厚生労働大臣が定める施設基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十六号）の一部を次

（厚生労働大臣が定める施設基準の一部改正）
第二十九条
の表のように改正する。
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正

前

（傍線部分は改正部分）
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(Ⅰ)

(Ⅱ)

後

(Ⅰ)

正

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 に係る施設基準
（略）
二～四の二 （略）
四の三 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付
費単位数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注４、ロ⑴から
⑶までの注３、ハ⑴及び⑵の注４、ニ⑴から⑶までの注３並びに
ホ⑴から⑶までの注３に係る施設基準
イ～ホ （略）
五～九 （略）
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・ロ （略）
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
（略）
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
（略）
十一～十三 （略）
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
(Ⅰ)

(Ⅱ)

改

12

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 に係る施設基準
（略）
二～四の二 （略）
四の三 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付
費単位数表の居宅療養管理指導費のイ⑴及び⑵の注４、ロ⑴から
⑶までの注３、ハ⑴及び⑵の注５、ニ⑴及び⑵の注３並びにホ⑴
から⑶までの注３に係る施設基準
イ～ホ （略）
五～九 （略）
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・ロ （略）
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
（略）
ニ 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設
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
（略）
十一～十三 （略）
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
(Ⅰ)

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～㈥ （略）
㈦ 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり
、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対
し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、
リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを
得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテ
ーションにおける入所者に対する負荷等のうちいずれか一
以上の指示を行うこと。
㈧ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること
。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
Ａ～Ｄ （略）
Ｅ 介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法
」という。）第八条第五項に規定する訪問リハビリテ
ーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテ
ーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養
介護について、当該施設（当該施設に併設する病院、
診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。）
において全てのサービスを実施している場合は五、い
ずれか二種類のサービスを実施している場合であって
訪問リハビリテーションを実施しているときは三、い
ずれか二種類のサービスを実施している場合であって
訪問リハビリテーションを実施していないときは一、
いずれか一種類以下であった場合は零となる数
Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた

設短期入所療養介護費
養介護の施設基準
㈠～㈥ （略）
（新設）

又は

を算定すべき指定短期入所療

(ⅲ)

㈦ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること
。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
Ａ～Ｄ （略）
Ｅ 介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法
」という。）第八条第五項に規定する訪問リハビリテ
ーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテ
ーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養
介護について、当該施設（当該施設に併設する病院、
診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。）
において全てのサービスを実施している場合は五、い
ずれか二種類のサービスを実施している場合は三、い
ずれか一種類のサービスを実施している場合は二、い
ずれも実施していない場合は零となる数

(ⅰ)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた
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(ⅰ)

(ⅲ)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

数が五以上であり、かつ、リハビリテーションを担当
する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれ
の職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数が零・
二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満で
あり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場
合は零となる数
Ｇ～Ｊ （略）
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 ⑴㈠から㈦までに該当するものであること。
㈡ ⑴㈧に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
こと。
㈢・㈣ （略）
⑶～⑹ （略）
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 又は経過的ユ
ニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 を算定すべ
き指定短期入所療養介護の施設基準
㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈧までに該当するものであること
。
㈡ 通所介護費等の算定方法第四号イ⑶に規定する基準に該
当していないこと。
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 のユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は経過的ユ
ニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 を算定すべ
き指定短期入所療養介護の施設基準
⑴㈡、イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈦まで及びイ⑵㈡から㈣まで
に該当するものであること。
(ⅱ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ｉ)

(ⅱ)

(ⅲ) (Ⅰ)

(ⅳ)

(Ⅰ)

⑴㈡、イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈥まで及びイ⑵㈡から㈣まで
に該当するものであること。

(ⅳ) (Ⅰ)
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数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三
以上である場合は三、三未満である場合は零となる数

Ｇ～Ｊ （略）
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 ⑴㈠から㈥までに該当するものであること。
㈡ ⑴㈦に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
こと。
㈢・㈣ （略）
⑶～⑹ （略）
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
(ⅱ)

㈠ イ⑴㈠、㈡及び㈣から㈦までに該当するものであること
。
㈡ 通所介護費等の算定方法第四号イ⑶に規定する基準に該
当していないこと。
⑵ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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

(ｉ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

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経過的ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指
定短期入所療養介護の施設基準
（略）
⑷ （略）
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経過的ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指
定短期入所療養介護の施設基準
㈠・㈡ （略）
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経過的ユニ
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定すべき指
定短期入所療養介護の施設基準
（略）
ハ （略）
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 （略）
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・㈡ （略）
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・ｂ （略）
ｃ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、
入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入院患
者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナ
ルケアが行われていること。
(Ⅰ)
(ⅱ)

(ⅴ)

⑶ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は
すべき指定短期入所療養介護の施設基準

（略）
⑷ （略）
⑸ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は
すべき指定短期入所療養介護の施設基準

㈠・㈡ （略）
⑹ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
ット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 又は
すべき指定短期入所療養介護の施設基準

のユニ
を算定

のユニ
を算定

のユニ
を算定
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(ⅱ) (Ⅱ)

(ⅱ) (Ⅲ)

(ⅱ) (Ⅳ)

(ｉ)

(ｉ)

(ⅴ)

(ｉ)

（略）
ハ （略）
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 （略）
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・㈡ （略）
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・ｂ （略）
ｃ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者等の
状態又は家族の求め等に応じ随時、入院患者等又はその
家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行わ
れていること。

(Ⅰ)
(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

ｄ ｂ及びｃについて、入所者本人及びその家族等と話し
合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係
者との連携の上、対応していること。
㈣・㈤ （略）
⑶～⑹ （略）
ホ （略）
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 又は経過的
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～㈣ （略）
⑵ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費 又は経過的
ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費 を算定すべき
指定短期入所療養介護の施設基準
㈠・㈡ （略）
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費 又は経過的
ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費 を算定すべき
指定短期入所療養介護の施設基準
㈠・㈡ （略）
⑷ （略）
ト・チ （略）
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 又は経過的ユニッ
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
㈠～㈢ （略）
ユニット型診療所短期入所療養介護費 又は経過的ユニッ
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
⑵

(Ⅰ)

(Ⅱ)

（新設）

㈣・㈤ （略）
⑶～⑹ （略）
ホ （略）
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～㈣ （略）
⑵ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

㈠・㈡ （略）
⑶ ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費
定すべき指定短期入所療養介護の施設基準

又は

を算

を算

(Ⅴ)

又は

(Ⅵ)

㈠～㈢ （略）
ユニット型診療所短期入所療養介護費
き指定短期入所療養介護の施設基準

㈠・㈡ （略）
⑷ （略）
ト・チ （略）
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

⑵

又は

を算定すべ
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(Ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(Ⅴ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

療養介護の施設基準
㈠・㈡ （略）
⑶ ユニット型診療所短期入所療養介護費 又は経過的ユニッ
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
㈠・㈡ （略）
ヌ～カ （略）
ヨ Ⅰ型介護医療院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 Ⅰ型介護医療院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 併設型小規模介護医療院（介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準（平成三十年厚生労働省令第
五号。以下「介護医療院基準」という。）第四条第七項に
規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下同じ。）以
外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっ
ては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
ａ～ｈ （略）
ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、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。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
て、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、
入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい
㈡

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

㈠・㈡ （略）
⑶ ユニット型診療所短期入所療養介護費
き指定短期入所療養介護の施設基準

㈡

又は

を算定すべ

(Ⅵ)

併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい
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(Ⅲ)

㈠・㈡ （略）
ヌ～カ （略）
ヨ Ⅰ型介護医療院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 Ⅰ型介護医療院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 併設型小規模介護医療院（介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準（平成三十年厚生労働省令第
五号。以下「介護医療院基準」という。）第四条第七項に
規定する併設型小規模介護医療院をいう。以下同じ。）以
外の介護医療院が行う指定短期入所療養介護の場合にあっ
ては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。
ａ～ｈ （略）
ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、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。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又は
その家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケ
アが行われていること。
（新設）

(Ⅰ)

ること。
ａ～ｄ （略）
ｅ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、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。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
て、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、
入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
⑵ Ⅰ型介護医療院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 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短
期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいず
れにも適合していること。
ａ・ｂ （略）
ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ 医師が一般的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。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者
等のターミナルケアに係る計画が作成されていること
。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
て、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、
入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアが行われていること。
(Ⅱ)
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ること。
ａ～ｄ （略）
ｅ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、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。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又は
その家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケ
アが行われていること。
（新設）

⑵ Ⅰ型介護医療院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 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短
期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいず
れにも適合していること。
ａ・ｂ （略）
ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ 医師が一般的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。
ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者
等のターミナルケアに係る計画が作成されていること
。
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又は
その家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケ
アが行われていること。

(Ⅱ)

ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい
ること。
ａ・ｂ （略）
ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
て、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、
入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
⑶ （略）
タ Ⅱ型介護医療院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 Ⅱ型介護医療院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 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短
期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいず
れにも適合していること。
ａ～ｅ （略）
ｆ 医師が一般的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に対し、入所者本人及び
その家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を
基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家
(Ⅰ)
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（新設）

㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい
ること。
ａ・ｂ （略）
ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又は
その家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケ
アが行われていること。
（新設）

⑶ （略）
タ Ⅱ型介護医療院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 Ⅱ型介護医療院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 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う指定短
期入所療養介護の場合にあっては、次に掲げる規定のいず
れにも適合していること。
ａ～ｅ （略）
ｆ 医師が一般的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に対し、入所者等又はそ
の家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケア
に係る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員等が共

(Ⅰ)

⑵

族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係
る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員、管理栄養
士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に
応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同
意を得てターミナルケアを行う体制であること。
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合してい
ること。
ａ～ｄ （略）
⑵・⑶ （略）
レ （略）
ソ ユニット型Ⅰ型介護医療院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Ⅰ型介護医療院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・㈡ （略）
⑵ （略）
ツ （略）
ネ ユニット型特別介護医療院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Ⅰ型特別介護医療院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 （略）
㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所
療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも
適合していること。
ａ ヨ⑴㈠ａ、ｂ及びｅ並びにヨ⑴㈡ｂに該当するもので
あること。
ｂ ソに該当しないものであること。
（略）
（略）
ナ

(Ⅰ)

⑵

同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時
、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
ターミナルケアを行う体制であること。
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㈡ 併設型小規模介護医療院が行う指定短期入所療養介護の
施設基準

ａ～ｄ （略）
⑵・⑶ （略）
レ （略）
ソ ユニット型Ⅰ型介護医療院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Ⅰ型介護医療院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・㈡ （略）
⑵ （略）
ツ （略）
ネ ユニット型特別介護医療院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Ⅰ型特別介護医療院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 （略）
㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う指定短期入所
療養介護の場合にあっては、次に掲げる基準のいずれにも
適合していること。
ａ ヨ⑴㈠ａ、ｂ、ｄ及びｅ並びにヨ⑴㈡ｂに該当するも
のであること。
ｂ ソに該当しないものであること。
（略）
（略）
ナ

(Ⅰ)

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 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・ロ （略）
イ・ロ （略）
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
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
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
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、ユニット型介護老人保健
護老人保健施設短期入所療養介護費 、ユニット型介護老人保
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
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
入所療養介護費、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介
期入所療養介護費 、ユニット型介護老人保健施設短期入所療
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、ユ
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
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短期入所療養介護費 、 若しく
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
は 、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費 、
型診療所短期入所療養介護費 、 若しくは 、ユニット型認
ユニット型診療所短期入所療養介護費 、 若しくは 、ユニ
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
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
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
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
費 のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット
症疾患型短期入所療養介護費 、ユニット型Ⅰ型介護医療院短
型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 のユニット型Ⅰ型介護
期入所療養介護費 のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養
医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院
介護費 若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護
短期入所療養介護費 のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療
費 のユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 、ユニ
養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユ
ット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型介
ニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費又はユニット型Ⅰ
護医療院短期入所療養介護費 又はユニット型Ⅰ型特別介護医
型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介
療院短期入所療養介護費のユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期
護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅱ型介護医療
入所療養介護費 若しくはユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所
院短期入所療養介護費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入
療養介護費のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
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
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
生労働大臣が定める基準
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
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。）（
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、介護医療
介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶ 、介護医
院基準第四十五条第二項第一号イ⑶又は指定介護療養型医療施
療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶ 又は指定介護療養型医
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
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
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
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
(Ⅱ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ｉ)

(ｉ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(ｉ)

(Ⅰ)

(ｉ)

(Ⅰ)

(ｉ)

(Ⅳ)

(ｉ)

(ｉ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ｉ)

(ｉ)

(Ⅰ)
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(ｉ)

(Ⅰ)

(ｉ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(ｉ)

(ｉ)

(Ⅲ)

(ｉ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ｉ)

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 の経過的
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費 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 の経過的
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型
介護老人保健施設短期入所療養介護費 の経過的ユニット型介
護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型介護老人保健
施設短期入所療養介護費 の経過的ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費、経過的ユニット型病院療養病床短期入
所療養介護費 、 若しくは 、経過的ユニット型病院療養病
床経過型短期入所療養介護費、経過的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 の経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療
養介護費、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費 の経
過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費、ユニット型
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 の経過的ユニット型Ⅰ型
介護医療院短期入所療養介護費若しくはユニット型Ⅰ型介護医
療院短期入所療養介護費 の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院
短期入所療養介護費、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養
介護費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費
又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過
的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費若しくは
ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費の経過的ユ
ニット型Ⅱ型特別介護医療院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の事業の人
(Ⅰ)

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 、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 、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
、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 、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
、ユニット型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 のユニッ
ト型Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 若しくはユニット型
Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費 のユニット型Ⅰ型介護医
療院短期入所療養介護費 、ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入
所療養介護費 のユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護
費 又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費の
ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費 若しくは
ユニット型Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費のユニット
型Ⅱ型特別介護医療院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

(Ⅰ)

(Ⅵ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅳ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)
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(ⅳ)

(Ⅴ)

(Ⅵ)

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

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(ⅲ)

(Ⅴ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和
三年厚生労働省令第九号。以下「令和三年改正省令」という。
）による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一
号イ⑶ 、令和三年改正省令による改正前の介護医療院基準第
四十五条第二項第一号イ⑶ 又は令和三年改正省令による改正
前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ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、介護医療院基準第四十五条第
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。
十六～二十一の三 （略）
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～ニ （略）
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十五項の規定による命
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 （略）
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 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
(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

条第二項第一号イ⑶ 、介護医療院基準第四十五条第二項第一
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。
(ⅱ)

(ｉ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ｉ)

(ｉ)

(ⅱ)

(ｉ)

十六～二十一の三 （略）
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～ニ （略）
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 （略）
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
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(ⅱ)

る施設基準
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
。
⑴ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその
（新設）
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。
⑵ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、介護支援専門員
（新設）
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。
⑶ 看取りに関する職員研修を行っていること。
（新設）
ロ 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
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
る施設基準
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。
⑴ 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を行う看
（新設）
護職員の数が一以上であること。
⑵ イ⑴から⑶までのいずれにも該当するものであること。
（新設）
（削る）
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
二十五～三十 （略）
二十五～三十 （略）
三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
三十一 指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
イ・ロ
略）
イ・ロ
略
(
(）
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
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
知症対応型共同生活介護の施設基準
⑴・⑵ （略）
⑴・⑵ （略）
⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利
⑶ 次のいずれにも適合すること。ただし、利用者の状況や利
用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護
用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護
支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護費
支援専門員が、緊急に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（以下この号に
を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護（以下この号に
おいて「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。）を
おいて「短期利用認知症対応型共同生活介護」という。）を
受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画（法
受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画（法
第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。）に
第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。）に
おいて位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活
おいて位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)
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じ ょく そう

介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の
処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡の規定にかかわ
らず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する
共同生活住居ごとに定員を超えて、短期利用認知症対応型共
同生活介護を行うことができるものとする。
㈠・㈡ （略）
⑷～⑹ （略）
ニ （略）
三十二・三十三 （略）
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 （略）
ロ 医療連携体制加算 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・⑵ （略）
⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに
該当する状態の利用者が一人以上であること。
㈠ （略）
㈡ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
㈢ 中心静脈注射を実施している状態
㈣ 人工腎臓を実施している状態
㈤ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定
を実施している状態
㈥ 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
㈦ （略）
㈧ 褥瘡に対する治療を実施している状態
㈨ 気管切開が行われている状態
⑷ （略）
ハ （略）
三十五～三十七 （略）
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
(Ⅱ)

介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の
処遇に支障がない場合にあっては、㈠及び㈡の規定にかかわ
らず、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する
共同生活住居の定員の合計数を超えて、短期利用認知症対応
型共同生活介護を行うことができるものとする。
㈠・㈡ （略）
⑷～⑹ （略）
ニ （略）
三十二・三十三 （略）
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 （略）
ロ 医療連携体制加算 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・⑵ （略）
⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに
該当する状態の利用者が一人以上であること。
㈠ （略）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
㈡ （略）
（新設）
（新設）
⑷ （略）
ハ （略）
三十五～三十七 （略）
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
(Ⅱ)
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準
準
イ （略）
イ （略）
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経
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
過的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
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
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
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
活介護の施設基準
の施設基準
⑴ （略）
⑴ （略）
⑵ 経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所
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
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
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
入所者生活介護の施設基準
生活介護の施設基準
ａ～ｃ （略）
ａ～ｃ （略）
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 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
に厚生労働大臣が定める基準
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
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又
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
は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者
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
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
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
所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
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
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。）
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
（同号イ⑶ を満たすものに限る。）の入居者に対して行われ
ものであること。
るものであること。
ニ 経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
ニ 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
護費又は経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設
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
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
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
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
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（令和三年改正省令による改正前の指
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
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
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
たすものに限り、指定地域密着型サービス基準第百六十条第一
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
項第一号イ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。
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(ⅱ)

(ｉ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)
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四十 （略）
四十 （略）
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
日常生活継続支援加算に係る施設基準
日常生活継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 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
人福祉施設入所者生活介護の施設基準
⑴・⑵ （略）
⑴・⑵ （略）
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
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。ただし、次に掲げ
その端数を増すごとに一以上であること。
る規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常
勤換算方法で、入所者の数が七又はその端数を増すごとに一
以上であること。
ａ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資す
（新設）
る機器（以下「介護機器等」という。）を複数種類使用し
ていること。
ｂ 介護機器等の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護
（新設）
支援専門員その他の職種の者が共同して、アセスメント（
入所者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むこ
とができるように支援する上で解決すべき課題を把握する
ことをいう。）及び入所者の身体の状況等の評価を行い、
職員の配置の状況等の見直しを行っていること。
ｃ 介護機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保
（新設）
並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、
かつ、介護機器等を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の
職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を
行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
ⅰ 入所者の安全及びケアの質の確保
ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
ⅲ 介護機器等の定期的な点検
ⅳ 介護機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修
（略）
⑷ （略）
⑷

(Ⅰ)

(Ⅰ)
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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
又は経過的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していること。
⑵ （略）
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 （略）
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又は
経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護費を算定していること。
⑵ （略）
ハ・ニ （略）
四十三～四十四の二 （略）
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
看取り介護加算に係る施設基準
イ 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
取り介護加算 に係る施設基準
⑴・⑵ （略）
⑶ 医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、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直しを行うこと。
⑷・⑸ （略）
ロ （略）
四十五の二 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にお
ける安全対策体制加算に係る施設基準
イ 指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項に規定する
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

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
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
活介護費を算定していること。
⑵ （略）
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 （略）
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
護費を算定していること。
⑵ （略）
ハ・ニ （略）
四十三～四十四の二 （略）
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
看取り介護加算に係る施設基準
イ 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
取り介護加算 に係る施設基準
⑴・⑵ （略）
⑶ 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
針の見直しを行うこと。
⑷・⑸ （略）
ロ （略）
（新設）
(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)
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基準に適合していること。
ロ 指定地域密着型サービス基準第百五十五条第一項第四号に規
定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けている
こと。
ハ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設内に安全管理部門を設
置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること
。
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 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
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５に
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
係る施設基準
（略）
（略）
四十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
四十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
イ～ハ （略）
イ～ハ （略）
ニ 経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費を算定すべ
ニ ユニット型経過的小規模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
き指定介護福祉施設サービスの施設基準
⑴・⑵ （略）
⑴・⑵ （略）
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 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
る基準
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
ハ ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小
ハ ユニット型介護福祉施設サービス費 又はユニット型経過的
規模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
小規模介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施
サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
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
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
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
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
り読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）
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。
）の入居者に対して行われるものであること。
ニ 経過的ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニッ
ニ ユニット型介護福祉施設サービス費 又はユニット型経過的
ト型小規模介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福
小規模介護福祉施設サービス費 を算定すべき指定介護福祉施
祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)
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ユニットに属する居室（令和三年改正省令による改正前の指
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、指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号
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 （略）
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又は経過的地域
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
祉施設サービス費又は小規模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又は経過的
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
」とあるのは「ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユ
ニット型小規模介護福祉施設サービス費」と読み替えるものとす
る。
五十一～五十四の二 （略）
五十四の三 指定介護福祉施設サービスにおける安全対策体制加算
に係る施設基準
イ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項に規定する基準
に適合していること。
ロ 指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項第四号に規定す
る担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること
。
ハ 当該指定介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織
的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
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
(ⅱ)

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
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。

五十一～五十四の二
（新設）

（略）

四十九 （略）
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又は経過的地域
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
祉施設サービス費又は小規模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」とあ
るのは「ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型小規
模介護福祉施設サービス費」と読み替えるものとする。

(ｉ)

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
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(ⅱ)

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～㈤ （略）
㈥ 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり
、当該施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対
し、入所者に対するリハビリテーションの目的に加えて、
リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを
得ずリハビリテーションを中止する際の基準、リハビリテ
ーションにおける入所者に対する負荷等のうちいずれか一
以上の指示を行うこと。
㈦ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること
。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
Ａ～Ｄ （略）
Ｅ 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション
、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション
及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護につ
いて、当該施設（当該施設に併設する病院、診療所、
介護老人保健施設及び介護医療院を含む。）において
全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二
種類のサービスを実施している場合であって訪問リハ
ビリテーションを実施しているときは三、いずれか二
種類のサービスを実施している場合であって訪問リハ
ビリテーションを実施していないときは一、いずれか
一種類以下であった場合は零となる数
Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた
(ⅲ)

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
は を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
㈠～㈤ （略）
（新設）

(Ⅰ)

又

(ⅰ)

㈥ 次に掲げる算式により算定した数が二十以上であること
。
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に
定めるとおりとする。
Ａ～Ｄ （略）
Ｅ 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション
、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション
及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護につ
いて、当該施設（当該施設に併設する病院、診療所、
介護老人保健施設及び介護医療院を含む。）において
全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二
種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一
種類のサービスを実施している場合は二、いずれも実
施していない場合は零となる数

(ⅲ)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｆ 当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビ
リテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた
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(Ⅰ)

(ⅰ)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

数が五以上であり、かつ、リハビリテーションを担当
する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のいずれ
の職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数が〇・
二以上である場合は五、五以上の場合は三、五未満で
あり、かつ、三以上である場合は二、三未満である場
合は零となる数
Ｇ～Ｊ （略）
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 ⑴㈠から㈥までに該当するものであること。
㈡ ⑴㈦に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
こと。
㈢・㈣ （略）
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～㈢ （略）
㈣ ⑴㈠及び㈡に該当するものであること。
⑷～⑹ （略）
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 又は経過的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
㈠ イ⑴㈠及び㈢から㈦までに該当するものであること。
㈡ （略）
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 又は経過的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
⑴㈡並びにイ⑴㈠、㈢から㈥まで及び⑵㈡から㈣までに該
当するものであること。
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
⑶

(ⅳ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅱ)

数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三
以上である場合は三、三未満である場合は零となる数

(ｉ)
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(ⅳ)

Ｇ～Ｊ （略）
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 ⑴㈠から㈤までに該当するものであること。
㈡ ⑴㈥に掲げる算定式により算定した数が六十以上である
こと。
㈢・㈣ （略）
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～㈢ （略）
㈣ ⑴に該当するものであること。
⑷～⑹ （略）
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及び㈢から㈥までに該当するものであること。
㈡ （略）
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
⑴㈡並びにイ⑴㈠、㈢から㈤まで及び⑵㈡から㈣までに該
当するものであること。
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
⑶

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅳ)

(ⅱ)

(ⅱ)

健施設サービス費又は経過的ユニット型介護保健施設サービ
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
ス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
スの施設基準
（略）
（略）
⑷ （略）
⑷ （略）
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
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経過的ユニット型介護保健施設サービ
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
ス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
スの施設基準
㈠・㈡ （略）
㈠・㈡ （略）
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
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経過的ユニット型介護保健施設サービ
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
ス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
スの施設基準
（略）
（略）
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 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
準
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
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
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
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、ユニット型介護
ス費 のユニット型介護保健施設サービス費 、ユニット型介
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
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
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
又はユニット型介護保健施設サービス費 のユニット介護保
施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスに係る別に
健施設サービス費 を算定すべき介護保健施設サービスに係る
厚生労働大臣が定める基準
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
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
第二項第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。）（
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
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
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
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
限る。）の入居者に対して行われるものであること。
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 の経過的ユニット型介
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
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
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
サービス費 の経過的ユニット型介護保健施設サービス費、ユ
ス費 のユニット型介護保健施設サービス費 、ユニット型介
ニット型介護保健施設サービス費 の経過的ユニット型介護保
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
(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(ｉ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(ｉ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅳ)
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(ｉ)

(ⅱ)

(ｉ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(Ⅲ)

(Ⅳ)

(ｉ)

(ｉ)

(ｉ)

健施設サービス費又はユニット型介護保健施設サービス費 の
経過的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（令和三年改正省令による改正前の
介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ⑶ を満たす
ものに限り、介護老人保健施設基準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。
五十七～六十一 （略）
六十一の二 介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係
る施設基準
イ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適
合していること。
ロ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担
当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。
ハ 当該介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に
安全対策を実施する体制が整備されていること。
六十二～六十五の二 （略）
六十五の三 指定介護療養施設サービスにおける安全対策体制加算
に係る施設基準
イ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項に規定する基
準に適合していること。
ロ 指定介護療養型医療施設基準第三十四条第一項第四号に規定
する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けているこ
と。
ハ 当該指定介護療養型医療施設内に安全管理部門を設置し、組
織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
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・ロ （略）
(ⅱ)

(Ⅳ)

（略）

（略）

又はユニット型介護保健施設サービス費 のユニット介護保
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。
五十七～六十一
（新設）

六十二～六十五の二
（新設）

(ｉ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅳ)

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・ロ （略）
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(ⅱ)

ハ 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、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 経過的ユニット型療養型介護療養施設サービス費 、 若し
くは 、経過的ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス
費、経過的ユニット型診療所型介護療養施設サービス費 、
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
の経過的ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費又
はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費 の経過的
ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費を算定すべき
指定介護療養施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基
準
ユニットに属する病室（令和三年改正省令による改正前の指
定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ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（これらの規定を指定居宅サービス基準改正
(Ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

ハ 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、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
(ｉ)

(ⅱ)

(ｉ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅴ)

(Ⅲ)

(Ⅵ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ｉ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(ⅱ)
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(Ⅱ)

(Ⅴ)

(Ⅲ)

(ｉ)

(Ⅵ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(ｉ)

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
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
(ｉ)

(Ⅲ)
(Ⅱ)
(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

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。
り読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）
）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
の入院患者に対して行われるものであること。
あること。
六十七 （略）
六十七 （略）
六十八 介護医療院サービスの施設基準
六十八 介護医療院サービスの施設基準
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービス
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービス
の施設基準
の施設基準
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
にも適合していること。
ａ～ｈ （略）
ａ～ｈ （略）
ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
、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。
上であること。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同し
ⅲ 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等
て、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、
の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又は
入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得て
その家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケ
ターミナルケアが行われていること。
アが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
（新設）
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場
合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
こと。
こと。
ａ～ｄ （略）
ａ～ｄ （略）
ｅ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
ｅ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の十以
、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。
上であること。
(Ⅰ)

(Ⅰ)
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ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して
、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入
所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てタ
ーミナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
ａ・ｂ （略）
ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して
、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入
所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てタ
ーミナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場
合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
こと。
ａ （略）
ｂ 次のいずれにも適合していること。
ⅰ・ⅱ （略）
(Ⅱ)
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ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の
状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はそ
の家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケア
が行われていること。
（新設）

⑵ Ⅰ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
ａ・ｂ （略）
ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の
状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はそ
の家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケア
が行われていること。
（新設）

㈡ 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場
合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合している
こと。
ａ （略）
ｂ 次のいずれかに適合していること。
ⅰ・ⅱ （略）

(Ⅱ)

ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して
、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所
者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミ
ナルケアが行われていること。
ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話
し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の
関係者との連携の上、対応していること。
⑶ （略）
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービス
の施設基準
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
ａ～ｅ （略）
ｆ 医師が一般的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に対し、入所者本人及び
その家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を
基本に、他の関係者との連携の上、入所者等又はその家
族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係
る計画を作成し、医師、看護職員、介護職員、管理栄養
士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に
応じ随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同
意を得てターミナルケアを行う体制であること。
㈡ （略）
⑵・⑶ （略）
(Ⅰ)
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ｃ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち
、次のいずれにも適合する者の占める割合が百分の五以
上であること。
ⅰ・ⅱ （略）
ⅲ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者等の
状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又はその
家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行
われていること。
（新設）

⑶ （略）
ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービス
の施設基準
⑴ Ⅱ型介護医療院サービス費 を算定すべき介護医療院サー
ビスの施設基準
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医
療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれ
にも適合していること。
ａ～ｅ （略）
ｆ 医師が一般的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に対し、入所者等又はそ
の家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケア
に係る計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が共同
して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入
所者等又はその家族への説明を行い、同意を経てターミ
ナルケアを行う体制であること。

㈡ （略）
⑵・⑶ （略）

(Ⅰ)

ハ～ホ （略）
ハ～ホ （略）
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療
ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療
院サービスの施設基準
院サービスの施設基準
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介
⑴ ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介
護医療院サービスの施設基準
護医療院サービスの施設基準
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介
護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次
護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次
に掲げる規定のいずれにも適合していること。
に掲げる規定のいずれにも適合していること。
ａ イ⑴㈠ａからｅまでに該当するものであること。
ａ イ⑴㈠ａ、ｂ、ｄ及びｅ並びにイ⑴㈠ｂに該当するも
のであること。
ｂ （略）
ｂ （略）
㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サ
㈡ 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サ
ービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適
ービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適
合していること。
合していること。
ａ イ⑴㈠ａ、ｂ及びｅ並びにイ⑴㈡ｂに該当するもので
ａ イ⑴㈠ａ、ｂ、ｄ及びｅ並びにイ⑴㈡ｂに該当するも
あること。
のであること。
ｂ （略）
ｂ （略）
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介
⑵ ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介
護医療院サービスの施設基準
護医療院サービスの施設基準
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介
㈠ 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介
護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次
護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次
に掲げる規定のいずれにも適合していること。
に掲げる規定のいずれにも適合していること。
ａ ロ⑴㈠ａからｄまでに該当するものであること。
ａ ロ⑴㈠ａ、ｂ及びｄ並びにロ⑴㈡ｂに該当するもので
あること。
ｂ （略）
ｂ （略）
㈡ （略）
㈡ （略）
六十八の二 介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める 六十八の二 介護医療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める
基準
基準
イ・ロ （略）
イ・ロ （略）
ハ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 のユニット型Ⅰ型介
ハ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 のユニット型Ⅰ型介
護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サービ
護医療院サービス費 若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サー
(Ⅰ)

(ｉ)

(Ⅰ)
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ス費 のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ
ビス費 のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 、ユニット
型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス
型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サー
費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型
ビス費 又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニ
Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介
ット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費 若しくはユニット型Ⅱ
護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス
型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス
費に係る別に厚生労働大臣が定める基準
費 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（介護医療院基準第四十五条第二項
ユニットに属する療養室（同号イ⑶ を満たすものに限る。
第一号イに掲げる療養室をいう。ニにおいて同じ。）（同号イ
）の入居者に対して行われるものであること。
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。
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 の経過的ユニット型
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 のユニット型Ⅰ型介
Ⅰ型介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院
護医療院サービス費 若しくはユニット型Ⅰ型介護医療院サー
サービス費 の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、
ビス費 のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費 、ユニット
ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型
型Ⅱ型介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型介護医療院サー
介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サー
ビス費 又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニ
ビス費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若し
ット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費 若しくはユニット型Ⅱ
くはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費の経過的ユニッ
型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医療院
ト型Ⅱ型特別介護医療院サービス費に係る別に厚生労働大臣が
サービス費 に係る別に厚生労働大臣が定める基準
定める基準
ユニットに属する療養室（令和三年改正省令による改正前の
ユニットに属する療養室（介護医療院基準第四十五条第二項
介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶ を満たすものに
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
限り、介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ⑶を満たすも
除く。）の入居者に対して行われるものであること。
のを除く。）の入居者に対して行われるものであること。
六十八の三・六十八の四 （略）
六十八の三・六十八の四 （略）
六十八の五 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する 六十八の五 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（平成十二年厚生省告示第二十一号）別表指定施設サービス
基準（平成十二年厚生省告示第二十一号）別表指定施設サービス
等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷まで
等介護給付費単位数表の介護療養施設サービスのイ⑴から⑷まで
の注 ロ、ロ⑴及び⑵の注 ロ又はハ⑴から⑶までの注 ロに掲
の注 ロ、ロ⑴及び⑵の注 ロ又はハ⑴から⑶までの注８ロに掲
げる者が入院する病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条
げる者が入院する病院又は診療所が、介護医療院基準附則第二条
に規定する転換を行って介護医療院を開設し、当該者が当該介護
に規定する転換を行って介護医療院を開設し、当該者が当該介護
医療院の従来型個室に入所している場合の当該者に対する介護医
医療院の従来型個室に入所している場合の当該者に対する介護医
16

(Ⅱ)

(Ⅱ)

13

(Ⅰ)

(ⅱ)

11

(ｉ)

13

(ⅱ)

(ⅱ)
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(ｉ)

(ⅱ)

(ｉ)

(ｉ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ｉ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

10

(Ⅰ)

(ｉ)

療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
（略）
六十八の六 （略）
六十八の七 介護医療院サービスにおける安全対策体制加算に係る
施設基準
イ 介護医療院基準第四十条第一項に規定する基準に適合してい
ること。
ロ 介護医療院基準第四十条第一項第四号に規定する担当者が安
全対策に係る外部における研修を受けていること。
ハ 当該介護医療院内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対
策を実施する体制が整備されていること。
六十九～七十一 （略）
七十一の二 指定介護予防居宅療養管理指導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居宅療養管理指導費のイ
⑴及び⑵の注４、ロ⑴から⑶までの注３、ハ⑴及び⑵の注５、ニ
⑴及び⑵の注３並びにホ⑴から⑶までの注３に係る施設基準
イ～ホ （略）
七十一の三～八十六 （略）

療院サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
（略）
六十八の六 （略）
（新設）

六十九～七十一 （略）
七十一の二 指定介護予防居宅療養管理指導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居宅療養管理指導費のイ
⑴及び⑵の注４、ロ⑴から⑶までの注３、ハ⑴及び⑵の注４、ニ
⑴から⑶までの注３並びにホ⑴から⑶までの注３に係る施設基準
イ～ホ （略）
七十一の三～八十六 （略）
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