○

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（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月８日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）
（抄）
（変更点は下線部）
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届出手続の運用
第一 届出手続の運用
届出の受理
１ 届出の受理
⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ
⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等へ
の通知
の通知
「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（訪
「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（訪
問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅
問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施
介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施
上の留意事項について」（平成12年３月１日老企第36厚生省老人
上の留意事項について」（平成12年３月１日老企第36厚生省老人
保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という
保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という
第一の１の⑴から⑷までを準用する。
第一の１の⑴から⑷までを準用する。
⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期
⑵ 届出に係る加算等の算定の開始時期
届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月
届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月
の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か
の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か
ら算定を開始するものとする。
ら算定を開始するものとする。
２ 届出事項の公開等
２ 届出事項の公開等
訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。
訪問通所サービス通知の第一の２から６までを準用する。
第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者 第二 居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者
生活介護費に係る部分に限る 及び施設サービス単位数表
生活介護費に係る部分に限る 及び施設サービス単位数表
１ 通則
１ 通則
⑴ 算定上における端数処理について
⑴ 算定上における端数処理について
訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。
訪問通所サービス通知の第二の１の⑴を準用する。
⑵ 入所等の日数の数え方について
⑵ 入所等の日数の数え方について
① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入
① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入
所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。
所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。
② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期
② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期
入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び
入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設（以下②及び
③において「介護保険施設等」という の間で、又は隣接若し
③において「介護保険施設等」という の間で、又は隣接若し
くは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員
くは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員
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②

前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい
ても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割
合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎
月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、
直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければ
ならない。
③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい
うものとする。具体的には、平成21年４月における勤続年数３
年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が３年以上
である者をいう。
④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数
に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、
社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員
として勤務した年数を含めることができるものとする。
⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生
活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務
を行う職員を指すものとする。
⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体
的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行う
こととする。
⒂ 介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護
職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、
当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成26年
度までの間に限り創設したものである。その内容については、別
途通知（「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事
務処理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。
３ 短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設における短期入所療養介護
① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準
について
この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベ
ッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算
定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介
護支援専門員に係るものを除く ・夜勤体制による所定単位数

②

前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい
ても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割
合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎
月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、
直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければ
ならない。
③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい
うものとする。具体的には、平成21年４月における勤続年数３
年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が３年以上
である者をいう。
④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数
に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、
社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員
として勤務した年数を含めることができるものとする。
⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生
活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務
を行う職員を指すものとする。
⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体
的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行う
こととする。
⒅ 介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職
員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様
式例の提示について」）を参照すること。

３
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⑴

短期入所療養介護費
介護老人保健施設における短期入所療養介護
① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準
について
この場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベ
ッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算
定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介
護支援専門員に係るものを除く ・夜勤体制による所定単位数

第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深い
くぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることも
あれば、及んでいないこともある
第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出してい
る
ケ 95号告示第16号リの「気管切開が行われている状態」につ
いては、気管切開が行われている利用者について、気管切開
の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。
⑹ 病院又は診療所における短期入所療養介護
療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第14
1号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病床群
を含む。以下同じ を有する病院、病床を有する診療所、老人性
認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護
イ

指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サー
ビスが行われるもの（以下「介護保険適用病床」という にお
ける短期入所療養介護については、所定単位数の算定（職員の
配置数の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境に
よる所定単位数の減算及び加算については、本体施設と常に一
体的な取扱いが行われるものであり、７の⑴、⑶から⑺まで、
⑼及び⒀を準用すること。この場合、７の⑼の準用に際しては
「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替え
るものとする。
ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜
勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算について
は、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様
に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人員配置）
については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適
宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用
することとする。例えば、60床の病棟で、看護職員が12人、介
護職員が13人配置されていて、診療報酬上、看護職員５:１（12
人以上）、介護職員５:１（12人以上）の点数を算定している場
合については、看護職員のうち２人を介護職員とみなすことに
より、短期入所療養介護については看護職員６:１（10人以上）、
介護職員４:１（15人以上）に応じた所定単位数が適用されるも
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第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深い
くぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることも
あれば、及んでいないこともある
第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出してい
る
ケ 利用者等告示第18号リの「気管切開が行われている状態」
については、気管切開が行われている利用者について、気管
切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。
⑸ 病院又は診療所における短期入所療養介護
① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第
141号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病
床群を含む。以下同じ を有する病院、病床を有する診療所、
老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養
介護
イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サ
ービスが行われるもの（以下「介護保険適用病床」という
における短期入所療養介護については、所定単位数の算定（職
員の配置数の算定）並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養
環境による所定単位数の減算及び加算については、本体施設
と常に一体的な取扱いが行われるものであり、７の⑴、⑶か
ら⑺まで、⑼①、③及び⑤並びに⒀を準用すること。この場
合、７の⑼①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援専
門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。
ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、
夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算につ
いては、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合
と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数（人
員配置）については、人員配置の算定上、配置されている看
護職員を適宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定
単位数を適用することとする。例えば、60床の病棟で、看護
職員が12人、介護職員が13人配置されていて、診療報酬上、
看護職員５:１（12人以上）、介護職員５:１（12人以上）の
点数を算定している場合については、看護職員のうち２人を
介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護については
看護職員６:１（10人以上）、介護職員４:１（15人以上）に

のであること。なお、７の⑴、⑶から⑺まで、⑼及び⒀は、医
療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この
場合、７の⑼の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」と
あるのは、「医師」と読み替えるものとする。
ハ

医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には、
その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療
保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護
に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けら
れるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の
保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介護状態区分及
び要介護認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱
いについては、介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションについても同様
であること。なお、当該医療機関において、当該利用者に対し
て基本的に短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療
録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし、
７⑵を準用するものとする。
ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所
定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第４号ロ⑵
において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下
のとおりであること。
ａ 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める
員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、
病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経
過型短期入所療養介護費の（Ⅱ）、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
所療養介護費若しくは特定病院療養病床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にあっては、当該事業
所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、
（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入所療養介
護費、特定認知症疾患型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（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）
の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。
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応じた所定単位数が適用されるものであること。なお、７の
⑴、⑶から⑺まで、⑼①、③及び⑤並びに⒀は、医療保険適
用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場合、
７の⑼①及び⑤の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」
とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。
ハ 医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合に
は、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、
医療保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療
養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確
に分けられるようにすること。また、診療録の備考の欄に、
介護保険の保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介
護状態区分及び要介護認定の有効期限を記載すること。なお、
これらの取扱いについては、介護保険の訪問看護、訪問リハ
ビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーシ
ョンについても同様であること。なお、当該医療機関におい
て、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医
療を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サ
ービスの場合と同様とし、７⑵を準用するものとする。
ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による
所定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第４号
ロ⑵において規定しているところであるが、具体的な取扱い
は以下のとおりであること。
ａ 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定め
る員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係な
く、病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養
病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅱ）、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若しくは特定病院療養病床短期入
所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっ
ては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療
養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経
過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養
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（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に100分の70を乗
じて得た単位数が算定される。

ｂ

短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の
員数については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、
看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看
比率」という が２割未満である場合は、病院療養病床短期
入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型短期入所療養
介護費の（Ⅱ）、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若し
くは特定病院療養病床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にあっては、当該事業所の区分に応じ、
認 知 症 疾 患型 短 期 入 所 療養 介 護 費 の（ Ⅰ ）、（ Ⅳ） 若 し くは
（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知
症疾患型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（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）に100分の90
を乗じて得た単位数が算定される。

ｃ

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の規定に基づき
厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第28号）各
号に掲げる地域（以下次のｄ及び７の⑻において「僻地」と
いう に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病
棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基
準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上であるが、医
師の員数が居宅サービス基準に定める員数の６割未満である
もの（医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たも
のに限る においては、各類型の短期入所療養介護費又は特
定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患
型短期入所療養介護費のうち、看護・介護職員の配置に応じ
た所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定される。

ｄ

僻地に所在する病院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ていない病院又は僻地以外に所在する病
院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介
護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満
たしている（正看比率は問わない）が、医師の員数が居宅サ
ービス基準に定める員数の６割未満であるものにおいては、
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ｂ

短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員
の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たす
が、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下
「正看比率」という が２割未満である場合は、病院療養
病床短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型短
期入所療養介護費の（Ⅱ）、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
療養介護費若しくは特定病院療養病床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にあっては、当該事
業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の
（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入
所療養介護費、特定認知症疾患型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（Ⅰ）
若しくは（Ⅱ）に100分の90を乗じて得た単位数が算定さ
れる。
ｃ 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の規定に基
づき厚生労働大臣が定める地域（平成12年厚生省告示第28
号）各号に掲げる地域（以下次のｄ及び７の⑻において「僻
地」という に所在する病院であって、短期入所療養介護
を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅
サービス基準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上
であるが、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の
６割未満であるもの（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限る においては、各類型の短期入
所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若
しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護
・介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除し
て得た単位数が算定される。
ｄ 僻地に所在する病院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ていない病院又は僻地以外に所在す
る病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看
護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める
員数を満たしている（正看比率は問わない）が、医師の員
数が居宅サービス基準に定める員数の６割未満であるもの

病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経
過型短期入所療養介護費の（Ⅱ）、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
所療養介護費若しくは特定病院療養病床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にあっては、当該事業
所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、
（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型短期入所療養介
護費、特定認知症疾患型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（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）
の所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数が算定される。
ｅ

なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位
数の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和23年厚
生省令第50号）第49条の規定が適用される病院に係る減算は
適用されない。
ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとす
ること。
ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務
等看護（Ⅰ）から（Ⅳ）までを算定するための届出については、
本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば、
短期入所療養介護については行う必要がないこと。
ト 病院療養病床経過型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又は認知症疾患型経過
型短期入所療養介護費については、平成24年３月31日において、
当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できる
ものである。
（新設）
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においては、病院療養病床短期入所療養介護費の（Ⅲ）、
病院療養病床経過型短期入所療養介護費の（Ⅱ）、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若しくは特定病院療養病
床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
費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短
期入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症
疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期
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（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に100分
の90を乗じて得た単位数が算定される。
ｅ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単
位数の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和23
年厚生省令第50号）第49条の規定が適用される病院に係る
減算は適用されない。
ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものと
すること。
ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤
務等看護（Ⅰ）から（Ⅳ）までを算定するための届出につい
ては、本体施設である介護療養型医療施設について行われて
いれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。
ト 病院療養病床経過型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又は認知症疾患型
経過型短期入所療養介護費については、平成24年３月31日に
おいて、当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り
算定できるものである。
② 病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）
若しくは（ⅵ）若しくは（Ⅱ）（ⅱ）若しくは（ⅳ）又はユニ
ット型病院療養病床短期入所療養介護費（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅴ）若し
くは（Ⅵ）を算定するための基準について
イ 当該介護療養型医療施設における短期入所療養介護につい
て、適用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日
においてそれぞれの算定区分に係る施設基準を満たさない場
合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月に変更の
届出を行い、届出を行った月から当該届出に係る短期入所療

養介護費を算定することとなる。（ただし、翌月の末日にお
いて当該施設基準を満たしている場合を除く
ロ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａについては、ハに示す重篤な身体
疾患を有する者とニに示す身体合併症を有する認知症高齢者
の合計についてヘに示す方法で算出した割合が、基準を満た
すものであること。ただし、同一の者について、重篤な身体
疾患を有する者の基準及び身体合併症を有する認知症高齢者
の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ
含めるものとする。なお、当該基準を満たす利用者について
は、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの
状態に適合するものであるかについて、記載要領に示す記号
を用いてその状態を記入すること。
ハ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａの「重篤な身体疾患を有する者」
とは、次のいずれかに適合する者をいう。
ａ NYHA分類Ⅲ以上の慢性心不全の状態
ｂ Hugh-Jones分類Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する１
週間以上人工呼吸器を必要としている状態
ｃ 各週２日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次
に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人工腎臓
の実施については、他科受診によるものであっても差し支
えない。
⒜ 常時低血圧（収縮期血圧が90mmHg以下）
⒝ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈
するもの
⒞ 出血性消化器病変を有するもの
⒟ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
ｄ Child-Pugh分類Ｃ以上の肝機能障害の状態
ｅ 連続する３日以上、JCS100以上の意識障害が継続してい
る状態
ｆ 単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態
ｇ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい
摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造
影剤使用撮影」をいう 又は内視鏡検査（医科診療報酬点
数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう により誤嚥が
認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む 状態
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ニ

施設基準第14号ニ⑵㈡ａの「身体合併症を有する認知症高
齢者」とは、次のいずれかに適合する者をいう。
ａ 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者
ｂ 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断され
た者
⒜ パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮
質基底核変性症、パーキンソン病）
⒝ 多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎
縮症、シャイ・ドレーガー症候群）
⒞ 筋萎縮性側索硬化症
⒟ 脊髄小脳変性症
⒠ 広範脊柱管狭窄症
⒡ 後縦靱帯骨化症
⒢ 黄色靱帯骨化症
⒣ 悪性関節リウマチ
ｃ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢｂ、Ⅳ又はMに
該当する者
ホ 施設基準第14号ニ⑵㈡ｂの「経管栄養」の実施とは、経鼻
経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ま
た、過去１年間に経管栄養が実施されていた者であって、経
口維持加算を算定されているものについては、経管栄養が実
施されている者として取り扱うものとすること。「インスリ
ン注射」の実施においては、自ら実施する者は除くものであ
ること。
ヘ 施設基準第14号ニ⑵㈡ａ及び㈡ｂの基準については、次の
いずれかの方法によるものとし、小数点第３位以下は切り上
げることとする。なお、ここにおいて入院患者等（当該療養
病棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入院患者を
いう。以下３において同じ とは、毎日24時現在当該施設に
入院している者をいい、当該施設に入院してその日のうちに
退院又は死亡した者を含むものであること。
ａ 月の末日における該当者の割合によることとし、算定日
が属する月の前３月において当該割合の平均値が当該基準
に適合していること
ｂ 算定日が属する月の前３月において、当該基準を満たす
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入院患者等の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ
日数に占める割合によることとし、算定月の前３月におい
て当該割合の平均値が当該基準に適合していること。
ト 施設基準第14号ニ⑵㈢の基準については、同号ニ⑵㈢ａか
らｃまでのすべてに適合する入院患者等の入院延べ日数が、
全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満
たすものであること。当該割合の算出にあたっては、小数点
第３位以下は切り上げるものとする。ただし、本人が十分に
判断をできる状態になく、かつ、家族の来院が見込めないよ
うな場合も、医師、看護職員、介護職員等が入院患者等の状
態等に応じて随時、入院患者等に対するターミナルケアにつ
いて相談し、共同してターミナルケアを行っていると認めら
れる場合を含む。この場合には、適切なターミナルケアが行
われていることが担保されるよう、職員間の相談日時、内容
等を記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取った
にもかかわらず来院がなかった旨を記載しておくことが必要
である。
チ 施設基準第14号ニ⑵㈣における「生活機能を維持改善する
リハビリテーション」とは、以下の考え方によるものとする。
ａ 可能な限りその入院患者等の居宅における生活への復帰
を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテーショ
ンを、医師の指示を受けた作業療法士を中心とする多職種
の共同によって、療養生活の中で随時行うこと。
ｂ 入院中のリハビリテーションに係るマネジメントについ
ては平成21年度介護報酬改定においてリハビリテーション
マネジメント加算が本体報酬に包括化された際「リハビリ
テーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関す
る事務処理手順例及び様式例の提示について」（平成18年
３月27日老老発0327001）で考え方等を示しているところで
あるが、生活機能を維持改善するリハビリテーションにつ
いても、この考え方は適用されるものである。
ｃ 具体的には、患者ごとに解決すべき日常生活動作上の課
題の把握（アセスメント）を適切に行い、改善に係る目標
を設定し、計画を作成した上で、当該目標を達成するため
に必要なリハビリテーションを、機能訓練室の内外を問わ
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（新設）

⑺

指定短期入所療養介護費を算定するための基準について
イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第23号に規定する基準
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ず、また時間にこだわらず療養生活の中で随時行い、入院
患者等の生活機能の維持改善に努めなければならないこと。
リ 施設基準第14号ニ⑵㈤における「地域に貢献する活動」と
は、以下の考え方によるものとする。
ａ 地域との連携については、基準省令第33条において、地
域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等
の地域との交流に努めなければならないと定めているとこ
ろであるが、療養機能強化型介護療養型医療施設である医
療機関においては、自らの創意工夫によって更に地域に貢
献する活動を行うこと。
ｂ 当該活動は、地域住民への健康教室、認知症カフェ等、
地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設であ
る医療機関の入院患者等との交流に資するなど地域の高齢
者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。
ｃ 当該基準については、平成27年度に限り、平成28年度中
に当該活動を実施する場合を含むものとしているところで
あるが、各施設において地域の実情に合わせた検討を行い、
可能な限り早期から実施することが望ましいものであるこ
と。また、既に当該基準に適合する活動を実施している医
療機関においては、更に創意工夫を行うよう努めることが
望ましい。
③ 診療所短期入所療養介護費（Ⅰ）（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅴ）、若しく
は（ⅵ）又はユニット型診療所短期入所療養介護費（Ⅱ）（Ⅲ）
（Ⅴ）若しくは（Ⅵ）を算定するための基準について
②を準用する。この場合において、②ホ中「経鼻経管又は胃
ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施」とあるのは「経鼻経管、
胃ろう若しくは腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施」と、
同ト中「同号ニ⑵㈢ａからｃまでのすべてに適合する入院患者
等の入院延べ日数が、全ての入院患者等の入院延べ日数に占め
る割合」とあるのは「同号ニ⑵㈢ａからｃまでのすべてに適合
する入院患者等の入院延べ日数が、全ての入院患者等の入院延
べ日数に占める割合と、19を当該診療所の介護保険適用病床数
で除した数との積」と読み替えるものとする。
⑹ 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について
イ 指定短期入所療養介護費は、施設基準第15号に規定する基準

に従い、以下の通り、算定すること。
ａ 施設基準第23号イに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下
「療養室等」という （定員が１人のものに限る （｢従来
型個室」という の利用者に対して行われるものであること。
ｂ 施設基準第23号ロに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が２人
以上のものに限る （｢多床室」という の利用者に対して
行われるものであること。
ｃ 施設基準第23号ハに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健
施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11
年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という
第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は指定介護療養型医療施設
の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41
号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という 第39条第
２項第１号イ⑶（ⅰ）、第40条第２項第１号イ⑶（ⅰ）若し
くは第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすものに限る （｢ユ
ニット型個室」という の利用者に対して行われるものであ
ること。

ｄ

施設基準第23号ニに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健
施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ）又は指定介護療養型
医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅱ）、第40条第２項
第１号イ⑶（ⅱ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ）（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17年厚生労働省令第139号。
以下「指定居宅サービス基準改正省令」という 附則第５条
第１項又は第７条第１項の規定により読み替えて適用する場
合を含む を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設
基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は指定介護療養型医療
施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ）、第40条第２項第１
号イ⑶（ⅰ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満た
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に従い、以下の通り、算定すること。
ａ 施設基準第15号イに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下
「療養室等」という （定員が１人のものに限る （｢従来
型個室」という の利用者に対して行われるものであること。
ｂ 施設基準第15号ロに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が２人
以上のものに限る （｢多床室」という の利用者に対して
行われるものであること。
ｃ 施設基準第15号ハに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健
施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11
年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という
第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は健康保険法等の一部を改
正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項
の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療
養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年
厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」とい
う 第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ）、第40条第２項第１号イ
⑶（ⅰ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）を満たすも
のに限る （｢ユニット型個室」という の利用者に対して
行われるものであること。
ｄ 施設基準第15号ニに規定する指定短期入所療養介護費短期
入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健
施設基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ）又は指定介護療養型
医療施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅱ）、第40条第２項
第１号イ⑶（ⅱ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅱ）（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17年厚生労働省令第139号。
以下「指定居宅サービス基準改正省令」という 附則第５条
第１項又は第７条第１項の規定により読み替えて適用する場
合を含む を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設
基準第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）又は指定介護療養型医療
施設基準第39条第２項第１号イ⑶（ⅰ）、第40条第２項第１
号イ⑶（ⅰ）若しくは第41条第２項第１号イ⑶（ⅰ）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。
ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養
介護費の注１による届出がなされているものについては、ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、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又
はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定するもの
とすること。
⑻ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床
短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知
症対応型短期入所療養介護費について
① 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを
提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等
を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。
② 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、
短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介
護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、
単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都
合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、
短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められな
いものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づ
けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものである
こと（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サー
ビスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えな
い 。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時
間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
これに対して、短期入所療養介護計画上、６時間以上８時間
未満の短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心
身の状況から、５時間の短期入所療養介護を行った場合には、
６時間以上８時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定でき
る。
⑼ ユニットにおける職員に係る減算について
５の⑷を準用する。
⑽ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について
２の⑼を準用する。
ロ
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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。
ユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養
介護費の注１による届出がなされているものについては、ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、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又
はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定するもの
とすること。
⑺ 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床
短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知
症対応型短期入所療養介護費について
① 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを
提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等
を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。
② 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、
短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介
護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、
単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都
合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、
短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められな
いものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づ
けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものである
こと（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サー
ビスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えな
い 。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時
間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
これに対して、短期入所療養介護計画上、６時間以上８時間
未満の短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心
身の状況から、５時間の短期入所療養介護を行った場合には、
６時間以上８時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定でき
る。
⑻ ユニットにおける職員に係る減算について
５の⑷を準用する。
⑼ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について
２の⑼を準用する。
ロ

⑾

緊急短期入所受入加算について
本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他や
むを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、
かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用する
ことが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス
計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、その
必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定で
きる。
② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連
携が図れない場合に、利用者又は家族の同意の上、短期入所療
養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合で
あって、事後に当該介護支援専門員によって、当該サービス提
供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算
定できる。
③ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急
に居宅サービス計画の変更を必要とした利用者を受け入れる際
の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８
日目以降の短期入所療養介護の利用の継続を妨げるものではな
いことに留意すること。また、緊急に受入れを行った事業所に
ついては、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰でき
るよう、居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談するこ
と。
④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の
対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者にかか
る変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正
な緊急利用に努めること。
⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当
該加算は算定できないものであること。
⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事
業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うた
めの窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点
から、情報公表システム、当該事業所のホームページ又は地域
包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表する
よう努めること。
⑿ 若年性認知症利用者受入加算について
①
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⑽

緊急短期入所受入加算について
本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他や
むを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、
かつ、居宅サービス計画において当該日に短期入所を利用する
ことが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービス
計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、その
必要性を認め緊急に短期入所療養介護が行われた場合に算定で
きる。
② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連
携が図れない場合に、利用者又は家族の同意の上、短期入所療
養介護事業所により緊急に短期入所療養介護が行われた場合で
あって、事後に当該介護支援専門員によって、当該サービス提
供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算
定できる。
③ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が、緊急
に居宅サービス計画の変更を必要とした利用者を受け入れる際
の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８
日目以降の短期入所療養介護の利用の継続を妨げるものではな
いことに留意すること。また、緊急に受入れを行った事業所に
ついては、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰でき
るよう、居宅介護支援事業者と密接な連携を行い、相談するこ
と。
④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の
対応などの事項を記録しておくこと。また、緊急利用者にかか
る変更前後の居宅介護サービス計画を保存するなどして、適正
な緊急利用に努めること。
⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当
該加算は算定できないものであること。
⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事
業所との情報共有に努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うた
めの窓口を明確化すること。また、空床の有効活用を図る観点
から、情報公表システム、当該事業所のホームページ又は地域
包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表する
よう努めること。
⑾ 若年性認知症利用者受入加算について
①

２の⑽を準用する。
療養食加算について
２の⑾を準用する。
⒁ サービス提供体制強化加算について
① ２の⒁①から④まで及び⑥を準用する。
② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看
護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。
⒂ 介護職員処遇改善加算について
２⒂を準用する。
４ 特定施設入居者生活介護費
⑴ その他の居宅サービスの利用について
特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービ
スの利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月に
おいて、その他の居宅サービスに係る介護給付費（居宅療養管理
指導費を除く は算定しないものであること（外泊の期間中を除
く 。ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合
に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の
居宅サービスを利用させることは差し支えないものであること。
例えば、入居している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定
し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から特定施設
入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス
利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却する
ため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入
居者生活介護は算定できない。
⒀

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス
（特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の
一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託
している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等（理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん
摩マッサージ指圧師をいう。以下４において同じ に委託してい
る場合等 には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務
の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービス
を利用させることができる。この場合には、当該事業者は業務の

２の⑽を準用する。
療養食加算について
２の⒀を準用する。
⒀ サービス提供体制強化加算について
① ２の⒄①から④まで及び⑥を準用する。
② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看
護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。
⒁ 介護職員処遇改善加算について
２⒅を準用する。
４ 特定施設入居者生活介護費
⑴ 他の居宅サービス及び地域密着型サービスの利用について
① 特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サー
ビス及び地域密着型サービスの利用については、特定施設入居
者生活介護費を算定した月において、当該居宅サービス及び地
域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除
く は算定しないものであること（外泊の期間中を除く 。た
だし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当
該事業者の費用負担により、その利用者に対して他の居宅サー
ビス及び地域密着型サービスを利用させることは差し支えない
ものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設入
居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、
月の途中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを
算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限度基準
額を設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者
の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護は算定できない。
② 当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（特
定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一
部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託
している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等（理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は
あん摩マッサージ指圧師をいう。以下４において同じ に委託
している場合等 には、当該事業者が外部事業者に対して委託
した業務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当
該サービスを利用させることができる。この場合には、当該事
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⑿

