⑤ 訪問看護指示加算 

イ 介護療養型医療施設から交付される訪問看護指示書に指示期間の記載がない場合は、その指示期間は１月であ

るものとみなすこと。 

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。 

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等を介して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複合型サービス事業所に交付しても差し支えないこと。 

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。 
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ホ 訪問看護の指示を行った介護療養型医療施設は、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

事業所又は複合型サービス事業所からの訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。 

 

※５の(19)の③イ及びロ 

③ 退所前連携加算 

イ 退所前連携加算については、入所期間が１月を超える入所者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護

支援専門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場合に、入所者１人につき

１回に限り退所日に加算を行うものであること。 

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

 

栄養マネジメント加算  

【⑺ 栄養マネジメント加算】は削除。 
 

 

 

低栄養リスク改善加算  

⑺ 低栄養リスク改善加算  300単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定

介護療養型医療施設において、低栄養状態にある入院

患者又は低栄養状態のおそれのある入院患者に対し

て、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援

専門員その他の職種の者が共同して、入院患者の栄養

管理をするための会議を行い、入院患者ごとに低栄養

状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した

計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師

又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士

（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を

受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けて

いる場合に限る。）が、栄養管理を行った場合に、当

該計画が作成された日の属する月から６月以内の期

間に限り、１月につき所定単位数を加算する。ただし、

⑴から⑷までの注９、経口移行加算又は経口維持加算

を算定している場合は、算定しない。 

２ 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等

を示した計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う

栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して６

月を超えた期間に行われた場合であっても、低栄養状

態の改善等が可能な入所者であって、医師の指示に基

づき継続して栄養管理が必要とされるものに対して

は、引き続き当該加算を算定できるものとする。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

九十六の二 介護療養施設サービスにおける低栄養リス

ク改善加算の基準 

通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のい

ずれにも該当しないこと。（定員超過入院・人員基準欠

如（看護師比率に係る部分等を除く。）に該当していな

いこと。） 

 

(25) 低栄養リスク改善加算について 

低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から⑤までのとおり、実施するものとすること。なお、当該加算

における低栄養状態のリスク評価は、「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」第４に基づき行うこと。 

① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養状態の高リスク者に該当する者であって、

低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要であるとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とするこ

と。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入院患者に対

する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

② 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄

養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成すること（栄

養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための

栄養管理の対象となる入院患者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護療養型施設サービスにお

いては、当該計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって当該計画の作成に
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代えることができるものとすること。 

入院患者の栄養管理をするための会議は、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。なお、テ

レビ電話装置等を活用するに当たっては、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。 

③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入院患者に対し食事の観察を週５回以上行い、当該入院患者ごと

の栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。低栄養リスク改善加算の算定期間は、低栄養状態の

高リスク者に該当しなくなるまでの期間とするが、その期間は入院患者又はその家族の同意を得られた月から起算

して６月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 

④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入院患者又はその家族の同意を得られた月から起算して、６月を超え

て実施される場合でも、低栄養状態リスクの改善が認められない場合であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、

継続して低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるも

のとすること。ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示はおおむね２週間ごとに受けるものとするこ

と。 

⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合は、低栄養リスク改善加算は算定できな

い。 

 

 

経口移行加算  

⑻ 経口移行加算 28単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定

介護療養型医療施設において、医師の指示に基づき、

医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門

員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事

を摂取している入院患者ごとに経口による食事の摂

取を進めるための経口移行計画を作成している場合

であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理

栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又

は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が

作成された日から起算して180日以内の期間に限り、

１日につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷

までの注９を算定している場合は算定しない。 

２ 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計

画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及

び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が

作成された日から起算して180日を超えた期間に行わ

れた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可

能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口に

よる食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が

必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算

定できるものとする。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

六十六 （中略）介護療養施設サービス（中略）における

経口移行加算の基準 

通所介護費算定方法（中略）第十四号（看護職員の員

数に対する看護師の配置に係る部分（中略）を除く。（中

略））（中略）に規定する基準のいずれにも該当しない

こと。（定員超過入院・人員基準欠如（看護師比率に係

る部分等を除く。）に該当していないこと。） 

 

(26) 経口移行加算について 

５の(25)を準用する。 

 

※５の(25) 

(25) 経口移行加算について 

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるイからハま

での通り、実施するものとすること。 

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必

要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した

経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画については、
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経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を

得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記

載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実施すること。経口移行加算の

算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その

期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合に

おいては、原則として当該加算は算定しないこと。 

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算

して、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づ

き、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合にあっては、引き続き

当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示はおおむね２週間ごとに受ける

ものとすること。 

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからニ

までについて確認した上で実施すること。 

 イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。）。 

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。）。 

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に

移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。 

④ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介

護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じること。 

 

 

経口維持加算  

⑼ 経口維持加算 

㈠ 経口維持加算(Ⅰ)  400単位 

㈡ 経口維持加算(Ⅱ)  100単位 

注１ ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する指定介護療養型医療施設において、現に経

口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害

を有し、誤嚥が認められる入院患者に対して、医師

又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管

理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の

者が共同して、入院患者の栄養管理をするための食

事の観察及び会議等を行い、入院患者ごとに、経口

による継続的な食事の摂取を進めるための経口維

持計画を作成している場合であって、当該計画に従

い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行

う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等

が医師の指導を受けている場合に限る。）を受けた

管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合

に、１月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴

から⑷までの注９又は経口移行加算を算定してい

る場合は算定しない。 

２ ㈡については、協力歯科医療機関を定めている指

定介護療養医療施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定し

ている場合であって、入院患者の経口による継続的

な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会

議等に、医師（健康保険法等の一部を改正する法律

附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされた指定介護療養型医療施設の

人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省

※厚生労働大臣が定める基準 

六十七 （中略）介護療養施設サービス（中略）における

経口維持加算の基準 

イ 通所介護費等算定方法等（中略）第十四号（中略）

に規定する基準のいずれにも該当しないこと。（定員

超過入院・人員基準欠如（看護師比率に係る部分等を

除く）に該当していないこと。） 

ロ 入所者又は入院患者の摂食若しくは嚥下機能が医

師の判断により適切に評価されていること。 

ハ 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されてい

ること。 

二 食形態に係る配慮など誤嚥防止のための適切な配

慮がなされていること。 

ホ ロからニまでについて医師、管理栄養士、看護職員、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して実施す

るための体制が整備されていること。 
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令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」と

いう。）第２条第１項第１号に規定する医師を除

く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加

わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

 

(27) 経口維持加算について 

   ５の(26)を準用する。 

 

※５の(26) 

(26) 経口維持加算について 

① 経口維持加算(Ⅰ)については、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害（食事の摂取に関する認知機能の低下を含む。

以下同じ。）を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、「改訂水飲みテ

スト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。

以下同じ。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）等により

誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関す

る検査を実施することが困難である場合を含む。以下同じ。）ことから、継続して経口による食事の摂取を進め

るための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、

歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のた

めに必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同

して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるた

めの特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に応じた見直しを行うこと。また、

当該経口維持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説

明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サー

ビス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。 

入所者の栄養管理をするための会議は、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。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継

続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。 

② 経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（指定介護老人福祉施設基準第２

条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか１名以上が加わるこ

とにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定されるものであること。 

③ 経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は、関係職種が一同

に会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の参加が得られなかった場合

は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする。 

④ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制とすること。 

 

 

口腔衛生管理体制加算  

【⑾ 口腔衛生管理体制加算】は削除。 
 

 

 

口腔衛生管理加算  

⑽ 口腔衛生管理加算 90単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介

護療養型医療施設において、次に掲げるいずれの基準

にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算す

る。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加

算を算定していない場合は、算定しない。 

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入院患者

に対し、口腔ケアを月２回以上行うこと。 

ロ 歯科衛生士が、イにおける入院患者に係る口腔ケ

※厚生労働大臣が定める基準 

九十六の三 介護療養施設サービスにおける口腔衛生管

理加算の基準 

前号の規定を準用する。 

 

※前号の規定 

九十六の二 介護療養施設サービスにおける低栄養リス

ク改善加算の基準 

通所介護費等算定方法第十四号に規定する基準のい
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アについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言

及び指導を行うこと。 

ハ 歯科衛生士が、イにおける入院患者の口腔に関す

る介護職員からの相談等に必要に応じ対応するこ

と。 

 

ずれにも該当しないこと。（定員超過入院・人員基準欠

如（看護師比率に係る部分等を除く。）に該当していな

いこと。） 

(28) 口腔衛生管理加算について 

   ５の(27)①から④まで及び⑥を準用する。 

 

※５の(27)①から④まで及び⑥ 

(27) 口腔衛生管理加算について 

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行

い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所

者ごとに算定するものである。 

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内にお

いて医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスに

ついて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、

歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する

口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当

該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事

項に係る記録を別紙様式３を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該記録を保管するとと

もに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所

者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当

該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。 

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生

指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上算定された場合には算定できない。 

 

 

認知症専門ケア加算  

⒁ 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介護療養型医

療施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的

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。 

  ⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 

  ⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三の二 （中略）介護療養施設サービス（認知症病棟を有

する病院における介護療養施設サービスを除く。）（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

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。 
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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 

七十三 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護

療養施設サービスのイ⒁の注及びロ⑿の注の厚生労働

大臣が定める者 

第三十号に規定する者 

 

※第三十号 

三十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設

入居者生活介護費のヘ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 

 

(31) 認知症専門ケア加算について 

   ５の(33)を準用する。 

 

※５の(33) 

(33) 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に該当する入所者を指すものとする。 

② 「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。 

③ 「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。 

④ 「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。 

 

 

排せつ支援加算  

⒃ 排せつ支援加算 100単位 

注 排せつに介護を要する入院患者であって、適切な対

応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる

と医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対
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して、指定介護療養型医療施設の医師、看護師、介護

支援専門員その他の職種が共同して、当該入院患者が

排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた

支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続

して実施した場合は、支援を開始した日の属する月か

ら起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単

位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せつ支

援加算を算定している場合は、算定しない。 

 

(33) 排せつ支援加算について 

① 本加算は、全ての入院患者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに特別

な支援を行って排せつの状態を改善することを評価したものである。したがって、例えば、入院患者が尿意・便意

を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由と

しておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。 

② 「排せつに介護を要する入院患者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009 改訂版（平

成30年４月改訂）」の方法を用いて、排尿または排便の状態が、「一部介助」又は「全介助」と評価される者をい

う。 

③ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、

当該排尿又は排便にかかる状態の評価が不変又は悪化することが見込まれるが、特別な対応を行った場合には、当

該評価が６月以内に「全介助」から「一部介助」以上、又は「一部介助」から「見守り等」以上に改善すると見込

まれることをいう。 

④ ③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告することする。

また、医師と連携した看護師が③の見込みの判断を行う際、入院患者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合

等は、医師へ相談することとする。 

⑤ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職

種が共同して分析し、それに基づいた支援計画を別紙様式６の様式を参考に作成する。要因分析及び支援計画の作

成に関わる職種は、③の判断を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入院患者の特性を把握し

ている介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管

理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、介護療養型施設サービスにおいては、支援計画に相当

する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるもの

とすること。 

⑥ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入院患者の特性に配慮しながら

個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入院患者の尊厳が十分

保持されるよう留意する。 

⑦ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入院患者又はその家族に対し、現在の排せつに

かかる状態の評価、③の見込みの内容、⑤の要因分析及び支援計画の内容、当該支援は入院患者又はその家族がこ

れらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも

入院患者又はその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入院患者及びその家族の理解

と希望を確認した上で行うこと。 

⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記録し、③における見込みとの差異があればその

理由を含めて総括し、記録した上で、入院患者又はその家族に説明すること。 

 

 

安全対策体制加算  

⒄ 安全対策体制加算 20単位 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして都道府県知事に届け出た指定介護療養

型医療施設が、入院患者に対し、指定介護療養施設サ

ービスを行った場合、安全対策体制加算として、入院

初日に限り所定単位数を加算する。 

 

※厚生労働大臣が定める施設基準 

六十五の三 指定介護療養施設サービスにおける安全対

策体制加算に係る施設基準 

イ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に

規定する基準に適合していること。 

ロ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項第

四号に規定する担当者が安全対策に係る外部におけ

る研修を受けていること。 

ハ 当該指定介護療養型医療施設内に安全管理部門を
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設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備され

ていること。 

 

※指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定す

る基準 

第三十四条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又は

その再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じ

なければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の

方法等が記載された事故発生の防止のための指針を

整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある

事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析

を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備

すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（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。）及び従業

者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当

者を置くこと。 

 

(34) 安全対策体制加算について 

   ５の(39)を準用する。 

 

※５の(39) 

(39)  安全対策体制加算について 

安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施及びこれら

を適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組

織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行うものである。 

安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマ

ネジメント等の内容を含むものであること。令和３年10月31日までの間にあっては、研修を受講予定（令和３年４月

以降、受講申込書等を有している場合）であれば、研修を受講した者とみなすが、令和３年10月31日までに研修を受

講していない場合には、令和３年４月から10月までに算定した当該加算については、遡り返還すること。 

また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門を設置し、事故の防止に係る

指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していることが必要である

こと。 

 

 

サービス提供体制強化加算  

⒅ 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介護療養型医

療施設が、入院患者に対し指定介護療養施設サービス

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 

九十八 介護療養施設サービスにおけるサービス提供体

制強化加算の基準 

第九十三号の規定を準用する。この場合において、同

号イ⑴㈠及び㈡、ロ⑴並びにハ⑴㈠及び㈡中「介護老人

保健施設」とあるのは、指定介護療養型医療施設が療養

病床を有する病院である場合にあっては「指定介護療養

施設サービスを行う療養病棟」と、療養病床を有する診

療所である場合にあっては「指定介護療養施設サービス

を行う病室」と、老人性認知症疾患療養病棟を有する病

院である場合にあっては「指定介護療養施設サービスを

行う認知症病棟」と、同号イ⑶中「通所介護費等算定方

法第十三号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十

四号」と読み替えるものとする。 
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※第九十三号の規定 

九十三 介護保健施設サービス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 介護老人保健施設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。 

㈡ 介護老人保健施設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 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資

する取組を実施していること。 

⑶ 通所介護費等算定方法第十三号に規定する基準

のいずれにも該当しないこと。 

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 介護老人保健施設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⑶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 介護老人保健施設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 介護老人保健施設の看護・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。 

⑵ イ⑶に該当するものであること。 

 

(35) 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並びに４の⒅③を準用する。 

 ② 介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士とし

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
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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 ［略］ 

 

※４の⒅③ 

③ 提供する指定特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳

の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。 

（例） 

・ ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業

務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立てて取組

を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の意見

交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければならない。 

 

 

介護職員処遇改善加算  

⒆ 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介護療養型医療施設が、入

院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場

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。 

㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒅までによ

り算定した単位数の1000分の26に相当する単位数 

㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒅までによ

り算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 

㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⒅までによ

り算定した単位数の1000分の10に相当する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

九十九 介護療養施設サービス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 

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

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



（介護療養型医療施設）                    2021.7枚方市 福祉指導監査課 

23 

 

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

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



（介護療養型医療施設）                    2021.7枚方市 福祉指導監査課 

24 

 

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。 

 

(37) 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  

(20) 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介護療養型医療施設が、

入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った

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⒅ま

でにより算定した単位数の1000分の15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⒅ま

でにより算定した単位数の1000分の11に相当する

単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

九十九の二 介護療養施設サービスにおける介護職員等

特定処遇改善加算の基準 

 第六号の二の規定を準用する。 

 

※第六号の二 

六の二 訪問入浴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。 

(一) 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。 

(二) 指定訪問入浴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。 

(三) 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。 

(四) 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 当該指定訪問入浴介護事業所において、賃金改善
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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 当該指定訪問入浴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 訪問入浴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。 

⑹ 訪問入浴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 (7)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(1)から(4)

まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

 

(38) 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  

【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施設サービス等介護給付費単位数表

の（中略）介護療養施設サービスのイの⑴から⑷まで、ロの⑴及び⑵並びにハの⑴から⑶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 特定診療費に係る指導管理等及び単位数 

感染対策指導管理  

１ 感染対策指導管理(１日につき) ６単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期

入所療養介護事業所(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「指定居宅サービス基準」という。)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

い、介護老人保健施設、介護医療院及び指定居宅サー

ビス基準附則第5条第3項により読み替えられた指定

居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所

であるものを除く。以下この表において同じ。)、指

定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正す

る法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法

第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法

律第123号。以下「平成18年旧介護保険法」という。)

第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施

設をいう。以下同じ。)又は指定介護予防短期入所療

養介護事業所(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18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サ

ービス基準」という。)第187条第1項に規定する指定

介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保

健施設、介護医療院及び介護予防サービス基準附則第

5条第3項により読み替えられた介護予防サービス基

準第189条に規定する基準適合診療所であるものを除

く。以下この表において同じ。)において、常時感染

防止対策を行う場合に、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。)、指定介護療養施設サー

ビス(平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定

する指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)

又は介護予防指定短期入所療養介護(介護予防サービ

ス基準第186条に規定する指定介護予防短期入所療養

介護をいう。以下同じ。)を受けている利用者又は入

院患者について、所定単位数を算定する。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

一 特定診療費及び特別診療費における感染対策指導管

理の基準 

イ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止す

るにつき十分な設備を有していること。 

ロ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止す

るにつき十分な体制が整備されていること。 

 

第二 個別項目 

１ 感染対策指導管理 

感染対策指導管理に係る特定診療費は、施設全体として常時感染対策をとっている場合に、算定できるものであ

ること。 

 

第三 施設基準等 

１ 感染対策指導管理 

⑴  当該医療機関において、別紙様式２を参考として、院内感染防止対策委員会が設置され、対策がなされている

こと。 

⑵ 当該医療機関において、院内感染対策委員会が月１回程度、定期的に開催されていること。 

施設内感染対策委員会は、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。）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。 

⑶ 院内感染対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の
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責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されていること。（診療所においては各部

門の責任者を兼務した者で差し支えない。） 

⑷ 当該医療機関内にある検査部において、各病棟の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」

が週１回程度作成されており、当該レポートが院内感染対策委員会において十分に活用されている体制がとられ

ていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感受性成績パターン等が医療機関

の疫学情報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各

種細菌の検出状況を記すものではない。 

⑸ 院内感染防止対策として、職員等に対し流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、各病室に水道又は速

乾式手洗い液当の消毒液が設置されていること。ただし、認知症患者が多い等、その特性から病室に消毒液を設

置することが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。 

 

 


