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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 居宅介護支援 

サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合  

【留意事項通知】 

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月について

は、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院若しくは診療所又は地域密着型

介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」という。）から退院又は退所する者等であって、医師が一

般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利用者については、当該利用者に対してモニ

タリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行ってい

る場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケア

プラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 

 

 

基本単位の取扱いについて  

注２ ⑵【居宅介護支援費(Ⅱ)】については、情報通信機

器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用

又は事務職員の配置を行っている指定居宅介護支援

事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、

かつ、月の末日において基準第14条第１項の規定によ

り、同項に規定する文書を提出している場合につい

て、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算

定することができる。ただし、別に厚生労働大臣が定

める地域に所在する指定居宅介護支援事業所は、次の

イからハまでにかかわらず、⑵の㈠を適用する。 

  イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が45未満である

場合又は45以上である場合において、45未満の部分

について算定する。 

  ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である

場合において、45以上60未満の部分について算定す

る。 

  ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が45以上である

場合において、60以上の部分について算定する。 

 

 

７ 基本単位の取扱いについて 

⑴ 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費(ⅰ)、居宅介護支援費(ⅱ)、居宅介護支援費(ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方

法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）の総数に指定介護予

防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者（120条告示に規定する厚生労働大臣が定める地域に

該当する地域に住所を有する利用者を除く。）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法

により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

⑵ 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用 

情報通信機器（人工知能関連技術を含む）については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等

基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資するものとするが、具体的には、例えば、 

・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン 

・ 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込んだタブレット等とする。 

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
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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。 

⑶ 事務職員の配置 

事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等

の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事業所

内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支援専門員１人あたり、１月24時間以上

の勤務を必要とする。 

⑷ 居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、

１件目から39件目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた数

から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費(ⅰ)を算定し、40件目（常勤換算方法で１を超える数の介護

支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介

護支援費(ⅱ)又は (ⅲ)を算定すること。 

ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合は、「39件目」を「44件目」と、「40」を「45」と読み替える。 

 

 

居宅介護支援の業務が適切に行われない場合  

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に

は、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相

当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以

上継続している場合は、所定単位数は算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

八十二 居宅介護支援費における運営基準減算の基準 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準第四条第二項並びに第十三条第七号、第九号から第

十一号まで、第十四号及び第十五号(これらの規定を同

条第十六号において準用する場合を含む。)に定める規

定に適合していないこと。 

 

※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 

第４条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供

の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条

の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作

成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス

事業者等を紹介するよう求めることができること、前六

月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項

において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付け

られた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に

当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅

サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数

のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域

密着型サービス事業者によって提供されたものが占め

る割合等につき説明を行い、理解を得なければならな

い。 

第13条 （略） 

一～六 （略） 

七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題

の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、

利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し

て行わなければならない。この場合において、介護支

援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得なければならない。 

八 （略） 

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援
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専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及

びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以

下この条において「担当者」という。)を招集して行

う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下

「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うこと

ができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以

下この号において「利用者等」という。)が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。

以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する

情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス

計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末

期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、

主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治

の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める

場合その他のやむを得ない理由がある場合について

は、担当者に対する照会等により意見を求めることが

できるものとする。 

十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象

となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計

画の原案の内容について利用者又はその家族に対し

て説明し、文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した

際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に

交付しなければならない。 

十二～十三の二 （略） 

十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況

の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、

利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との

連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限

り、次に定めるところにより行わなければならない。 

イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、

利用者に面接すること。 

ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記

録すること。 

十五 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、

サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画

の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得な

い理由がある場合については、担当者に対する照会等

により意見を求めることができるものとする。 

イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条

第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条

第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を

受けた場合 

十六 第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規

定する居宅サービス計画の変更について準用する。 
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６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注３「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準告示第82号に規定することとしたと

ころであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする。

市町村長（特別区の区長を含む。以下この第３において同じ。）は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守

するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するもの

とする。 

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができるこ

と 

・ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下⑴において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けら

れた居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サ

ービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型

サービス事業者によって提供されたものが占める割合 

について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減

算する。 

⑵ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合には、当

該居宅サービス計画に係る月（以下「当該月」という。）から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算

する。 

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合（やむを得ない事情がある

場合を除く。以下同じ。）には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、

文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月

から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

⑶ 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、

当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

⑷ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たって

は、次の場合に減算されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合には、特段の事情

のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が１月以上継続する場合には、特段

の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

 

特定事業所加算  

ハ 特定事業所加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)

に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲

げる区分に従い、１月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。 

イ 特定事業所加算(Ⅰ) 505単位 

ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 407単位 

ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 309単位 

ニ 特定事業所加算(Ａ) 100単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

八十四 居宅介護支援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。 

⑴ 専ら指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規

定する指定居宅介護支援をいう。)の提供に当たる

常勤の主任介護支援専門員を二名以上配置してい

ること。 

⑵ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介

護支援専門員を三名以上配置していること。 

⑶ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっ

ての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定

期的に開催すること。 
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⑷ 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じ

て利用者等の相談に対応する体制を確保している

こと。 

⑸ 算定日が属する月の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

者の占める割合が百分の四十以上であること。 

⑹ 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援

専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 

⑺ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を

紹介された場合においても、当該支援が困難な事例

に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。 

⑻ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会

等に参加していること。 

⑼ 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事

業所集中減算の適用を受けていないこと。 

⑽ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護

支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未

満であること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定

している場合は四十五名未満であること。 

⑾ 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専

門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基

礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保

していること。 

⑿ 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と

共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 

⒀ 必要に応じて、多様な主体により提供される利用

者の日常生活全般を支援するサービス（介護給付等

対象サービス（法第二十四条第二項に規定する介護

給付等対象サービスをいう。）以外の保健医療サー

ビス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発

的な活動によるサービス等をいう。）が包括的に提

供されるような居宅サービス計画を作成している

こと。 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

⑴ イ⑵、⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合する

こと。 

⑵ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主

任介護支援専門員を配置していること。 

ハ 特定事業所加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

⑴ イ⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合するこ

と。 

⑵ ロ(2)の基準に適合すること。 

⑶ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介

護支援専門員を二名以上配置していること。 

ニ 特定事業所加算（Ａ） 次に掲げる基準のいずれに

も適合すること。 

⑴ イ⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合するこ

と。ただし、イ⑷、⑹、⑾及び⑿の基準は他の同一

の居宅介護支援事業所との連携により満たすこと

としても差し支えないものとする。 

⑵ ロ⑵の基準に適合すること。 
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⑶ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介

護支援専門員を一名以上配置していること。 

⑷ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援

専門員を常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務

延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤

務すべき時間数で除することにより、当該事業所の

従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方

法をいう。)で一以上配置していること。ただし、

当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所(⑴

で連携している他の居宅介護支援事業所がある場

合は、当該事業所に限る。)の職務と兼務をしても

差し支えないものとする。 

 

11 特定事業所加算について 

⑴ 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケ

アマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上

に資することを目的とするものである。 

⑵ 基本的取扱方針 

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ａ)の対象となる事業所については、 

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理

できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること 

が必要となる。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、⑴に掲げる趣旨に合致した適切な運用を図られ

るよう留意されたい。 

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第84号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。 

① (1)関係 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同

一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

② (2)関係 

常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を置く必要があること。したがって、

当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員２名及び介護支援専門員３名の合計５名

を常勤かつ専従で配置する必要があること。 

③ (3)関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件

を満たすものでなければならないこと。 

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

⑴ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

⑵ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

⑶ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

⑷ 保健医療及び福祉に関する諸制度 

⑸ ケアマネジメントに関する技術 

⑹ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

⑺ その他必要な事項 

イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければならないこと。 

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

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。 

④ (4)関係 

24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応

じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対
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応等も可能であること。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、携帯電話等の転送による対応等も可能であるが、連

携先事業所の利用者に関する情報を共有することから、指定居宅介護支援等基準第23条の規定の遵守とともに、

利用者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い、同意を得

ること。 

⑤ (5)関係 

要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が４0％以上であることについては、毎月その割合を記録してお

くこと。 

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこととされてい

るものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケー

スを受け入れるべきものであること。 

また、⑺の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケース

については、例外的に⑸の４0％要件の枠外として取り扱うことが可能であること（すなわち、当該ケースにつ

いては、要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能）。 

⑥ (6)関係 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研

修体系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、介護支援専門員について個別具体的な研修の

目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなけ

ればならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じな

ければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計

画を策定すればよいこと。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所との共同開催による研修実施も可能で

ある。 

⑦ (7)関係 

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず、ま

た、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。 

⑧ (9)関係 

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえ

た、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。 

⑨ (10)関係 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員１名当たり40名未満（居宅介

護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満）であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に

偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。 

⑩ (11)関係 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず、受入が可能な体制が整

っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行う

ことに同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所との共同による協力及び協力体制も可

能である。 

⑪ (12)関係 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、地域における居宅介護支

援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運

営する事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事

例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次

年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行

うまでに当該計画を策定すること。 

なお、特定事業所加算(Ａ)を算定する事業所については、連携先事業所との協力による研修会等の実施も可能

である。 

⑫ (13)関係 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付等対象サービス（介護

保険法第24条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、

当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等のことをいう。 

⑬ 特定事業所加算（Ⅱ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同
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一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、

当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員３名の合計４名を常

勤かつ専従で配置する必要があること。 

⑭ 特定事業所加算（Ⅲ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同

一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、

当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の合計３名を常

勤かつ専従で配置する必要があること。 

⑮ 特定事業所加算(Ａ)について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同

一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の介護支援専門員とは別に、主任介護支援

専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専

門員及び介護支援専門員１名の合計２名を常勤かつ専従で配置するとともに、介護支援専門員を常勤換算方法で

１の合計３名を配置する必要があること。 

この場合において、当該常勤換算方法で１の介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所（連携先事業所に限

る。）の職務と兼務しても差し支えないが、当該兼務に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置か

れた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指定居宅

サービス事業の業務を指すものではない。 

⑯ その他 

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取

得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取

得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 

⑷ 手続 

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、２年間

保存するとともに、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければならない。 

 

 

特定事業所医療介護連携加算  

ニ 特定事業所医療介護連携加算 125単位 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業
所は、１月につき所定単位数を加算する。 
 

※厚生労働大臣が定める基準 

八十四の二 居宅介護支援費における特定事業所医療介

護連携加算の基準 

次のいずれにも適合すること。 

イ 前々年度の三月から前年度の二月までの間におい

て退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又

は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老

人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(第八十

五号の二イからホまでに規定する情報の提供を受け

た回数をいう。)の合計が三十五回以上であること。 

ロ 前々年度の三月から前年度の二月までの間におい

てターミナルケアマネジメント加算を五回以上算定

していること。 

ハ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している

こと。 

 

12 特定事業所医療介護連携加算について 

⑴ 基本的取扱方針 

当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所

であることが必要となる。 

⑵ 具体的運用方針 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数ではなく、その算定に係る病院
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等との連携回数が、特定事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間に

おいて35回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所医療介護連携加算を算定する

年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間において、算定回数が５回以上の場合に要件をみたすこととな

る。 

ウ 特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)の算定実績について 

特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・介護連携に

総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算

(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定はできない。 

 

 

退院・退所加算  

ヘ 退院・退所加算 

注 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密

着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所

していた者が退院又は退所（指定地域密着型サービス

に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生

労働省告示第126号）別表指定地域密着型サービス介

護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護のタ又は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12年厚生省告示第

21号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の

介護福祉施設サービスのカの在宅・入所相互利用加算

を算定する場合を除く。）し、その居宅において居宅

サービス又は地域密着型サービスを利用する場合に

おいて、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護

保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必

要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作

成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に

関する調整を行った場合（同一の利用者について、当

該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始

月に調整を行う場合に限る。）には、別に厚生労働大

臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期

間中につき１回を限度として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する場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。ま

た、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しな

い。 

イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位 

ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位 

ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位 

ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位 

ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 

八十五の二 居宅介護支援費に係る退院・退所加算の基準 

イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用

者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の

方法により一回受けていること。 

ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用

者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより

一回受けていること。 

ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用

者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の

方法により二回以上受けていること。 

ニ 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 病院、診療所、地域密着型

介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用

者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一

回以上はカンファレンスによること。 

ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 病院、診療所、地域密着型介

護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者

に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち

一回以上はカンファレンスによること。 

14 退院・退所加算について 

⑴ 総論 

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」という。）

への入所をしていた者が退院又は退所（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスの

在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを

利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する

必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を

行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただ
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し、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとす

る。 

⑵ 算定区分について 

退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入所期間中１回（医師等からの要請に

より退院に向けた調整を行うための面談に参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サー

ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む。）のみ算定することができる。また、面談

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。ただし、利用者又はその家族（以下この⑵におい

て「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得

なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、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。 

① 退院・退所加算(Ⅰ)イ・ロ 

退院・退所加算(Ⅰ)イ及びロについては、病院等の職員から情報収集を１回行っている場合に算定可能であり、

うち(Ⅰ)ロについてはその方法がカンファレンスである場合に限る。 

② 退院・退所加算(Ⅱ)イ・ロ 

・退院・退所加算(Ⅱ)イについては、病院等の職員から情報収集を２回以上行っている場合に算定が可能。 

・退院・退所加算(Ⅱ)ロについては、病院等の職員から情報収集を２回以上行っている場合であって、うち１回

以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。 

③ 退院・退所加算(Ⅲ) 

退院・退所加算(Ⅲ) については、病院等の職員から情報収集を３回以上行っている場合であって、うち１回

以上がカンファレンスによる場合に算定が可能。 

⑶ その他の留意事項 

① ⑵に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

イ 病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２

の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相

談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年３月14日厚生労働省令第34 

号。以下このロにおいて「基準」という。）第134条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介

護支援事業者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第131条第１項に掲げる地

域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に

福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作

業療法士等が参加すること。 

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第39号。以下このハ

において「基準」という。）第７条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対

する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人福祉施設に置く

べき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合

にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第40号。以下

このニにおいて「基準」という。）第８条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する

情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護老人保健施設に置くべき

従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあ

っては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

ホ 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30年１月18日厚生労働省令第５号。以下こ

のホにおいて「基準」という。）第12条第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情

報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第４条に掲げる介護医療院に置くべき従業者及

び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、

必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

ヘ 介護療養型医療施設（平成35年度末までに限る。） 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその
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効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第

41号。以下このヘにおいて「基準」という。）第９条第５項に基づき、患者に対する指導及び居宅介護支援事

業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護療養型医療

施設に置くべき従業者及び患者又はその家族が参加するものに限る。また、退院後に福祉用具の貸与が見込ま

れる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するこ

と。 

② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合でも、１回として算定する。 

③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後７日以内に情報を得

た場合には算定することとする。 

④ カンファレンスに参加した場合は、⑴において別途定める様式ではなく、カンファレンスの日時、開催場所、

出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付する

こと。 

 

 

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  

【ヘ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算】は削除。  

 

 

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  

【ト 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算】は削除。  

 

 

通院時情報連携加算  

ト 通院時情報連携加算 50単位 

注 利用者が病院又は診療所において医師の診察を受

けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して

当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者

に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から

当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、

居宅サービス計画に記録した場合は、利用者１人につ

き１月に１回を限度として所定単位数を加算する。 

 

 

15 通院時情報連携加算 

当該加算は、利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提

供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に、算定を

行うものである。なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行うこと。 

 

 

ターミナルマネジメント加算  

チ ターミナルケアマネジメント加算 400単位 

注 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限

る。)に対して、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市町村長に届け出た指定居宅

介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内

に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、

当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況

等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置

付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月に

つき所定単位数を加算する。 

※厚生労働大臣が定める基準 

八十五の三 居宅介護支援費に係るターミナルケアマネ

ジメント加算の基準 

 ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した

利用者について、二十四時間連絡できる体制を確保してお

り、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことがで

きる体制を整備していること。 

  

17 ターミナルケアマネジメント加算について 

 ⑴ ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者

の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 

 ⑵ ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できる。
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なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居

宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することと

する。 

 ⑶ ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降は、次に

掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。  

  ① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者が行った支

援についての記録 

  ② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等と行った

連絡調整に関する記録 

 ⑷ ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に

死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができるものとする。 

 ⑸ ターミナルケアマネジメントにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに

関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連

携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

 

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、（中略）この告示による改正後の指定居宅介護支援に要する費用の額の算

定に関する基準別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のイ（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。 

 

 


