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別紙 2021年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療型短期入所サービスの拡充と安定的運営を実現

するための、報酬体系の設定の要望 補足資料

≪基本的状況≫

※医療型短期入所サービスが不足している現状

〇独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園実施 平成２４年度障害者総合福祉推進事業報告書

「地域における短期入所（ショートステイ）の利用体制の構築に関する調査について」

＜利用相談があったがサービスの利用に至らなかった理由＞

・定員がいっぱいで希望の日に入れられない ６１．３％

・利用者の心身の状況から対応できない ４０．１％

〇（株）みずほ情報総研実施 平成２７年度障害者支援状況等調査研究事業報告書

  「在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査」（平成２８年３月）

＜主な実施者の代わりにケアを依頼できる相手がいない理由＞

・対応が難しく、家族等以外ではケアの実施が難しいと考えられるため ３５．９％

・地域に依頼できる事業所や医療機関がないため ３４．４％

・その他～４２．１％（安心して依頼できる相手・相談先がない、どこに相談してよいかわからない、どのようなサービ

スがあるかわからない、訪問看護師に依頼しても人手不足や医療的ケアが必要であるために断られる等）

＜医療型短期入所を利用していない理由＞

・施設等がない／近隣にないため ２３．７％

・安心して預けられないため ２０．８％

・医療的ケアに対応して貰えない ９．９％

＜在宅での障害福祉サービスの対応状況や実施体制に対する満足度＞

・満足 ７．０％         ・やや満足 ２８．２％

・やや不満 ３１．９％     ・不満 ２４．０％

〇医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）等の地域生活支援策に係る調査報告書（大阪府障がい者自立支援

協議会重症心身障がい児者地域ケアシステム検討部会 ２０１１)

・家族が地域で安心して在宅生活を継続するために必要としているサービスは、レスパイトを含むショートステイの

  増加であった。

〇国立成育医療研究センターもみじの家では、利用申込が定員を上回るため、毎月およそ２０～５０家族の希望を

断っている。（参考資料①）
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※家族の介護負担感など   

〇重症心身障害のある超重症児（者）と母親の生活の実態及び生活の質に関する調査研究（研究代表：帝京科学

大学 加藤洋子／平成２９年８月３１日）

・母親の負担は「限界」になり、睡眠時間を確保し健康を維持しなければ継続したケアが困難となっている。

・医療的ケアがあると受け入れてくれるサービス事業所が少なく、放課後等児童デイサービスや卒業後の通所サー

ビスが利用困難となっている。

・６４％の母親が可能な限り在宅生活を続けたいと思っているが、３６％の人が困難と感じていた。それは９５％の人  

  が介護による疲労が「限界」に達していると訴えているように、過酷な介護の実態があるからと考えられる。

・医療依存度の高い超重症児（者）、準超重症児（者）の母親の健康を維持することが在宅医療の継続に繋がり、家

  族全体の生活の質を維持・向上させるために重要である。

〇平成２７年度厚生労働省社会・援護局委託事業「医療的ケアが必要な子どもに関する調査」速報値

＜介護生活に当たっての介護者の負担感（約７割以上の回答項目）＞

・介護、見守りのための時間的拘束

・医療的ケアの実施      ・夜間の介護

〇障害児の母親に対する支援（立教大学コミュニティ福祉学紀要第８号 ２００６年／須田真侑子、坂田周一）

・障害は人を区別するカテゴリーではなく属性のひとつであると考えれば、地域の中でさまざまな人とかかわりなが

  ら生活することが自然なあり方である。そのような生活が難しいために、孤立感や負担を感じるようになるのである。

・子どもの世話を安心して委託することができ、かつ、様々な人とかかわる機会を作ることのできる方策が望ましい。

・母親の負担を軽減するためには、子どもの世話から母親が一時的に解放されることが必要になることが示唆され

  た。そして母親の社会参加の機会を作り、母親が肯定的な自己概念をもち、地域社会の一員であることを確認で

  きることが必要である。

〇医療的ケアを要する児童生徒の保護者のレスパイトとＱＯＬ（生活の質）に関する調査（東京大学大学院医学系研

  究科健康科学・看護学専攻家族看護学分野／研究責任者：上別府圭子）

・医療的ケアを要する児童生徒の保護者の「身体的・精神的・社会的健康度」は、いずれも国民標準値（５０点）に

  比べて優位に低く、「社会的健康度」が特に低く（３７．８点）なっていた。（社会的健康度の低さは、仕事や家事な

  どの普段の活動をするときに問題を感じたり、友人や親せき等との付き合いが妨げられているように感じているこ

  とを示している）

・（準）超重症児（超重症児スコア１０点以上）の保護者は、超重症児スコア１０点未満の児童生徒の保護者に比べ

  て、「身体的健康度」が優位に低く、保護者の活力や疲労など身体的な面に影響していることが分かった。

・医療的ケアを要する児童生徒に授業中の付添をしている保護者は、付添をしていない保護者に比べて「身体的

  健康度」と「社会的健康度」が有意に低くなっていた。学校での付添による肉体的な疲労や社会活動の制限によ

  る影響が考えられる。

・公的サービス・学校内での医療的ケア・他の家族の支援によるレスパイトを足し合わせた時間が、月６０時間以上

  の保護者は、月６０時間未満の保護者よりも「社会的健康度」が有意に高くなっていた。

〇障害児をもつ母親の子育てと就労に対する意識調査（ＹＭＣＡ健康福祉専門学校：原田放子ら）

・就労中の母親は、時間に追われるものの、精神的に安定し、母子癒着に陥ることなく、子どもの存在や成長を客

  観視している。これに対して専業主婦として子育てに従事している母親は、子育てと仕事の両立はとても難しいと

  考えている。子育ての役割期待に応えようとする感情と就労欲求との間で葛藤状況が認められる。性別分業意識

  と経済的困難の狭間に立たされた障害児の母親の苦悩は深刻なものがある。
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〇「医療型短期入所施設における医療的ケア児および家族のＱＯＬ調査研究」（国立成育医療研究センターと

ＮＰＯ法人ASridの共同研究／2020年 5月27日）

・医療型短期入所サービスを利用することにより、「親が評価する医療的ケア児のＱＯＬが上昇し、自尊感

情（自己肯定感）が有意に増加することが確かめられている。

≪要望１ ◎医療型短期入所サービス費の基本報酬の増額   ◎特別重度支援加算の増額

       ◎有床診療所での短期入所における看護師配置への配慮 関連 ≫

〇重症心身障害児者では、この図のように、筋緊張亢進、睡眠障害、てんかん発作、胃食道逆流・逆流性食道炎、

呼吸障害などの合併症が、相互関係し、悪循環となりやすい。短期入所などの環境変化により、この悪循環が急

激に悪化しやすい。

                                     

図

脳性麻痺を中心とした重症心身障害児者に

おけるおもな合併症とその相互関係

  （舟橋満寿子．重症心身障害児の日常生活での

健康管理．江草安彦（監），重症心身障害療育

マニュアル．第２版、医歯薬出版．2005；207-212

より引用．一部改変）

〇日本医師会「平成２８・２９年度小児在宅ケア検討委員会報告書」

短期入所について、「重症児者や医療的ケア児者の家族が最も望む支援の一つであり、今後小児在宅医療を推

進するにあたって必要不可欠な支援である。増加しつつある在宅医療児者に対して、現状では短期入所の地域資

源が絶対的に不足状態にあると考えられる」と指摘している。

その背景として、同報告書は「報酬が非常に低く抑えられている」ことを挙げ、医療的ケア児者の短期入所・レスパ

イト入院を「医療制度または障害福祉制度の中できちんと位置づけ、統一した条件と報酬体系を設定すべきである」

と提言している。

〇日本医師会「令和元年度小児在宅ケア検討委員会答申」

「一定レベル以上の重症度の医療的ケア児者については、在宅医が在宅での療養を維持継続できないと判断し

た場合には、入院の適用を認めるべきである。それがかなわない時は、重症度の医療的ケア児者の病院の医療型

短期入所の報酬を引き上げる」ことを提案している。

〇障害児入所施設の機能強化をめざして ― 厚生労働省 障害児入所施設の在り方に関する検討会報告書 ―

（令和２年２月１０日）

＜短期入所を活用した支援について＞

・障害児が在宅生活を送る上で家族のレスパイト等を考えたとき、短期入所は欠かせない支援である。特に医療を

  必要とする障害児は利用できる事業所が地域によっては限られていることから、医療型障害児入所施設が実施す

  る短期入所の役割は大きいと考えられる。

・短期入所のニーズを踏まえると身近な地域で利用できる短期入所が必要であり、障害児入所施設以外の医療機

  関が行う短期入所の取組の拡充も期待される。

・短期入所は単に家族のレスパイト利用だけに止まらず、障害児の育ちの保障とその家族が安心して豊かな生活
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  が送ることができるよう家族全般のニーズを把握し、サービスをマネジメントする必要がある。そのためには施設単

  位で補うのではなく、障害児の状態像に応じて対応できる福祉型・医療型短期入所が地域の中で計画・運営され

  るよう、次期障害児福祉計画の中で明示すべきである。

・また、医療型短期入所を必要とする障害児については ニーズが多様化しており、健康面や生活面で個々に応じ

  た適切な対応が望まれるため、体制を整備するうえでも報酬の見直しも必要である。

〇日本重症心身障害福祉協会提出 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等より

＜超重症児・準超重症児のみが入所している病棟での経費試算（参考資料②）＞

・一人１日あたり少なくとも４３，４００円の経費が必要

〇国立成育医療研究センターもみじの家の平成３０年度実績より試算

・一人１日あたり約５７，３８８円の経費が必要

（＝総支出 192,192,488 円÷年間延べ利用日数 3,349 日）

≪要望２ ◎日中活動（保育・療育、リハビリ）への加算 関連≫

〇日本医師会「令和元年度小児在宅ケア検討委員会答申」

「医療型短期入所において、保育士の配置によって児の発育を促すようなプログラムを実施した場合には、加算を

付ける」ことを提案している。

〇「社会的不利や健康・発達の問題が３，４歳で保育園・幼稚園等に通っていないことと関連－約４万人を対象とし

た全国調査の分析から－」（北里大学医学部公衆衛生学講師：可知悠子／報道発表２０１９年３月２７年）

・アメリカの経済学者ヘックマンによると、質の高い幼児教育は、低社会階層の家庭の子どもの非認知能力（社会

  性や忍耐力など）を伸ばすことで、成人後の経済状況を改善する効果が期待されている。

・４歳では、出生週数が３７週以降の正規産と比較して、３６週未満の早産では、未就園の可能性が２倍高い。３歳

  でも同様の傾向が見られた。

・３歳では、先天性疾患がない場合と比べ、ある場合では未就園の可能性が１．４～１．５倍高い。

・早産や先天性疾患は直接、未就園と関連している可能性に加え、それらが発達の遅れと関連し、発達の遅れが

  未就園と関連している可能性もある。
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・政策提言「健康や発達に問題を抱えている子どもたちも幼児教育を受けられるよう、障害児保育を充実すべきで

  はないか」

〇「医療的ケア児に関する保育ニーズ調査」（福岡市こども未来局／平成３１年２月）

＜お子さんの教育・保育・療育等に関して、求めるサービス＞

・保育施設（保育所等）での医療的ケアの提供体制の整備 ５５．７％

・児童発達支援施設又は事業所での専門的な療育体制の充実 ５２．９％

〇短期入所施設における新たな家族支援の現状と課題（日本小児科学会雑誌 123 巻 11 号 1640-1647 2019/国立

成育医療研究センター神経内科：鈴木智、久保田雅也）

・短期入所施設を利用する際に、利用者本人が納得し、満足して入所期間を過ごせるように配慮することは、本人

  のためのみならず子どもを施設に預けることに対して介護者が少なからず抱く罪悪感を軽減しうる。家族の肉体的

  負担の軽減のみならず精神的負担の軽減にも寄与しうる有益な取り組みである。

〇短期入所利用に関するアンケート（仙台エコー医療療育センター／令和元年）

＜当センターの短期入所を利用するにあたり、どのようなサービスを希望されますか＞

・日中活動への参加 ７３％       ・リハビリ訓練 ５２％

〇重症心身障害児に対し音楽を用いることで見られた反応の変化とその意義（作業療法 19:327～337,2000／斎藤

恭子ら）

＜重症心身障害児に音楽を用いることの影響＞

・喜びの表現の増加、人との関わりや活動参加への能動性の発現、物を持ち続けていることの出現または増加、自

  己刺激（指吸い）の中断の増加、新たな要求表現の出現（下肢をばたばたさせる）、大きい声を出すことの出現、

  対象に顔を向けることの増加、手の能動的動きの増加

・重症心身障害児に音楽を用いることの意義として、人と関わり楽しく遊ぶ体験を与えること、またこれ以外に作業  

  療法分野以外の場でもコミュニケーションや活動の種類を増やす機会を作ることが考えられた。

〇座位保持機能未獲得な重症心身障害児の姿勢と感覚遊び刺激に対する反応（作業療法 11:358～365,1992／岩

間孝暢ら）

＜重症児が抱える問題＞

①抗重力的姿勢（座位姿勢）保持機能の未発達

②そのため、従重力的姿勢（臥位姿勢）に長期間置かれる

③抗重力的姿勢に比べると、環境的刺激の入力が極端に少ない状況が作られる

④その結果、自己刺激が主要な刺激源となりやすく、発達とともに自己刺激的行動が常同行為として習慣化されや

   すい

⑤習慣化された常同行為によって、環境的刺激がさらに入力されにくくなるという悪循環に陥りやすい

・対策としては、重症児を取り巻く上述のような悪循環を断ち切るために、まず姿勢の改善を行い、正常運動発達を

  促すことが重要であると思われる。

・積極的な座位姿勢の提供と、子どもが外界に対して働きかけを起こすように促す、最適な玩具を用いた遊び刺激

  の組み合わせを提供することが重要であると考える。

・そして、このような環境の設定が、治療的介入の一つであると位置づけられる。

＜考察＞

①臥位姿勢に比べ、座位姿勢の方が玩具を用いた遊び刺激への反応性が高いことがわかった。

②無刺激状態に比べ、５種の玩具を用いた遊び刺激のある方が反応性が高い。特に、第２次循環反応（自己の操

   作可能な環境内の対象物に、同じ効果がもたらされるような行動を繰り返し行い始める）と思われる反応を引き出

   す玩具を用いた遊びが有効であった。
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③姿勢と玩具を用いた遊びの刺激の組み合わせによって、より効果的に反応を引き出せることがわかった

〇「医療型短期入所施設における医療的ケア児および家族のＱＯＬ調査研究」（国立成育医療研究センターと

ＮＰＯ法人ASridの共同研究／2020年 5月27日）

・短期入所サービス利用中の遊び・学びの活動の充足度の高さは、「親が評価する医療的ケア児のＱＯＬの

上昇」に寄与することが明らかになった。

≪要望 3 ◎超重症児者等入浴対応加算の新設 関連≫

〇「入浴に関する世論調査」（時事通信社／２００４年）

・毎日風呂に入る日本人 77.2％

・週に２回以下 6.3％

〇短期入所利用に関するアンケート（仙台エコー医療療育センター／令和元年）

＜当センターの短期入所を利用するにあたり、どのようなサービスを希望されますか＞

・入浴 ７５％

〇社会福祉法人キャンバスの会 平成３０年度実績より

＜入浴に関する費用＞

・月額２７７，８３９円／入浴１回あたり１，５１０円（入浴利用者 月平均１８４人）

  ※バスタオルなどのリネン経費、浴槽等の保守管理費、減価償却分は含まない

〇人工呼吸器装着中の子どもの清潔ケア（小児看護第２４巻第５号２００１年５月／滋賀県立小児保健医療センター

看護師：山田裕美）

＜入浴の効果＞

①皮膚を清潔にする

乳幼児は新陳代謝が盛んで発汗が多い上、人工呼吸器装着中の患児、ＭＲＳＡ感染者は分泌物が多く口角より流

れ出ることにより、皮膚汚染しやすい状態である。このため、入浴により皮膚が清潔に保たれ、皮膚状態が良好に保

たれた。

②心身の疲労や緊張を除く

入浴を施行することで、閉眼する、心拍数が安定しているなど、児がリラックスする状況がみられた。

③血液の循環、新陳代謝、各臓器の機能を増進させる

入浴による加湿効果で、排痰が促せた。また、重症児であるため循環障害があるが、循環をよくし体温上昇を認めた。

④筋肉軟部組織や関節の拘縮などを和らげる

関節の拘縮があり、また、触れることに対し過敏に反応し緊張が入りやすい児であっても、入浴により関節の拘縮を

和らげることができた。

〇長期人工呼吸器管理下にある重症心身障害児の入浴（東京都立北療育医療センター：高野和子・三好晶子・小

出祐美）

・呼吸障害を持つ重障児は入浴により筋緊張が緩和され、安定した呼吸につながる。

・長期人工呼吸器管理下にある重障児にとっての入浴は、清潔を図ることばかりでなく、より安全・安楽な入浴方法

  の確立により、患児のＱＯＬを高めることにつながると考える。

〇人工呼吸管理の必要な脊髄性筋萎縮症児の入浴介助（小児看護第２８巻第１１号２００５年１０月／田村晃ら）

・入浴を施行することで、心身の疲労や緊張をやわらげ、患児のリラックスをはかる、すなわち、人工呼吸管理中の

  重症児にも、入浴のリラックス効果が期待できるといえる。
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・安全で安楽な入浴方法の確立により、患児と家族のＱＯＬ向上、そしてスタッフの医療的ケアの質の向上が得ら

  れると思われる。

〇『「超重症児」の在宅生活での入浴習慣の実際を知る～介護当事者の視点からの研究～＜ＳＭＡ：脊髄性筋萎縮

症Ⅰ型篇＞』（代表研究者：大泉江里）

＜入浴習慣をどのように位置付けているか＞

・「リラックス・リフレッシュ（81.8％）」「排痰ケア＝加湿により痰を排出しやすくする（36.4％）」に加え、コミュニケーシ

  ョンが約３割、学習の機会や浮力で体を浮かせることができるためリハビリテーションの機会という回答もあり、単

  なる身の清潔ということ以上に、それぞれの生活の中で多様に位置づけがなされていることを確認している。

〇人工呼吸器を装着した状態での入浴介助（難病と在宅ケアＶｏｌ．１１ Ｎｏ．１ 2005.4/独立行政法人長崎神経医

療センター神経内科 福留隆泰・看護師 藤戸麻由）

＜入浴の効果・効能＞

（１）循環の促進     （２）新陳代謝の亢進   （３）呼吸運動の活発化

（４）筋肉の負荷を軽減し疲労回復や関節可動域を拡大する、などがあげられている。

＜入浴中の人工呼吸器使用に対する不安＞

・８１％の介護者が人工呼吸器を使用することに不安を感じていた。

〇『「超重症児」の在宅おふろ事例集＜ＳＭＡ：脊髄性筋萎縮症Ⅰ型篇＞』（代表研究者：大泉江里）

＜幼児期の段階から気管切開や在宅人工呼吸療法の適用となる場合が多いＳＭＡⅠ型児の入浴ケアは、以下の

点で困難を伴う＞

・気管切開による首の穴に水を入れない   ・呼吸の安定を確保する

・体温調節を適切に行う             ・首が座っていないため、重い頭と細い首を支える

・脱臼や骨折に注意する            ・カニューレ抜去などの不測の事態に常に備える

〇「在宅障害児・者の地域における入浴支援に関する研究（住総研 研究論文集 Ｎｏ３９,２０１２年版：野口祐子ら）」

・施設入浴サービスによって「ご機嫌で帰ってくる」「よく眠れる」という本人のストレス軽減につながったケースが複

  数見られたことに加え、親以外の人との交流による気分転換とともに、情報を得て楽しみを生み出していることが

  わかったと考察している。

≪要望４ ◎移動可能な医療的ケア児者や行動障害などがある児者の受入への加算 関連≫

〇移動可能な要医療的ケア児者の、短期入所の現状とケアの問題点についての調査（平成３０年度障害福祉サー

ビス等報酬における医療的ケア児の判定基準確立のための研究／心身障害児総合医療療育センター：北住映

二）

・回答のあった１０９施設のうち、直近１年間に移動可能な要医療的ケア児者の受け入れを行っていたのは、４２施

  設にとどまっている。

・動く医療的ケア児者の短期入所においては、移動不可能な医療的ケア児者よりも受入施設側の負担が大きいこ

  とを反映して、「今後、動く医療的ケア児者の短期入所を積極的に受け入れたいですか」の設問に対して「はい」

  は受け入れ４２施設のうち９施設のみで、２３施設が「いいえ」であった。

・動く医療的ケア児者の短期入所を積極的に受け入れたくない理由として、本人の安全確保および他の入所児者

  の安全確保のための、環境面と職員体制の問題が挙げられている。

・在宅生活を支えるための重要な支援である短期入所が、動く医療的ケア児者において保障されるために、安全

  確保のためのハード面の整備とともに、必要に応じて加配が可能な職員体制とそれを支える施設給付費などの

  行政からの対応が条件として挙げられている。

・動く医療的ケア児者の短期入所受け入れのための条件～居室環境の整備、１対１での対応も可能な体制、１対１

  など必要な職員配置のための財源の確保、動けても医療的ケアが必要なケースへの医療型短期入所の支給等
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・移動不可能な要医療的ケア児者よりも、移動可能な要医療的ケア児者の短期入所受け入れの方が、施設側の

  負担が大きく、それが積極的な受け入れを阻んでいる実態が示されている。ハード面の整備とともに、本人およ

  び他の利用者の安全を確保するための職員配置が必要であり、それが可能になるような、経済的基盤への行政

  からの対応が必要と考えられる。

〇日本医師会「令和元年度小児在宅ケア検討委員会答申」

「重心児にあたらない、動く医療的ケア児の短期入所を受け入れた場合に、その安全な見守りに必要なハード及

びソフトの対応に見合った医療型短期入所の報酬とする」ことを提案している。

≪要望５ ◎短期入所における欠席時対応加算（キャンセル時補填）の新設 関連≫

〇国立成育医療研究センターもみじの家のキャンセル率の実績

・事前キャンセルと入所後の体調不良による緊急退所の合計 ２５％（参考資料③）

〇大阪発達総合療育センターフェニックスのキャンセルによる損失（２０１８年度）

・1 日 37,978 円（福祉報酬 35,768 円＋診療報酬 2,210 円）×685 日（キャンセル日数）＝26,014,930 円

〇参考 生活介護通所での欠席時対応加算の現行規定

指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者が、あらかじめ当該指定生活介護等の利

用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定生活介護従業者が、利用者ま

たはその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記

録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。（94単位/回）

≪要望６ ◎緊急短期入所の受入加算に対する要件緩和 関連≫

〇現行規定

指定短期入所の緊急利用を受け入れた場合に、当該緊急利用者に対して初日から 7 日（やむを得ない事情がある

場合は 14 日）を限度に算定

■緊急短期入所受入加算（Ⅰ）180 単位/日 福祉型

〈緊急短期入所受入加算の要件〉

・緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。

・「緊急利用者」とは、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居宅で介護を受けるこ

とができない、かつ、利用を開始した日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合

の利用者をいう。なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算

定実績のある利用者も算定対象となるものである。
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・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。

・既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難な場合は、利用希

望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。

・本加算の算定対象期間は原則として 7 日以内とする。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を

超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7 日以内に適切な

方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算を算定することができる。そ

の場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切

なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。

■緊急短期入所受入加算（Ⅱ）270 単位/日 医療型

〈緊急短期入所受入加算の要件〉

・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、利用を開始した日の前々日、前日、又は当日に該当事業所に対し、利用の連絡があった場合に算定でき

る。

・緊急に受入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、指定一般相

談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は、指定障害児相談支援事業所と密接な連携を行い、相談すること。

・緊急利用した者に関する理由、期間、緊急受入後の対応などの事項を記録しておくこと。

・緊急受入に対応するため、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は、指定障害児相談支援事

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、当該事業所のホームページ又は基幹相談支援センターへの情報提供等を図り、空床状況を

公表するように努めること。

〇東京２３区内で「医療型短期入所サービス費（Ⅰ）」を算定する場合で試算

＜年間を通して１床を緊急用に確保した場合の収入減の計算式＞

病床単価 ３２,５５８円×（３６５日－緊急利用があった日数）×稼働率

（例）年間５０日の緊急利用があり、稼働率が７０％の場合

病床単価 ３２,５５８円×３１５日×０．７＝７,１７９,０３９円 の収益減となる

※特別重度支援加算や診療報酬は考慮していない

〇愛媛県重症心身障害児（者）を守る会の資料より

・（平成２９年１月に愛媛県東予地域であった事例）母親がインフルエンザに罹り、人工呼吸器の子供に感染すると

  生命にも関わるため、緊急に短期入所が必要になりました。しかし、住んでいる地域には子供を預けるところがな

  いため、緊急で引き受けてくれることになった国立病院機構愛媛医療センター（東温市）まで、母親は４０度近い

  高熱をおして１時間半近くかけ、自分で運転して連れて行きました。

≪要望７ ◎送迎加算の充実 関連≫

〇社会福祉法人キャンバスの会 平成３０年度実績より

＜送迎に関する費用＞

・月額５８３，６４６円／送迎１回あたり３，１５９円（送迎回数 月平均１８４.７回）

  ※車両の減価償却分は含まず

〇「医療的ケア児に関する保育ニーズ調査」（福岡市こども未来局／平成３１年２月）

＜お子さんの教育・保育・療育等に関して、求めるサービス＞

・自宅と施設等の送迎サービス ４５．７％

≪要望９ ◎高度な医療に対応する事業所への報酬制度の新設 関連≫

〇重症心身障害のある超重症児（者）と母親の生活の実態及び生活の質に関する調査研究（研究代表：帝京科学
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大学 加藤洋子／平成２９年８月３１日）

・超重症児（者）、準超重症児（者）は、「高度医療依存児（者）」である。「医療的ケア児（者）」への支援と「高度医療

  依存児（者）」を棲み分けないと在宅医療が必要な超重症児（者）、準超重症児（者）の支援体制が整わないので

  はないか。

〇日本医師会提出 平成３０年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等より

・医療的ケアを提供可能な医療型短期入所の参入を進めるためには、短期入所における「高度医療型対応類型

  （仮称）」を新設する必要がある。（参考資料④）

〇国立成育医療研究センターもみじの家提案の新制度（参考資料⑤）


