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令和３年度介護報酬改定に関する資料（報酬編） 

報酬改定により新設されたものや算定要件等に変更があったものを掲載しています。 

・表の構成は、左側には算定基準告示を、右側には関係告示を、下側には留意事項通知を掲載していますが、

これによらない場合もあります。 

・下線は改正部分を示しています。 

・単位数や軽微な文言の改正については掲載していません。 

 

⑴ 訪問介護 

訪問介護の所要時間 

【留意事項通知】 

⑷ 訪問介護の所要時間 

① 訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付け

られた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。 

② 訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間

区分に該当するかをもって決定されるものである。訪問介護の所要時間は、介護支援専門員やサービス提供責任者

が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定されるべきものであること

を踏まえ、訪問介護計画の作成時には硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサー

ビスが必要に応じて提供されるよう配慮すること。 

③ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、指定訪問介護を実際に行った時間を記録させるとともに、当該時間が

①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間に比べ著しく短時間となっている状態が続く場合

には、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行わせるものとする。具体的

には、介護報酬の算定に当たっての時間区分を下回る状態（例えば、身体介護中心型において、標準的な時間は45

分、実績は20分の場合）が１カ月以上継続する等、常態化している場合等が該当する。 

④ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に１回の長時間の訪問

介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間未

満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする（緊急時訪問介護加算を

算定する場合又は医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を

提供する場合を除く。）。 

ただし、⑸①の規定に該当する場合は、上記の規定に関わらず、20分未満の身体介護中心型について、前回提供

した指定訪問介護から２時間未満の間隔で提供することが可能であり、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位

数を算定するものとする。 

⑤ 所要時間が訪問介護費の算定要件を満たさない指定訪問介護（生活援助中心型の所要時間が20分未満の場合）に

ついては、訪問介護費の算定対象とならないが、こうした所定時間数未満の訪問介護であっても、複数回にわたる

訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問介護の所要時間を合計して１回

の訪問介護として算定できる。例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し（所要時間20分未満）、昼に

通院介助を行い、午後に薬を受け取りに行く（所要時間20分未満）とした場合には、それぞれの所要時間は20分未

満であるため、それぞれを生活援助（所要時間20分以上45分未満）として算定できないが、一連のサービス行為（通

院介助）とみなして所要時間を合計し、１回の訪問介護（身体介護中心型に引き続き生活援助を行う場合）として

算定できる。 

⑥ 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若

干の身体介護又は生活援助を行う場合には、⑤の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できないものとする。 

⑦ １人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、１回の訪問介護としてその合計

の所要時間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員等ごとに複数回の訪問介護として算定することはできない。 

 

 

通院等乗降介助の単位を算定する場合 

注４ ハについては、利用者に対して、通院等のため、指

定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車

両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗

車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又

は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の

介助(以下「通院等乗降介助」という。)を行った場合に
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1回につき所定単位数を算定する。 

 

⑺ 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合 

① 指定訪問介護事業者が注４の「通院等乗降介助」を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし、「身体

介護中心型」の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法（昭和26年法律

第183号）等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのものすなわち運転時間中は当該所定単

位数の算定対象ではなく、移送に係る経費（運賃）は、引き続き、評価しない。 

② 注４において「通院等乗降介助」の単位を算定することができる場合、片道につき所定単位数を算定する。よっ

て、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。 

③ 複数の要介護者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、乗降時に１人の利用者に対して一対一で行う場合

には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること。 

④ 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じものである。な

お、この場合の「通院等」には、入院と退院も含まれる。 

⑤ サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外に

おける移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に

介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しない

ように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車

両内から見守るのみでは算定対象とならない。 

また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移

動等の介助」を行うか、又は、「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対

象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならない。 

⑥ 「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外に

おける移動等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為と

して含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「身体介護中心型」として

算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「目的地（病院等）

に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「身

体介護中心型」として算定できない。 

なお、１人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、１回の「通院

等乗降介助」として算定し、訪問介護員等ごとに細かく区分して算定できない。 

⑦ 「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題

に対応した様々なサービス内容の１つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付け

られている必要があり、居宅サービス計画において、 

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していることを明確に記載する必要があ

る。 

⑧ 目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地（病院等）間の移送や、通所サービス・短期入

所サービスの事業所から目的地（病院等）への移送に係る乗降介助に関しても、同一の指定訪問介護事業所が行う

ことを条件に、算定することができる。なお、この場合、通所サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎

を行わない場合の減算（以下の具体的取な取扱いにおいて「送迎減算」という。）が適用となり、短期入所サービ

スについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できない。 

〔具体的な取扱い〕居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護事業所の通院等乗降介助を利用することを

条件に算定する。具体例は以下のとおり。 

ａ 利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して居

宅へ帰る場合 通所介護事業所と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の２回について、通院等乗降介助を算

定できる。 

・居宅 

↓ 

・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・居宅 

ｂ 利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用して通所介護事業
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所へ行く場合 居宅と病院の間の移送及び病院と通所介護事業所の間の移送の２回について、通院等乗降介助を算

定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・通所介護事業所  ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓ 

・居宅 

ｃ 利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数（２か所）の病院へ行き、その後再び通院等乗降介助を利用

して居宅へ帰る場合 居宅と病院の間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の３回について、

通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（３回目） 

・居宅 

 

 

特定事業所加算  

注８ 別に厚生労働大臣が定め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た指定訪問介護事業所

が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、特定事業所加算(Ⅲ)

及び特定事業所加算(Ⅴ)を同時に算定する場合を除き、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相

当する単位数 

⑵ 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相

当する単位数 

⑶ 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相

当する単位数 

⑷ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の５に相

当する単位数 

⑸ 特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の100分の３に相

当する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三 訪問介護費における特定事業所加算の基準 

イ 特定事業所加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

(1) 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登

録型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護

事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から指示

があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の

居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等を

いう。)を含む。以下同じ。)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

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。 

(2) 次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われ

ていること。 

(一) 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すること。 

(二) 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス

提供責任者(指定居宅サービス等基準第五条第二

項に規定するサービス提供責任者をいう。以下こ

の号において同じ。)が、当該利用者を担当する

訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報や

サービス提供に当たっての留意事項を文書等の

確実な方法により伝達してから開始するととも

に、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等

から適宜報告を受けること。 

(3) 当該指定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。 

(4) 指定居宅サービス等基準第二十九条第六号に規
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定する緊急時等における対応方法が利用者に明示

されていること。 

(5) 当該指定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

又は介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法(昭

和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の

指定を受けた学校又は養成施設において一月以上

介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した

者(以下「実務者研修修了者」という。)並びに介護

保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四

年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保

険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第

二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎

研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課

程修了者」という。)及び一級課程を修了した者(以

下「一級課程修了者」という。)の占める割合が百

分の五十以上であること。 

(6) 当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供

責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士

又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了

者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは

一級課程修了者であること。ただし、指定居宅サー

ビス等基準第五条第二項の規定により一人を超え

るサービス提供責任者を配置することとされてい

る事業所においては、常勤のサービス提供責任者を

二名以上配置していること。 

(7) 前年度又は算定日が属する月の前三月間におけ

る利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四

及び要介護五である者、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(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

第一項に規定する認知症をいう。)である者並びに

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(当該指定訪問介護事業所が社会福祉

士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を

受けている場合に限る。)の占める割合が百分の二

十以上であること。 

ロ 特定事業所加算(Ⅱ) イの(1)から(4)までに掲げ

る基準のいずれにも適合し、かつ、(5)又は(6)のいず

れかに適合すること。 

ハ 特定事業所加算(Ⅲ) イの(1)から(4)まで及び(7)

に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ニ 特定事業所加算(Ⅳ) 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

(1) イの(2)から(4)までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

(2) 指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任

者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作

成し、当該計画に従い、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。 

(3) 指定居宅サービス等基準第五条第二項の規定に

より配置することとされている常勤のサービス提
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供責任者が二人以下の指定訪問介護事業所であっ

て、同項の規定により配置することとされているサ

ービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項

に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供

責任者を一人以上配置していること。 

(4) 前年度又は算定日が属する月の前三月間におけ

る利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護

三、要介護四又は要介護五である者、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である者並

びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条

各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が

百分の六十以上であること。 

ホ 特定事業所加算(Ⅴ) 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

(1) イの(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

(2) 指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のう

ち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三

十以上であること。 

 

⑿ 特定事業所加算について 

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。 

① 体制要件 

イ 計画的な研修の実施 

厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。）第３号イ⑴の

「訪問介護員等ごとに研修計画を作成」又は同号ニ⑵の「サービス提供責任者ごとに研修計画を作成」について

は、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制

の確保を定めるとともに、訪問介護員等又はサービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、内容、研修

期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

ロ 会議の定期的開催 

同号イ⑵㈠の「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」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパー

も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならな

い。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかの

グループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければな

らない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。

以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告 

同号イ⑵㈡の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げ

る事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載することで足りるも

のとし、１日のうち、同一の訪問介護員等が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変

等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省略することも差し

支えないものとする。 

また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による指示及びサービス提供後の報
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告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し支えないもの

とする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪問介護員等の間での引き継ぎを行う等、適切

な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保

すること。 

同号イ⑵㈡の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、ＦＡＸ、メール等

によることも可能である。 

また、同号イ⑵㈡の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任

者は、文書（電磁的記録を含む。）にて記録を保存しなければならない。 

ニ 定期健康診断の実施 

同号イ⑶の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用す

る労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施

しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも１年以内に当該健康診断等が

実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。 

ホ 緊急時における対応方法の明示 

同号イ⑷の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間

等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明

書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。 

② 人材要件 

イ 訪問介護員等要件 

第３号イ⑸の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の割合につい

ては、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、常勤換算方

法により算出した数を用いて算出するものとする。ただし、生活援助従事者研修修了者については、0.5を乗じ

て算出するものとする。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の

前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。 

また、看護師等の資格を有する者については、一級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、

一級課程修了者に含めて差し支えない。 

ロ サービス提供責任者要件 

同号イ⑹の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関す

る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。 

なお、同号イ⑹ただし書については、指定居宅サービス基準第５条第２項の規定により常勤のサービス提供責

任者を２人配置することとされている事業所については、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を１人

配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことにな

るが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を２人以上配置しなければならないとしているもの

である。 

また、同号ニ⑶については、指定居宅サービス等基準第５条第二項の規定により配置されることとされている

常勤のサービス提供責任者が２人以下の指定訪問介護事業所であって、基準により配置することとされている常

勤のサービス提供責任者の数（サービス提供責任者の配置について、常勤換算方法を採用する事業所を除く。）

を上回る数の常勤のサービス提供責任者を１人以上配置しなければならないこととしているものである。 

看護師等の資格を有する者については、一級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、一級

課程修了者に含めて差し支えない。 

ハ 勤続年数要件 

ａ 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、令和３年４月にお

ける勤続年数７年以上の者とは、令和３年３月31日時点で勤続年数が７年以上である者をいう。 

ｂ 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、同一法人等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。 

ｃ 第３号ホ⑵の訪問介護員等の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１

月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 

③ 重度要介護者等対応要件 

第３号イ⑺の要介護４及び要介護５である者又は同号ニ⑷の要介護３、要介護４又は要介護５である者、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である者並びに社会

福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和61年厚生省令第49号）第１条各号に掲げる行為を必要とする者の割合につ

いては、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人員



（訪問介護）                         2021.5枚方市 福祉指導監査課 

7 

 

又は訪問回数を用いて算定するものとする。なお、「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である者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者

を、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者」とは、たんの吸引等（口腔

内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管

栄養）の行為を必要とする利用者を指すものとする。また、本要件に係る割合の計算において、たんの吸引等の行

為を必要とする者を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環

としてたんの吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られること。 

④ 割合の計算方法 

②イ及びハの職員の割合並びに③の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、前

年度の実績による加算の届出はできないものとする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員又は

利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。 

また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第

一の５の届出を提出しなければならない。 

 

生活機能向上連携加算加算  

ホ 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位 

⑵ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位 

注１ ⑴について、サービス提供責任者が、指定訪問リハ

ビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条

第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所

をいう。以下同じ。)、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準第111条第1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。)又はリハビリテーションを実施している医療提

供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項

に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許

可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とし

た半径４キロメートル以内に診療所が存在しないも

のに限る。注２において同じ。)の医師、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能

の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問

介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回

の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定

単位数を加算する。 

注２ ⑵について、利用者に対して、指定訪問リハビリテ

ーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所

又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準

第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをい

う。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定

居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビ

リテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当

該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者

が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価

を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした

訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該

訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
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初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以

降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただ

し、⑴を算定している場合は、算定しない。 

⒇ 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について 

イ  「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為につ

いて、単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り

自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護員

等が提供する指定訪問介護の内容を定めたものでなければならない。 

ロ イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事

業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、認可病床数が200床未満のもの又は

当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下２において同じ。）の理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下２において「理学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪

問する際にサービス提供責任者が同行する又は当該理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問

した後に共同してカンファレンス（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11年厚生省令

第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第13条第９号に規定するサービス担当者会議として開催さ

れるものを除く。以下①において同じ。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着 

衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、

理学療法士等とサービス提供責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセス

メント」という。）を行うものとする。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、サービス

提供責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハビリテーション

を実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若

しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

ハ イの訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な

機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定

するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当

該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）の

時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

ホ イの訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定訪問介護の内容としては、例えば次のような

ものが考えら指定訪問介護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。 

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日

１回以上利用する（１月目、２月目の目標として座位の保持時間）」を設用する（１月目、２月目の目標として

座位の保持時間）」を設定。 

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体起こす介助を行い、利用者が５分間の座位を保持して

いる間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り及び付き添いを行う。 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排泄の介助を行う。 

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて

介助を行際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定訪問介護提供時

以外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う。）。 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの訪問介護計画に基づき提供された初回の指定訪問介護の提供日が属する月以

降３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基

づき訪問介護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション

又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、３月間は本加算の算定が可能であること。 
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ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び指定訪問リハビリテーション、

指定通所リハビリテーション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等に報告し、必

要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬ

の改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

② 生活機能向上連携加算(Ⅰ)について 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ヘ及びトを除き、①を適用する。本加算は、理学療法士等が自

宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上でサービス提供責任者に助

言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づき①の訪問介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から

３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価

するものである。 

ａ ①イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーショ

ン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩ

ＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指定訪問介護事業所のサービス

提供責任者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定訪問介護事

業所のサービス提供責任者に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合

においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができる

よう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ 当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は、ａの助言に基づき、生活機能アセスメントを行った上で、

①イの訪問介護計画の作成を行うこと。なお、①イの訪問介護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 

ｃ 本加算は、①イの訪問介護計画に基づき指定訪問介護を提供した初回の月に限り、算定されるものである。

なお、ａの助言に基づき訪問介護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の

急性増悪等により訪問介護計画を見直した場合を除き、①イの訪問介護計画に基づき指定訪問介護を提供した

翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

ｄ 計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及びの理学療法士等に報告すること。なお、再

度ａの助言に基づき訪問介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。 

 

認知症専門ケア加算  

へ 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定め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た指定訪問介護事業

所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専

門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。 

⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 

⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

三の二 訪問介護費における認知症専門ケア加算の基準 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。 

⑴ 事業所における利用者の総数のうち、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者（以下

この号において「対象者」という。）の占める割合

が二分の一以上であること。 

⑵ 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。 

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケ

アに関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。 

 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいず

れにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了し

ている者を一名以上配置し、事業所全体の認知症ケ
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アの指導等を実施していること。 

⑶ 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認

知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従

い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

※厚生労働大臣が定める者 

三の二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介

護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者 

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者 

 

(21) 認知症専門ケア加算について 

①  「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者」と

は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用

者実人員数又は利用延人員数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症

高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。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、直ちに第一の５の届出を提出し

なければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月31日

老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年３

月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係

る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、登録ヘルパーを含めて、

全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し

ていること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介

護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切

な研修を指すものとする。 

 

 

介護職員処遇改善加算  

ト 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介

護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都

道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者

に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、令和６年３月31日までの間、次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでによ

り算定した単位数の1000分の137に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでによ

り算定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでによ

り算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のい

ずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下

「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金

改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を

含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改

善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計

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。 

⑵ 指定訪問介護事業所において、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

護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に

周知し、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年

法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二
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百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」

という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。

第三十五号及び第六十六号を除き、以下同じ。）に

届け出ていること。 

⑶ 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

容について都道府県知事に届け出ること。 

⑷ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごと

に介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知

事に報告すること。 

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基

準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補

償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法

(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法

(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和

四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法

令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこ

と。 

⑹ 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四

十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労

働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行わ

れていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(一) 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(介護職員の賃金に関するものを含

む。)を定めていること。 

(二) (一)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。 

(三) 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。 

(四) (三)について、全ての介護職員に周知してい

ること。 

(五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇

給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇

給を判定する仕組みを設けていること。 

(六) (五)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。 

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職

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する費用の

見込額を全ての職員に周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(6)まで、

(7)(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれ

にも適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のい

ずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合する

こと。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 
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(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 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(介護職員の賃金に関するものを

含む。)を定めていること。 

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。 

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 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。 

ｂ aについて、全ての介護職員に周知している

こと。 

 

(22) 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及び介護職員等特定処遇改善加算

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。 

 

 

介護職員等特定処遇改善加算  

チ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介

護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして

都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用

者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘま

でにより算定した単位数の1000分の63に相当する

単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまで

により算定した単位数の1000分の42に相当する単

位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

四の二 訪問介護費における介護職員等特定処遇改善加

算の基準 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に

掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に

要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加

算の算定見込額を上回る賃金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。 

(一) 介護福祉士であって、経験及び技能を有する

介護職員と認められる者(以下「経験・技能のあ

る介護職員」という。)のうち一人は、賃金改善

に要する費用の見込額が月額八万円以上又は賃

金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以

上であること。ただし、介護職員等特定処遇改善

加算の算定見込額が少額であることその他の理

由により、当該賃金改善が困難である場合はこの

限りでないこと。 

(二) 指定訪問介護事業所における経験・技能のあ

る介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の

平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を

除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均

を上回っていること。 

(三) 介護職員(経験・技能のある介護職員を除

く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、

介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の

見込額の平均の二倍以上であること。ただし、介

護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経

験・技能のある介護職員を除く。)の平均賃金額

を上回らない場合はその限りでないこと。 

(四) 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の

見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。 

⑵ 当該指定訪問介護事業所において、賃金改善に関



（訪問介護）                         2021.5枚方市 福祉指導監査課 

13 

 

する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法そ

の他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記

載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全

ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ているこ

と。 

⑶ 介護職員等特定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

図るために当該事業所の職員の賃金水準(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、その内容について都道府県知事に届け出る

こと。 

⑷ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごと

に当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都

道府県知事に報告すること。 

⑸ 訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は

(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 

⑹ 訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 

⑺ (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の

処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以

下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善

に要する費用の見込額を全ての職員に周知してい

ること。 

⑻ (7)の処遇改善の内容等について、インターネッ

トの利用その他の適切な方法により公表している

こと。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(4)

まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

 

(23) 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定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及び介護職員等特定処遇改

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。 

 

 

基本報酬に係る経過措置 

【改正告示の附則】 

（基本報酬に係る経過措置） 

第十二条 令和三年九月三十日までの間は、この告示による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護

費のイからハまで及びイからハまでの注５ （中略） について、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位

数を算定する。 

 

 


