イ

ロ

ハ

ニ

サービス提供体制強化加算

イ

ロ

次に掲げる基準のいずれに

次に掲げる基準のいずれに

通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のい

の占める割合が百分の五十以上であること。

指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士

も適合すること。
⑴

⑵
ずれにも該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。

の占める割合が百分の四十以上であること。

指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士

も適合すること。
⑴
⑵
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。

こと。

勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上である

指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、

適合すること。
⑴

⑵
サービス提供体制強化加算

イ

ロ

ハ

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

次に掲げる基準のいずれにも

通所介護費等算定方法第一号イ及びハに規定する基準のい

あること。

の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上で

第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。）の介護職員

指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条

適合すること。
⑴

⑵

ずれにも該当しないこと。

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。

こと。

勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上である

指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、

適合すること。
⑴

⑵

サービス提供体制強化加算
適合すること。

指定療養通所介護（指定居宅サービス等基準第百五条の二

に規定する指定療養通所介護をいう。）を利用者に直接提供

⑴

に規定する指定療養通所介護をいう。）を利用者に直接提供

する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合

一七頁

通所介護費等算定方法第一号ロ及びニに規定する基準のい
ずれにも該当しないこと。

通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準
（新設）

第四号の規定を準用する。

⑵

する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合

通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準

ずれにも該当しないこと。

通所介護費等算定方法第一号ロ及びニに規定する基準のい

が百分の三十以上であること。

十六

が百分の三十以上であること。

指定療養通所介護（指定居宅サービス等基準第百五条の二

適合すること。
⑴

⑵
二十四

通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ

第四号の規定を準用する。
二十五

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)

⑶

⑵

⑴

リハビリテーションマネジメント加算

次に掲げる基準の

次に掲げる基準の

診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。

た日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、

該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始し

指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当

して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の

新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対

、介護の工夫等の情報を伝達していること。

対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点

業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に

言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事

事業所をいう。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は

準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション

指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス基

て当該計画を見直していること。

う。以下同じ。）の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ

百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をい

通所リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第

いずれにも適合すること。

リハビリテーションマネジメント加算

ネジメント加算の基準
イ

ロ

の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあ

通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画

その家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又は

こと。

員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録する

関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成

リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに

いずれにも適合すること。
⑴

⑵
⑶

(Ⅰ)
(Ⅱ)

一八頁

⑷

⑸

⑹
二十六

っては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に
一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態
の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直している
こと。
指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテ
ーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、
自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関す

指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業

日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

に関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び

の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーション

事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者

指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する

療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた

指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業

以下のいずれかに適合すること。

る情報提供を行うこと。
㈠

㈡

療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの
利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーシ
ョンに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導
及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
⑴から⑸までに適合することを確認し、記録すること。
通所リハビリテーション費における短期集中個別リハビリ

テーション実施加算の基準
又は

を算定していること。

通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジ
メント加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

次に掲げる

通所リハビリテーション費における認知症短期集中リハビ

(Ⅱ)

リテーション実施加算の基準
イ

(Ⅰ)

二十七

(Ⅰ)

（新設）

（新設）

一九頁

又は

を算定していること。
次に掲げる

通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ

施すること。

一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実

基準のいずれにも適合すること。
⑴
⑵
ネジメント加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。

基準のいずれにも適合すること。
⑴

を算定していること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテー

ネジメント加算

通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ

能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。

が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機

リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等

⑶
二十八

ロ

(Ⅱ)

⑵

(Ⅱ)

(Ⅰ)
(Ⅱ)

を算定していること。

通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネ

目標の達成状況を報告すること。

に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの

に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日前一月以内

当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中

、リハビリテーションを提供すること。

が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて

えたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等

生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏ま

ること。

研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されてい

験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための

生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ション費の注９の厚生労働大臣が定める基準
イ

ロ

ハ

ニ

ジメント加算

(Ⅱ)

（新設）

二〇頁

二十九

通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準
管理栄養士を一名以上配置していること。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ
利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士

当しないこと。
通所リハビリテーション費における口腔機能向上加算の基準

く う

く う

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若

していること。

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成

言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の

く う

利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、

ること。

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置してい

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

く う

通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該

ること。

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価してい

録していること。

ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記

利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ

ケア計画を作成していること。

え ん

て、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養

その他の職種の者（以下「管理栄養士等」という。）が共同し

、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員

ロ

ハ

ニ
ホ
三十
イ
ロ

ハ

しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又
く う

は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス
く う

に規定する口腔機能向上サービスをいう。）を行

（指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーシ
ョン費の注
こと。

く う

っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録している
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（新設）

（新設）

二一頁

ニ
ホ

く う

利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的
に評価すること。
通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該
通所リハビリテーション費における中重度者ケア体制加算

当しないこと。
三十一

指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指

の三十以上であること。

要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分

テーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が

前年度又は算定日が属する月の前三月間の指定通所リハビリ

以上確保していること。

ス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。）で一

加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法（指定居宅サービ

は同条第二項第一号に規定する要件を満たす員数をいう。）に

の員数（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項第二号イ又

指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

の基準
イ

ロ

ハ

定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を一名以上

評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終

施した者の占める割合が百分の五を超えていること。

定通所介護等（指定通所リハビリテーションを除く。）を実

下「通所リハビリテーション終了者」という。）のうち、指

リハビリテーション費の注９の加算を算定した者を除く。以

を終了した者（指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所

評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

通所リハビリテーション費における社会参加支援加算の基

配置していること。
三十二
準
イ
⑴

⑵

（新設）

（新設）

二二頁

ロ

了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハ
ビリテーション従業者（指定居宅サービス等基準第百十一条
第一項に規定する通所リハビリテーション従業者をいう。）
が、通所リハビリテーション終了者に対して、居宅訪問等に
より、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等
の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続
する見込みであることを確認し、記録していること。
十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平

イ

次に掲げる基準のいずれに

通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化

均利用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。
三十三
サービス提供体制強化加算

加算の基準
イ

十七

次に掲げる基準のいずれにも

通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加
サービス提供体制強化加算

算の基準
イ

指定通所リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等

適合すること。
⑴

該当しないこと。

サービス提供体制強化加算

二三頁

通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算の

イ⑵に該当するものであること。

の者の占める割合が百分の三十以上であること。

利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上

百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。）を

指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第

次に掲げる基準のいずれにも

通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも

占める割合が百分の四十以上であること。

基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーショ

⑵

⑴

適合すること。

⑵

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。

次に掲げる基準のいずれに

ン事業所をいう。）の介護職員の総数のうち、介護福祉士の

ロ

次に掲げる基準のいずれにも

十八

通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも

指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のう

も適合すること。
⑴
⑵
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算

イ⑵に該当するものであること。

ち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。

指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のう

も適合すること。
⑴
⑵

ロ

(Ⅰ)

(Ⅱ)

ロ

ハ

通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算

イ⑵に該当するものであること。

三十以上であること。

の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の

指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員

適合すること。
⑴

⑵
三十四

(Ⅰ)
(Ⅰ)
(Ⅱ)

の基準
短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介

第四号の規定を準用する。
三十五

短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、地域密着型介護

第四号の規定を準用する。

基準
十九

果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十

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

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

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所

び第十八号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分、

ものにおける医師の員数に係る部分を除く。）並びに第十七号及

。）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た

一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ

するものとされた同法第二十六条による改正前の法第四十八条第

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

所在す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

ける医師の員数に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に

って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお

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

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

る部分、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所

十三号及び第十四号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係

通所介護費等算定方法第三号、第四号、第十号、第十二号、第

五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第百八十

果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十

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

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

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防短期入所

び第十八号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分、

ものにおける医師の員数に係る部分を除く。）並びに第十七号及

。）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た

一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ

するものとされた同法第二十六条による改正前の法第四十八条第

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

所在す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

ける医師の員数に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に

って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお

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

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

る部分、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定短期入所

十三号及び第十四号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係

通所介護費等算定方法第三号、第四号、第十号、第十二号、第

福祉施設サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービ

五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第百八十

七条第一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

護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サー

七条第一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

う。）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出

ス及び介護療養施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護費

う。）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出

たものにおける医師の員数に係る部分を除く。第八十七号におい

ビス及び介護療養施設サービス並びに介護予防短期入所生活介護

たものにおける医師の員数に係る部分を除く。第百十八号におい

て読み替えて準用する第二十四号において同じ。）に規定する基

及び介護予防短期入所療養介護費における療養食加算の基準

て読み替えて準用する第四十号において同じ。）に規定する基準

準のいずれにも該当しないこと。

費及び介護予防短期入所療養介護費における療養食加算の基準

のいずれにも該当しないこと。

二四頁

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

第十六号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ⑷中
「イ⑷」とあるのは「第十六号イ⑷」と読み替えるものとする
。
短期入所生活介護費における医療連携強化加算の基準

を算定していること。

主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ

期的な巡視を行っていること。

利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定

の注５の看護体制加算

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

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

三十七
イ
ロ
ハ

協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り
決めを行っていること。
急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得てい

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

ること。

基準

三十八

（削除）

ニ

(Ⅱ)

（新設）

算定日が属する前三月間において、利用定員に営業日数を乗

数の利用者に対応するための体制を整備していること。

同じ。）を受け入れるために、利用定員の百分の五に相当する

入所生活介護を受けている利用者を除く。以下この号において

護をいう。以下同じ。）を受ける必要がある者（現に指定短期

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

。以下同じ。）において、緊急に指定短期入所生活介護（指定

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

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

短期入所生活介護費における緊急短期入所体制確保加算の基

（新設）

二十
準
イ

ロ

じた総数のうち、利用延人員の占める割合が百分の九十以上で

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

あること。
二十一
基準

二五頁

イ

ロ

サービス提供体制強化加算

イ

次に掲げる基準のいずれに

イ

サービス提供体制強化加算
適合すること。

次に掲げる基準のいずれにも

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

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

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

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

⑴

いう。以下同じ。）の介護職員（当該指定短期入所生活介護

あっては、当該特別養護老人ホームの介護職員）の総数のう

該当しないこと。

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

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

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
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六十以上であること。

次に掲げる基準のいずれに

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
ロ

⑵

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。

ロ

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、

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

も適合すること。
⑴

⑵
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。

護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

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

も適合すること。
⑴
⑵
サービス提供体制強化加算

適合すること。

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

は介護職員（以下「看護・介護職員」という。）（当該指定

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

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

⑴

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

サービス提供体制強化加算

二六頁

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

指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員（当該

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。

であること。

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
であること。
次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算

⑴

適合すること。

⑵

）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

ハ

）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

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

適合すること。
⑴

⑵

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

ハ

ニ

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

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

適合すること。
⑴

(Ⅰ)
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)

⑵
三十九

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

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

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

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

ち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上で

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

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

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

イ⑵に該当するものであること。

あること。
⑵

短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準

介護老人保健施設に係る短期入所療養介護費及び介護予防

医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が

を五十で除した数以上配置していること。

第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。）で入所者の数

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

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法（介

こと。

定する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置している

基準（平成十一年厚生省令第四十号）第二条第一項第五号に規

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

置していること。

基準
イ
ロ

ハ

ニ

共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、

当該リハビリテーション計画に基づき、理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士が理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適

サービス提供体制強化加算

二七頁

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

切に行う体制にあること。
二十四
基準
イ

常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を一人以上配

短期入所療養介護費におけるリハビリテーション機能強化加算の

二十三

第四号の規定を準用する。

二十二

する職員）の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割
合が百分の三十以上であること。
イ⑵に該当するものであること。
短期入所生活介護費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。

イ

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

（削除）

四十

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ)

準
イ

(Ⅰ)

ロ

⑴

⑵

⑴

⑵

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

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。

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

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

㈠

。）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

病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である

にも該当しないこと。

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

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
㈡

が百分の五十以上であること。

にも該当しないこと。

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

が百分の六十以上であること。

指定短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準第百四

っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠

㈡

⑵

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

病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
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

れにも適合すること。

「療養病棟」という。）、当該指定短期入所療養介護を行

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。）、当該指定短期入所療養介護を行

う病室（以下「病室」という。）又は当該指定短期入所療

㈠

う病室（以下「病室」という。）又は当該指定短期入所療

養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福

いずれにも該当しないこと。

二八頁

通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準の

養介護を行う認知症病棟の介護職員の総数のうち、介護福

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。
イ⑴㈡に該当するものであること。
病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である

指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟、当該

㈡

祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

通所介護費等算定方法第四号ロ又はハに規定する基準の

祉士の占める割合が百分の六十以上であること。

指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病棟（以下

いずれにも適合すること。
㈠

㈡
ロ

いずれにも該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

㈠

いずれにも適合すること。

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

㈡

㈠

っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

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

(Ⅰ)

⑴

⑵

㈡

指定短期入所療養介護を行う病室又は当該指定短期入所療
養介護を行う認知症病棟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。
イ⑵㈡に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算
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

ロ
⑴

サービス提供体制強化加算

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

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

っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠

イ⑴㈡に該当するものであること。

病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である

療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・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。

イ⑵㈡に該当するものであること。

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

サービス提供体制強化加算

㈡

㈠

いずれにも適合すること。

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

㈡

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

イ⑴㈡に該当するものであること。

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

⑵

、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

ハ
⑴

、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

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

っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠

㈡

病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
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

イ⑵㈡に該当するものであること。

こと。

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

療養病棟、病室又は認知症病棟の看護・介護職員の総数

いずれにも適合すること。
㈠

㈡
サービス提供体制強化加算

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。

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

㈠

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

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

っては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠

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

分の三十以上であること。

イ⑴㈡に該当するものであること。

病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
いずれにも適合すること。

二九頁

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

㈡

員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百

⑵

員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百
分の三十以上であること。
イ⑴㈡に該当するものであること。
病院である指定短期入所療養介護事業所又は診療所である
いずれにも適合すること。

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

㈡

(Ⅱ)

(Ⅲ)

ハ

ニ
⑴

⑵

(Ⅱ)
(Ⅲ)

四十一

㈠

㈡

指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症

病棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを

㈠

病棟の指定短期入所療養介護又は介護療養施設サービスを

利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤

指定短期入所療養介護を行う療養病棟、病室又は認知症
利用者又は入院患者に直接提供する職員の総数のうち、勤

続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上である

三〇頁

短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ⑵㈡に該当するものであること。

続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上である

（新設）

第四号の規定を準用する。

㈡

こと。
二十五

こと。
イ⑵㈡に該当するものであること。
短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準
特定施設入居者生活介護費、認知症対応型共同生活介護費

第四号の規定を準用する。
四十二
、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、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（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。）、介護予防特定施設入居者生

次に掲げる基準のいずれにも適合す

活介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における認知
認知症専門ケア加算

症専門ケア加算の基準
イ

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

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

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

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

、別に厚生労働大臣が定める者を含む。）を、対象者の数が

介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては

設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は

認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（特定施

こと。

下「対象者」という。）の占める割合が二分の一以上である

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

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

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

ること。
⑴

⑵

(Ⅰ)

ロ

⑶

いること。
当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関す

次に掲げる基準のいずれにも適合す

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。
認知症専門ケア加算
イの基準のいずれにも適合すること。

ること。
⑴
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（

イ

次に掲げる基準のいずれに

特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化

を実施又は実施を予定していること。

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

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

ていること。

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

っては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。）を一名以上

護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあ

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

⑵

⑶

四十三
サービス提供体制強化加算

第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下

施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準第百七十四条

入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定

等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設

定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス

指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指

あること。

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

項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。）の介護職員

指定特定施設（指定居宅サービス等基準第百七十四条第一

も適合すること。
⑴

⑵

(Ⅰ)

加算の基準
イ

(Ⅱ)

（新設）

三一頁

ロ

ハ

ニ

⑶

同じ。）の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護（指
定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指
定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の
事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合に
おいて、⑴の介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施
設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施
設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものと
する。

ロ

次に掲げる基準のいずれに

通所介護費等算定方法第五号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑶に該当するものであること。

する。

⑴の介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用

る割合が百分の五十以上であること。

指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め

も適合すること。
⑴
⑵
⑶
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑶に該当するものであること。

を準用する。

⑴の看護・介護職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定

占める割合が百分の七十五以上であること。

指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の

適合すること。
⑴
⑵
⑶

サービス提供体制強化加算

⑴の職員の総数の算定にあっては、イ⑵の規定を準用する

三十以上であること。

の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の

指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員

適合すること。
⑴

⑵

(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)

三二頁

⑶
四十四

。

の基準

イ⑶に該当するものであること。
特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるターミナル

第四号の規定を準用する。
四十五
ケア加算の基準
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における総合マネジ

第八号の規定を準用する。
四十六

地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に

看護計画をいう。以下同じ。）の見直しを行っていること。

三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護

随時対応型訪問介護看護計画（指定地域密着型サービス基準第

師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・

三条の四第十一項に規定する計画作成責任者をいう。）、看護

応じ、随時、計画作成責任者（指定地域密着型サービス基準第

利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に

次に掲げる基準のいずれにも該当すること。

メント体制強化加算の基準
イ

ロ

対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地
域密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）が提
供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（
指定地域密着型サービス基準第三条の二に規定する指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。）の具体的な

イ

次に掲げる基準のいずれに

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提

内容に関する情報提供を行っていること。
四十七

サービス提供体制強化加算

二十六
の基準

特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるターミナル

第四号の規定を準用する。
二十七

ケア加算の基準

三三頁

次に掲げる基準のいずれにも

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提

第八号の規定を準用する。
（新設）

二十八

サービス提供体制強化加算

供体制強化加算の基準
イ

該当すること。

(Ⅰ)

供体制強化加算の基準
イ

も該当すること。

(Ⅰ)

ロ

ハ

⑴

⑵

⑶

⑷

ービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・随時対応

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者（指定地域密着型サ

全ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者（指定地域

回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の

密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する指定定期巡

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域

型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。）に対し、定期巡

密着型サービス基準第三条の四第一項に規定する定期巡回・

⑴

回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し

随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下同じ。）に対し

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定

、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定

、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画

を作成し、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実
施を予定していること。

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定

⑵

対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を定

期的に開催していること。

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随時
期的に開催していること。

の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全て

の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康診

断等を定期的に実施すること。

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全て
断等を定期的に実施すること。

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問

介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の三十以上

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問
介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の四十以上

又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課
次に掲げる基準のいずれに

三四頁

・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回

次に掲げる基準のいずれにも

又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課
ロ

イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴

適合すること。

サービス提供体制強化加算

程修了者の占める割合が百分の五十以上であること。

⑷

⑶

していること。

ロ

程修了者の占める割合が百分の六十以上であること。
サービス提供体制強化加算
⑴

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護

も該当すること。
⑵

員等の総数のうち、介護福祉士の割合が百分の三十以上又は
介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修
次に掲げる基準のいずれにも

了者の占める割合が百分の五十以上であること。
サービス提供体制強化加算

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回

適合すること。
⑴

・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

ニ

⑵

占める割合が百分の六十以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも

イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
サービス提供体制強化加算

適合すること。

ハ

⑵

占める割合が百分の六十以上であること。

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
サービス提供体制強化加算

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回

適合すること。
⑴

イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数三
⑵

・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数三
イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

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

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処
介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用

の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金

⑴

の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金

講じていること。

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。

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

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、

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

⑵

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、市

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、

職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市

（特別区の区長を含む。）に報告すること。

三五頁

事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、

すること。

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

町村長（特別区の区長を含む。）に届け出ていること。

⑷

町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に届け出ている
こと。
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、その内容について市町村長に届け出ること。
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、
事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長
に報告すること。

⑶

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

イ

遇改善加算の基準

二十九

介護職員処遇改善加算

遇改善加算の基準
イ

次に掲げる基準のいずれにも適合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処

年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回

(Ⅲ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(Ⅰ)

四十八

⑴

(Ⅲ)

介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用

すること。
⑴

⑵

⑶

⑷

(Ⅰ)

ロ

⑸

⑹
⑺

⑻

算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労

働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保

⑸

働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保

険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処

算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労
険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処

㈡

㈠

ａ

ｂ

ａ

ａについて、全ての介護職員に周知していること。

ること。

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

介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、

次に掲げる要件の全てに適合すること。

員に周知していること。

ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職

ること。

件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めてい

介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要

次に掲げる要件の全てに適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

て、労働保険料の納付が適正に行われていること。

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所におい

せられていないこと。
⑹
⑺

せられていないこと。
当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所におい

㈢について、全ての介護職員に周知していること。

と。

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

介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

に周知していること。

㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員

と。

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ

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

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

て、労働保険料の納付が適正に行われていること。
㈠

㈡
㈢

㈣

ｂ

平成二十年十月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するもの

⑻

に実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するも

を除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全て

平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月まで
のを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全

の職員に周知していること。
次に掲げる基準のいずれにも適合

三六頁

ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算

イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

すること。
⑴

ること。

件（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めてい

介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要

次に掲げる要件の全てに適合すること。

次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ａ

⑵
㈠

(Ⅱ)

ハ

ニ

⑶

㈡

ｂ

ａ

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。
次に掲げる要件の全てに適合すること。
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。
ａについて、全ての介護職員に周知していること。

平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月まで
に実施した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した費用を全
イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算

イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ずれにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適
合すること。
介護職員処遇改善加算

夜間対応型訪問介護費における二十四時間通報対応加算の

ずれにも適合すること。
四十九

日中においてオペレーションセンターサービスを行うために

ロ

ハ
三十
準
イ
ロ

介護職員処遇改善加算

イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

イ⑴から⑹までに掲げる基準のい

ずれにも適合し、かつ⑺又は⑻に掲げる基準のいずれかに適合
すること。
介護職員処遇改善加算
ずれにも適合すること。

夜間対応型訪問介護費における二十四時間通報対応加算の基

日中においてオペレーションセンターサービスを行うために

必要な人員を確保していること。

利用者からの通報を受け、緊急の対応が必要と認められる場

合に連携する指定訪問介護事業所に速やかに連絡する体制を確

サービス提供体制強化加算

三七頁

次に掲げる基準のいずれにも

夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算

応の内容について記録を行っていること。

利用者からの通報について、通報日時、通報内容、具体的対

いること。

利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握して

合に連携する指定訪問介護事業所に速やかに連絡する体制を確
ハ

保し、必要に応じて指定訪問介護が実施されること。

利用者の日中における居宅サービスの利用状況等を把握して
いること。
利用者からの通報について、通報日時、通報内容、具体的対

イ

の基準

三十一

ニ

保し、必要に応じて指定訪問介護が実施されること。

利用者からの通報を受け、緊急の対応が必要と認められる場

必要な人員を確保していること。

基準
イ
ロ

ハ
ニ

応の内容について記録を行っていること。

次に掲げる基準のいずれに

夜間対応型訪問介護費におけるサービス提供体制強化加算の
イ
(Ⅰ)

五十

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ)

基準
イ

(Ⅱ)
(Ⅲ)

(Ⅲ)
(Ⅳ)

を算定していること。

夜間対応型訪問介護費

適合すること。
⑴

を算定していること。

基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所

をいう。以下同じ。）の全ての訪問介護員等に対し、訪問介

基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所

指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス

をいう。以下同じ。）の全ての訪問介護員等に対し、訪問介

護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外

⑵

護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留

と。

部における研修を含む。）を実施又は実施を予定しているこ

と。
⑶

意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所におけ

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留
意事項の伝達又は当該指定夜間対応型訪問介護事業所におけ

る訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催

に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等

すること。

る訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
すること。
当該指定夜間対応型訪問介護事業所の全ての訪問介護員等
に対し、健康診断等を定期的に実施すること。

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数

のうち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護

⑸

のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上又は介護

福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者

次に掲げる基準のいずれに

を算定していること。

イ⑵から⑸までに適合するものであること。

夜間対応型訪問介護費

適合すること。
⑴
⑵

三八頁

次に掲げる基準のいずれにも

福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者
ロ

イ⑴から⑷までに適合するものであること。

次に掲げる基準のいずれに

次に掲げる基準のいずれに

サービス提供体制強化加算

の占める割合が百分の五十以上であること。

当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数

⑷

部における研修を含む。）を実施又は実施を予定しているこ

指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護費

も適合すること。
⑴
⑵

⑶

⑷

ロ

の占める割合が百分の六十以上であること。
サービス提供体制強化加算
⑴

指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のう

も適合すること。
⑵

ち、介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉
士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占
イ

める割合が百分の五十以上であること。
サービス提供体制強化加算

を算定していること。
ロ

イ⑵から⑸までに適合するものであること。

夜間対応型訪問介護費

も適合すること。
⑴
⑵

サービス提供体制強化加算

(Ⅱ)

⑸

(Ⅰ)
(Ⅱ)

ロ

ハ

ニ

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)
(Ⅱ)

(Ⅱ)

ハ⑴に該当するものであること。

も適合すること。
⑴
イ⑴から⑷まで及びロ⑵に適合するものであること。
夜間対応型訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基

⑵
五十一
準

イ

次に掲げる基準のいずれに

認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加

第四十八号の規定を準用する。
五十二
サービス提供体制強化加算

算の基準
イ

三十二
準

夜間対応型訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基

次に掲げる基準のいずれにも

認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体制強化加

第二十九号の規定を準用する。
三十三

算の基準
サービス提供体制強化加算

生活介護事業所をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定

）第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同

号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。

支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型

知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）、指定

定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認

、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所（指

の総数（共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては

知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）の介護職員

着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認

）又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密

併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。

域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する単独型・

施設（指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定す

生活介護事業所をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定

）第七十条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同

号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。

支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型

知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）、指定

定地域密着型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認

、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所（指

の総数（共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては

知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）の介護職員

着型サービス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認

）又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密

併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。

域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する単独型・

イ

適合すること。

施設（指定地域密着型サービス基準第百九条第一項に規定す

る指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。）又は指定地

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所（指定地

る指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。）又は指定地

三九頁

域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第

⑴

(Ⅰ)

域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所（指定地

も適合すること。
⑴

(Ⅰ)

ロ

ハ

⑵

百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。以下同じ。）の介護職員の総数を含む。）のうち、

百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設

該当しないこと。

次に掲げる基準のいずれにも

通所介護費等算定方法第六号に規定する基準のいずれにも

をいう。以下同じ。）の介護職員の総数を含む。）のうち、
⑵

介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。

次に掲げる基準のいずれに

サービス提供体制強化加算

密着型サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着

う。）、指定地域密着型特定施設入居者生活介護（指定地域

九条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をい

共同生活介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第六十

対応型共同生活介護をいう。）、指定介護予防認知症対応型

定地域密着型サービス基準第八十九条に規定する指定認知症

着型介護老人福祉施設の指定認知症対応型共同生活介護（指

同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密

症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共

対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知

介護を利用者に直接提供する職員の総数（共用型指定認知症

型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所

施設入居者生活介護（指定地域密着型サービス基準第百九条

認知症対応型共同生活介護をいう。）、指定地域密着型特定

型介護予防サービス基準第六十九条に規定する指定介護予防

）、指定介護予防認知症対応型共同生活介護（指定地域密着

八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。

認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型サービス基準第

密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の指定

、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域

ては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所

職員の総数（共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっ

定認知症対応型通所介護をいう。）を利用者に直接提供する

介護（指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指

型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所

ロ

介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。

ロ

通所介護費等算定方法第六号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。

、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。

型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用

も適合すること。
⑴

⑵
サービス提供体制強化加算

適合すること。

型特定施設入居者生活介護をいう。）又は指定地域密着型介

第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用

護老人福祉施設入所者生活介護（指定地域密着型サービス基

いう。）又は指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

⑴

準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉

護（指定地域密着型サービス基準第百三十条第一項に規定す

四〇頁

施設入所者生活介護をいう。）を直接提供する職員の総数を

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用

適合すること。
⑴

(Ⅱ)

(Ⅰ)
(Ⅱ)

⑵
五十三
基準

含む。）のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分

る指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

認知症対応型通所介護費における介護職員処遇改善加算の

イ⑵に該当するものであること。

年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

）を直接提供する職員の総数を含む。）のうち、勤続年数三
⑵

（新設）

（新設）

第二十九号の規定を準用する。

基準

三十四

の三十以上であること。
イ⑵に該当するものであること。
認知症対応型通所介護費における介護職員処遇改善加算の

短期利用居宅介護費を算定すべき指定小規模多機能型居宅

第四十八号の規定を準用する。
五十四

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が小規模多機能型居

数を置いていること。

指定地域密着型サービス基準第六十三条に定める従業者の員

合は十四日以内）の利用期間を定めること。

生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場

利用の開始に当たって、あらかじめ七日以内（利用者の日常

と認めた場合であること。

録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない

護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介

支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と

利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護

模多機能型居宅介護事業所の登録定員未満であること。

護事業所をいう。以下同じ。）の登録者の数が、当該指定小規

ス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービ

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

介護の基準
イ

ロ

ハ

ニ
ホ

小規模多機能型居宅介護費における訪問体制強化加算の基

宅介護費の注４を算定していないこと。
五十五
準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

四一頁

イ

ロ

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービ
ス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介
護事業所をいう。以下同じ。）が提供する訪問サービス（指定
地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する訪問サー
ビスをいう。以下同じ。）の提供に当たる常勤の従業者を二名
以上配置していること。
算定日が属する月における提供回数について、当該指定小規
模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が一月当たり
二百回以上であること。ただし、指定小規模多機能型居宅介護
事業所と同一建物に集合住宅（老人福祉法（昭和三十八年法律
第百三十三号）第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法
第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第二十九
条第一項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確
保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項に
規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する
都道府県知事の登録を受けたものに限る。）を併設する場合は
、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費のイ⑴を算定
する者の占める割合が百分の五十以上であって、かつ、イ⑴を
算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百回以上
小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント体制

であること。
五十六

利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的

こと。

能型居宅介護計画をいう。以下同じ。）の見直しを行っている

域密着型サービス基準第七十七条第一項に規定する小規模多機

の他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画（指定地

応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員そ

利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

強化加算の基準
イ

ロ

（新設）

四二頁

に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の

イ

次に掲げる基準のいずれに

小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化

行事や活動等に積極的に参加していること。
五十七
サービス提供体制強化加算

三十五

次に掲げる基準のいずれにも

小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化

加算の基準
サービス提供体制強化加算

ビス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居

イ

適合すること。

型居宅介護従業者（指定地域密着型サービス基準第六十三条

宅介護事業所をいう。以下同じ。）の全ての小規模多機能型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サー

第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以

居宅介護従業者（指定地域密着型サービス基準第六十三条第

⑴

下同じ。）に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研

一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下

していること。

居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型

は実施を予定していること。

計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）を実施又

修計画を作成し、研修（外部における研修を含む。）を実施

⑵

同じ。）に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型
居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催
していること。

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型

居宅介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く。）

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型
居宅介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く。）

の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上で

次に掲げる基準のいずれに

該当しないこと。

四三頁

通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも

あること。

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。

ロ

通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

⑷

⑶

又は実施を予定していること。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能

も適合すること。
⑴

⑵

⑶

⑷

(Ⅰ)

加算の基準
イ

ロ

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

こと。

数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上である

介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く。）の総

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅

も適合すること。
⑴

⑵

(Ⅰ)
(Ⅰ)

ハ

ニ

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

十以上であること。

介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅

適合すること。
⑴

⑵
サービス提供体制強化加算

ロ

ハ

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

十以上であること。

介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の六

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅

適合すること。
⑴

⑵

サービス提供体制強化加算

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅

適合すること。
⑴

介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割

小規模多機能型居宅介護費における介護職員処遇改善加算

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割
⑵

合が百分の三十以上であること。

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
小規模多機能型居宅介護費における介護職員処遇改善加算

三十七

認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設サー

第二十九号の規定を準用する。

の基準

三十六

合が百分の三十以上であること。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅

適合すること。
⑴

⑵
の基準
第四十八号の規定を準用する。
（削除）

ビス、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（認知症病棟を有する病院における介護療養施設サ

次に掲げる基準のいずれにも適合す

ービスを除く。）及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る
認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算の基準
イ

四四頁

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

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

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

こと。

下「対象者」という。）の占める割合が二分の一以上である

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

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

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

ること。
⑴

⑵

(Ⅰ)

五十八

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)
(Ⅲ)

五十九

⑵

⑴

次に掲げる基準のいずれに

認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強
イ

指定認知症対応型共同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 。

ロ

次に掲げる基準のいずれに

通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。

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 。

指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数の

も適合すること。

⑵

⑴

も適合すること。

サービス提供体制強化加算

化加算の基準
イ

ロ

ハ

適合すること。

ロ

⑶

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。

当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関す

次に掲げる基準のいずれにも適合す

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。
認知症専門ケア加算

イの基準のいずれにも適合すること。

ること。
⑴

指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数の

適合すること。
⑴

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 。

四五頁

次に掲げる基準のいずれにも

通所介護費等算定方法第八号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。

サービス提供体制強化加算
適合すること。

⑵

次に掲げる基準のいずれにも

認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強

を実施又は実施を予定していること。

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

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

を実施していること。

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

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

三十八

⑶

⑵

(Ⅱ)

サービス提供体制強化加算

化加算の基準
イ

ロ

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)
(Ⅰ)

(Ⅱ)

ニ

六十

⑴

指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・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

指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・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

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算

指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職

員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分

四六頁

認知症対応型共同生活介護費における介護職員処遇改善加

イ⑵に該当するものであること。

の三十以上であること。

（新設）

第二十九号の規定を準用する。

算の基準

三十九

⑵

⑴

適合すること。

⑵

ること。
ハ

ること。
イ⑵に該当するものであること。
次に掲げる基準のいずれにも

次に掲げる基準のいずれに

(Ⅲ)

⑴

⑵
サービス提供体制強化加算

イ⑵に該当するものであること。

の三十以上であること。

員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分

指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職

適合すること。
⑴

⑵
認知症対応型共同生活介護費における介護職員処遇改善加算

の基準

次に掲げる基準のいずれに

地域密着型特定施設入居者生活介護費におけるサービス提

第四十八号の規定を準用する。
六十一
イ

指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サービス基準第
百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。以
下同じ。）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。

ロ

通所介護費等算定方法第九号に規定する基準のいずれにも
該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

指定地域密着型特定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。
次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算

適合すること。

⑵

⑴

も適合すること。

⑵

⑴

も適合すること。

サービス提供体制強化加算

供体制強化加算の基準
イ

ロ

ハ

(Ⅲ)
(Ⅰ)
(Ⅰ)

(Ⅱ)

ニ

⑴
⑵

指定地域密着型特定施設の看護・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。
次に掲げる基準のいずれにも

イ⑵に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算

地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員処

イ⑵に該当するものであること。

三十以上であること。

の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の

施設入居者生活介護をいう。）を入居者に直接提供する職員

サービス基準第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定

指定地域密着型特定施設入居者生活介護（指定地域密着型

適合すること。
⑴

⑵
六十二
遇改善加算の基準
第四十八号の規定を準用する。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における身体

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施

四十

地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇
改善加算の基準

地域密着型介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未

第二十九号の規定を準用する。
四十一

実施減算の基準

指定地域密着型サービス基準第百三十七条第五項又は第百六十

地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス

二条第七項に規定する基準に適合していないこと。
四十二

及び介護保健施設サービスにおける若年性認知症入所者受入加算
の基準

地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス

第十二号の規定を準用する。
四十三

、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスにおける栄養

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施

設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスに

マネジメント加算の基準

イ

入所者又は入院患者（以下この号において「入所者等」とい

常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ロ

う。）の栄養状態を施設入所時又は入院時に把握し、医師、管
理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の

四七頁

おける栄養マネジメント加算の基準

六十五

第十八号の規定を準用する。

者受入加算の基準

設サービス及び介護保健施設サービスにおける若年性認知症入所

六十四

二条第七項に規定する基準に適合していないこと。

指定地域密着型サービス基準第百三十七条第五項又は第百六十

拘束廃止未実施減算の基準

六十三

(Ⅲ)

ハ
ニ
ホ

え ん

者が共同して、入所者等ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも
配慮した栄養ケア計画を作成していること。
入所者等ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っていると
ともに、入所者等の栄養状態を定期的に記録していること。
入所者等ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、

に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施

四号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十

ける医師の員数に係る部分を除く。次号、第四十五号イ、第四十

って医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにお

生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であ

号（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四

設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た

六号ロ及び第六十九号において読み替えて準用する第十九号にお

必要に応じて当該計画を見直していること。

ものにおける医師の員数に係る部分を除く。次号、第六十七号

地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス

いて同じ。）に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

四十四

イ、第六十八号ロ（第六十九号において準用する場合を含む。
）及び第九十八号において読み替えて準用する第四十号におい
て同じ。）に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施

、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスにおける経口

六十六

設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスに

移行加算の基準

四十五

地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス

号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四

おける経口移行加算の基準
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施

号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
六十七

、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスにおける経口

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

四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十

設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスに

ロ

イ

維持加算の基準

え ん

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

四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十

おける経口維持加算の基準
イ
ロ

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。

より適切に評価されていること。
ハ

より適切に評価されていること。
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。

食形態に係る配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされて

え ん

ハ

ニ
え ん

ロからニまでについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支

いること。

食形態に係る配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされて
いること。
ロからニまでについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支

ホ

ニ
ホ

四八頁

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

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

地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス

備されていること。
四十六

備されていること。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施

、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスにおける口腔

六十八
設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスに

士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔

ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十

地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス

四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
四十七

ロ

施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生

機能維持管理体制加算の基準

く う

施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生
く う

士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔
ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十

イ

おける口腔衛生管理体制加算の基準
イ

ロ
四号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施

、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスにおける口腔

六十九

設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスに

機能維持管理加算の基準

く う

前号の規定を準用する。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施

四十八

地域密着型介護福祉施設サービス及び介護福祉施設サービ

前号の規定を準用する。

おける口腔衛生管理加算の基準
七十

スにおける在宅復帰支援機能加算の基準

この号において「退所者」という。）の総数のうち、当該期間

者（在宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下

内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの（当

この号において「退所者」という。）の総数のうち、当該期間

者（在宅・入所相互利用加算を算定しているものを除く。以下

算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した

内に退所し、在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。

イ

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二十を超えていること。

者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業者（指定居

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生

者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者（指定居宅介

退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成十一年

省令第三十八号）第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事

ロ

厚生省令第三十八号）第一条第三項に規定する指定居宅介護支

業者をいう。以下同じ。）から情報提供を受けることにより、

退所者の退所後三十日以内に、当該施設の従業者が当該退所

）の占める割合が百分の二十を超えていること。

算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所した

設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基準
イ

ロ

援事業者をいう。以下同じ。）から情報提供を受けることによ

当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであ

地域密着型介護福祉施設サービス及び介護福祉施設サービ

り、当該退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込み

四十九

ることを確認し、記録していること。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉

であることを確認し、記録していること。
七十一

四九頁

在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する

地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専

在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する

スにおける在宅・入所相互利用加算の基準

地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専

門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関

施設サービスにおける在宅・入所相互利用加算の基準

門員との間で情報の交換を十分に行い、双方が合意の上介護に関

する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目

地域密着型介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制

する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目
五十

標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護におけるサー

標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。
七十二

強化加算の基準

第二十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

ビス提供体制強化加算の基準
第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは、「通所介護費等算

地域密着型介護福祉施設サービスにおける介護職員処遇改

「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定

（新設）

（新設）

第二十九号の規定を準用する。

善加算の基準

五十一

定方法第十号」と読み替えるものとする。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における介護

方法第十号」と読み替えるものとする。
七十三
職員処遇改善加算の基準
短期利用居宅介護費を算定すべき指定看護小規模多機能型

第四十八号の規定を準用する。
七十四
居宅介護の基準
第五十四号の規定を準用する。この場合において、同号中「地
域密着型サービス基準第六十三条」とあるのは「地域密着型サー
ビス基準第百七十一条」と、「小規模多機能型居宅介護費」とあ
看護小規模多機能型居宅介護費における訪問看護体制減算

るのは「複合型サービス費」と読み替えるものとする。
七十五

算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

の基準
イ

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準第百七十一
条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を
いう。以下同じ。）における利用者（指定地域密着型サービス
に要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省
告示第百二十六号）別表指定地域密着型サービス介護給付費単
位数表（以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」

五〇頁

ロ

ハ

という。）の複合型サービス費に係る短期利用居宅介護費を算
定する者を除く。以下この号及び第七十八号において同じ。）
の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービス（指定
地域密着型サービス基準第百七十七条第九号に規定する看護サ
ービスをいう。以下同じ。）を提供した利用者の占める割合が
百分の三十未満であること。
算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問
看護加算（指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護
小規模多機能型居宅介護費のトに係る加算をいう。第七十八号
ロにおいて同じ。）を算定した利用者の占める割合が百分の三
十未満であること。
算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加
算（指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の看護小規模
多機能型居宅介護費のチに係る加算をいう。第七十八号ハにお
いて同じ。）を算定した利用者の占める割合が百分の五未満で
看護小規模多機能型居宅介護費における緊急時訪問看護加

あること。
七十六
算の基準
看護小規模多機能型居宅介護費におけるターミナルケア加

第七号の規定を準用する。
七十七
算の基準
看護小規模多機能型居宅介護費における訪問看護体制強化

第八号の規定を準用する。
七十八

算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

加算の基準
イ

能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、主治の医師
の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占める割合が

五十二

複合型サービス費における緊急時訪問看護加算の基準

複合型サービス費におけるターミナルケア加算の基準

第七号の規定を準用する。
五十三

第八号の規定を準用する。
（新設）

五一頁

ロ

ハ

百分の八十以上であること。
算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問
看護加算を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であ
ること。
算定日が属する月の前三月間において、指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加

看護小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント

算を算定した利用者の占める割合が百分の二十以上であること
。
七十九

利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的

こと。

介護をいう。）の具体的な内容に関する情報提供を行っている

ービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅

のできる指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サ

対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供すること

地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に

こと。

小規模多機能型居宅介護計画をいう。）の見直しを行っている

定地域密着型サービス基準第百七十九条第一項に規定する看護

の他の関係者が共同し、看護小規模多機能型居宅介護計画（指

応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員そ

利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に

次に掲げる基準のいずれにも該当すること。

体制強化加算の基準
イ

ロ

ハ

に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の
行事や活動等に積極的に参加していること。

イ

次に掲げる基準のいずれに

複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基準
サービス提供体制強化加算

五二頁

次に掲げる基準のいずれにも

複合型サービス費におけるサービス提供体制強化加算の基
サービス提供体制強化加算

（新設）

五十四
準
イ

(Ⅰ)

八十
イ

(Ⅰ)

ロ

ハ

適合すること。

百七十一条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従

模多機能型居宅介護従業者（指定地域密着型サービス基準第

域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する複合型

いう。以下同じ。）の全ての複合型サービス従業者（指定地

第百七十一条第一項に規定する指定複合型サービス事業所を

指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サービス基準

業者をいう。以下同じ。）に対し、看護小規模多機能型居宅

サービス従業者をいう。以下同じ。）に対し、複合型サービ

⑴

介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研

を含む。）を実施又は実施を予定していること。

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は複合型サービス

従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している

⑵

能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に

こと。

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機
開催していること。

保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数の

当該指定複合型サービス事業所の複合型サービス従業者（

多機能型居宅介護従業者（保健師、看護師又は准看護師であ

うち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること

当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模
るものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

。
も該当しないこと。

サービス提供体制強化加算

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

五三頁

の う ち 、 常勤職員の占める割合が百分の六十以上であること 。

指定複合型サービス事業所の複合型サービス従業者の総数

次に掲げる基準のいずれにも

通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれに

百分の五十以上であること。

次に掲げる基準のいずれに

通所介護費等算定方法第十一号に規定する基準のいずれに
ロ

⑵

⑴

適合すること。

⑷

⑶

ス従業者ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修

ロ

修を含む。）を実施又は実施を予定していること。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規

も適合すること。
⑴

⑵

⑶

⑷
も該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

の四十以上であること。

のを除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分

能型居宅介護従業者（保健師、看護師又は准看護師であるも

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機

も適合すること。
⑴

⑵

サービス提供体制強化加算

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

百分の六十以上であること。

能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機

適合すること。
⑴

⑵

(Ⅱ)

(Ⅰ)
(Ⅱ)

ニ

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

ハ

サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

指定複合型サービス事業所の複合型サービス従業者の総数

適合すること。
⑴

のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以

複合型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。

能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の
⑵

上であること。

イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
五十五

占める割合が百分の三十以上であること。

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機

適合すること。
⑴

⑵
複合型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準

第二十九号の規定を準用する。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三

居宅介護支援費における運営基準減算の基準

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三

条第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号（こ

五十六

条第七号、第九号から第十一号まで、第十四号及び第十五号（こ

める規定に適合していないこと。

入浴介護をいう。）、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーショ

浴介護（指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問

た居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定訪問入

介護支援事業所をいう。以下同じ。）において前六月間に作成し

等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援

規定する指定福祉用具貸与をいう。）（以下この号において「訪

又は指定福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準第百九十三条に

ス計画をいう。）に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護

た居宅サービス計画（法第八条第二十三項に規定する居宅サービ

介護支援事業所をいう。以下同じ。）において前六月間に作成し

等の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する指定居宅

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援

居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準

ン、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定短期入所

問介護サービス等」という。）の提供総数のうち、同一の訪問介

五十七

生活介護、指定短期入所療養介護、指定特定施設入居者生活介護

護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合

居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準

（利用期間を定めて行うものに限る。）、指定福祉用具貸与（指

が百分の九十を超えていること。

をいう。）、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定夜間
対応型訪問介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能
型居宅介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、指定認知症
対応型共同生活介護（利用期間を定めて行うものに限る。）、指
定地域密着型特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うも
のに限る。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（利用期間を

五四頁

定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与

八十三

める規定に適合していないこと。

れらの規定を同条第十五号において準用する場合を含む。）に定

居宅介護支援費における運営基準減算の基準

第四十八号の規定を準用する。

八十一

(Ⅲ)

れらの規定を同条第十六号において準用する場合を含む。）に定

八十二

(Ⅲ)

定めて行うものに限る。）（以下この号において「訪問介護サー
ビス等」という。）の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス
等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が百分の八

特定事業所加算

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

居宅介護支援費における特定事業所加算の基準

十を超えていること。（平成二十七年九月一日から適用）
八十四
イ
専ら指定居宅介護支援（法第四十六条第一項に規定する指

五十八
イ

居宅介護支援費における特定事業所加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

専ら指定居宅介護支援（法第四十六条第一項に規定する指

特定事業所加算
と。
⑴

定居宅介護支援をいう。）の提供に当たる常勤の主任介護支

算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分

等の相談に対応する体制を確保していること。

二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者

項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事

員を三名以上配置していること。

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門

定居宅介護支援をいう。）の提供に当たる常勤の主任介護支

⑷

⑶

援専門員を配置していること。

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門
員を三名以上配置していること。
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者
等の相談に対応する体制を確保していること。

⑸

が要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が

し、計画的に研修を実施していること。

当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対

が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が
⑹

百分の五十以上であること。

当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対
し、計画的に研修を実施していること。

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された

場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された
場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅

五五頁

を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供

算の適用を受けていないこと。

居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減

ていること。

地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し

介護支援を提供していること。

⑽

⑼

介護支援を提供していること。
地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加し
ていること。
居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減
算の適用を受けていないこと。
指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供
を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援

⑻

⑺

百分の四十以上であること。

算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分

⑵

(Ⅰ)

援専門員を二名以上配置していること。

と。
⑴

⑵
⑶
⑷
⑸

⑹
⑺

⑻
⑼
⑽

(Ⅰ)

ロ

ハ

⑾

専門員一人当たり四十名未満であること。
法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研
修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

」 等 に 協 力 又 は 協 力 体 制 を 確 保 し て い る こ と 。 【 H28
年度の介
護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用】
特定事業所加算
イ⑵、⑶、⑷、⑹、⑺、⑼、⑽及び⑾の基準に適合するこ
専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援

と。

と。
⑴
⑵

イ⑶、⑷、⑹、⑺、⑼、⑽及び⑾の基準に適合すること。

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

専門員を配置していること。
特定事業所加算
⑴
ロ⑵の基準に適合すること。

と。
⑵

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門

入院時情報連携加算

病院又は診療所を訪問し、当該病院

居宅介護支援費に係る入院時情報連携加算の基準

員を二名以上配置していること。

⑶
八十五
イ

イ以外の方法により、当該病院又は

又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供
していること。
入院時情報連携加算

介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の

ロ

イ⑴、⑶、⑷、⑹、⑺、⑼及び⑽の基準に適合すること。

次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

専門員一人当たり四十名未満であること。
（新設）

特定事業所加算
⑴

専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門

と。

⑵

員を二名以上配置していること。
（新設）

病院又は診療所を訪問し、当該病院

居宅介護支援費に係る入院時情報連携加算の基準
入院時情報連携加算
していること。
入院時情報連携加算

介護福祉施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基

いること。

診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供して

イ以外の方法により、当該病院又は

又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供

五十九
イ

ロ

六十

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平

五六頁

介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平

六十一

成十一年厚生省令第三十九号）第十一条第五項又は第四十二条第
介護福祉施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算

成十一年厚生省令第三十九号）第十一条第五項又は第四十二条第
八十七

七項に規定する基準に適合していないこと。

準

(Ⅱ)

七項に規定する基準に適合していないこと。

基準

八十六

ること。

診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供してい

ロ

(Ⅰ)
(Ⅱ)

(Ⅰ)
(Ⅱ)

(Ⅱ)
(Ⅲ)

の基準

第二十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

の基準
第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは、「通所介護費等算

介護福祉施設サービスにおける介護職員処遇改善加算の基

「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定

準
六十三

介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の

第四号の規定を準用する。

六十二

定方法第十二号」と読み替えるものとする。

介護福祉施設サービスにおける介護職員処遇改善加算の基

方法第十二号」と読み替えるものとする。
八十八
準
介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の

第四号の規定を準用する。
八十九

基準

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

基準
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（平成十一年厚生省令第四十号）第十三条第五項又は第四十三

イ

次のいずれにも適合すること。

能加算の基準

介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機

準（平成十一年厚生省令第四十号）第十三条第五項又は第四十三

次のいずれにも適合すること。

「退所者」という。）のうち、在宅において介護を受けるこ

た者（当該施設内で死亡した者を除く。以下この号において

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

「退所者」という。）のうち、在宅において介護を受けるこ

た者（当該施設内で死亡した者を除く。以下この号において

算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所し

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三十を超えて

⑴

ていた退所者に限る。）の占める割合が百分の三十を超えて

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

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

介護四又は要介護五の場合にあっては、十四日以内）に、当

者の在宅における生活が一月以上（退所時の要介護状態区分

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

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

介護四又は要介護五の場合にあっては、十四日以内）に、当

退所者の退所後三十日以内（退所時の要介護状態区分が要

者の在宅における生活が一月以上（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、十四日以上）継

⑵

が要介護四又は要介護五の場合にあっては、十四日以上）継

が百分の五以上であること。

三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数

続する見込みであることを確認し、記録していること。

三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数

続する見込みであることを確認し、記録していること。

退所者の退所後三十日以内（退所時の要介護状態区分が要

いること。

ロ

いること。

算定日が属する月の前六月間において当該施設から退所し

六十四

条第七項に規定する基準に適合していないこと。

介護保健施設サービスにおける在宅復帰・在宅療養支援機能

条第七項に規定する基準に適合していないこと。
九十

⑵

⑴

加算の基準
イ

ロ

が百分の五以上であること。

五七頁

九十一
準

介護保健施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基

第七十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「百
分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準

所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、

の内容等を診療録に記載していること。

診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

九十二
イ
ロ

六十五
準

介護保健施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基

第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「

百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

介護保健施設サービスにおける所定疾患施設療養費の基準

所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、

の内容等を診療録に記載していること。

診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

六十六
イ
ロ

当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注

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

当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注

六十七

射、処置等の実施状況を公表していること。

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

射、処置等の実施状況を公表していること。
九十三

第二十四号イ⑴、ロ⑴及びハ⑴の規定を準用する。この場合に

の基準

第四十号イ⑴、ロ⑴、ハ⑴及びニ⑴の規定を準用する。この場

おいて、同号イ⑴㈡中「通所介護費等算定方法第四号イ」とある

の基準
合において、同号イ⑴㈡中「通所介護費等算定方法第四号イ」と

のは、「通所介護費等算定方法第十三号」と読み替えるものとす

介護保健施設サービスにおける介護職員処遇改善加算の基

あるのは「通所介護費等算定方法第十三号」と読み替えるものと

準

六十八

る。
介護保健施設サービスにおける介護職員処遇改善加算の基

する。
九十四
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

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

第四号の規定を準用する。
六十九

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

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

第四号の規定を準用する。
九十五

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

基準

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）第十四条第五項又は第四十三条第七項に規定する

基準

令第四十一号）第十四条第五項又は第四十三条第七項に規定する

基準に適合していないこと。

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

基準に適合していないこと。

七十

護療養施設サービスを除く。）における若年性認知症患者受入加

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。）における若年性認知症患者受入

算の基準

九十六

加算の基準

五八頁

介護療養施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基

第十八号の規定を準用する。
九十七
準
第七十号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「百

介護療養施設サービスにおける在宅復帰支援機能加算の基

第十二号の規定を準用する。
七十一
準

第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「

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

百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
七十二

第二十四号イ⑵、ロ⑵及びハ⑵の規定を準用する。この場合に

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

分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
九十八
第四十号イ⑵、ロ⑵、ハ⑵及びニ⑵の規定を準用する。この場

おいて、同号イ⑵㈡中「通所介護費等算定方法第四号ロ又はハ」

の基準

合において、同号イ⑵㈡中「通所介護費等算定方法第四号ロ又は

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

の基準

ハ」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

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

削除

準
七十四

介護予防訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準

（新設）

介護予防訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加

介護予防訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の

五九頁

介護予防訪問看護費における緊急時介護予防訪問看護加算
第七号の規定を準用する。

の基準

七十八

第四号の規定を準用する。

基準

七十七

第五号の規定を準用する。

算の基準

七十六

第四号の規定を準用する。

七十五

第四号の規定を準用する。

七十三

のとする。

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

ものとする。
九十九
準
第四号の規定を準用する。

介護予防訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算

第四号の規定を準用する。

介護予防訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準

（削除）
百
百一

介護予防訪問看護費における緊急時介護予防訪問看護加算の

第四号の規定を準用する。

介護予防訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の基

第五号の規定を準用する。

の基準
百二
準
百三

介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準

第七号の規定を準用する。

基準
百四

第九号イ及びロの規定を準用する。この場合において、同号イ
に係る加算をいう。）」とあるのは「緊急時

中「緊急時訪問看護加算（指定居宅サービス介護給付費単位数表
の訪問看護費の注

10

介護予防訪問看護加算（指定介護予防サービス介護給付費単位数
表の介護予防訪問看護費の注９に係る加算をいう。）」と、同号
に係る加算をいう。）」とあるのは「特別管理加

ロ中「特別管理加算（指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪
問看護費の注

準

百五

に係る加算をいう。）」と読み替えるものとする。

介護予防訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体

第十号の規定を準用する。

介護予防訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の基

護費の注

算（指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看

11

第十四号の規定を準用する。
介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費

七十九

介護予防訪問看護費におけるサービス提供体制強化加算の

介護予防訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体

第九号の規定を準用する。

基準
八十

制強化加算の基準

介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション

第十号の規定を準用する。
八十一

費における運動器機能向上加算の基準

通所介護費等算定方法第十五号及び第十六号に規定する基準の

介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費

いずれにも該当しないこと。
八十二

及び介護予防認知症対応型通所介護費における栄養改善加算及び

介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費及

び介護予防認知症対応型通所介護費における栄養改善加算及び口

口腔機能向上加算の基準

く う

通所介護費等算定方法第十五号、第十六号及び第二十号に規定
介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費

する基準のいずれにも該当しないこと。
百九

選択的サービス複数実施加算

次に掲げる基準のいずれに

における選択的サービス複数実施加算の基準
イ

介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション

する基準のいずれにも該当しないこと。
八十三

次に掲げる基準のいずれに

費における選択的サービス複数実施加算の基準

選択的サービス複数実施加算

介護費のハの注、ニの注若しくはホの注又は介護予防通所リ

ハビリテーション費のロの注、ハの注若しくはニの注に掲げ

介護費のハの注、ニの注若しくはホの注又は介護予防通所リ

イ

も適合すること。

ハビリテーション費のロの注、ハの注若しくはニの注に掲げ

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て運

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所

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て運
く う

六〇頁

動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上

⑴

(Ⅰ)

動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所

も適合すること。
⑴

(Ⅰ)

通所介護費等算定方法第十五号、第十六号及び第二十号に規定

腔機能向上加算の基準

百八

いずれにも該当しないこと。

通所介護費等算定方法第十五号及び第十六号に規定する基準の

における運動器機能向上加算の基準

百七

制強化加算の基準

百六
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ロ

百十

⑵

⑶

類のサービスを実施していること。

サービス（以下「選択的サービス」という。）のうち、二種

類のサービスを実施していること。

サービス（以下「選択的サービス」という。）のうち、二種

基準第九十六条に規定する指定介護予防通所介護をいう。）

利用者が指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等

一部を改正する省令（平成二十七年厚生労働省令第四号）附

又は指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サ

⑵

則第四条第三号の規定によりなおその効力を有するものとさ

ービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビ

利用者が指定介護予防通所介護（介護保険法施行規則等の

れた同令第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス

リテーションをいう。）の提供を受けた日において、当該利

選択的サービス複数実施加算

介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション

イ⑵及び⑶の基準に適合すること。

実施していること。

利用者に対し、選択的サービスのうち三種類のサービスを

次に掲げるいずれの基準に

を１月につき２回以上行っていること。

利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービス

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

八十四

⑵

⑴

も適合すること。

⑶

用者に対し、選択的サービスを行っていること。

ロ

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
（以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。）第九十
六条に規定する指定介護予防通所介護をいう。）又は指定介
護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス等基
準第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーショ
ンをいう。）の提供を受けた日において、当該利用者に対し
、選択的サービスを行っていること。
利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービス
次に掲げるいずれの基準に

を一月につき二回以上行っていること。
選択的サービス複数実施加算

イ⑵及び⑶の基準に適合すること。

実施していること。

利用者に対し、選択的サービスのうち三種類のサービスを

も適合すること。
⑴
⑵

介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費

費における事業所評価加算の基準

護費のハの注のホ、ニの注のホ若しくはホの注のホ又は介護予

防通所リハビリテーション費のロの注のホ、ハの注のホ若しく

護費のハの注のホ、ニの注のホ若しくはホの注のホ又は介護予

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介

防通所リハビリテーション費のロの注のホ、ハの注のホ若しく

はニの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

イ

はニの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合し

六一頁

評価対象期間における指定介護予防通所介護事業所（指定介

っていること。

ているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行

っていること。
評価対象期間における指定介護予防通所介護事業所（旧指定

ロ

(Ⅱ)

ているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介

における事業所評価加算の基準
イ

ロ

(Ⅱ)

ハ

ニ

ること。

ン事業所をいう。以下同じ。）の利用実人員数が十名以上であ

百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーショ

所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第

予防通所介護事業所をいう。以下同じ。）又は指定介護予防通

介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護

こと。

事業所をいう。以下同じ。）の利用実人員数が十名以上である

十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション

リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第百

防通所介護事業所をいう。以下同じ。）又は指定介護予防通所

護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予

当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選

評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は

当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選

択的サービスの利用実人員数を当該指定介護予防通所介護事業

ハ

択的サービスの利用実人員数を当該指定介護予防通所介護事業

所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用

評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は

所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用

実人員数で除して得た数が〇・六以上であること。

⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数

する選択的サービスを三月間以上利用し、かつ、当該サービ

又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供

スを利用した後、法第三十三条第二項に基づく要支援更新認

する選択的サービスを三月間以上利用し、かつ、当該サービ

又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供

ニ

実人員数で除して得た数が〇・六以上であること。
⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数

が〇・七以上であること。

スを利用した後、法第三十三条第二項に基づく要支援更新認

定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変

評価対象期間において、当該指定介護予防通所介護事業所

定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変

更の認定（以下「要支援更新認定等」という。）を受けた者

⑴

更の認定（以下「要支援更新認定等」という。）を受けた者

の数

令第三十七号）第一条第三項に規定する指定介護予防支援事

の効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

（指定介護予防支援事業者（指定介護予防支援等の事業の人

援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者

支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支

業者をいう。）が介護予防サービス計画（法第八条の二第十

令第三十七号）第一条第三項に規定する指定介護予防支援事

の効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

（指定介護予防支援事業者（指定介護予防支援等の事業の人

援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者

支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支

選択的サービスを利用した後、評価対象期間に行われる要

業者をいう。）が介護予防サービス計画（法第八条の二第十

八項に規定する介護予防サービス計画をいう。）に定める目

⑵

六項に規定する介護予防サービス計画をいう。）に定める目

標に照らし、当該指定介護予防サービス事業者（法第五十三

選択的サービスを利用した後、評価対象期間に行われる要

の数

評価対象期間において、当該指定介護予防通所介護事業所

が〇・七以上であること。
⑴

⑵

標に照らし、当該指定介護予防サービス事業者（法第五十三

六二頁

百十一

援二の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定

のの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支

者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたも

の又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援一の

であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたも

に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者

によるサービスの提供が終了したと認める者に限る。）の数

条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。）

援二の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定

のの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支

者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたも

の又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援一の

であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたも

に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者

によるサービスの提供が終了したと認める者に限る。）の数

条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。）

介護予防通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の

されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの
八十五

されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの
介護予防通所介護費におけるサービス提供体制強化加算の

基準

第十五号イ及びロの規定を準用する。この場合において、同号

基準
第二十三号イ及びロの規定を準用する。この場合において、同

イ⑵中「通所介護費等算定方法第一号イ及びハ」とあるのは、「

介護予防通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準

号イ⑵中「通所介護費等算定方法第一号イ及びハ」とあるのは「

八十七

介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供

第四号の規定を準用する。

八十六

通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。

介護予防通所介護費における介護職員処遇改善加算の基準

通所介護費等算定方法第十五号」と読み替えるものとする。
百十二

介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供

第四号の規定を準用する。
百十三

体制強化加算の基準

第十七号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「

体制強化加算の基準
第三十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

通所介護費等算定方法第二号」とあるのは、「通所介護費等算定

介護予防通所リハビリテーション費における介護職員処遇

「通所介護費等算定方法第二号」とあるのは「通所介護費等算定

（新設）

八十九

化加算の基準

介護予防短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強

第四号の規定を準用する。

改善加算の基準

八十八

方法第十六号」と読み替えるものとする。

介護予防通所リハビリテーション費における介護職員処遇

方法第十六号」と読み替えるものとする。
百十四
改善加算の基準
介護予防短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の

第四号の規定を準用する。
百十五
基準
第十六号ロの規定を準用する。この場合において、同号ロ⑷中
介護予防短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強

「イ⑷」とあるのは「第十六号イ⑷」と読み替えるものとする。
百十六

化加算の基準

六三頁

第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは、「通所介護費等算

第二十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

介護予防短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算

「通所介護費等算定方法第三号」とあるのは「通所介護費等算定

九十一

介護予防短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強

第四号の規定を準用する。

の基準

九十

定方法第十七号」と読み替えるものとする。

介護予防短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加

方法第十七号」と読み替えるものとする。
百十七
算の基準
介護予防短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強

第四号の規定を準用する。
百十八

第二十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈡

化加算の基準

第四十号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴㈡中

中「通所介護費等算定方法第四号イ」とあるのは、「通所介護費

化加算の基準
「通所介護費等算定方法第四号イ」とあるのは「通所介護費等算

算の基準
第四号の規定を準用する。
（新設）

六四頁

介護予防短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加

等算定方法第十八号」と読み替えるものとする。

次に掲げる基準のいずれに

九十二

定方法第十八号イ」と、同号イ⑵㈡中「通所介護費等算定方法第
四号ロ又はハ」とあるのは「通所介護費等算定方法第十八号ロ又
介護予防短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加

はハ」と読み替えるものとする。
百十九
算の基準

次に掲げる基準のいずれに

介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供

第四号の規定を準用する。
百二十
イ

指定介護予防特定施設（指定介護予防サービス等基準第二
百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設をいう。以
下同じ。）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。
⑴の介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の
規定を準用する。

ロ

通所介護費等算定方法第十九号に規定する基準のいずれに
も該当しないこと。
サービス提供体制強化加算

も適合すること。

⑶

⑵

⑴

も適合すること。

サービス提供体制強化加算

体制強化加算の基準
イ

ロ

(Ⅰ)
(Ⅰ)

ハ

ニ

⑴
⑵
⑶

指定介護予防特定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。
⑴の介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の
規定を準用する。
次に掲げる基準のいずれにも

イ⑶に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算

次に掲げる基準のいずれにも

イ⑶に該当するものであること。

イ⑵の規定を準用する。

⑴の看護・介護職員の総数の算定にあっては、第四十三号

勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。

指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常

適合すること。
⑴
⑵
⑶
サービス提供体制強化加算

⑴の職員の総数の算定にあっては、第四十三号イ⑵の規定

が百分の三十以上であること。

する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合

指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供

適合すること。
⑴

⑵
を準用する。

イ⑶に該当するものであること。
介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員処

介護予防認知症対応型通所介護費におけるサービス提供

九十三

介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇
改善加算の基準

介護予防認知症対応型通所介護費におけるサービス提供体

第四号の規定を準用する。
九十四

第五十二号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

「通所介護費等算定方法第六号」とあるのは、「通所介護費等算

第三十三号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

制強化加算の基準

「通所介護費等算定方法第六号」とあるのは「通所介護費等算定

六五頁

介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員処遇改
善加算の基準

九十五

定方法第二十号」と読み替えるものとする。
介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員処遇

改善加算の基準

百二十三

方法第二十号」と読み替えるものとする。

体制強化加算の基準

百二十二

第四号の規定を準用する。

遇改善加算の基準

百二十一

⑶

(Ⅱ)
(Ⅲ)

短期利用居宅介護費を算定すべき指定介護予防小規模多

第四十八号の規定を準用する。
百二十四
機能型居宅介護の基準
第五十四号の規定を準用する。この場合において、同号中「介
護支援専門員が、緊急に」とあるのは「担当職員が、緊急に」と
、「地域密着型サービス基準第六十三条」とあるのは「地域密着
型介護予防サービス基準第四十四条」と、「小規模多機能型居宅
介護費」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護費」と読
介護予防小規模多機能型居宅介護における総合マネジメ

み替えるものとする。
百二十五
ント体制強化加算の基準
第五十六号の規定を準用する。この場合において、同号イ中「
指定地域密着型サービス基準第七十七条第一項」とあるのは「地
域密着型介護予防サービス基準第六十六条第三号」と読み替える
介護予防小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提

ものとする。
百二十六

介護予防小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供

第二十九号の規定を準用する。
（新設）

（新設）

九十六

体制強化加算の基準

第三十五号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑷中

供体制強化加算の基準
第五十七号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑷中

「通所介護費等算定方法第七号」とあるのは、「通所介護費等算

介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員処遇

「通所介護費等算定方法第七号」とあるのは「通所介護費等算定

九十八

介護予防認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提

第二十九号の規定を準用する。

改善加算の基準

九十七

定方法第二十一号」と読み替えるものとする。

介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員処

方法第二十一号」と読み替えるものとする。
百二十七
遇改善加算の基準
介護予防認知症対応型共同生活介護費におけるサービス

第四十八号の規定を準用する。
百二十八

第三十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

供体制強化加算の基準

第五十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中

「通所介護費等算定方法第八号」とあるのは、「通所介護費等算

提供体制強化加算の基準
「通所介護費等算定方法第八号」とあるのは「通所介護費等算定

介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員処
遇改善加算の基準

九十九

定方法第二十二号」と読み替えるものとする。
介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員

方法第二十二号」と読み替えるものとする。
百二十九

処遇改善加算の基準

六六頁

第四十八号の規定を準用する。

第二十九号の規定を準用する。

六七頁

○

改

正

後

厚生労働大臣が定める施設基準【平成二十七年四月一日施行】

（削除）

一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算
定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅

（

参

考

）

現

（傍線の部分は改正部分）

行

一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算
定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅
サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付
費単位数表」という。）の訪問介護費の注７に係る施設基準
前年度の一月当たり実利用者（指定訪問介護事業所（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（平成十一
年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という
。）第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同
じ。）の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下こ
の号において同じ。）の数（当該指定訪問介護事業所に係る指定
訪問介護事業者（同項に規定する指定訪問介護事業者をいう。）
が指定介護予防訪問介護事業者（指定介護予防サービス等の事業
の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生
労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい
う。）第五条第一項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をい
う。）の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している
場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所（同項に規定する指定
介護予防訪問介護事業所をいう。）における前年度の一月当たり
実利用者の数を含む。）が三十人以上の指定訪問介護事業所であ
ること。
二 指定訪問介護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の
訪問介護費の注 に係る施設基準
12

サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付
費単位数表」という。）の訪問介護費の注 に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が二百回以下の指定訪問介護事業所であ
ること。
（削除）

四

指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の

二 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数
表の訪問入浴介護費の注６に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所
（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
（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基
準」という。）第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事
業所をいう。）であること。
三 指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の
訪問看護費の注２に係る施設基準
連携する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定
地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（
平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サー
ビス基準」という。）第三条の四第一項に規定する指定定期巡回
・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の名称、
住所その他必要な事項を都道府県知事に届け出ている指定訪問看
護事業所（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指
定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）であること。
（削除）
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一月当たり延訪問回数が二百回以下の指定訪問介護事業所であ
ること。
三 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数
表の訪問入浴介護費の注４に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
四 指定訪問入浴介護における指定居宅サービス介護給付費単位数
表の訪問入浴介護費の注６に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が二十回以下の指定訪問入浴介護事業所
（指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問
入浴介護事業所をいう。）であること。

五 指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の
訪問看護費の注２に係る施設基準
連携する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定
地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（
平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サー
ビス基準」という。）第三条の四第一項に規定する指定定期巡回
・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の名称、
住所その他必要な事項を都道府県知事に届け出ている指定訪問看
護事業所（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指
定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）であること。
六 指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の
訪問看護費の注３に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
七 指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の

訪問看護費の注８に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所である
こと。
（削除）

五 指定通所介護の施設基準
イ 小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ 前年度の一月当たりの平均利用延人員数（当該指定通所介
護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定
する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）に係る指定通
所介護事業者（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に
規定する指定通所介護事業者をいう。）が指定介護予防通所
介護事業者（介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（
平成二十七年厚生労働省令第四号）附則第四条第三号の規定
によりなおその効力を有するものとされた同令第五条の規定
による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備
及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働
省令第三十五号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」と
いう。）第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護
事業者をいう。）若しくは第一号通所事業（指定居宅サービ
ス等基準第九十三条第一項に規定する第一号通所事業をいう
。以下この号において同じ。）の指定のいずれか又はその双
方の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している
場合は、当該指定介護予防通所介護事業所（旧指定介護予防
サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通
所介護事業所をいう。）及び第一号通所事業における前年度

訪問看護費の注８に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所である
こと。
八 指定訪問リハビリテーションにおける指定居宅サービス介護給
付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注２に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
九 指定通所介護の施設基準
イ 小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ 前年度の一月当たりの平均利用延人員数（当該指定通所介
護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定
する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）に係る指定通
所介護事業者（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に
規定する指定通所介護事業者をいう。）が指定介護予防通所
介護事業者（指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項
に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。）の指定を
併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当
該指定介護予防通所介護事業所（指定介護予防サービス等基
準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所
をいう。）における前年度の一月当たりの平均利用延人員数
を含む。以下この号において同じ。）が三百人以内の指定通
所介護事業所であること。

の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号におい
て同じ。）が三百人以内の指定通所介護事業所であること。
⑵ 指定居宅サービス等基準第九十三条に定める看護職員（看
護師又は准看護師をいう。以下同じ。）又は介護職員の員数
を置いていること。
ロ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ イ⑴に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの
平均利用延人員数が七百五十人以内の指定通所介護事業所で
あること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ 大規模型通所介護費 を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ イ⑴及びロ⑴に該当しない事業所であって、前年度の一月
当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所介護事業
所であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ニ 大規模型通所介護費 を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ イ⑴、ロ⑴及びハ⑴に該当しない指定通所介護事業所であ
ること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ホ 療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の施設基準
⑴ 指定療養通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第百五
条の四に規定する指定療養通所介護事業所をいう。）である
こと。
⑵ 指定居宅サービス等基準第百五条の四に定める看護職員又
は介護職員の員数を置いていること。
六 指定通所リハビリテーションの施設基準
イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所
リハビリテーションの施設基準

⑵ 指定居宅サービス等基準第九十三条に定める看護職員（看
護師又は准看護師をいう。以下同じ。）又は介護職員の員数
を置いていること。
ロ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ イ⑴に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの
平均利用延人員数が七百五十人以内の指定通所介護事業所で
あること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ 大規模型通所介護費 を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ イ⑴及びロ⑴に該当しない事業所であって、前年度の一月
当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所介護事業
所であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ニ 大規模型通所介護費 を算定すべき指定通所介護の施設基準
⑴ イ⑴、ロ⑴及びハ⑴に該当しない指定通所介護事業所であ
ること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ホ 療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の施設基準
⑴ 指定療養通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第百五
条の四に規定する指定療養通所介護事業所をいう。）である
こと。
⑵ 指定居宅サービス等基準第百五条の四に定める看護職員又
は介護職員の員数を置いていること。
十 指定通所リハビリテーションの施設基準
イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所
リハビリテーションの施設基準
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

⑴ 前年度の一月当たりの平均利用延人員数（当該指定通所リ
ハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準第百十一
条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をい
う。以下同じ。）に係る指定通所リハビリテーション事業者
（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定
通所リハビリテーション事業者をいう。）が指定介護予防通
所リハビリテーション事業所（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（以下
「指定介護予防サービス等基準」という。）第百十七条第一
項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所を
いう。）の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施し
ている場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事
業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む
。以下この号において同じ。）が七百五十人以内の指定通所
リハビリテーション事業所であること。
⑵ 指定居宅サービス等基準第百十二条に定める設備に関する
基準に適合していること。
ロ 大規模型通所リハビリテーション費 を算定すべき指定通所
リハビリテーションの施設基準
⑴ イ⑴に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの
平均利用延人員数が九百人以内の指定通所リハビリテーショ
ン事業所であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ 大規模型通所リハビリテーション費 を算定すべき指定通所
リハビリテーションの施設基準
⑴ イ⑴及びロ⑴に該当しない事業所であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。

⑴ 前年度の一月当たりの平均利用延人員数（当該指定通所リ
ハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準第百十一
条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をい
う。以下同じ。）に係る指定通所リハビリテーション事業者
（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定
通所リハビリテーション事業者をいう。）が指定介護予防通
所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準
第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテー
ション事業所をいう。）の指定を併せて受け、かつ、一体的
に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビ
リテーション事業所における前年度の一月当たりの平均利用
延人員数を含む。以下この号において同じ。）が七百五十人
以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。

⑵ 指定居宅サービス等基準第百十二条に定める設備に関する
基準に適合していること。
ロ 大規模型通所リハビリテーション費 を算定すべき指定通所
リハビリテーションの施設基準
⑴ イ⑴に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの
平均利用延人員数が九百人以内の指定通所リハビリテーショ
ン事業所であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ 大規模型通所リハビリテーション費 を算定すべき指定通所
リハビリテーションの施設基準
⑴ イ⑴及びロ⑴に該当しない事業所であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

七 指定通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算に係る施設基準
イ 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
言語聴覚士が適切に配置されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであるこ
と。
八 指定通所リハビリテーションにおける指定居宅サービス介護給
付費単位数表の通所リハビリテーション費の注９に係る施設基準
リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、
作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
九 指定短期入所生活介護の施設基準
イ 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
護の施設基準
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。）における介護職員又は看護職員の数が、常勤換
算方法（指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤
換算方法をいう。以下この号、第十二号、第十四号及び第十八
号において同じ。）で、利用者の数が三又はその端数を増すご
とに一以上であること。
ロ 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
護の施設基準
⑴ 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（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う。）である場合に
あっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看

十一 指定通所リハビリテーションにおける認知症短期集中リハビ
リテーション実施加算に係る施設基準
イ 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
言語聴覚士が適切に配置されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであるこ
と。
（新設）

十二 指定短期入所生活介護の施設基準
イ 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
護の施設基準
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。）における介護職員又は看護職員の数が、常勤換
算方法（指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤
換算方法をいう。以下この号、第十五号、第十七号及び第二十
号において同じ。）で、利用者の数が三又はその端数を増すご
とに一以上であること。
ロ 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
護の施設基準
⑴ 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（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う。）である場合に
あっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看
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護職員の数が、常勤換算方法で、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。以下同じ。）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三又はその端数を増すご
とに一以上であること。
⑵ 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。以下同じ。）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
体施設をいう。以下同じ。）として必要とされる数の介護職
員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三
又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員
を確保していること。
ハ 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
入所生活介護の施設基準
指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員
の数が、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
ニ 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
入所生活介護の施設基準
⑴ 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における介
護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、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
の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であるこ
と。
⑵ 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合

護職員の数が、常勤換算方法で、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。以下同じ。）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三又はその端数を増すご
とに一以上であること。
⑵ 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。以下同じ。）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
体施設をいう。以下同じ。）として必要とされる数の介護職
員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三
又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員
を確保していること。
ハ 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
入所生活介護の施設基準
指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員
の数が、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増す
ごとに一以上であること。
ニ 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
入所生活介護の施設基準
⑴ 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における介
護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、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
の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であるこ
と。
⑵ 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合
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にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員
又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又
はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を
確保していること。
十 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
イ 単独型短期入所生活介護費 又は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百四十条の二に規定す
るユニット又は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。以下「特別養護老人ホー
ム基準」という。）第三十二条に規定するユニットをいう。以
下この号及び次号において同じ。）に属さない居室（指定居宅
サービス等基準第百二十四条第六項第一号又は特別養護老人ホ
ーム基準第十一条第三項第一号に掲げる居室をいう。ロ及び第
十三号において同じ。）（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 単独型短期入所生活介護費 又は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居室（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 単独型ユニット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
ユニットに属する居室（指定居宅サービス等基準第百四十条
の四第六項第一号イ又は特別養護老人ホーム基準第三十五条第
三項第一号イに掲げる居室をいう。以下このハ及びニにおいて
(Ⅰ)

（Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員
又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又
はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を
確保していること。
十三 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
イ 単独型短期入所生活介護費 又は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百四十条の二に規定す
るユニット又は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。以下「特別養護老人ホー
ム基準」という。）第三十二条に規定するユニットをいう。以
下この号及び次号において同じ。）に属さない居室（指定居宅
サービス等基準第百二十四条第六項第一号又は特別養護老人ホ
ーム基準第十一条第三項第一号に掲げる居室をいう。ロ及び第
十六号において同じ。）（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 単独型短期入所生活介護費 又は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居室（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 単独型ユニット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
ユニットに属する居室（指定居宅サービス等基準第百四十条
の四第六項第一号イ又は特別養護老人ホーム基準第三十五条第
三項第一号イに掲げる居室をいう。以下このハ及びニにおいて
(Ⅰ)

（Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)
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同じ。）（ユニットに属さない居室を改修したもの（居室を隔
てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを
含む。）を除く。）の利用者に対して行われるものであること
。
ニ 単独型ユニット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
ユニットに属する居室（ユニットに属さない居室を改修した
もの（居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生
じているものを含む。）に限る。）の利用者に対して行われる
ものであること。
十一 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に
係る施設基準
イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又
は看護職員を配置すること。
ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
十二 指定短期入所生活介護における看護体制加算に係る施設基準
イ 看護体制加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基
準
⑴ 指定短期入所生活介護事業所（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）において、常勤の看護師を一名以上配置し
ていること。
⑵ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等
の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚
生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」とい
う。）第三号に規定する基準に該当していないこと。
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

同じ。）（ユニットに属さない居室を改修したもの（居室を隔
てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを
含む。）を除く。）の利用者に対して行われるものであること
。
ニ 単独型ユニット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
ユニットに属する居室（ユニットに属さない居室を改修した
もの（居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生
じているものを含む。）に限る。）の利用者に対して行われる
ものであること。
十四 指定短期入所生活介護におけるユニットケアに関する減算に
係る施設基準
イ 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又
は看護職員を配置すること。
ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
十五 指定短期入所生活介護における看護体制加算に係る施設基準
イ 看護体制加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基
準
⑴ 指定短期入所生活介護事業所（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）において、常勤の看護師を一名以上配置し
ていること。
⑵ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等
の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚
生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」とい
う。）第三号に規定する基準に該当していないこと。
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)
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ロ 看護体制加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基
準
⑴ 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる
基準に適合すること。
㈠ 指定短期入所生活介護事業所（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
適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。）の
看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又
はその端数を増すごとに一以上であること。
㈡ 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職員
の数が、常勤換算方法で、利用者の数（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）が二十五又はその端数を増すごとに一以上で
あり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四
号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に
一を加えた数以上であること。
⑵ 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は
病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション（指
定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定
訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）の看護職員との
連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること
。
⑶ イ⑵に該当するものであること。
十三 平成十八年四月一日以後従来型個室を利用する者に対する指
定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
指定短期入所生活介護事業所の居室における利用者一人当たり
(Ⅱ)

ロ 看護体制加算 を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基
準
⑴ 指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる
基準に適合すること。
㈠ 指定短期入所生活介護事業所（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
適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。）の
看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又
はその端数を増すごとに一以上であること。
㈡ 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職員
の数が、常勤換算方法で、利用者の数（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）が二十五又はその端数を増すごとに一以上で
あり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四
号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に
一を加えた数以上であること。
⑵ 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は
病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション（指
定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定
訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）の看護職員との
連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること
。
⑶ イ⑵に該当するものであること。
十六 平成十八年四月一日以後従来型個室を利用する者に対する指
定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
指定短期入所生活介護事業所の居室における利用者一人当たり
(Ⅱ)
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の面積が、十・六五平方メートル以下であること。
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 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は 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⑵に規定する基準に該
当していないこと。
⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準
㈠ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
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六月間において当該施設から退
所した者（当該施設内で死亡した者を除く。以下この号
において「退所者」という。）の総数のうち、在宅にお
(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

の面積が、十・六五平方メートル以下であること。
十七 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 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は 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⑵に規定する基準に該
当していないこと。
⑵ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準
㈠ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
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六月間において当該施設から退
所した者（当該施設内で死亡した者を除く。以下この号
において「退所者」という。）の総数のうち、在宅にお
(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)
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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ていること。
ｂ 退所者の退所後三十日以内（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（指定居宅介護支援等の事
業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第
三十八号）第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事
業者をいう。以下同じ。）から情報提供を受けることに
より、当該退所者の在宅における生活が一月以上（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、十四日以上）継続する見込みであることを確認
し、記録していること。
㈢ 三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得
た数が百分の十以上であること。
㈣ 次のいずれかに適合すること。
ａ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割
合が百分の三十五以上であること。
ｂ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
喀痰 か
(くたん 吸)引が実施された者の占める割合が百分
の十以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が百
分の十以上であること。
㈤ ⑴に該当するものであること。
⑶ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準
(ⅰ)

(ⅲ)

(Ⅱ)

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ていること。
ｂ 退所者の退所後三十日以内（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（指定居宅介護支援等の事
業の人員及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第
三十八号）第一条第三項に規定する指定居宅介護支援事
業者をいう。以下同じ。）から情報提供を受けることに
より、当該退所者の在宅における生活が一月以上（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、十四日以上）継続する見込みであることを確認
し、記録していること。
㈢ 三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得
た数が百分の十以上であること。
㈣ 次のいずれかに適合すること。
ａ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割
合が百分の三十五以上であること。
ｂ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
喀痰 か
(くたん 吸
)引が実施された者の占める割合が百分
の十以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が百
分の十以上であること。
㈤ ⑴に該当するものであること。
⑶ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準
(ⅰ)

(ⅲ)

(Ⅱ)

- 7 -

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 か(くたん 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（介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法
」という。）第五条の二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 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準
㈠ ⑶㈠及び㈢に該当するものであること。
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 か
(くたん 吸)引若しくは経管栄養が実施された者の占
める割合が百分の二十以上及び著しい精神症状、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五十以上であること。
⑸ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は 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。
(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

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 か
(くたん 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（介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法
」という。）第五条の二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 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は を算定すべき指定短期入所療
養介護の施設基準
㈠ ⑶㈠及び㈢に該当するものであること。
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 か(くたん 吸
)引若しくは経管栄養が実施された者の占
める割合が百分の二十以上及び著しい精神症状、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五十以上であること。
⑸ 介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は 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。
(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)
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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 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は 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 利用者等の合計数が四十以下であること。
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 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 を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ イ⑴㈠及び㈡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 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 を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
⑴及びイ⑵㈠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 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 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 ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 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⑷㈡に該当するものである
こと。
(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ) (Ⅱ)

(ⅲ) (Ⅱ)

(ⅳ) (Ⅰ)

(ⅲ) (Ⅰ)

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 の介護老人保健施
設短期入所療養介護費 又は 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 利用者等の合計数が四十以下であること。
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 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 を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ イ⑴㈠及び㈡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 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 を算定
すべき指定短期入所療養介護の施設基準
⑴及びイ⑵㈠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 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 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 ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 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⑷㈡に該当するものである
こと。
(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ) (Ⅱ)

(ⅲ) (Ⅱ)

(ⅳ) (Ⅰ)

(ⅲ) (Ⅰ)
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⑸ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 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 ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 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 利用者等の合計数が四十以下であること。
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。
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
又は 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
(Ⅰ)
(ⅰ)

⑸ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 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 ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 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 利用者等の合計数が四十以下であること。
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。
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 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、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。）の利用者の数及び
入院患者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。
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(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ) (Ⅲ)

(ⅲ) (Ⅲ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ) (Ⅲ)

(ⅲ) (Ⅲ)

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
、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。
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。
（新設）
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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。
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
又は 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 か
(くたん 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。
(Ⅰ)
(ⅱ)

(ⅴ)

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 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のタ
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、介護職員等が共同して、入所者の状態
又は家族の求め等に応じ随時、本人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。
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
又は 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
又は 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。
(Ⅱ)
(ⅰ)

(Ⅰ)
(ⅲ)

(ⅲ)

(ⅵ)

（新設）

⑵ 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
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
、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。

(Ⅱ)
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（新設）

⑶ 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
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
、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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 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
、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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
、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
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⑸ 病院療養病床短期入所療養介護費
又は 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、⑵
㈢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 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 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

(Ⅰ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)
(ⅱ)

(Ⅲ)

数及び入院患者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⑵に規定する基準に該
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 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
、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者の数の合計数が八又はその端数を増すごと
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
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
、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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

(Ⅱ)

一以上であること。
㈣ 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。
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 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 ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費 又は 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。
(Ⅳ)

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

(Ⅰ)
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(Ⅱ)

(ⅳ)

、当該療養病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。
（新設）

（新設）
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、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。
⑵ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費 又は 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 又は 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。
ト 特定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
ニ、ホ又はヘのいずれかに該当するものであること。

⑵ 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。
ト 特定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
ニ⑴から⑶まで、ホ又はヘのいずれかに該当するものである
こと。
チ 診療所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 診療所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

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅵ)

(Ⅴ)

チ 診療所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 診療所短期入所療養介護費
又は を算定すべき指定短
期入所療養介護の施設基準
(Ⅰ)
(ⅰ)

(ⅴ)

㈠ 診療所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病室（医療法施行規則
第十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をいう。以
下このチ及びリにおいて同じ。）における看護職員の数が
、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介
護の利用者の数及び入院患者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 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当
該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入
院患者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。
㈣ 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が
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。
㈤ 当該指定短期入所療養介護を行う診療所における療養病
床以外の病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メ
ートル以上であること。
㈥ 療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第
二十一条の四において準用する同令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。
㈦ 診療所（㈥の診療所を除く。）においては、食堂及び浴
室を有していること。
（新設）
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㈠ 診療所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病室（医療法施行規則
第十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をいう。以
下このチ及びリにおいて同じ。）における看護職員の数が
、常勤換算方法で、入院患者等（当該病室における指定短
期入所療養介護の利用者及び入院患者をいう。以下このチ
及びリ（第六十四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 当該病室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。
㈣ 当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が
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。
㈤ 当該指定短期入所療養介護を行う診療所における療養病
床以外の病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メ
ートル以上であること。
㈥ 療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第
二十一条の四において準用する同令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。
㈦ 診療所（㈥の診療所を除く。）においては、食堂及び浴
室を有していること。
⑵ 診療所短期入所療養介護費
又は 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。
(Ⅰ)
(ⅱ)

㈡ ニ⑵㈡から㈤までの規定を準用する。
⑶ 診療所短期入所療養介護費
又は 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⑵㈡ａ中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と
、ニ⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」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 診療所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 ⑴㈠及び㈣から㈦までに該当するものであること。
㈡ 当該病室における看護職員又は介護職員の数が、常勤換
算方法で、入院患者等の数の合計数が三又はその端数を増
すごとに一以上であること。
リ ユニット型診療所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 ユニット型診療所短期入所療養介護費 又は を算定すべ
き指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ チ⑴㈠及び㈣から㈦までに該当するものであること。
㈡ 当該病室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。

(ⅳ)

(Ⅳ)

㈢ 当該病室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。

(Ⅰ)
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（新設）

⑵ 診療所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 ⑴㈠及び㈣から㈦までに該当するものであること。
㈡ 当該病室における看護職員又は介護職員の数が、常勤換
算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
リ ユニット型診療所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
（新設）

⑴ チ⑴㈠及び㈣から㈦までに該当するものであること。
⑵ 当該病室における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該
病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患
者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。
⑶ 当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該
病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患
者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

(Ⅱ)

(Ⅰ)
(ⅲ)

(Ⅱ)

⑵ ユニット型診療所短期入所療養介護費 又は 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 ユニット型診療所短期入所療養介護費 又は 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⑵㈡ａ中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と
、ニ⑵㈡ｂ中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」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。
ヌ 特定診療所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
チ又はリのいずれかに該当するものであること。

こと。
（新設）
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（新設）

ヌ 特定診療所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
チ⑴若しくは⑵又はリのいずれかに該当するものであること
。
ル 認知症疾患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 認知症疾患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
㈠ 老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正
する法律（平成十八年法律第八十三号）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
介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第
二項に規定する規定する病床により構成される病棟をいう
。以下「認知症病棟」という。）を有する病院（医療法施
行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院を除き、同令

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅵ)

(Ⅴ)

ル 認知症疾患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 認知症疾患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
㈠ 老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正
する法律（平成十八年法律第八十三号）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
介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条第
二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「
認知症病棟」という。）を有する病院（医療法施行規則第
五十二条の規定の適用を受ける病院を除き、同令第四十三
(Ⅰ)

条の二の規定の適用を受ける病院に限る。）である指定短
期入所療養介護事業所であること。
㈡ 当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看
護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における
指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合
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 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
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。
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。
⑵ 認知症疾患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
㈠ 認知症病棟を有する病院（医療法施行規則第五十二条の
規定の適用を受けるもの及び⑴㈠に該当するものを除く。
）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認知症病棟における看
護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における
指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合
計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
㈢ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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
(Ⅱ)

第四十三条の二の規定の適用を受ける病院に限る。）であ
る指定短期入所療養介護事業所であること。
㈡ 当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看
護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における
指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合
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 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
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。
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。
⑵ 認知症疾患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
㈠ 認知症病棟を有する病院（医療法施行規則第五十二条の
規定の適用を受けるもの及び⑴㈠に該当するものを除く。
）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認知症病棟における看
護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における
指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合
計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
㈢ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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

(Ⅱ)
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護師であること。
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。
⑶ 認知症疾患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
㈠ ⑵㈠、㈡、㈣及び㈤に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
⑷ 認知症疾患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
㈠ ⑵㈠、㈡、㈣及び㈤に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
⑸ 認知症疾患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
㈠ ⑵㈠、㈣及び㈤に該当するものであること。
㈡ 認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、
当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。ただし、そのうち当該認知症病棟に
おける入院患者の数を四をもって除した数（その数が一に
満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じ
るときはこれを切り上げるものとする。）から当該認知症
病棟における入院患者の数を五をもって除した数（その数

護師であること。
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。
⑶ 認知症疾患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
㈠ ⑵㈠、㈡、㈣及び㈤に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
⑷ 認知症疾患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
㈠ ⑵㈠、㈡、㈣及び㈤に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
⑸ 認知症疾患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
㈠ ⑵㈠、㈣及び㈤に該当するものであること。
㈡ 認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、
当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。ただし、そのうち当該認知症病棟に
おける入院患者の数を四をもって除した数（その数が一に
満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じ
るときはこれを切り上げるものとする。）から当該認知症
病棟における入院患者の数を五をもって除した数（その数
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(Ⅲ)

(Ⅳ)

(Ⅴ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(Ⅴ)

が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数
が生じるときはこれを切り上げるものとする。）を減じた
数の範囲内で介護職員とすることができる。
㈢ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
ヲ 認知症疾患型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 認知症病棟を有する病院（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。
⑵ 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で
、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。
⑶ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で
、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。
⑷ ⑵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。
⑸ 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。
ワ ユニット型認知症疾患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 ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 を算定すべ
(Ⅰ)

が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数
が生じるときはこれを切り上げるものとする。）を減じた
数の範囲内で介護職員とすることができる。
㈢ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
ヲ 認知症疾患型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 認知症病棟を有する病院（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。
⑵ 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で
、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。
⑶ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で
、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の
数及び入院患者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。
⑷ ⑵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。
⑸ 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。
ワ ユニット型認知症疾患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 ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 を算定すべ

(Ⅰ)
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き指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ ル⑴㈠及び㈣に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
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。
⑵ ユニット型認知症疾患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
㈠ ル⑵㈠及び㈣に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
㈢ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
カ 特定認知症疾患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
ル⑴から⑸まで、ヲ又はワ⑴若しくは⑵のいずれかに該当す
(Ⅱ)

き指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ ル⑴㈠及び㈣に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
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。
⑵ ユニット型認知症疾患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
㈠ ル⑵㈠及び㈣に該当するものであること。
㈡ 当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
㈢ 当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法
で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用
者の数及び入院患者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。
カ 特定認知症疾患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
ル⑴から⑸まで、ヲ又はワ⑴若しくは⑵のいずれかに該当す

(Ⅱ)
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るものであること。
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 の介護老人保健施設
短期入所療養介護費 若しくは 、介護老人保健施設短期入所
療養介護費 の介護老人保健施設短期入所療養介護費 若しく
は 、介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健
施設短期入所療養介護費 若しくは 、病院療養病床短期入所
療養介護費 の病院療養病床短期入所療養介護費 、 若しく
は 、病院療養病床短期入所療養介護費 の病院療養病床短期
入所療養介護費 若しくは 、病院療養病床短期入所療養介護
費 の病院療養病床短期入所療養介護費 、病院療養病床経過
型短期入所療養介護費 の病院療養病床経過型短期入所療養介
護費 、病院療養病床経過型短期入所療養介護費 の病院療養
病床経過型短期入所療養介護費 、診療所短期入所療養介護費
の診療所短期入所療養介護費 、 若しくは 、診療所短期
入所療養介護費 の診療所短期入所療養介護費 、認知症疾患
型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費
、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所
療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾
患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費
の認知症疾患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入
所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費 又は認知
症疾患型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は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
(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

るものであること。
（新設）
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(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ) (ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

（ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅰ)

(Ⅴ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ) (ⅰ)

(ⅰ)

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に掲げ
る療養室又は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 の介護老人保健施設
短期入所療養介護費 若しくは 、介護老人保健施設短期入所
療養介護費 の介護老人保健施設短期入所療養介護費 若しく
は 、介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健
施設短期入所療養介護費 若しくは 、病院療養病床短期入所
療養介護費 の病院療養病床短期入所療養介護費 、 若しく
は 、病院療養病床短期入所療養介護費 の病院療養病床短期
入所療養介護費 若しくは 、病院療養病床短期入所療養介護
費 の病院療養病床短期入所療養介護費 、病院療養病床経過
型短期入所療養介護費 の病院療養病床経過型短期入所療養介
護費 、病院療養病床経過型短期入所療養介護費 の病院療養
病床経過型短期入所療養介護費 、診療所短期入所療養介護費
の診療所短期入所療養介護費 、 若しくは 、診療所短期
入所療養介護費 の診療所短期入所療養介護費 、認知症疾患
型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費
、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所
療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾
患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費
の認知症疾患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入
所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費 又は認知
(Ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅱ) (ⅵ)

(ⅱ)
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(ⅲ)

(ⅴ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(ⅴ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(ⅵ)

(Ⅲ)

(Ⅴ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅳ) (ⅱ)

症疾患型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 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 、ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型
介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型病院療
養病床短期入所療養介護費 、 若しくは 、ユニット型病院
療養病床経過型短期入所療養介護費 、ユニット型診療所短期
入所療養介護費 、 若しくは 、ユニット型認知症疾患型短
期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費 又は
認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療
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 又は指定
介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶ 、第四
十条第二項第一号イ⑶ 若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶
（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（平成十七年厚生労働省令第百三
十九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附
則第五条第一項又は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。）の利用者に対
して行われるものであること。
(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)
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(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型
介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型病院療
養病床短期入所療養介護費 、 若しくは 、ユニット型病院
療養病床経過型短期入所療養介護費 、ユニット型診療所短期
入所療養介護費 、 若しくは 、ユニット型認知症疾患型短
期入所療養介護費 のユニット型認知症疾患型短期入所療養介
護費 又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 のユ
ニット型認知症疾患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（介護老人保健施設基準第四十一
条第二項第一号イ⑶ 又は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⑶ 、第四十条第二項第一号イ⑶ 若しく
は第四十一条第二項第一号イ⑶ 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⑶ 又は指
定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶ 、第
四十条第二項第一号イ⑶ 若しくは第四十一条第二項第一号イ
⑶ （指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附
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。
）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであ
ること。
十六 指定短期入所療養介護におけるユニットケアに関する減算に
係る施設基準
第十一号の規定を準用する。
十七 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
(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

十八 指定短期入所療養介護におけるユニットケアに関する減算に
係る施設基準
第十四号の規定を準用する。
十九 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
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(Ⅲ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅲ)

(Ⅵ)

(ⅱ)

(Ⅴ)

(ⅲ)

(Ⅵ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅳ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅴ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(ⅳ)

ることから介護を必要とする認知症の利用者に対する指定短期入
所療養介護に係る加算の施設基準
イ 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利用者と他の利用者とを
区別していること。
ロ 他の利用者と区別し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利
用者に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げ
る基準に適合する施設及び設備を有していること。
⑴ 専ら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利用者を入所さ
せるための施設であって、原則として、同一の建物又は階に
おいて、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又
は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの。
⑵ ⑴の施設の入所定員は、四十人を標準とすること。
⑶ ⑴の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けているこ
と。
⑷ ⑴の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当た
りの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けているこ
と。
⑸ ⑴の施設に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利用者の
家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために
必要な施設であって、三十平方メートル以上の面積を有する
ものを設けていること。
ハ 指定短期入所療養介護の単位ごとの利用者の数について、十
人を標準とすること。
指定短期入所療養介護の単位ごとに固定した介護職員又は看
ニ

ることから介護を必要とする認知症の利用者に対する指定短期入
所療養介護に係る加算の施設基準
イ 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利用者と他の利用者とを
区別していること。
ロ 他の利用者と区別し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利
用者に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げ
る基準に適合する施設及び設備を有していること。
⑴ 専ら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利用者を入所さ
せるための施設であって、原則として、同一の建物又は階に
おいて、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又
は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの
⑵ ⑴の施設の入所定員は、四十人を標準とすること。
⑶ ⑴の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けているこ
と。
⑷ ⑴の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当た
りの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けているこ
と。
⑸ ⑴の施設に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利用者の
家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために
必要な施設であって、三十平方メートル以上の面積を有する
ものを設けていること。
ハ 指定短期入所療養介護の単位ごとの利用者の数について、十
人を標準とすること。
指定短期入所療養介護の単位ごとに固定した介護職員又は看
ニ
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護職員を配置すること。
ホ ユニット型指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス
等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期
入所療養介護事業所であって、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しているものをいう。）でないこと。
十八 指定短期入所療養介護における療養体制維持特別加算に係る
施設基準
イ 当該介護老人保健施設が次のいずれかに該当すること。
⑴ 転換を行う直前において、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、ユニット型療養
型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療
養施設サービス費、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 を算
定す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同法第二十六条による改正前の法第
四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設を
いう。以下同じ。）を有する病院であった介護老人保健施設
であること。
⑵ 転換を行う直前において、療養病床を有する病院（診療報
酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の別
表第一医科診療報酬点数表に規定する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当該病院が地方厚生局
長等に届け出た病棟、基本診療料の施設基準等の一部を改正
する件（平成二十二年厚生労働省告示第七十二号）による改
正前の基本診療料の施設基準等（平成二十年厚生労働省告示
第六十二号。以下この号において「新基本診療料の施設基準
等」という。）第五の三⑵イ②に規定する二十対一配置病棟
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

護職員を配置すること。
ホ ユニット型指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス
等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期
入所療養介護事業所であって、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しているものをいう。）でないこと。
二十 指定短期入所療養介護における療養体制維持特別加算に係る
施設基準
イ 当該介護老人保健施設が次のいずれかに該当すること。
⑴ 転換を行う直前において、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、ユニット型療養
型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療
養施設サービス費、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 を算
定す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同法第二十六条による改正前の法第
四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設を
いう。以下同じ。）を有する病院であった介護老人保健施設
であること。
⑵ 転換を行う直前において、療養病床を有する病院（診療報
酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）の別
表第一医科診療報酬点数表に規定する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当該病院が地方厚生局
長等に届け出た病棟、基本診療料の施設基準等の一部を改正
する件（平成二十二年厚生労働省告示第七十二号）による改
正前の基本診療料の施設基準等（平成二十年厚生労働省告示
第六十二号。以下この号において「新基本診療料の施設基準
等」という。）第五の三⑵イ②に規定する二十対一配置病棟
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)
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又は新基本診療料の施設基準等による廃止前の基本診療料の
施設基準等（平成十八年厚生労働省告示第九十三号）第五の
三⑵ロ①２に規定する二十対一配置病棟を有するものに限る
。）であった介護老人保健施設であること。
ロ 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の
うち、介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介
護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計
数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 通所介護等の算定方法第四号イに規定する基準に該当してい
ないこと。
十九 指定短期入所療養介護における病院療養病床療養環境減算に
係る施設基準
療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに
規定する基準に該当していないこと。
二十 指定短期入所療養介護における診療所設備基準減算に係る施
設基準
病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イ又はハに規定
する基準に該当していないこと。
（削除）

又は新基本診療料の施設基準等による廃止前の基本診療料の
施設基準等（平成十八年厚生労働省告示第九十三号）第五の
三⑵ロ①２に規定する二十対一配置病棟を有するものに限る
。）であった介護老人保健施設であること。
ロ 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の
うち、介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介
護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計
数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 通所介護等の算定方法第四号イに規定する基準に該当してい
ないこと。
二十一 指定短期入所療養介護における病院療養病床療養環境減算
に係る施設基準
療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに
規定する基準に該当していないこと。
二十二 指定短期入所療養介護における診療所設備基準減算に係る
施設基準
病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イ又はハに規定
する基準に該当していないこと。
二十三 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 の介護老人保健施設
短期入所療養介護費 若しくは 、介護老人保健施設短期入所
療養介護費 の介護老人保健施設短期入所療養介護費 若しく
は 、介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健
施設短期入所療養介護費 若しくは 、病院療養病床短期入所
療養介護費 の病院療養病床短期入所療養介護費 、病院療養
病床短期入所療養介護費 の病院療養病床短期入所療養介護費
、病院療養病床短期入所療養介護費 の病院療養病床短期入
（ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅰ)
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所療養介護費 、病院療養病床経過型短期入所療養介護費 の
病院療養病床経過型短期入所療養介護費 、病院療養病床経過
型短期入所療養介護費 の病院療養病床経過型短期入所療養介
護費 、診療所短期入所療養介護費 の診療所短期入所療養介
護費 、診療所短期入所療養介護費 の診療所短期入所療養介
護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短
期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認
知症疾患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養
介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型
短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費 、
認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療
養介護費 又は認知症疾患型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は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に掲げ
る療養室又は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 の介護老人保健施設
短期入所療養介護費 若しくは 、介護老人保健施設短期入所
(Ⅲ)

(ⅰ) (ⅰ) (ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(Ⅴ)

(Ⅱ) (Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)
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(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

療養介護費 の介護老人保健施設短期入所療養介護費 若しく
は 、介護老人保健施設短期入所療養介護費 の介護老人保健
施設短期入所療養介護費 若しくは 、病院療養病床短期入所
療養介護費 の病院療養病床短期入所療養介護費 、病院療養
病床短期入所療養介護費 の病院療養病床短期入所療養介護費
、病院療養病床短期入所療養介護費 の病院療養病床短期入
所療養介護費 、病院療養病床経過型短期入所療養介護費 の
病院療養病床経過型短期入所療養介護費 、病院療養病床経過
型短期入所療養介護費 の病院療養病床経過型短期入所療養介
護費 、診療所短期入所療養介護費 の診療所短期入所療養介
護費 、診療所短期入所療養介護費 の診療所短期入所療養介
護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短
期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養介護費 の認
知症疾患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型短期入所療養
介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費 、認知症疾患型
短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療養介護費 、
認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾患型短期入所療
養介護費 又は認知症疾患型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 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 、ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型
介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型病院療
(ⅱ)

(ⅱ) (ⅱ) (ⅱ)

(ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)
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(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅱ) (Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅴ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

養病床短期入所療養介護費 、ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費 、ユニット型診療所短期入所療養介護費
、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 の認知症疾
患型短期入所療養介護費 又は認知症疾患型短期入所療養介護
費 の認知症疾患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 又は指定
介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶ 、第四
十条第二項第一号イ⑶ 若しくは第四十一条第二項第一号イ⑶
（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（平成十七年厚生労働省令第百三
十九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。）附
則第五条第一項又は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 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 、ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型
介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 、ユニット型病院療
養病床短期入所療養介護費 、ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費 、ユニット型診療所短期入所療養介護費
、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 のユニット
型認知症疾患型短期入所療養介護費 又はユニット型認知症疾
患型短期入所療養介護費 のユニット型認知症疾患型短期入所

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)
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(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅲ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

二十一 従来型個室を利用する者に対する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 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の療養
室（介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室
をいう。）における利用者一人当たりの面積が、八・〇平方メ
ートル以下であること。
ロ 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
の病室（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。）における利用
者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。
ハ 診療所又は療養病床を有する病院である指定短期入所療養介
護事業所の病室（医療法施行規則第十六条第二号の二又は第三
号に規定する病室をいう。）における利用者一人当たりの面積
が、六・四平方メートル以下であること。
認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所
ニ

療養介護費 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（介護老人保健施設基準第四十一
条第二項第一号イ⑶ 又は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⑶ 、第四十条第二項第一号イ⑶ 若しく
は第四十一条第二項第一号イ⑶ 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⑶ 又は指
定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ⑶ 、第
四十条第二項第一号イ⑶ 若しくは第四十一条第二項第一号イ
⑶ （指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附
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。
）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであ
ること。
二十四 従来型個室を利用する者に対する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 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の療養
室（介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室
をいう。）における利用者一人当たりの面積が、八・〇平方メ
ートル以下であること。
ロ 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
の病室（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。）における利用
者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。
ハ 診療所又は療養病床を有する病院である指定短期入所療養介
護事業所の病室（医療法施行規則第十六条第二号の二又は第三
号に規定する病室をいう。）における利用者一人当たりの面積
が、六・四平方メートル以下であること。
認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所
ニ

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)
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(ⅱ)

(ⅰ)

の病室（指定居宅サービス基準第百四十三条第一項第四号イに
規定する病室をいう。）における利用者一人当たりの面積が、
六・四平方メートル以下であること。
二十二 短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定
施設入居者生活介護の施設基準
イ 指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準第百
七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう
。以下同じ。）の事業を行う者が、指定居宅サービス（法第四
十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。
）、指定地域密着型サービス（法第四十二条の二第一項に規定
する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。）、指定居宅
介護支援（法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を
いう。以下同じ。）、指定介護予防サービス（法第五十三条第
一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、
指定地域密着型介護予防サービス（法第五十四条の二第一項に
規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。
）若しくは指定介護予防支援（法第五十八条第一項に規定する
指定介護予防支援をいう。以下同じ。）の事業又は介護保険施
設（法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下
同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営について三年
以上の経験を有すること。
ロ 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第百七十四条に規定
する指定特定施設をいう。以下同じ。）の入居定員の範囲内で
、空いている居室等（定員が一人であるものに限る。）を利用
するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介
護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける
入居者（以下この号、次号及び第二十四号において「利用者」
という。）の数は、当該指定特定施設の入居定員の百分の十以

の病室（指定居宅サービス基準第百四十三条第一項第四号イに
規定する病室をいう。）における利用者一人当たりの面積が、
六・四平方メートル以下であること。
二十五 短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定
施設入居者生活介護の施設基準
イ 指定特定施設（指定居宅サービス等基準第百七十四条に規定
する指定特定施設をいう。以下同じ。）が初めて指定を受けた
日から起算して三年以上の期間が経過していること。

ロ 当該指定特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居室等
（定員が一人であるものに限る。）を利用するものであること
。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指
定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準第百七十
四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以
下同じ。）を受ける入居者の数は、当該指定特定施設の入居定
員の百分の十以下であること。
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下であること。
ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を
定めること。
（削除）

ニ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の
対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受
領しないこと。
ホ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第三項の規
定による命令、老人福祉法第二十九条第十一項の規定による命
令、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十一条の
規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平
成十三年法律第二十六号）第二十五条各項の規定による指示（
以下「勧告等」という。）を受けたことがある場合にあっては
、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過し
ていること。
二十三 指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に
係る施設基準
イ 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めて
いること。
ロ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問
看護ステーションとの連携により、利用者に対して、二十四時
間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理
等を行う体制を確保していること。
ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に
、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、

ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を
定めること。
ニ 当該指定特定施設の入居者（短期利用特定施設入居者生活介
護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護を受ける入居者
を除く。）の数が、当該指定特定施設の入居定員の百分の八十
以上であること。
ホ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の
対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受
領しないこと。
ヘ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第三項の規
定による命令、老人福祉法第二十九条第十一項の規定による命
令、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七十一条の
規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平
成十三年法律第二十六号）第二十五条各項の規定による指示（
以下「勧告等」という。）を受けたことがある場合にあっては
、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過し
ていること。

二十六 指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に
係る施設基準
イ 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めて
いること。
ロ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問
看護ステーションとの連携により、指定特定施設入居者生活介
護の提供を受ける者（以下この号において「利用者」という。
）に対して、二十四時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要
に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に
ハ
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、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、
同意を得ていること。
（新設）

二十七 指定福祉用具貸与における指定居宅サービス介護給付費単
位数表の福祉用具貸与費の注２に係る施設基準
一月当たり実利用者数が十五人以下の指定福祉用具貸与事業所
（指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福
祉用具貸与事業所をいう。）であること。
二十八 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護における指定地域
密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八
年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着型サービス介
護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス介護給付費単
位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注
６に係る施設基準
一月当たり実利用者数が五人以下の指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所であること。
二十九 指定夜間対応型訪問介護の施設基準
イ 夜間対応型訪問介護費 を算定すべき指定夜間対応型訪問介
護の施設基準
オペレーションセンター（指定地域密着型サービス基準第五
(Ⅰ)

同意を得ていること。
二十四 指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係
る施設基準
イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家
族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること
。
ロ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の
者による協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等
を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
二十五 指定福祉用具貸与における指定居宅サービス介護給付費単
位数表の福祉用具貸与費の注２に係る施設基準
一月当たり実利用者数が十五人以下の指定福祉用具貸与事業所
（指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福
祉用具貸与事業所をいう。）であること。
二十六 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護における指定地域
密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八
年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着型サービス介
護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス介護給付費単
位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の注
６に係る施設基準
一月当たり実利用者数が五人以下の指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所であること。
二十七 指定夜間対応型訪問介護の施設基準
イ 夜間対応型訪問介護費 を算定すべき指定夜間対応型訪問介
護の施設基準
オペレーションセンター（指定地域密着型サービス基準第五
(Ⅰ)

条第一項に規定するオペレーションセンターをいう。以下同じ
。）を設置していること。
ロ 夜間対応型訪問介護費 を算定すべき指定夜間対応型訪問介
護の施設基準
オペレーションセンターを設置していないこと。ただし、オ
ペレーションセンターを設置している事業所であっても、夜間
対応型訪問介護費 に代えて夜間対応型訪問介護費 を算定す
ることができる。
（削除）
(Ⅱ)

(Ⅱ)

二十八 指定認知症対応型通所介護の施設基準
イ 認知症対応型通所介護費 を算定すべき指定認知症対応型通
所介護の施設基準
⑴ 単独型指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービ
ス基準第四十二条第一項に規定する単独型指定認知症対応型
通所介護をいう。）を行う指定認知症対応型通所介護事業所
（指定地域密着型サービス基準第五十二条第一項に規定する
指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）であ
ること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第四十二条に定める看護職員
又は介護職員の員数を置いていること。
認知症対応型通所介護費 を算定すべき指定認知症対応型通
ロ

(ⅰ)

(ⅱ)

条第一項に規定するオペレーションセンターをいう。以下同じ
。）を設置していること。
ロ 夜間対応型訪問介護費 を算定すべき指定夜間対応型訪問介
護の施設基準
オペレーションセンターを設置していないこと。ただし、オ
ペレーションセンターを設置している事業所であっても、夜間
対応型訪問介護費 に代えて夜間対応型訪問介護費 を算定す
ることができる。
三十 指定夜間対応型訪問介護における指定地域密着型サービス介
護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費の注２に係る施設基準
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

前年度の一月当たり実利用者（指定夜間対応型訪問介護事業所
（指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間
対応型訪問介護事業所をいう。）の所在する建物と同一の建物に
居住する者に限る。）の数が三十人以上の指定夜間対応型訪問介
護事業所であること。
三十一 指定認知症対応型通所介護の施設基準
イ 認知症対応型通所介護費 を算定すべき指定認知症対応型通
所介護の施設基準
⑴ 単独型指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービ
ス基準第四十二条第一項に規定する単独型指定認知症対応型
通所介護をいう。）を行う指定認知症対応型通所介護事業所
（指定地域密着型サービス基準第五十二条第一項に規定する
指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）であ
ること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第四十二条に定める看護職員
又は介護職員の員数を置いていること。
認知症対応型通所介護費 を算定すべき指定認知症対応型通
ロ

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

所介護の施設基準
⑴ 併設型指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービ
ス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型
通所介護をいう。）を行う指定認知症対応型通所介護事業所
であること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第四十二条に定める看護職員
又は介護職員の員数を置いていること。
ハ 認知症対応型通所介護費 を算定すべき指定認知症対応型通
所介護費の施設基準
⑴ 共用型指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービ
ス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型
通所介護をいう。）を行う指定認知症対応型通所介護事業所
であること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第四十五条に定める看護職員
又は介護職員の員数を置いていること。
（削除）
(Ⅱ)

所介護の施設基準
⑴ 併設型指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービ
ス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型
通所介護をいう。）を行う指定認知症対応型通所介護事業所
であること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第四十二条に定める看護職員
又は介護職員の員数を置いていること。
ハ 認知症対応型通所介護費 を算定すべき指定認知症対応型通
所介護費の施設基準
⑴ 共用型指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービ
ス基準第四十五条第一項に規定する共用型指定認知症対応型
通所介護をいう。）を行う指定認知症対応型通所介護事業所
であること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第四十五条に定める看護職員
又は介護職員の員数を置いていること。
三十二 指定小規模多機能型居宅介護における指定地域密着型サー
ビス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費の注２に係
る施設基準
前年度の一月当たり実登録者（指定小規模多機能型居宅介護事
業所（指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する
指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）の所在
する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において
同じ。）の数（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る指
定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準
第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者
をいう。）が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（指定
地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

(Ⅱ)
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二十九 指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に
係る施設基準
イ 看護職員配置加算 を算定すべき指定小規模多機能型居宅介
護の施設基準
⑴ 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事
する常勤の看護師を一名以上配置していること。
⑵ 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当して
いないこと。
ロ 看護職員配置加算 を算定すべき指定小規模多機能型居宅介
護の施設基準
⑴ 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事
する常勤の准看護師を一名以上配置していること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ 看護職員配置加算 を算定すべき指定小規模多機能型居宅介
護の施設基準
⑴ 看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
三十 指定小規模多機能型居宅介護における看取り連携体制加算に
係る施設基準
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号
。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第四
十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事
業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施
している場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業
所（同項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
をいう。）における前年度の一月当たりの実登録者の数を含む。
）が登録定員の百分の八十以上の指定小規模多機能型居宅介護事
業所であること。
三十三 指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に
係る施設基準
イ 看護職員配置加算 を算定すべき指定小規模多機能型居宅介
護の施設基準
⑴ 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事
する常勤の看護師を一名以上配置していること。
⑵ 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当して
いないこと。
ロ 看護職員配置加算 を算定すべき指定小規模多機能型居宅介
護の施設基準
⑴ 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事
する常勤の准看護師を一名以上配置していること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
（新設）
(Ⅰ)

(Ⅱ)
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イ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること
。
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者
又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意
を得ていること。
三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
イ 認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認知症対応
型共同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着
型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型
共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）を構成する共同生
活住居（法第八条第十九項に規定する共同生活を営むべき住
居をいう。以下同じ。）の数が一であること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第九十条に定める従業者の員
数を置いていること。
ロ 認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認知症対応
型共同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同
生活住居の数が二以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ 短期利用認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認
知症対応型共同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同
生活住居の数が一であること。
⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型サー
ビス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介
護をいう。）の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地
域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービ

三十四 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
イ 認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認知症対応
型共同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着
型サービス基準第九十条第一項に規定する指定認知症対応型
共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）を構成する共同生
活住居（法第八条第十九項に規定する共同生活を営むべき住
居をいう。以下同じ。）の数が一であること。
⑵ 指定地域密着型サービス基準第九十条に定める従業者の員
数を置いていること。
ロ 認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認知症対応
型共同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同
生活住居の数が二以上であること。
⑵ イ⑵に該当するものであること。
ハ 短期利用共同生活介護費 を算定すべき指定認知症対応型共
同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同
生活住居の数が一であること。
⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型サー
ビス基準第八十九条に規定する指定認知症対応型共同生活介
護をいう。）の事業を行う者が、指定居宅サービス（法第四
十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。）、指定
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

地域密着型サービス（法第四十二条の二第一項に規定する指
定地域密着型サービスをいう。）、指定居宅介護支援（法第
四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、指
定介護予防サービス（法第五十三条第一項に規定する指定介
護予防サービスをいう。）、指定地域密着型介護予防サービ
ス（法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護
予防サービスをいう。）若しくは指定介護予防支援（法第五
十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。）の事業
又は介護保険施設（法第八条第二十四項に規定する介護保険
施設をいう。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営につ
いて三年以上の経験を有すること。
⑶ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居
の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものである
こと。ただし、一の共同生活住居において、短期利用共同生
活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護を受け
る利用者の数は一名とすること。
⑷ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間
を定めること。
⑸ 短期利用共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共
同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する従業者が
確保されていること。
⑹ イ⑵に該当するものであること。
ニ 短期利用共同生活介護費 を算定すべき指定認知症対応型共
同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同
生活住居の数が二以上であること。
⑵ ハ⑵から⑹までに該当するものであること。
三十五 指定認知症対応型共同生活介護における夜間ケア加算に係

(Ⅱ)

- 41 -

ス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防
支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施
設の運営について三年以上の経験を有すること。

⑶ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居
の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものである
こと。ただし、一の共同生活住居において、短期利用認知症
対応型共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生
活介護を受ける利用者の数は一名とすること。
⑷ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間
を定めること。
⑸ 短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定すべき指定認
知症対応型共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有
する従業者が確保されていること。
⑹ イ⑵に該当するものであること。
ニ 短期利用認知症対応型共同生活介護費 を算定すべき指定認
知症対応型共同生活介護の施設基準
⑴ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同
生活住居の数が二以上であること。
⑵ ハ⑵から⑹までに該当するものであること。
三十二 指定認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算
(Ⅱ)

に係る施設基準
イ 夜間支援体制加算 を算定すべき指定認知症対応型共同生活
介護の施設基準
⑴ 通所介護費等の算定方法第八号に規定する基準に該当して
いないこと。
⑵ 前号イ又はハに該当すること。
⑶ 夜勤を行う介護従業者（指定地域密着型サービス基準第九
十条第一項に規定する介護従業者をいう。以下この号におい
て同じ。）及び宿直勤務に当たる者の合計数が二以上である
こと。
ロ 夜間支援体制加算 を算定すべき指定認知症対応型共同生活
介護の施設基準
⑴ イ⑴に該当するものであること。
⑵ 前号ロ又はニに該当するものであること。
⑶ 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が
、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同
生活住居の数に一を加えた数以上であること。
三十三 指定認知症対応型共同生活介護における看取り介護加算に
係る施設基準
イ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家
族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること
。
ロ 医師、看護職員（指定認知症対応型共同生活介護事業所の職
員又は当該指定認知症対応型共同生活介護事業所と密接な連携
を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは
指定訪問看護ステーションの職員に限る。）、介護職員、介護
支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定認知症
対応型共同生活介護事業所における看取りの実績等を踏まえ、

る施設基準
（新設）

通所介護費等の算定方法第八号に規定する基準に該当していな
いこと。

（新設）

（新設）
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
三十四 指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算
に係る施設基準
イ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、又
は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの
連携により、看護師を一名以上確保していること。
ロ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。
ハ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用
者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を
得ていること。
三十五 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定すべ
き指定地域密着型特定施設入居者生活介護の施設基準
第二十二号の規定を準用する。この場合において、同号ホ中「
第七十六条の二第一項」とあるのは「第七十八条の九第一項」と
読み替えるものとする。
三十六 指定地域密着型特定施設入居者生活介護における夜間看護
体制加算に係る施設基準
第二十三号の規定を準用する。
三十七 指定地域密着型特定施設入居者生活介護における看取り介
護加算に係る施設基準
第二十四号の規定を準用する。
三十八 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基
準
イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット
型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準
⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべ

指定地域密着型介護福祉施設サービスの施設基準

三十六 指定認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算
に係る施設基準
イ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、又
は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの
連携により、看護師を一名以上確保していること。
ロ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。
ハ 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居
者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を
得ていること。
三十七 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定すべ
き指定地域密着型特定施設入居者生活介護の施設基準
第二十五号の規定を準用する。この場合において、同号ヘ中「
第七十六条の二第一項」とあるのは、「第七十八条の九第一項」
と読み替えるものとする。
三十八 指定地域密着型特定施設入居者生活介護における夜間看護
体制加算に係る施設基準
第二十六号の規定を準用する。
（新設）

三十九

イ 地域密着型介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密着
型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定地域密着型介護福
祉施設サービスの施設基準
⑴ 地域密着型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定地域
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き指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基
準
ａ ロ⑴ａに規定する施設基準に該当しない指定地域密着型
介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第百三十
条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をい
う。以下同じ。）であること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法（指定地域
密着型サービス基準第二条第六号に規定する常勤換算方法
をいう。以下この号、第四十一号及び第四十二号において
同じ。）で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一
以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当
していないこと。
⑵ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護の施設基準
ａ ロ⑴ａに規定する施設基準に該当しない指定地域密着型
介護老人福祉施設であること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当
していないこと。
ロ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユ
ニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
の施設基準
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算
定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の

密着型介護福祉施設サービスの施設基準

ａ ロ⑴ａに規定する施設基準に該当しない指定地域密着型
介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第百三十
第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう
。以下同じ。）であること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法（指定地域
密着型サービス基準第二条第六号に規定する常勤換算方法
をいう。以下この号、第四十二号及び第四十三号において
同じ。）で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一
以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当
していないこと。
⑵ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費を算定すべ
き指定地域密着型介護福祉施設サービスの施設基準

ａ ロ⑴ａに規定する施設基準に該当しない指定地域密着型
介護老人福祉施設であること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当
していないこと。
ロ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費又はユニット型経
過的地域密着型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定地域
密着型介護福祉施設サービスの施設基準

⑴ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費を算定すべき指
定地域密着型介護福祉施設サービスの施設基準
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施設基準
ａ 平成十八年三月三十一日前に指定介護老人福祉施設（法
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設
をいう。）の指定を受けた入所定員が二十六人以上二十九
人以下である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、
介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七
十七号）附則第十条第三項の規定に基づき、指定地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護（指定地域密着型サー
ビス基準第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護をいう。）に係る法第四十二
条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされたもので
あること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当
していないこと。
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護の施設基準
ａ ロ⑴ａに規定する施設基準に該当する指定地域密着型介
護老人福祉施設であること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当
していないこと。
ハ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護費又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老

ａ 平成十八年三月三十一日前に指定介護老人福祉施設（法
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設
をいう。）の指定を受けた入所定員が二十六人以上二十九
人以下である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、
介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七
十七号）附則第十条第三項の規定に基づき、指定地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護（指定地域密着型サー
ビス基準第百三十第一項に規定する指定地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護をいう。）に係る法第四十二条
の二第一項本文の指定を受けたものとみなされたものであ
ること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当
していないこと。
⑵ ユニット型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費を算
定すべき指定地域密着型介護福祉施設サービスの施設基準

ａ ロ⑴ａに規定する施設基準に該当する指定地域密着型介
護老人福祉施設であること。
ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者
の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当
していないこと。
ハ 旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費又は
ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービ
ス費を算定すべき指定地域密着型介護福祉施設サービスの施設
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人福祉施設入所者生活介護の施設基準
⑴ 旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護の施設基準
ａ ロ⑴ａ及びｂに規定する施設基準に該当する指定地域密
着型介護老人福祉施設であること。
ｂ 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当
していないこと。
⑵ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護の施設基準
ａ ロ⑵ａ及びｂに規定する施設基準に該当するものである
こと。
ｂ 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当
していないこと。
三十九 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別
に厚生労働大臣が定める基準
イ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 、経過的地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 又は旧措置入所
者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 を算
定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係
る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニット（指定地域密着型サービス基準第百五十八条に規定
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
居室（指定地域密着型サービス基準第百三十二条第一項第一号
に掲げる居室をいう。ロ及び第四十四号において同じ。）（定
員が一人のものに限る。）の入所者に対して行われるものであ
ること。
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)
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基準
⑴ 旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費を
算定すべき指定地域密着型介護福祉施設サービスの施設基準

ａ ロ⑴ａ及びｂに規定する施設基準に該当する指定地域密
着型介護老人福祉施設であること。
ｂ 通所介護費等の算定方法第十号ロに規定する基準に該当
していないこと。
⑵ ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サ
ービス費を算定すべき指定地域密着型介護福祉施設サービス
の施設基準
ａ ロ⑵ａ及びｂに規定する施設基準に該当するものである
こと。
ｂ 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当
していないこと。
四十 指定地域密着型介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大
臣が定める基準
イ 地域密着型介護福祉施設サービス費 、経過的地域密着型介
護福祉施設サービス費 又は旧措置入所者経過的地域密着型介
護福祉施設サービス費 を算定すべき指定地域密着型介護福祉
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（指定地域密着型サービス基準第百五十八条に規定
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
居室（指定地域密着型サービス基準第百三十二条第一項第一号
に掲げる居室をいう。ロ、ハ及び第四十五号において同じ。）
（定員が一人のものに限る。）の入所者に対して行われるもの
であること。
(Ⅰ) (Ⅰ)

(Ⅰ)

ロ 地域密着型介護福祉施設サービス費 、経過的地域密着型介
護福祉施設サービス費 又は旧措置入所者経過的地域密着型介
護福祉施設サービス費 を算定すべき指定地域密着型介護福祉
施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
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(Ⅱ)

平成二十四年四月一日において現に存する指定地域密着型介
護老人福祉施設（同日において建築中のものを含み、同日後に
増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）において、
ユニットに属さない居室（定員が二人以上のものに限る。）の
入所者に対して行われるものであること。
ハ 地域密着型介護福祉施設サービス費 、経過的地域密着型介
護福祉施設サービス費 又は旧措置入所者経過的地域密着型介
護福祉施設サービス費 を算定すべき指定地域密着型介護福祉
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居室（定員が二人以上のものに限る。）
の入所者に対して行われるもの（ロに該当するものを除く。）
であること。
ニ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費 、ユニット
型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費 又はユニット型
旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費 を算
定すべき指定地域密着型介護福祉施設サービスに係る別に厚生
労働大臣が定める基準

(ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ロ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 、経過的地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 又は旧措置入所
者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 を算
定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係
る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属さない居室 定(員が二人以上のものに限る。 の)
入所者に対して行われるものであること。

(Ⅰ)

(Ⅱ) (Ⅱ)

(Ⅲ) (Ⅲ)

ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六
十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ホにおいて同じ。）
（同号イ⑶ を満たすものに限る。）の入居者に対して行われ
るものであること。
ホ ユニット型地域密着型介護福祉施設サービス費 、ユニット

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)
(Ⅱ)

（削除）

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

ハ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
、ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護費 又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護費 を算定すべき指定地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める
基準
ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六
十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。）
（同号イ⑶ を満たすものに限る。）の入居者に対して行われ
るものであること。
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
ニ

(Ⅰ)

、ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
型経過的地域密着型介護福祉施設サービス費 又はユニット型
護費 又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人
旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費 を算
福祉施設入所者生活介護費 を算定すべき指定地域密着型介護
定すべき指定地域密着型介護福祉施設サービスに係る別に厚生
老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める
労働大臣が定める基準
基準
ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六
ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六
十条第一項第一号イ⑶ を満たすものに限り、同号イ⑶ を満
十条第一項第一号イ⑶ を満たすものに限り、同号イ⑶ を満
たすものを除く。）の入居者に対して行われるものであること。
たすものを除く。）の入居者に対して行われるものであること。
四十 指定地域密着型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関 四十一 指定地域密着型介護老人福祉施設におけるユニットケアに
する減算に係る施設基準
関する減算に係る施設基準
第十一号の規定を準用する。
第十四号の規定を準用する。
四十一 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における 四十二 指定地域密着型介護福祉施設サービスにおける日常生活継
日常生活継続支援加算に係る施設基準
続支援加算に係る施設基準
イ 日常生活継続支援加算 を算定すべき指定地域密着型介護老
イ 入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四若しくは要
人福祉施設入所者生活介護の施設基準
介護五の者の占める割合が百分の七十以上、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入所者の占める割合が百分の六十五以上
又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和六十二年厚生
省令第四十九号）第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占
める割合が入所者の百分の十五以上であること。
(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、経過的地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は旧措置入所
者経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算
定していること。
⑵ 次のいずれかに該当すること。
ａ 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新
規入所者の総数のうち、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七十以上であること。

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)
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(Ⅱ)

(ⅰ)

ｂ 算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新
規入所者の総数のうち、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
知症である者の占める割合が百分の六十五以上であること。
ｃ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和六十二年厚
生省令第四十九号）第一条各号に掲げる行為を必要とする
者の占める割合が入所者の百分の十五以上であること。
⑶ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又は
その端数を増すごとに一以上であること。
⑷ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当して
いないこと。
ロ 日常生活継続支援加算 を算定すべき指定地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護の施設基準
⑴ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
、ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護費又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。
⑵ イ⑵から⑷までに該当するものであること。
四十二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における
看護体制加算に係る施設基準
イ 看護体制加算 イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護の施設基準
⑴ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニッ
ト型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定し
ていること。
⑵ 常勤の看護師を一名以上配置していること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当して
いないこと。
(Ⅰ)

(Ⅱ)

ロ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。
ハ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当してい
ないこと。

四十三 指定地域密着型介護福祉施設サービスにおける看護体制加
算に係る施設基準
イ 看護体制加算 イを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設
サービスの施設基準
⑴ 地域密着型介護福祉施設サービス費又はユニット型地域密
着型介護福祉施設サービス費を算定していること。

⑵ 常勤の看護師を一名以上配置していること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当して
いないこと。

(Ⅰ)

- 49 -

ロ 看護体制加算 ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護の施設基準
⑴ 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、ユ
ニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
費又はユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護費を算定していること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ハ 看護体制加算 イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護の施設基準
⑴ イ⑴に該当するものであること。
⑵ 看護職員を常勤換算方法で二名以上配置していること。
⑶ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、
又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション
の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確
保していること。
⑷ イ⑶に該当するものであること。
ニ 看護体制加算 ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護の施設基準
⑴ ロ⑴に該当するものであること。
⑵ ハ⑵から⑷までに該当するものであること。
四十三 指定地域密着型介護老人福祉施設における準ユニットケア
加算に係る施設基準
イ 十二人を標準とする単位（以下この号において「準ユニット
」という。）において、指定地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護を行っていること。
ロ 入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを
整備するとともに、準ユニットごとに利用できる共同生活室（
利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。）

ロ 看護体制加算 ロを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設
サービスの施設基準
⑴ 経過的地域密着型介護福祉施設サービス費、ユニット型経
過的地域密着型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措
置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費を算定し
ていること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ハ 看護体制加算 イを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設
サービスの施設基準
⑴ イ⑴に該当するものであること。
⑵ 看護職員を常勤換算方法で二名以上配置していること。
⑶ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、
又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション
の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確
保していること。
⑷ イ⑶に該当するものであること。
ニ 看護体制加算 ロを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設
サービスの施設基準
⑴ ロ⑴に該当するものであること。
⑵ ハ⑵から⑷までに該当するものであること。
四十四 指定地域密着型介護老人福祉施設における準ユニットケア
加算に係る施設基準
イ 十二人を標準とする単位（以下この号において「準ユニット
」という。）において、指定地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護を行っていること。
ロ 入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを
整備するとともに、準ユニットごとに利用できる共同生活室（
利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。）
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

を設けていること。
を設けていること。
ハ 次の⑴から⑶までに掲げる基準に従い人員を配置しているこ
ハ 次の⑴から⑶までに掲げる基準に従い人員を配置しているこ
と。
と。
⑴ 日中については、準ユニットごとに常時一人以上の介護職
⑴ 日中については、準ユニットごとに常時一人以上の介護職
員又は看護職員を配置すること。
員又は看護職員を配置すること。
⑵ 夜間（午後六時から午後十時までの時間をいう。以下同じ
⑵ 夜間（午後六時から午後十時までの時間をいう。以下同じ
。）及び深夜（午後十時から午前六時までの時間をいう。以
。）及び深夜（午後十時から午前六時までの時間をいう。以
下同じ。）において、二準ユニットごとに一人以上の介護職
下同じ。）において、二準ユニットごとに一人以上の介護職
員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として
員又は看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。
配置すること。
⑶ 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置するこ
⑶ 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置するこ
と。
と。
四十四 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する 四十五 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生
指定地域密着型介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が
労働大臣が定める基準
定める基準
指定地域密着型介護老人福祉施設の居室における入所者一人当
指定地域密着型介護老人福祉施設の居室における入所者一人当
たりの面積が、十・六五平方メートル以下であること。
たりの面積が、十・六五平方メートル以下であること。
四十五 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における
四十六 指定地域密着型介護福祉施設サービスにおける看取り介護
看取り介護加算に係る施設基準
加算に係る施設基準
イ 常勤の看護師を一名以上配置し、当該指定地域密着型介護老
イ 常勤の看護師を一名以上配置し、当該指定地域密着型介護老
人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しく
人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しく
は指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十
は指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十
四時間連絡できる体制を確保していること。
四時間連絡できる体制を確保していること。
ロ 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家
ロ 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家
族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
ハ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の
者による協議の上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設にお
ける看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見
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直しを行うこと。
ニ 看取りに関する職員研修を行っていること。
ホ 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配
慮を行うこと。
四十六 指定居宅介護支援における指定居宅介護支援に要する費用
の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十号）別表
指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注４に
係る施設基準
一月当たり実利用者数が二十人以下の指定居宅介護支援事業所
であること。
四十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
イ 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サー
ビス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
⑴ 入所定員が三十一人以上であること。
⑵ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法（指定介護老
人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年
厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」と
いう。）第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下
この号及び第五十一号において同じ。）で、入所者の数が三
又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十二号ロに規定する基準に該当
していないこと。
ロ 小規模介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護
福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ 入所定員が三十人であること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入
ハ

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
ニ 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配
慮を行うこと。
四十七 指定居宅介護支援における指定居宅介護支援に要する費用
の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第二十号）別表
指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費の注４に
係る施設基準
一月当たり実利用者数が二十人以下の指定居宅介護支援事業所
であること。
四十八 指定介護福祉施設サービスの施設基準
イ 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サー
ビス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
⑴ 入所定員が三十一人以上であること。
⑵ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法（指定介護老
人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年
厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」と
いう。）第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下
この号及び第五十二号において同じ。）で、入所者の数が三
又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十二号ロに規定する基準に該当
していないこと。
ロ 小規模介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護
福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ 入所定員が三十人であること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ハ ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入
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所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サ
ービスの施設基準
⑴ 入居定員が三十一人以上であること。
⑵ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の
数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十二号ハに規定する基準に該当
していないこと。
ニ ユニット型小規模介護福祉施設サービス費又はユニット型小
規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介
護福祉施設サービスの施設基準
⑴ 入居定員が三十人であること。
⑵ ハ⑵及び⑶に該当するものであること。
四十八 指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定め
る基準
イ 介護福祉施設サービス費 、小規模介護福祉施設サービス費
、旧措置入所者介護福祉施設サービス費 又は小規模旧措置
入所者介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施
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（指定介護老人福祉施設基準第三十八条に規定する
ユニットをいう。以下この号において同じ。）に属さない居室
（指定介護老人福祉施設基準第三条第一項第一号に掲げる居室
をいう。ロにおいて同じ。）（定員が一人のものに限る。）の
入所者に対して行われるものであること。
ロ 介護福祉施設サービス費 、小規模介護福祉施設サービス費
、旧措置入所者介護福祉施設サービス費 又は小規模旧措置
入所者介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施
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居室 定(員が二人以上のものに限る。 の)

所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サ
ービスの施設基準
⑴ 入居定員が三十一人以上であること。
⑵ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の
数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十二号ハに規定する基準に該当
していないこと。
ニ ユニット型小規模介護福祉施設サービス費又はユニット型小
規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介
護福祉施設サービスの施設基準
⑴ 入居定員が三十人であること。
⑵ ハ⑵及び⑶に該当するものであること。
四十九 指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定め
る基準
イ 介護福祉施設サービス費 、小規模介護福祉施設サービス費
、旧措置入所者介護福祉施設サービス費 又は小規模旧措置
入所者介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施
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（指定介護老人福祉施設基準第三十八条に規定する
ユニットをいう。以下この号において同じ。）に属さない居室
（指定介護老人福祉施設基準第三条第一項第一号に掲げる居室
をいう。ロ及びハにおいて同じ。）（定員が一人のものに限る
。）の入所者に対して行われるものであること。
ロ 介護福祉施設サービス費 、小規模介護福祉施設サービス費
、旧措置入所者介護福祉施設サービス費 又は小規模旧措置
入所者介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施
設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
平成二十四年四月一日において現に存する指定介護老人福祉

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

（Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

（Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)
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(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(Ⅱ) (Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅰ)
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入所者に対して行われるものであること。

施設 同(日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又
は全面的に改築された部分を除く。 に
)おいて、ユニットに属さ
ない居室 定
(員が二人以上のものに限る。 の
)入所者に対して行
われるものであること。
ハ 介護福祉施設サービス費 、小規模介護福祉施設サービス費
、旧措置入所者介護福祉施設サービス費 又は小規模旧措置
入所者介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施
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居室 定(員が二人以上のものに限る。 の)
入所者に対して行われるもの ロ(に該当するものを除く。 で)あ
ること。
ニ ユニット型介護福祉施設サービス費 、ユニット型小規模介
護福祉施設サービス費 、ユニット型旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る
別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基準第四十条
第一項第一号イに掲げる居室をいう。ホにおいて同じ。）（同
号イ⑶ （指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定に
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。
）の入居者に対して行われるものであること。
ホ ユニット型介護福祉施設サービス費 、ユニット型小規模介
護福祉施設サービス費 、ユニット型旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る
別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基準第四十条
第一項第一号イ⑶ を満たすものに限り、同号イ⑶ （指定居
(Ⅰ) (Ⅰ)

(Ⅱ) (Ⅱ)

（削除）

(Ⅰ) (Ⅰ)

(ⅰ)

ハ ユニット型介護福祉施設サービス費 、ユニット型小規模介
護福祉施設サービス費 、ユニット型旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る
別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基準第四十条
第一項第一号イに掲げる居室をいう。ニにおいて同じ。）（同
号イ⑶ （指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定に
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。
）の入居者に対して行われるものであること。
ニ ユニット型介護福祉施設サービス費 、ユニット型小規模介
護福祉施設サービス費 、ユニット型旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施
設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る
別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基準第四十条
第一項第一号イ⑶ を満たすものに限り、同号イ⑶ （指定居
(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

宅サービス基準改正省令附則第三条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。）の入居者に対し
て行われるものであること。
四十九 指定介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算
に係る施設基準
第十一号の規定を準用する。
五十 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に
係る施設基準
第四十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴中
「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、経過的地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は旧措置入所者経過的
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「介
護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、小規模
旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉
施設サービス費」と、同号イ⑷中「第十号」とあるのは「第十二
号」と、同号ロ⑴中「ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入
所者生活介護費、ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護費又はユニット型旧措置入所者地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護費」とあるのは「ユニット型介護福祉
施設サービス費、ユニット型小規模介護福祉施設サービス費、ユ
ニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費又はユニット型小
規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費」と読み替えるものと
する。
五十一 指定介護福祉施設サービスにおける看護体制加算に係る施
設基準
イ 看護体制加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ 入所定員が三十一人以上五十人以下であること。
(Ⅰ)

宅サービス基準改正省令附則第三条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。）の入居者に対し
て行われるものであること。
五十 指定介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に
係る施設基準
第十四号の規定を準用する。
五十一 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算
に係る施設基準
第四十二号の規定を準用する。この場合において、同号ハ中「
第十号」とあるのは、「第十二号」と読み替えるものとする。

五十二 指定介護福祉施設サービスにおける看護体制加算に係る施
設基準
イ 看護体制加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ 入所定員が三十一人以上五十人以下であること。
(Ⅰ)
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⑵ 常勤の看護師を一名以上配置していること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当し
ていないこと。
ロ 看護体制加算 ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ 入所定員が三十人又は五十一人以上であること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ハ 看護体制加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ イ⑴に該当するものであること。
⑵ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又
はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、指定介護老人
福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福
祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であるこ
と。
⑶ 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若
しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員
との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保している
こと。
⑷ イ⑶に該当するものであること。
ニ 看護体制加算 ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ ロ⑴に該当するものであること。
⑵ ハ⑵から⑷までに該当するものであること。
五十二 指定介護老人福祉施設における準ユニットケア加算に係る
施設基準
第四十三号の規定を準用する。
五十三 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する

⑵ 常勤の看護師を一名以上配置していること。
⑶ 通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当し
ていないこと。
ロ 看護体制加算 ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ 入所定員が三十人又は五十一人以上であること。
⑵ イ⑵及び⑶に該当するものであること。
ハ 看護体制加算 イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ イ⑴に該当するものであること。
⑵ 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又
はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、指定介護老人
福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福
祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であるこ
と。
⑶ 当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若
しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員
との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保している
こと。
⑷ イ⑶に該当するものであること。
ニ 看護体制加算 ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの
施設基準
⑴ ロ⑴に該当するものであること。
⑵ ハ⑵から⑷までに該当するものであること。
五十三 指定介護老人福祉施設における準ユニットケア加算に係る
施設基準
第四十四号の規定を準用する。
五十四 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
第四十四号の規定を準用する。
五十四 指定介護福祉施設サービスにおける看取り介護加算に係る
施設基準
第四十五号の規定を準用する。
五十五 介護保健施設サービスの施設基準
イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービス
の施設基準
⑴ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法（介護老人
保健施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう
。以下この号において同じ。）で、入所者の数が三又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。
㈡ 通所介護費等の算定方法第十三号ロに規定する基準に該
当していないこと。
⑵ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
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六月間において当該施設から退
所した者（当該施設内で死亡した者を除く。以下この号
において「退所者」という。）のうち、在宅において介
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ていること。
退所者の退所後三十日以内（退所時の要介護状態区分
ｂ

(ⅲ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
第四十五号の規定を準用する。
五十五 指定介護福祉施設サービスにおける看取り介護加算に係る
施設基準
第四十六号の規定を準用する。
五十六 介護保健施設サービスの施設基準
イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービス
の施設基準
⑴ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ 看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法（介護老人
保健施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう
。以下この号において同じ。）で、入所者の数が三又はそ
の端数を増すごとに一以上であること。
㈡ 通所介護費等の算定方法第十三号ロに規定する基準に該
当していないこと。
⑵ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
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六月間において当該施設から退
所した者（当該施設内で死亡した者を除く。以下この号
において「退所者」という。）のうち、在宅において介
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ていること。
ｂ 退所者の退所後三十日以内（退所時の要介護状態区分
(ⅲ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)
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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、当該退所者の在宅における生活が一月以上（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、十四日以上）継続する見込みであることを確
認し、記録していること。
㈢ 三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得
た数が百分の十以上であること。
㈣ 次のいずれかに適合すること。
ａ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割
合が百分の三十五以上であること。
ｂ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
喀痰 か
(くたん 吸)引が実施された者の占める割合が百分
の十以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が百
分の十以上であること。
㈤ ⑴に該当するものであること。
⑶ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
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
間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること。
㈡ 算定日が属する月の前十二月間における新規入所者の総
数のうち、医療機関を退院し入所した者の占める割合から
自宅等（法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サー
ビス事業、介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防
サービス事業を行う事業所並びに他の社会福祉施設等を除
く。）から入所した者の占める割合を減じて得た数が百分
(ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

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、当該退所者の在宅における生活が一月以上（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、十四日以上）継続する見込みであることを確
認し、記録していること。
㈢ 三十・四を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得
た数が百分の十以上であること。
㈣ 次のいずれかに適合すること。
ａ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割
合が百分の三十五以上であること。
ｂ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、
喀痰 か
(くたん 吸
)引が実施された者の占める割合が百分
の十以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が百
分の十以上であること。
㈤ ⑴に該当するものであること。
⑶ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
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
間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること。
㈡ 算定日が属する月の前十二月間における新規入所者の総
数のうち、医療機関を退院し入所した者の占める割合から
自宅等（法に規定する居宅サービス事業、地域密着型サー
ビス事業、介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防
サービス事業を行う事業所並びに他の社会福祉施設等を除
く。）から入所した者の占める割合を減じて得た数が百分
(ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅰ)
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の三十五以上であることを標準とすること。ただし、当該
基準を満たすことができない特段の事情があるときはこの
限りでない。
㈢ 算定日が属する月の前三月間における入所者等（当該介
護老人保健施設の入所者及び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をいう。以下この号
において同じ。）のうち、喀痰 か
(くたん 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。
㈣ ⑴に該当するものであること。
⑷ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ ⑶㈠、㈡及び㈣に該当するものであること。
㈡ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、
喀痰 か
(くたん 吸
)引又は経管栄養が実施された者の占める
割合が百分の二十以上及び著しい精神症状、周辺症状又は
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五十以上であること。
⑸ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ ⑶に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。
⑹ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ ⑷に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。

の三十五以上であることを標準とすること。ただし、当該
基準を満たすことができない特段の事情があるときはこの
限りでない。
㈢ 算定日が属する月の前三月間における入所者等（当該介
護老人保健施設の入所者及び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をいう。以下この号
において同じ。）のうち、喀痰 か
(くたん 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。
㈣ ⑴に該当するものであること。
⑷ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ ⑶㈠、㈡及び㈣に該当するものであること。
㈡ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、
喀痰 か(くたん 吸)引又は経管栄養が実施された者の占める
割合が百分の二十以上及び著しい精神症状、周辺症状又は
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五十以上であること。
⑸ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ ⑶に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。
⑹ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 又
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠ ⑷に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。
(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)
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ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施
設サービスの施設基準
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
㈠ イ⑴㈠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十三号ハに規定する基準に該
当していないこと。
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
⑴及びイ⑵㈠から㈣までに該当するものであること。
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
⑴及びイ⑶㈠から㈢までに該当するものであること。
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
⑴、イ⑶㈠及び㈡並びにイ⑷㈡に該当するものであること。
⑸ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
㈠ ⑶に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。
⑹ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅲ)

ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施
設サービスの施設基準
⑴ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
㈠ イ⑴㈠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十三号ハに規定する基準に該
当していないこと。
⑵ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
⑴及びイ⑵㈠から㈣までに該当するものであること。
⑶ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
⑴及びイ⑶㈠から㈢までに該当するものであること。
⑷ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
⑴、イ⑶㈠及び㈡並びにイ⑷㈡に該当するものであること。
⑸ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
㈠ ⑶に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。
⑹ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保
健施設サービス費 又は を算定すべき介護保健施設サービ
スの施設基準
(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅲ)
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(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

㈠ ⑷に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。
五十六 介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基
準
イ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 若し
くは 、介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費
若しくは 又は介護保健施設サービス費 の介護保健施設サ
ービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービスに係
る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニット（介護老人保健施設基準第三十九条に規定するユニ
ットをいう。以下この号において同じ。）に属さない療養室（
介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室をい
う。ロ及び第六十号において同じ。）（定員が一人のものに限
る。）の入所者に対して行われるものであること。
ロ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 若し
くは 、介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費
若しくは 又は介護保健施設サービス費 の介護保健施設サ
ービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービスに係
る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属さない療養室（定員が二人以上のものに限る。
）の入所者に対して行われるものであること。
ハ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健
施設サービス費 若しくは 、ユニット型介護保健施設サービ
ス費 のユニット型介護保健施設サービス費 若しくは 又は
ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健施
設サービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービス
に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する療養室（介護老人保健施設基準第四十一条
(ⅱ)

(ⅳ)

㈠ ⑷に該当するものであること。
㈡ 入所者等の合計数が四十以下であること。
五十七 介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基
準
イ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 若し
くは 、介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費
若しくは 又は介護保健施設サービス費 の介護保健施設サ
ービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービスに係
る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニット（介護老人保健施設基準第三十九条に規定するユニ
ットをいう。以下この号において同じ。）に属さない療養室（
介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室をい
う。ロ及び第六十一号において同じ。）（定員が一人のものに
限る。）の入所者に対して行われるものであること。
ロ 介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費 若し
くは 、介護保健施設サービス費 の介護保健施設サービス費
若しくは 又は介護保健施設サービス費 の介護保健施設サ
ービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービスに係
る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属さない療養室（定員が二人以上のものに限る。
）の入所者に対して行われるものであること。
ハ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健
施設サービス費 若しくは 、ユニット型介護保健施設サービ
ス費 のユニット型介護保健施設サービス費 若しくは 又は
ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健施
設サービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービス
に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する療養室（介護老人保健施設基準第四十一条
(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)
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(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。）（
同号イ⑶ （指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項
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。）の入居者に対して行われるものであること。
ニ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健
施設サービス費 若しくは 、ユニット型介護保健施設サービ
ス費 のユニット型介護保健施設サービス費 若しくは 又は
ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健施
設サービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービス
に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する療養室（介護老人保健施設基準第四十一条
第二項第一号イ⑶ を満たすものに限り、同号イ⑶ （指定居
宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）の入居者
に対して行われるものであること。
五十七 介護老人保健施設におけるユニットケアに関する減算に係
る施設基準
第十一号の規定を準用する。
五十八 介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーシ
ョン実施加算に係る施設基準
イ 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
言語聴覚士が適切に配置されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものである
こと。
五十九 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に対する介護保健
施設サービスに係る加算の施設基準
(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅳ)

第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。）（
同号イ⑶ （指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項
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。）の入居者に対して行われるものであること。
ニ ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健
施設サービス費 若しくは 、ユニット型介護保健施設サービ
ス費 のユニット型介護保健施設サービス費 若しくは 又は
ユニット型介護保健施設サービス費 のユニット型介護保健施
設サービス費 若しくは を算定すべき介護保健施設サービス
に係る別に厚生労働大臣が定める基準
ユニットに属する療養室（介護老人保健施設基準第四十一条
第二項第一号イ⑶ を満たすものに限り、同号イ⑶ （指定居
宅サービス基準改正省令附則第五条第一項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）の入居者
に対して行われるものであること。
五十八 介護老人保健施設におけるユニットケアに関する減算に係
る施設基準
第十四号の規定を準用する。
五十九 介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーシ
ョン実施加算に係る施設基準
イ 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
言語聴覚士が適切に配置されていること。
ロ リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものである
こと。
六十 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に対する介護保健施
設サービスに係る加算の施設基準
(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅳ)
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第十七号の規定を準用する。
六十 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する介
護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
介護老人保健施設の療養室における入所者一人当たりの面積が
、八・〇平方メートル以下であること。
六十一 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算に係る施
設基準
第十八号の規定を準用する。この場合において、同号ハ中「第
四号イ」とあるのは「第十三号」と読み替えるものとする。
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
㈤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
㈣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
㈣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。
診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養
ニ

第十九号の規定を準用する。
六十一 平成十八年四月一日以後従来型個室に入所する者に対する
介護保健施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準

介護老人保健施設の療養室における入所者一人当たりの面積が
、八・〇平方メートル以下であること。
六十二 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算に係る施
設基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号ハ中「第
四号イ」とあるのは、「第十三号」と読み替えるものとする。
六十三 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
第十七号ニの規定を準用する。この場合において、同号ニ⑴
㈤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
第十七号ホの規定を準用する。この場合において、同号ホ⑴
㈣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
第十七号ヘの規定を準用する。この場合において、同号ヘ⑴
㈣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。
診療所型介護療養施設サービス費を算定すべき指定介護療養
ニ
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施設サービスの施設基準
第十四号チ（⑴㈤及び㈦を除く。）の規定を準用する。この
場合において、同号チ⑴㈡及び㈢並びに⑷㈡中「病室」とある
のは「療養病床に係る病室」と、同号チ⑷㈠中「⑴㈠及び㈣か
ら㈦まで」とあるのは「⑴㈠、㈣及び㈥」と読み替えるものと
する。
ホ ユニット型診療所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
第十四号リの規定を準用する。この場合において、同号リ⑴
㈠中「チ⑴㈠及び㈣から㈦まで」とあるのは「チ⑴㈠、㈣及び
㈥」と、同号リ⑴㈡及び㈢中「病室」とあるのは「療養病床に
係る病室」と読み替えるものとする。
ヘ 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
療養施設サービスの施設基準
第十四号ルの規定を準用する。この場合において、同号ル⑴
㈤及び⑵㈤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。
ト 認知症疾患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
第十四号ヲの規定を準用する。この場合において、同号ヲ⑸
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。
チ 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の施設基準
第十四号ワの規定を準用する。この場合において、同号ワ⑴
㈣及び⑵㈣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。
六十三 指定介護療養型医療施設におけるユニットケアに関する減

施設サービスの施設基準
第十七号チ（⑴㈤及び㈦を除く。）の規定を準用する。この
場合において、同号チ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡中「病室」とある
のは「療養病床に係る病室」と、同号チ⑵㈠中「⑴㈠及び㈣か
ら㈦まで」とあるのは「⑴㈠、㈣及び㈥」と読み替えるものと
する。
ホ ユニット型診療所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
第十七号リの規定を準用する。この場合において、同号リ⑴
中「チ⑴㈠及び㈣から㈦まで」とあるのは「チ⑴㈠、㈣及び㈥
」と、同号リ⑵及び⑶中「病室」とあるのは「療養病床に係る
病室」と読み替えるものとする。
ヘ 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
療養施設サービスの施設基準
第十七号ルの規定を準用する。この場合において、同号ル⑴
㈤及び⑵㈤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。
ト 認知症疾患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
第十七号ヲの規定を準用する。この場合において、同号ヲ⑸
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。
チ 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の施設基準
第十七号ワの規定を準用する。この場合において、同号ワ⑴
㈣及び⑵㈣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。
六十四 指定介護療養型医療施設におけるユニットケアに関する減
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算に係る施設基準
第十一号の規定を準用する。
六十四 指定介護療養施設サービスにおける病院療養病床療養環境
減算に係る施設基準
第十九号の規定を準用する。
六十五 指定介護療養施設サービスにおける診療所療養病床設備基
準減算に係る施設基準
第二十号の規定を準用する。
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 の療養型介護療養施設サー
ビス費 、 若しくは 、療養型介護療養施設サービス費 の
療養型介護療養施設サービス費 若しくは 、療養型介護療養
施設サービス費 の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 の療養型経過型介護療養施設
サービス費 、療養型経過型介護療養施設サービス費 の療養
型経過型介護療養施設サービス費 、診療所型介護療養施設サ
ービス費 の診療所型介護療養施設サービス費 、 若しくは
、診療所型介護療養施設サービス費 の診療所型介護療養施
設サービス費 、認知症疾患型介護療養施設サービス費 の認
知症疾患型介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介護療養
施設サービス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス費 、
認知症疾患型介護療養施設サービス費 の認知症疾患型介護療
養施設サービス費 、認知症疾患型介護療養施設サービス費
の認知症疾患型介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介護
療養施設サービス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス費
又は認知症疾患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に係る別に厚生労働大臣が定め
(ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

算に係る施設基準
第十四号の規定を準用する。
六十五 指定介護療養施設サービスにおける病院療養病床療養環境
減算に係る施設基準
第二十一号の規定を準用する。
六十六 指定介護療養施設サービスにおける診療所療養病床設備基
準減算に係る施設基準
第二十二号の規定を準用する。
六十七 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 の療養型介護療養施設サー
ビス費 、療養型介護療養施設サービス費 の療養型介護療養
施設サービス費 、療養型介護療養施設サービス費 の療養型
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 の療養型経過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 の療養型経過型介護療養施設サー
ビス費 、診療所型介護療養施設サービス費 の診療所型介護
療養施設サービス費 、診療所型介護療養施設サービス費 の
診療所型介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介護療養施
設サービス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス費 、認
知症疾患型介護療養施設サービス費 の認知症疾患型介護療養
施設サービス費 、認知症疾患型介護療養施設サービス費 の
認知症疾患型介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介護療
養施設サービス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス費
、認知症疾患型介護療養施設サービス費 の認知症疾患型介護
療養施設サービス費 又は認知症疾患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に係る別に
厚生労働大臣が定める基準
(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅲ)

(Ⅴ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅴ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅰ)
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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 の療養型介護療養施設サー
ビス費 、 若しくは 、療養型介護療養施設サービス費 の
療養型介護療養施設サービス費 若しくは 、療養型介護療養
施設サービス費 の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 の療養型経過型介護療養施設
サービス費 、療養型経過型介護療養施設サービス費 の療養
型経過型介護療養施設サービス費 、診療所型介護療養施設サ
ービス費 の診療所型介護療養施設サービス費 、診療所型介
護療養施設サービス費 の診療所型介護療養施設サービス費
、認知症疾患型介護療養施設サービス費 の認知症疾患型介護
療養施設サービス費 、認知症疾患型介護療養施設サービス費
の認知症疾患型介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介
護療養施設サービス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス
費 、認知症疾患型介護療養施設サービス費 の認知症疾患型
介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介護療養施設サービ
ス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス費 又は認知症疾
患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。
ユニット型療養型介護療養施設サービス費 、 若しくは
ハ

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅴ)

(Ⅰ)

(ⅳ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)
(Ⅲ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅳ)

(ⅱ)
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(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

(ⅳ)

(ⅱ)

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 の療養型介護療養施設サー
ビス費 、療養型介護療養施設サービス費 の療養型介護療養
施設サービス費 、療養型介護療養施設サービス費 の療養型
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 の療養型経過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 の療養型経過型介護療養施設サー
ビス費 、診療所型介護療養施設サービス費 の診療所型介護
療養施設サービス費 、診療所型介護療養施設サービス費 の
診療所型介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介護療養施
設サービス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス費 、認
知症疾患型介護療養施設サービス費 の認知症疾患型介護療養
施設サービス費 、認知症疾患型介護療養施設サービス費 の
認知症疾患型介護療養施設サービス費 、認知症疾患型介護療
養施設サービス費 の認知症疾患型介護療養施設サービス費
、認知症疾患型介護療養施設サービス費 の認知症疾患型介護
療養施設サービス費 又は認知症疾患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 、ユニット型療
(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅵ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅴ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅴ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費 、ユニッ
ト型診療所型介護療養施設サービス費 、 若しくは 、ユニ
ット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 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 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⑶ 、第
四十条第二項第一号イ⑶ 又は第四十一条第二項第一号イ⑶
（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 ユニット型療養型介護療養施設サービス費 、 若しくは
、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費 、ユニッ
ト型診療所型介護療養施設サービス費 、 若しくは 、ユニ
ット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 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 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⑶ 、第四十条第二項第一号イ⑶ 又は第
四十一条第二項第一号イ⑶ 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⑶ 、第四十条第
二項第一号イ⑶ 又は第四十一条第二項第一号イ⑶ （これら
(ⅰ)

(ⅱ)

養型経過型介護療養施設サービス費 、ユニット型診療所型介
護療養施設サービス費 、ユニット型認知症疾患型介護療養施
設サービス費 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
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⑶ 、第
四十条第二項第一号イ⑶ 又は第四十一条第二項第一号イ⑶
（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 ユニット型療養型介護療養施設サービス費 、ユニット型療
養型経過型介護療養施設サービス費 、ユニット型診療所型介
護療養施設サービス費 、ユニット型認知症疾患型介護療養施
設サービス費 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
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⑶ 、第四十条第二項第一号イ⑶ 又は第
四十一条第二項第一号イ⑶ 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⑶ 、第四十条第
二項第一号イ⑶ 又は第四十一条第二項第一号イ⑶ （これら
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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。
六十七 平成十八年四月一日以後従来型個室に入院する者に対する
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
イ 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護療養型医療
施設の病室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平
方メートル以下であること。
ロ 認知症病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設の病
室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平方メート
ル以下であること。
（削除）

六十八 指定介護予防訪問介護における指定介護予防サービスに要
する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第
百二十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表（以
下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介
護予防訪問介護費の注５に係る施設基準
一月当たり実利用者数が五人以下の指定介護予防訪問介護事業
所であること。
（削除）

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。
六十八 平成十八年四月一日以後従来型個室に入院する者に対する
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
イ 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護療養型医療
施設の病室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平
方メートル以下であること。
ロ 認知症病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設の病
室における入院患者の一人当たりの面積が、六・四平方メート
ル以下であること。
六十九 指定介護予防訪問介護における指定介護予防サービスに要
する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第
百二十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表（以
下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介
護予防訪問介護費の注３に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
七十 指定介護予防訪問介護における指定介護予防サービス介護給
付費単位数表の介護予防訪問介護費の注５に係る施設基準
一月当たり実利用者数が五人以下の指定介護予防訪問介護事業
所であること。

七十一 指定介護予防訪問入浴介護における指定介護予防サービス
介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注４に係る施設
基準
第一号の規定を準用する。
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六十九 指定介護予防訪問入浴介護における指定介護予防サービス
介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注６に係る施設
基準
一月当たり延訪問回数が五回以下の指定介護予防訪問入浴介護
事業所（指定介護予防サービス等基準第四十七条第一項に規定す
る指定介護予防訪問入浴介護事業所をいう。）であること。
（削除）

七十 指定介護予防訪問看護における指定介護予防サービス介護給
付費単位数表の介護予防訪問看護費の注７に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が五回以下の指定介護予防訪問看護事業
所（指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項に規定する指
定介護予防訪問看護事業所をいう。）であること。
（削除）

七十一 指定介護予防通所介護における指定介護予防サービス介護
給付費単位数表の介護予防通所介護費の注１に係る施設基準
旧指定介護予防サービス等基準第九十七条に定める看護職員又
は介護職員の員数を置いていること。
七十二 指定介護予防短期入所生活介護の施設基準
第九号の規定を準用する。
七十三 指定介護予防短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が
定める基準
第十号の規定を準用する。
七十四 指定介護予防短期入所生活介護におけるユニットケアに関

七十二 指定介護予防訪問入浴介護における指定介護予防サービス
介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費の注６に係る施設
基準
一月当たり延訪問回数が五回以下の指定介護予防訪問入浴介護
事業所（指定介護予防サービス等基準第四十七条第一項に規定す
る指定介護予防訪問入浴介護事業所をいう。）であること。
七十三 指定介護予防訪問看護における指定介護予防サービス介護
給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注２に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
七十四 指定介護予防訪問看護における指定介護予防サービス介護
給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注７に係る施設基準
一月当たり延訪問回数が五回以下の指定介護予防訪問看護事業
所（指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項に規定する指
定介護予防訪問看護事業所をいう。）であること。
七十五 指定介護予防訪問リハビリテーションにおける指定介護予
防サービス給付費単位数票の介護予防訪問リハビリテーションの
注２に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
七十六 指定介護予防通所介護における指定介護予防サービス介護
給付費単位数表の介護予防通所介護費の注１に係る施設基準
指定介護予防サービス等基準第九十七条に定める看護職員又は
介護職員の員数を置いていること。
七十七 指定介護予防短期入所生活介護の施設基準
第十二号の規定を準用する。
七十八 指定介護予防短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が
定める基準
第十三号の規定を準用する。
七十九 指定介護予防短期入所生活介護におけるユニットケアに関
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する減算に係る施設基準
第十一号の規定を準用する。
七十五 従来型個室を利用する者に対する指定介護予防短期入所生
活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
第十三号の規定を準用する。
七十六 指定介護予防短期入所療養介護の施設基準
第十四号の規定を準用する。
七十七 指定介護予防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
第十五号の規定を準用する。
七十八 指定介護予防短期入所療養介護におけるユニットケアに関
する減算に係る施設基準
第十一号の規定を準用する。
七十九 指定介護予防短期入所療養介護における療養体制維持特別
加算に係る施設基準
第十八号の規定を準用する。この場合において、同号ハ中「第
四号イ」とあるのは「第十九号イ」と読み替えるものとする。
八十 指定介護予防短期入所療養介護における病院療養病床療養環
境減算に係る施設基準
第十九号の規定を準用する。
八十一 指定介護予防短期入所療養介護における診療所設備基準減
算に係る施設基準
第二十号の規定を準用する。
（削除）

八十二 従来型個室を利用する者に対する指定介護予防短期入所療
養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

する減算に係る施設基準
第十四号の規定を準用する。
八十 従来型個室を利用する者に対する指定介護予防短期入所生活
介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
第十六号の規定を準用する。
八十一 指定介護予防短期入所療養介護の施設基準
第十七号の規定を準用する。
（新設）

八十二 指定介護予防短期入所療養介護におけるユニットケアに関
する減算に係る施設基準
第十四号の規定を準用する。
八十三 指定介護予防短期入所療養介護における療養体制維持特別
加算に係る施設基準
第二十号の規定を準用する。この場合において、同号ハ中「第
四号イ」とあるのは、「第十八号イ」と読み替えるものとする。
八十四 指定介護予防短期入所療養介護における病院療養病床療養
環境減算に係る施設基準
第二十一号の規定を準用する。
八十五 指定介護予防短期入所療養介護における診療所設備基準減
算に係る施設基準
第二十二号の規定を準用する。
八十六 指定介護予防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
第二十三号の規定を準用する。
八十七 従来型個室を利用する者に対する指定介護予防短期入所療
養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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第二十一号の規定を準用する。
八十三 指定介護予防福祉用具貸与における指定介護予防サービス
介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の注２に係る施設
基準
一月当たり実利用者数が五人以下の指定介護予防福祉用具貸与
事業所（指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項に規
定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。）であること。
八十四 指定介護予防認知症対応型通所介護の施設基準
第二十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵及
びロ⑵中「指定地域密着型サービス基準第四十二条」とあるのは
「指定地域密着型介護予防サービス基準第五条」と、同号ハ⑵中
「指定地域密着型サービス基準第四十五条」とあるのは「指定地
域密着型介護予防サービス基準第八条」と読み替えるものとする
。
（削除）

八十五 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の施設基準
第三十一号の規定を準用する。
八十六 指定介護予防認知症対応型共同生活介護における夜間支援
体制加算に係る施設基準
第三十二号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑴中
「第八号」とあるのは「第二十二号」と、同号イ⑵中「前号イ又
はハ」とあるのは「第三十二号イ又はハ」と、同号ロ⑵中「前号
ロ又はハ」とあるのは「第三十二号ロ又はハ」と読み替えるもの

第二十四号の規定を準用する。
八十八 指定介護予防福祉用具貸与における指定介護予防サービス
介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の注２に係る施設
基準
一月当たり実利用者数が五人以下の指定介護予防福祉用具貸与
事業所（指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項に規
定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をいう。）であること。
八十九 指定介護予防認知症対応型通所介護の施設基準
第三十一号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵及
びロ⑵中「指定地域密着型サービス基準第四十二条」とあるのは
「指定地域密着型介護予防サービス基準第五条」と、同号ハ⑵中
「指定地域密着型サービス基準第四十五条」とあるのは「指定地
域密着型介護予防サービス基準第八条」と読み替えるものとする
。
九十 指定介護予防小規模多機能型居宅介護における指定地域密着
型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成
十八年厚生労働省告示第百二十八号）別表指定地域密着型介護予
防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介
護費の注２に係る施設基準
第三十二号の規定を準用する。
九十一 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の施設基準
第三十四号の規定を準用する。
九十二 指定介護予防認知症対応型共同生活介護における夜間ケア
加算に係る施設基準
第三十五号の規定を準用する。この場合において、同号中「第
八号」とあるのは、「第二十二号」と読み替えるものとする。
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とする。
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○

後
一

（傍線の部分は改正部分）

行

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

現

介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額（平成十二年

正

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成

改

厚生省告示第三十八号）【平成二十七年四月一日施行】

一

十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単

まで及びヘの規定

十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単

から注

位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。

）の訪問介護費のイからハまでの注

位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。
まで及びヘの規定

による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する

から注

による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二

）の訪問介護費のイからハまでの注
費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二

十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「

よる加算に係る費用の額

十七号）別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「

よる加算に係る費用の額

注５から注７まで及びハの規定による加算に係る費用の額並びに

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの

注５から注７まで、ロ及びハの規定による加算に係る費用の額並

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの
びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入

護費のイの注５から注７まで及びハの規定による加算に係る費用

までの規定による加算に係る費用の額及び指

までの規定による加算に係る費用の額

定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリ

ン費のイの注３及びハの規定による加算に係る費用の額並びに指

防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーショ

ン費のイの注３の規定による加算に係る費用の額及び指定介護予

一頁

ン費のイの注３の規定による加算に係る費用の額

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーショ

イ及びロの注６から注

定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の

までの注７から注

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハ

の額

浴介護費のイの注５から注７まで、ロ及びハの規定による加算に
係る費用の額
まで及びチの規定による加算に係る費用の額

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハ
までの注７から注

まで並びにヘの規定による加算に

及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看
護費のイ及びロの注６から注
係る費用の額

12

テーション費のイの注３及びロの規定による加算に係る費用の額

四

三

指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予

13

指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予

二

11

防訪問介護費のイからハまでの注４から注６まで及びヘの規定に

13

防訪問介護費のイからハまでの注４から注６まで及びヘの規定に

11

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーショ

10

二

三

四

10

12

五

六

までの注５及びトの規定による加算に係る費用の額並びに指定介

指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからホ

までの注５、ヘ及びトの規定による加算に係る費用の額並びに指

護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のイの

五

定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費の

注２及びリの規定による加算に係る費用の額

指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからホ

イの注２、チ及びリの規定による加算に係る費用の額
ン費のイからハまでの注４、ホ及びヘの規定による加算に係る費

額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通

ン費のイからハまでの注４及びホの規定による加算に係る費用の

指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーショ

用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予

所リハビリテーション費のイの注２及びチの規定による加算に係

六

防通所リハビリテーション費のイの注２、ト及びチの規定による

る費用の額

指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーショ

加算に係る費用の額

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

ヘの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス

七

ホ及びヘの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サ

介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のホの規定に

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
ービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のニ及

、イ⑸、ロ⑺、ハ⑸及びニ⑹に係る費用の

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

よる加算に係る費用の額
八

びホの規定による加算に係る費用の額
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

額並びにイ⑺、ロ⑼、ハ⑺及びニ⑻の規定による加算に係る費用

、イ⑸、ロ⑺、ハ⑸及びニ⑹に係る費用の

額並びにイ⑹、イ⑺、ロ⑻、ロ⑼、ハ⑹、ハ⑺、ニ⑺及びニ⑻の

の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防

イ⑴から⑶までの注

規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護

、イ⑷、ロ⑹、ハ⑷及び

短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注

、イ⑷、ロ⑹、ハ⑷及びニ⑸に係る費用の額並びにイ⑸、イ⑹

、ロ⑺、ロ⑻、ハ⑸、ハ⑹、ニ⑹及びニ⑺の規定による加算に係
る費用の額

ニ⑸に係る費用の額並びにイ⑹、ロ⑻、ハ⑹及びニ⑺の規定によ
る加算に係る費用の額

護費のヘ及びトの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護

ビス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費の

護費のニの規定による加算に係る費用の額及び指定介護予防サー

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

予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活

ハの規定による加算に係る費用の額

指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注１

から注３までの規定による加算に係る費用の額及び指定介護予防

二頁

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基

から注３までの規定による加算に係る費用の額及び指定介護予防

十一

サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の注１か

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基

サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の注１か

指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注１

介護費のニ及びホの規定による加算に係る費用の額

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

12

ら注３までの規定による加算に係る費用の額

十

給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注

九

16

七

八

九

15

ら注３までの規定による加算に係る費用の額
十一

十

12

準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着

型サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス

準（平成十八年厚生労働省告示第百二十六号）別表指定地域密着

まで及びヘの規定による加算

型サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス

十二

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪

に係る費用の額

護看護費のイ及びロの注５から注

介護給付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介

まで並びにホからトまでの規

介護給付費単位数表」という。）の定期巡回・随時対応型訪問介
護看護費のイ及びロの注６から注
定による加算に係る費用の額
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪

問介護費のニの規定による加算に係る費用の額

定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する

通所介護費のハ及びニの規定による加算に係る費用の額並びに指

成十八年厚生労働省告示第百二十八号）別表指定地域密着型介護

着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

通所介護費のニの規定による加算に係る費用の額及び指定地域密

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型

基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）別表指定地域密

予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介

十三

着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応

型居宅介護費のホ及びトの規定による加算に係る費用の額並びに

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能

型居宅介護費のイの注７及びトからヌまでの規定による加算に係

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防

十四

る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単

小規模多機能型居宅介護費のハ及びホの規定による加算に係る費

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能

位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイの注７及びニか

用の額

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型

共同生活介護費のチの規定による加算に係る費用の額及び指定地

十五

共同生活介護費のト及びチの規定による加算に係る費用の額並び

域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型

に指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予

三頁

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービ

ス費のホからチまで及びヌの規定による加算に係る費用の額

十七

定施設入居者生活介護費のハの規定による加算に係る費用の額

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特

対応型共同生活介護費のトの規定による加算に係る費用の額

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特

る費用の額
十六

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービ

定施設入居者生活介護費のホ及びヘの規定による加算に係る費用
の額
十七

ス費のヘからワまでの規定による加算に係る費用の額

十六

防認知症対応型共同生活介護費のヘ及びトの規定による加算に係

十五

らヘまでの規定による加算に係る費用の額

十四

護費のニの規定による加算に係る費用の額

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型

10

型通所介護費のハ及びニの規定による加算に係る費用の額

十三

問介護費のハ及びニの規定による加算に係る費用の額

十二

11

