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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 訪問入浴介護 

初回加算（介護予防訪問入浴介護においても同様） 

ロ 初回加算 200単位 

注 指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居

宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を

行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介

護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算す

る。 

 

 

⑺ 初回加算について 

① 指定訪問入浴介護事業所において、初回の指定訪問入浴介護を行う前に、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪

問し、浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等を行った場合に算定が可能である。 

② 当該加算は、初回の指定訪問入浴介護を行った日の属する月に算定すること。 

 

 

認知症専門ケア加算（介護予防訪問入浴介護においても同様） 

ハ 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入浴介護

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 （中略）訪問入浴介護費（中略）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（中略）における利用者（中略）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（中略）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（中略）全体の

認知症ケアの指導等を実施していること。 

⑶ 当該事業所（中略）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
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と。 

 

※厚生労働大臣が定める者 

三の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入

浴介護費のハ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 

 

⑻ 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（要支援者を含む）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、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」等を遵守

すること。 

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。 

 

 

サービス提供体制強化加算（介護予防訪問入浴介護においても同様）  

ニ サービス提供体制強化加算 

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入浴介護

事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った

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 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位 

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位 

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

五 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算

の基準 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービス等基

準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護

事業所をいう。以下同じ。）の全ての訪問入浴介護

従業者（同項に規定する訪問入浴介護従業者をい

う。以下同じ。）に対し、訪問入浴介護従業者ごと

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。 

⑵ 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入浴介

護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導

を目的とした会議を定期的に開催すること。 

⑶ 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴

介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施する

こと。 

⑷ 次のいずれかに適合すること。 
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㈠ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総

数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十

以上であること。 

㈡ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総

数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占め

る割合が百分の二十五以上であること。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合

すること。 

⑵ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数

のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上

又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基

礎研修課程修了者の占める割合が百分の六十以上

であること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準

のいずれにも適合すること。 

⑴ イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適

合すること。 

⑵ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総

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、実務者研修修了者及び介護

職員基礎研修課程修了者の占める割合が百分の

五十以上であること。 

㈡ 当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護

従業者の総数のうち、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。 

 

⑼ サービス提供体制強化加算について 

① 研修について 

訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」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、訪問入浴介護従業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。 

② 会議の開催について 

「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に係る伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所

における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問

入浴介護従業者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、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。 

「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」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 

③ 健康診断等について 

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

該当しない訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、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、当該健康診断等が一年以内に実施されることが計画
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されていることをもって足りるものとする。 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとす

る。ただし、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、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、

新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は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については、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。 

⑤ 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、直ちに第一の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 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。 

⑦ 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。 

⑧ 同一の事業所において介護予防訪問入浴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。 

 

 

介護職員処遇改善加算（介護予防訪問入浴介護においても同様）  

ホ 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入浴介護事業所が、利

用者に対し、指定訪問入浴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) イからニまでによ

り算定した単位数の1000分の58に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでによ

り算定した単位数の1000分の42に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでによ

り算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

六 訪問入浴介護費における介護職員処遇改善加算の基

準 

第四号の規定を準用する。 

 

※第四号の規定 

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

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
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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。 

(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
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こと。 

 

⑽ 介護職員処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の（22）を参照されたい。 

 

※２の（22） 

(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（介護予防訪問入浴介護においても同様）  

ヘ 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入浴介護事業所が、

利用者に対し、指定訪問入浴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) イからニま

でにより算定した単位数の1000分の21に相当する

単位数 

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまで

により算定した単位数の1000分の15に相当する単

位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

六の二 訪問入浴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) 経験・技能のある介護職員のうち一人は、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) 指定訪問入浴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 当該指定訪問入浴介護事業所において、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
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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 当該指定訪問入浴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 訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化

加算（Ⅰ)又は(Ⅱ) のいずれかを届け出ているこ

と。 

⑹ 訪問入浴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 ⑵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。 

 

⑾ 介護職員等特定処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の（23）を参照されたい。 
 
※２の（23） 
(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（介護予防訪問入浴介護においても同様） 

【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（中略）

訪問入浴介護費のイ（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。 

 

 


