
 令和３年度の改定について：居宅介護支援 

 

１ 基本報酬の見直し 

居宅介護支援費の単位数は、次のとおり変更された。  

（１-①）居宅介護支援費（Ⅰ）：居宅介護支援費（Ⅱ）を算定していない事業所（単位／月） 

 対象の要介護度 現 行 改定後 

居宅介護支援費ⅰ 

ケアマネ1人当たり件数40未満。40以上の場合で40未満の部分。 

要介護１、要介護２ 1,057 1,076 

要介護３、要介護４、要介護５ 1,373 1,398 

居宅介護支援費ⅱ 

ケアマネ1人当たり件数40以上の場合で、40以上60未満の部分 

要介護１、要介護２ 529 539 

要介護３、要介護４、要介護５ 686 698 

居宅介護支援費ⅲ 

ケアマネ1人当たり件数40以上の場合で、60以上の部分 

要介護１、要介護２ 317 323 

要介護３、要介護４、要介護５ 411 418 

２ 逓減性の見直し 

（１）介護支援専門員１人当たり取扱件数が40件以上の場合40件目から、60件以上の場合60

件目から評価が低くなる（40件未満は居宅介護支援費(Ⅰ)、40件以上60件未満の部分は

(Ⅱ)、60件以上の場合は(Ⅲ)を適用。）逓減制において、一定のICT（AIを含む）の活

用や事務職員の配置をしている事業者は、逓減制の適用（居宅介護支援費(Ⅱ)の適用）

を45件以上の部分からに見直す。併せて、逓減率（居宅介護支援(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数）に

メリハリをつけた設定とする。【告示改正】 

 
（１-②）居宅介護支援費（Ⅱ）【新区分】：一定の情報通信機器（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事業所 

居宅介護支援費ⅰ 

ケアマネ1人当たり件数45未満。45以上の場合で45未満の部分。 

要介護１、要介護２ － 1,076 

要介護３、要介護４、要介護５ － 1,398 

居宅介護支援費ⅱ 

ケアマネ1人当たり件数45以上の場合で、45以上60未満の部分 

要介護１、要介護２ － 522 

要介護３、要介護４、要介護５ － 677 

居宅介護支援費ⅲ 

ケアマネ1人当たり件数45以上の場合で、60以上の部分 

要介護１、要介護２ － 313 

要介護３、要介護４、要介護５ － 406 

 



３ 看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実  

看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させ

るため、ターミナルケアマネジメント加算の算定要件に、「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（厚生労働省）」等の内容に沿った取組を行う

ことを求める。【告示改正、通知改正】 

《参考》「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」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf 
 

４ 退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進 

退院・退所時のスムーズな福祉用具貸与の利用を図るため、退院・退所時のカンファレ

ンスの際に、退院・退所後に福祉用具貸与が見込まれる場合は、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の参画することを明確化する。【通知改

正】 

＜単位数：変更なし＞ 

 

 

 

 

＜算定要件等＞ 

退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、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とする。 
 

５ 質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等） 

（１）中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応、専門性の高い人材の確保、質の高いケ

アマネジメントの一層の推進を図る観点から、特定事業所加算について、以下の見直し

を行う【告示改正】 

ア 必要に応じて、多様な主体により提供される生活支援サービス（インフォーマルサ

ービスを含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画の作成を要件として求

める。 

イ 小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現するよう、事

業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価する特定事業所加算（A）を

創設する。 

ウ 特定事業所加算（Ⅳ）は、加算（Ⅰ～Ⅲ）と異なり、病院との連携や看取りへの対

応状況を要件とするものであるため、特定事業所加算から切り離し特定事業所医療介

護連携加算とする。 

＜単位数＞                            （単位／月） 

 現 行 改定後 

特定事業所加算（Ⅰ） 500 505 

特定事業所加算（Ⅱ） 400 407 

特定事業所加算（Ⅲ） 300 309 

特定事業所加算（Ａ） － 100（新設） 
 

現 行（単位／月） 
⇒ 

改定後 

特定事業所加算(Ⅳ）125単位／月 特定事業所医療介護連携加算：125単位／月 

 



＜算定要件＞ 

《特定事業所加算(Ⅰ)》下記の①,③,⑤～⑮を満たすこと 

《特定事業所加算(Ⅱ)》下記の②,③,⑤,⑥,⑧～⑮を満たすこと 

《特定事業所加算(Ⅲ)》下記の②,④～⑥,⑧～⑮を満たすこと 

《特定事業所加算(Ａ)》下記の②,④（常勤１名以上,非常勤１名以上(他事業所兼務可）⑤,

⑧～⑮（⑥・⑧・⑬・⑭は連携で可）を満たすこと 

① 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(２名以上) 

② 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(１名以上) 

③ 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配置(３名以上） 

④ 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配置(２名以上） 

⑤ 利用者に関する情報・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（電話装置等を活用しても可能）」を「定期的（おおむね週１回以上）」に開催 

⑥ 24時間連絡体制（常時担当ケアマネジャーが携帯電話等により連絡を取ることができ

る。事業所のケアマネジャーが輪番制による体制も可能）を確保、かつ、必要に応じ利

用者等の相談に対応する体制を確保する。 

⑦ 算定日が属する月の利用者総数のうち、要介護状態区分が要介護３～５である者の占

める割合が100分の40以上である 

⑧ 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（毎年度少なくとも次年度が始まるまでには計画を定める必要がある）」 

⑨ 地域包括支援センターから支援の困難事例を紹介された場合においても、自ら積極的

に支援困難ケースを受け入れること 

⑩ 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 

⑪ 居宅介護支援費に係る運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていない 

⑫ 指定居宅介護支援事業所において要介護の利用者数が、介護支援専門員１人当たり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）である 

⑬ 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「協力または協力体制（横浜市では、実習等の受入が行われていることに限りませ

ん。しかし、神奈川県介護支援専門員実務研修実習受入れ事業所説明会の出席してい

る、または次回以降出席の意向があることを確認しています）」を確保していること 

⑭ 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、研修会等を自ら率

先して実施すること（毎年度少なくとも次年度が始まるまでには計画を定める必要があ

る） 

⑮ 必要に応じて、多様な主体により提供される生活支援のサービス（インフォーマルサ

ービス含む）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 

 

《特定事業所医療介護連携加算》：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。具体的な運用方針は、現行の特定事業所加算（Ⅳ）と同様 

 ① 前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院

等との連携の回数（情報の提供を受けた回数）の合計が35回以上 

 ② 前々年度の３月から前年度の２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５回以上算定 

 ③ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定していること 



（２）ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、サービス提供の開始に際し、

あらかじめ利用者に対して、従前の説明に加え、以下の文書を交付し説明を行うこと。

これをしていない場合は、運営基準減算となる。また、介護サービス情報公表制度での

公表を求める。【省令改正】 

① 前６か月間（前期（３月１日から８月末日）、後期（９月１日から２月末）に作成

したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の

各サービスの利用割合 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所 

介護、福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者で提供されたものの割合 

 

６ 医療機関との情報連携の強化 

利用者が医療機関で医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等と情報連

携し、当該情報を踏まえケアマネジメントを行うことを評価する加算を創設【告示改正】 

＜単位数＞ 

現 行 
⇒ 

改定後 

な し 通院時情報連携加算  50単位／日（新設） 

＜算定要件等＞ 

① 利用者1人につき、1月に1回の算定を限度 

② 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（ケアプラン）等に記録した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



７ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価 

病院等を退院又は退所する者であって、医師が回復の見込みがないと診断した利用者に

ついて、退院後の居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者に必要なケアマ

ネジメント業務（サービス利用票の作成等）を行ったものの、利用者の死亡により利用実

績のない場合においても居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とする。【通知改正】 

＜単位数等＞ 

現 行 
⇒ 

改定後 

サービス利用の実績がない場合は請求不可 居宅介護支援費の算定可 

＜算定要件等＞ 

① モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の（原案の）作成

など、請求に必要な書類の整備を行っていること 

② 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

記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理すること 

 

 

８ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証 

（１）生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、届出のあっ

たケアプランの検証や届出頻度を次のとおり見直す。【通知改正】 

① 検証の仕方について、地域ケア会議だけでなく、行政職員やリハビリテーション専

門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とする 

② 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は１年後でよいものとする 

（２）区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等

のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証

の仕組みを導入する。【省令改正】※周知期間の確保等のため、１０月から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保 

同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランに関し、区分支給限

度基準額の利用割合が高い者が多い場合には、併設事業所の特定を行い、当該ケアプラ

ンを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行う。 

また、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や、利用者のケアプランの

確認などを行うことにより、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっている

か等も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導徹底を図る。 

※ 「事業所単位で抽出するなどの点検・検証」は、令和３年10月から施行する。 

 

１０ 居宅介護支援における(看護)小規多機能型居宅介護事業所連携加算の廃止 

(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、報酬体系の簡素化のため、算

定実績を踏まえて廃止する。 

＜単位数＞ 

現 行 

⇒ 

改定後 

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算     300単位／月 

看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算   300単位／月 

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位／月 

廃 止 

 

１１  同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化  

＜同一建物減算等＞ 

同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理は、減算の適用前

（同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合）の単位数を用いる。【告示改正】 

＜規模別の基本報酬＞ 

大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理は、通常規模型の単位数を用いるこ

ととする。【告示改正】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護保険最新情報Vol.947「通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱

いについて」を参照 

 



○令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１～９）　全サービス共通事項
Vol 問 題目 問 答

3 2
指定基準の記録
の整備の規定に
ついて

問２ 指定基準の記録の整備の規定における
「その完結の日」の解釈が示されたが、指
定権者が独自に規定を定めている場合の取
扱い如何。

（答）
・ 指定権者においては、原則、今回お示しした解釈に基づいて規定を定めてい
ただきたい。
・ なお、指定権者が独自に規定を定めている場合は、当該規定に従っていれ
ば、指定基準違反になるものではない。

7 1
運営規程につい
て

問１ 令和３年度改定において、運営基準等
で経過措置期間を定め、介護サービス事業
所等に義務づけられたものがあるが、これ
らについて運営規程においてはどのように
扱うのか。

（答）
・ 介護保険法施行規則に基づき運営規程については、変更がある場合は都道府
県知事又は市町村長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所
等に対し義務づけられたもののうち、経過措置が定められているものについて
は、当該期間においては、都道府県知事等に届け出ることまで求めるものでは
ないこと。
・ 一方、これらの取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を
行うことが望ましいものであることに留意すること。

7 2
令和３年９月30
日までの上乗せ
分について

問２ 令和３年９月30 日までの上乗せ分に
ついては、どのように算定するのか。

（答）
令和３年９月30 日までの間は、各サービスの月の基本報酬に、0.1％上乗せす
ることとしているが、請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力す
ることが必要であり、行われない場合返戻となることから、「介護保険事務処
理システム変更に係る参考資料の送付について（確定版）」（令和３年３月31
日付厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡）「Ⅲ－資料３_介護給
付費明細書及び給付管理票記載例」の記載方法を参考に対応されたい。

（答）
・ 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進
め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。
＜常勤の計算＞
・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法
による介護の短時間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置
としての勤務時間の短縮等を利用する場合についても、30 時間以上の勤務で、
常勤扱いとする。

＜常勤換算の計算＞
・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置として
の勤務時間の短縮等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も１
と扱う。

※ 平成27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成27年４月１日）問２は削除す
る。

＜同等の資質を有する者の特例＞
・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育
児休業に準ずる休業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等
の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満た
すことを認める。
・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により
満たしていた、勤続年数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件
として定められた資質を満たすことである。

問１ 人員配置基準や報酬算定において「常
勤」での配置が求められる職員が、産前産
後休業や育児・介護休業等を取得した場合
に、同等の資質を有する複数の非常勤職員
を常勤換算することで、人員配置基準を満
たすことを認めるとあるが、「同等の資質
を有する」かについてどのように判断する
のか。

人員配置基準に
おける両立支援

1 1



○令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.１～９）　居宅介護支援
Vol 問 題目 問 答

（答）
・ 令和３年４月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時
に説明を行うことが望ましい。
・ なお、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、当該事業
所が、令和３年４月中に新たに契約を結ぶ利用者等において、当該割合の集計や出力の
対応が難しい場合においては、５月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し
支えない。

≪参考≫
・第４条第２号
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。

・通知：第２の３（２）
基準第４条は、基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したものであ
る。利用者は指定居宅サービスのみならず、指定居宅介護支援事業者についても自由に
選択できることが基本であり、指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合に
は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、当該指定居宅介護支援事業所の
運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情
処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパン
フレット等の文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支
援を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同
意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって
確認することが望ましいものである。
また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ
て行われるものであり、居宅サービス計画は基準第１条の２の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る。このため、指定居宅介護支援について利用者の主体
的な参加が重要であり、居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員
に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原
案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可能である
こと等につき十分説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその
家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説
明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を
得なければならない。
また、基準第１条の２の基本方針に基づき、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利
用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居
宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することの
ないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、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（以下この⑵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（上位３位まで）等につき十分説明を行わな
ければならない。
なお、この内容を利用者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよ
う、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したこと
について必ず利用者から署名を得なければならない。
また、前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成さ
れた居宅サービス計画を対象とする。
① 前期（３月１日から８月末日）
② 後期（９月１日から２月末日）

なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとするが、その
際に用いる当該割合等については、直近の①もしくは②の期間のものとする。
また、利用者が病院又は診療所に入院する場合には、利用者の居宅における日常生活上
の能力や利用していた指定居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、
医療機関における利用者の退院支援に資するとともに、退院後の円滑な在宅生活への移
行を支援することにもつながる。基準第４条第３項は、指定居宅介護支援事業者と入院
先医療機関との早期からの連携を促進する観点から、利用者が病院又は診療所に入院す
る必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所
に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求める必要があることを規定す
るものである。なお、より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を
介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼
しておくことが望ましい。

問112 今回の改定により、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「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
る割合等を説明することを義務づけ、それ
に違反した場合は報酬が減額されるが、令
和３年４月以前に指定居宅介護支援事業者
と契約を結んでいる利用者に対しては、ど
のように取り扱うのか。

契約時の説明に
ついて
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Vol 問 題目 問 答

3 1 -

問１ 居宅療養管理指導や居宅介護支援など
の小規模な事業者では、実質的に従業者が
１名だけということがあり得る。このよう
な事業所でも虐待防止委員会の開催や研修
を定期的にしなければならないのか。

（答）
・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を
密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただ
きたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境
にあることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。

・ 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事
業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を
得て開催することが考えられる。

・ 研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会
との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所に
よる外部講師を活用した合同開催等が考えられる。

3 113 特定事業所加算

問113 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及
び(Ａ)において新たに要件とされた、「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
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」については、必
要性を検討した結果、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
サービスを位置付けたケアプランが事業所
の全てのケアプランのうち１件もない場合
についても算定できるのか

（答）
算定できる。なお、検討の結果位置付けなかった場合、当該理由を説明できる
ようにしておくこと。

3 111
契約時の説明に
ついて

問111 今回の改定において、ケアマネジメ
ントの公正中立性の確保を図る観点から、
利用者に、前６か月間に作成したケアプラ
ンにおける、訪問介護、通所介護、地域密
着型通所介護、福祉用具貸与（以下、訪問
介護等という。）の各サービスの利用割合
及び前６か月間に作成したケアプランにお
ける、訪問介護等の各サービスごとの、同
一事業者によって提供されたものの割合
（以下、訪問介護等の割合等）の説明を行
うことと定められたが、具体的な説明方法
として、どのような方法が考えられるか。

（答）
・ 例えば、以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を
把握できる資料を別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示す
とともに説明することが考えられる。
・ なお、「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前６か
月間に作成したケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提
供回数のうち（※同一事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは
１）、同一事業所によって提供されたものの割合であるが、その割合の算出に
係る小数点以下の端数処理については、切り捨てても差し支えない。
＜例＞
※重要事項説明書
第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。

（答）
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について（平成11 年
７月29 日老企第22 号）３⑺④を参照されたい。

≪参考≫
・通知：第２の３⑺④
居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成され
ることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たって
は、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外
の、例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老
人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食
サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食など
の自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと併せて提供さ
れる精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健
師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含め
て居宅サービス計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなけ
ればならない。なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援する上で、
利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、地域で不足していると認められる
サービス等については、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わず、当
該不足していると思われるサービス等が地域において提供されるよう関係機関
等に働きかけていくことが望ましい。

問114 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及
び(Ａ)において新たに要件とされた、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具体的にどの
ようなサービスを指すのか。

特定事業所加算1143

※レイアウトの関係から、順番を前後させています。



Vol 問 題目 問 答

3 116
居宅介護支援費
(Ⅱ)の要件

問116 情報通信機器（人工知能関連技術を
含む）の活用や事務職員の配置にあたって
の当該事業所の介護支援専門員が行う基準
第13 条に掲げる一連の業務等について具体
例を示されたい。

（答）
基準第13 条に掲げる一連の業務等については、基準第13 条で定める介護支援
専門員が行う直接的なケアマネジメント業務の他に、例えば、以下のような間
接的なケアマネジメント業務も対象とする。
＜例＞
○ 要介護認定調査関連書類関連業務
・ 書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど
○ ケアプラン作成関連業務
・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○ 給付管理関連業務
・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○ 利用者や家族との連絡調整に関する業務
○ 事業所との連絡調整、書類発送等業務
○ 保険者との連絡調整、手続きに関する業務
○ 給与計算に関する業務 等

3 117
居宅介護支援費
(Ⅱ)の要件

問117 事務職員の配置について、当該事業
所の介護支援専門員が行う基準第13 条に掲
げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資
する職員については、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、認められる場合について具体例を示
されたい。

（答）
具体例として、次のような場合に算定できる。これらの具体例を踏まえ、個々
の状況等に応じて個別具体的に判断されるものである。

＜例＞
※ 当該事業所の介護支援専門員が行う基準第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ことが前提
・ 法人内に総務部門の部署があり、事務職員を配置
・ 併設の訪問介護事業所に事務職員を配置 等

3 118
通院時情報連携
加算

問118 通院時情報連携加算の「医師等と連
携を行うこと」の連携の内容、必要性や方
法について、具体的に示されたい。

（答）
・ 通院時に係る情報連携を促す観点から、「指定居宅サービスに要する費用
の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具
貸与に係る部分）及び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
の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12 年３月１日老企第36 号）
第３の「15 通院時情報連携加算」において、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
供を受けることとしている。
・ なお、連携にあたっては、利用者に同席する旨や、同席が診療の遂行に支
障がないかどうかを事前に医療機関に確認しておくこと。

3 119
居宅介護支援費
の請求方法につ
いて

問119 病院等から退院・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、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
の請求方法について具体的に示されたい。

（答）
・ 当初、ケアプランで予定されていたサービス事業所名、サービス種類名を
記載し、給付計画単位数を０単位とした給付管理票及び居宅介護支援介護給付
費明細書を併せて提出することにより請求する。
・ また、当該請求方法は新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業
所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第11 報）（令和２年５月25 日事
務連絡）の問５（臨時的取扱いという。以下同じ。）に基づいて請求する場合
も同様の取扱いとする。
・ なお、当該臨時的取扱いについては介護予防支援費も同様の取扱いとす
る。

3 115
居宅介護支援費
(Ⅱ)の要件

問115 情報通信機器の活用について、「情
報通信機器」を具体的に示されたい。

（答）
・ 情報通信機器については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部
分）及び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の制定に伴う
実施上の留意事項について」（平成12年３月１日老企第36 号）第３の７の
「⑵ 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用」において、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。
としているところ。
・ 具体的には、例えば、以下の目的や機能を有していることを想定している
が、情報通信機器等を活用する場合については、その体制に係る届出書を提出
することとしているため、これらの具体例を踏まえ、個々の状況等に応じて個
別具体的に判断されるものである。

＜例＞
○ 利用者に係る情報共有を即時、かつ、同時に可能とする機能や関係者との
日程調整の機能を有しているもの。
○ ケアプラン等の情報をいつでも記録、閲覧できる機能を有しているもの。



Vol 問 題目 問 答

3 120 退院・退所加算

問120 カンファレンスに参加した場合は、
「利用者又は家族に提供した文書の写しを
添付すること」としているが、具体例を示
されたい。

（答）
・ 具体例として、次のような文書を想定しているが、これらの具体例を踏ま
え、個々の状況等に応じて個別具体的に判断されるものである。
・ なお、カンファレンスに参加した場合の記録については、居宅介護支援経
過（第５表）の他にサービス担当者会議の要点（第４表）の活用も可能であ
る。
＜例＞
・ カンファレンスに係る会議の概要、開催概要、連携記録 等
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