るものとみなすことができる。
七～十二 （略）
十三 第一号から第十一号までの規定は、前号に規定する介護予
防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

ロ 第百四十二条において準用する第百四条に規定する訓練に
ついては、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間におい
て行うこと。
ハ （略）
２～８ （略）

六～十一 （略）
十二 第一号から第十号までの規定は、前号に規定する介護予防
通所リハビリテーション計画の変更について準用する。

（設備及び備品等）
第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用
者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火
建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九
号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければな
らない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又
は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっ
ては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物を
いう。以下同じ。）とすることができる。
一 （略）
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げ
る要件の全てを満たすこと。
イ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄
する消防長（消防本部を設置しない市町村にあっては、市町
村長。以下同じ。）又は消防署長と相談の上、第百四十二条
において準用する第百四条に規定する計画に利用者の円滑か
つ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

（設備及び備品等）
第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用
者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火
建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九
号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければな
らない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又
は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっ
ては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物を
いう。以下同じ。）とすることができる。
一 （略）
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げ
る要件の全てを満たすこと。
イ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄
する消防長（消防本部を設置しない市町村にあっては、市町
村長。以下同じ。）又は消防署長と相談の上、第百四十二条
において準用する第百二十条の四に規定する計画に利用者の
円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めるこ
と。
ロ 第百四十二条において準用する第百二十条の四に規定する
訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間
において行うこと。
ハ （略）
２～８ （略）
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（内容及び手続の説明及び同意）
第百三十三条 （略）
２ 第四十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定に
よる文書の交付について準用する。

（内容及び手続の説明及び同意）
第百三十三条 （略）
２ 第八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書
の交付について準用する。

（新設）

（定員の遵守）
第百三十九条 （略）
（新設）

（衛生管理等）
第百三十九条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用
者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい
て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければ
ならない。
２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短
期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しな
いように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（記録の整備）
第百四十一条 （略）

（定員の遵守）
第百三十九条 （略）
２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支
援等基準第二条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予防短期
入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サ
ービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所
生活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、前項の規定にかかわらず、前
項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防
短期入所生活介護を行うことができるものとする。

（記録の整備）
第百四十一条 （略）
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（設備及び備品等）
第百五十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を

（準用）
第百四十二条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九
条の九、第四十九条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第
五十条の三、第五十二条、第五十三条の四から第五十三条の十一
、第百二十条の二及び第百二十条の四の規定は、指定介護予防短
期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第
五十三条の四中「第五十三条」とあるのは「第百三十八条」と、
「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所
生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項中「介護予防通所リ
ハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介
護従業者」と読み替えるものとする。

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定
介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録
を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 （略）
二 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提
供した具体的なサービスの内容等の記録
三 （略）
四 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通
知に係る記録
五 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情
の内容等の記録
六 次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故
の状況及び事故に際して採った処置についての記録

（設備及び備品等）
第百五十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を

（準用）
第百四十二条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第
十九条、第二十一条、第二十三条、第三十条から第三十六条まで
、第五十二条、第百二条、第百四条及び第百五条の規定は、指定
介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合に
おいて、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百三十八条」
と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従
業者」と、第百二条第三項及び第百四条中「介護予防通所介護従
業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替
えるものとする。

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定
介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録
を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 （略）
二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具
体的なサービスの内容等の記録
三 （略）
四 次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知
に係る記録
五 次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内
容等の記録
六 次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状
況及び事故に際して採った処置についての記録
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（準用）
第百五十九条 第百三十三条、第百三十四条、第百三十六条、第百
三十七条、第百三十九条の二、第百四十条から第百四十二条（第
百二十条の二の準用に係る部分は除く。）までの規定は、ユニッ
ト型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。こ
の場合において、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とある

行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者
」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介
護予防短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日
常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物
でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満た
す二階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活
介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる
。
一 （略）
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げ
る要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の
所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百五十
九条において準用する第百四十二条において準用する第百二
十条の四に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確
保するために必要な事項を定めること。
ロ 第百五十九条において準用する第百四十二条において準用
する第百二十条の四に規定する訓練については、同条に規定
する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ （略）
２～８ （略）

（準用）
第百五十九条 第百三十三条、第百三十四条、第百三十六条、第百
三十七条、第百四十条から第百四十二条（第百二条の準用に係る
部分は除く。）までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所
生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十
三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百五十六条」と、

行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者
」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介
護予防短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日
常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物
でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満た
す二階建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活
介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる
。
一 （略）
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げ
る要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の
所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百五十
九条において準用する第百四十二条において準用する第百四
条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する
ために必要な事項を定めること。
ロ 第百五十九条において準用する第百四十二条において準用
する第百四条に規定する訓練については、同条に規定する計
画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ （略）
２～８ （略）
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（従業者の員数）
第百八十条 （略）
２・３ （略）
４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律
に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必
要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短

（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設）
第百七十九条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期
入所生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護
予防短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準
該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を
行う事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」
という。）は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（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
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。）第十
三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう
。）若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定
地域密着型介護予防サービス基準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所をいう。）又は社会福
祉施設（以下「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」と
いう。）に併設しなければならない。

のは「第百五十六条」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号
から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十九条にお
いて準用する次条」と読み替えるものとする。

（従業者の員数）
第百八十条 （略）
２・３ （略）
４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律
に規定する指定介護予防通所介護事業所等として必要とされる数
の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介

（指定介護予防通所介護事業所等との併設）
第百七十九条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期
入所生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護
予防短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準
該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を
行う事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」
という。）は、指定介護予防通所介護事業所、指定介護予防認知
症対応型通所介護事業所（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。）第十三条に規定する指定介護予防認知
症対応型通所介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指
定介護予防通所介護事業所等」という。）に併設しなければなら
ない。

第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「
次条」とあるのは「第百五十九条において準用する次条」と読み
替えるものとする。
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（指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携）
第百八十四条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準
該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防
認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整

（設備及び備品等）
第百八十三条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次
の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入
所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備
えなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介
護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知
症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生
活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防認知
症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防
短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居
室を除き、これらの設備を設けないことができる。
一～九 （略）
２～４ （略）

期入所生活介護従業者を確保するものとする。
５ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所
生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において
一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基
準第百四十条の二十七第一項から第四項までに規定する人員に関
する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし
ているものとみなすことができる。

（指定介護予防通所介護事業所等との連携）
第百八十四条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準
該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防
通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

（設備及び備品等）
第百八十三条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次
の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入
所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備
えなければならない。ただし、指定介護予防通所介護事業所等の
設備を利用することにより、当該指定介護予防通所介護事業所等
及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営
が可能であり、当該指定介護予防通所介護事業所等の利用者等及
び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇
に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないこと
ができる。
一～九 （略）
２～４ （略）

護従業者を確保するものとする。
５ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所
生活介護（指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定す
る基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが、
同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されてい
る場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の二十七
第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすこと
をもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこ
とができる。
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えなければならない。
（準用）
第百八十五条 第四十九条の三から第四十九条の七まで、第四十九
条の十、第四十九条の十三、第五十条の二、第五十条の三、第五
十二条、第五十三条の四から第五十三条の七まで、第五十三条の
八（第五項及び第六項を除く。）、第五十三条の九から第五十三
条の十一まで、第百二十条の二、第百二十条の四、第百二十八条
並びに第四節（第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く。）
及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業
について準用する。この場合において、第四十九条の十三中「内
容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項
の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費
の額」とあるのは「内容」と、第五十条の二中「法定代理受領サ
ービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基
準該当介護予防短期入所生活介護」と、第五十三条の四中「第五
十三条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百三十八
条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防
短期入所生活介護従業者」と、第百二十条の二第三項中「介護予
防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入
所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受領サ
ービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは
「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二
項」とあるのは「前項」と、第百三十九条第二項中「静養室」と
あるのは「静養室等」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号
から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十五条」
と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八十五条
において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百

らない。

（準用）
第百八十五条 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第
二十一条、第二十三条、第三十条から第三十三条まで、第三十四
条（第五項及び第六項を除く。）、第三十四条の二から第三十六
条まで、第五十二条、第百二条、第百四条、第百五条、第百二十
八条並びに第四節（第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く
。）及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の
事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、
当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定に
より利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」と
あるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該
当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防
短期入所生活介護」と、第三十条中「第二十六条」とあるのは「
第百八十五条において準用する第百三十八条」と、「訪問介護員
等」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二
条第三項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短
期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受
領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とある
のは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「
前二項」とあるのは「前項」と、第百四十一条第二項第二号及び
第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十
五条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八
十五条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは
「第百八十五条において準用する前条」と、第百四十八条中「医
師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとす
る。
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第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関す
る基準は、次のとおりとする。
一～三 （略）
四 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予
防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合
すること。
イ 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は
、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ロ・ハ （略）
２・３ （略）

（記録の整備）
第百九十四条 （略）
２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定
介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録
を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 （略）
二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具
体的なサービスの内容等の記録
三 （略）
四 次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知
に係る記録
五 次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内
容等の記録
六 次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状

第百八十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関す
る基準は、次のとおりとする。
一～三 （略）
四 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予
防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合
すること。
イ 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は
、利用者一人につき六・四平方メートルとすること。
ロ・ハ （略）
２・３ （略）

八十五条において準用する前条」と、第百四十八条中「医師及び
看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。

（記録の整備）
第百九十四条 （略）
２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定
介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録
を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 （略）
二 次条において準用する第四十九条の十三第二項に規定する提
供した具体的なサービスの内容等の記録
三 （略）
四 次条において準用する第五十条の三に規定する市町村への通
知に係る記録
五 次条において準用する第五十三条の八第二項に規定する苦情
の内容等の記録
次条において準用する第五十三条の十第二項に規定する事故
六
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