
令和３年度 介護報酬改定の概要（居宅介護支援・介護予防支援） 
【 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会（令和３年１月 18 日）資料 】 

（参考資料１）「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」の抜粋及び国解釈通知・事務連絡追加 

※全サービスに共通する改定については介護報酬改定の概要（全サービス共通）を参照。 
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度

（令和９年３月３１日）
令和９年度

※ 主任ケアマネ研修の主な受講要件：専任で実務経験５年が必要

現
行 管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

経過措置
期間中

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度

（令和９年３月３１日）
令和９年度

改
正
後 

経過措置延長（令和３年３月３１日時点の管理者が管理者を続けることができる）

① 令和３年３月３１日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者である場合

管理者は主任ケアマネジャーであることが必要

② 令和３年４月以降新たに管理者となる場合（管理者が交替する場合も含む）

【令和３年度以降の配慮措置】

○ 中山間地域や離島等においては、人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得
できる事業所については、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いとすることも可能。

○ 令和３年４月１日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と
改善に係る計画書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を１年間猶予することとするともに、当該地域に他に居宅介護支援事
業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。

経過措置
期間中

管理者は

主任ケアマネジャーで
あることが必要

居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置について

２  
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3月8日の段階では明示されていない

3月8日会議資料では
文書で

契約月から当該状態が解消されるまで「減算」規定



計画中のサービスの割合と同一事業者によって提供されたもの割合の説明について 

 

 

１．説明する計画の対象期間 ・・・ 前６月間とは？令和何月利用開始の利用者に説明が必要なの？ 

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。【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準について老企第２２号課長通知】 

２．説明が必要な内容 

作成した計画の総数に右記サ

ービスが位置付けられた割合 

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が位置付けられた居宅サービ

ス計画数／作成した居宅サービス計画の総数 ＝ 〇〇％ 

提供されたサービスが同一事

業者により提供された割合 

同一事業者が訪問介護・通所介護・福祉用具貸与及び地域密着型通所を提供した回数 

／訪問介護・通所介護・福祉用具貸与及び地域密着型通所ごとの全回数 ＝ 〇〇％ 

３．運営基準違反に対する措置 

文書を交付して説明を行って

いない場合 
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。 

４ 
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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（見直しと新設） 

運営に関する基準「居宅サービス計画の届出」の見直し・・・令和３年１０月から施行 

 

１．訪問回数の多い訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出頻度 の見直し 

「一定回数以上訪問介護を位置付け」した居宅サービス計画 
（これまで） 翌月の末日までに保険者に届出必要 → （改正後）保険者が検証した場合の次回の届出は 1 年後でよい 
２．区分支給限度基準額の利用割合が高い＋訪問介護のサービス利用割合が高い ケアプランの検証（新設） 

施行時期 令和 3 年 10 月 1 日施行 例：10 月居宅サービス計画が該当すると 11 月末までに提出 

該当する事業者に求められる

こと 

区分支給限度基準額の利用割合が高い＋訪問介護のサービス利用割合が高いケアプラン

を作成する必要性を居宅サービス計画に記載し、保険者に届ける（翌月の末日まで） 

作成した後に変更した結果、区分支給限度基準額の利用割合が高い＋訪問介護のサービス

利用割合が高いケアプランになった場合も保険者に届ける（翌月の末日まで） 

保険者が行うことが適当と定

められていること 
利用者の自立支援・重度化防止や地域資源活用の観点から、保険者が確認し、必要に応じ

て是正を促す。 

６ 
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医師が回復の見込みがない
と診断 

55     11  13



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の居宅介護支援費算定の見直し 

指定居宅サービスに要する費用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点について（平成 12年 3月 1 日老企第 36 号） 

 

これまでは・・・・ 

サービス利用票の作成が行われなかった月及び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ませんでした。 

見直し内容 

算定が可能となる利用者 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 

算定要件 

モニタリング等の必要なケアマネジメントを行う 

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 

個々のケアプランについて記録を残し、事業所において管理する 

14   
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指居宅サービスに要する費用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　より

利用者の退院又は退所にあたって、医療提供施設の職員と面談を行って利用者に関する必要な情報を受ける方法として、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

退院・退所加算について
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Administrator
テキストボックス
より要件が緩和された加算の新設

Administrator
テキストボックス
（Ⅳ）と要件の変更なし



特定事業所加算の算定要件（基準の具体的運用指針の変更及び新設） 

指定居宅サービスに要する費用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） 

 

重要  現在、加算Ⅰ～Ⅲを算定している事業所においては、新しい要件に即して、改めて届出を行う必要があります。 

 

厚生労働大臣の定める基準の具体的運用 改正・追加点 

1)常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置している。 （変更なし） 

2)常勤かつ専従の介護支援専門員を配置している。 （変更なし） 

3)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している。 
テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

4)24時間常時連絡できる体制を整備している。 

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、市条例第 25 条

の規定の遵守とともに、利用者に対し、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)利用者の総数のうち、要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める割

合が４０％以上 
（変更なし） 

6)介護支援専門員に対し、計画的に、研修を実施している。 
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)地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケー

スを受託する体制を整備している。 
（変更なし） 

8)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。 （変更なし） 

9)運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用の有無 （変更なし） 

10)介護支援専門員 1 人当たり（常勤換算方法による）の担当利用者数が４０

名以上の有無 
居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は 45 名未満 
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厚生労働大臣の定める基準の具体的運用 改正・追加点 

11)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の確保の有無 

12)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。 

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。 

13) 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォー

マルなサービス含む）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 

（新設）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。 

 

新設の特定事業所加算（A）の取り扱いについて 

厚生労働大臣の定める基準の

具体的運用 
改正・追加点 

常勤かつ専従の主任介護支援

専門員を配置していることに

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。 

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。 

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。 

介護支援専門員の兼務に関し

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。 
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情報通信機器はケアマネ業務の軽減に資するものと定義されている

２１ 



基本単位の取り扱いについて（逓減制の見直し関連） 

指定居宅サービスに要する費用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） 

 

 重要  居宅介護支援費Ⅱ（新区分）を算定するためには、情報通信機器等の活用等の体制について届出を行う必要があります。 

 

負担軽減や効率化に資する介護支援専門員の対象業務の例示（伊丹市基準条例第 15条指定居宅介護支援の具体的取扱方針(1)～(30)） 

１）居宅サービス計画の作成に関する業務 

２）利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について行う説明 

３）利用者の心身又は家族の状況等に応じて継続的かつ計画的にサービスが利用されるよう確認 

４）居宅サービス計画に対し、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利用も含め

て居宅サービス計画上に位置付ける 

５）地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供する 

６）解決すべき課題を把握（アセスメント） 

７）アセスメントにかかる居宅を訪問と利用者及びその家族への面接 

８）居宅サービス計画の原案の作成 

９）サービス担当者会議の開催 

１０）居宅サービス計画の原案の内容の利用者又はその家族に対して説明と文書による利用者の同意 

１１）居宅サービス計画の利用者及び担当者への交付 

１２）再アセスメント                         １３）実施状況の把握（モニタリング） 等 

 

情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用 

ＩＣＴの 

活用例 

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 

事務員の配置 

勤務形態等 
勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。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時間以上の勤務を要する。 
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利用者同意要

医師等の「等」にどの職種が含まれるか定まっていない



通院時情報連携加算 

指定居宅サービスに要する費用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） 

 

基本的取扱方針 

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。 

 

２４ 
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介護予防支援 委託連携加算 

指定介護予防サービス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 18 年 3 月 17 日厚生労働省老健

局計画課課長・振興課長・老人保健課長連名通知） 

 

加算要件 

当該加算は、指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介護支援事業所（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）第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。）に委託す

る際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計

画の作成等に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者 1 人につき１回を限度として所定単位数を算定する。な

お、当該委託にあたっては、当該加算を勘案した委託費の設定を行うこと。 

 
※地域包括支援センターが、介護予防計画の作成の委託を居宅介護支援事業所に行う場合の本加算を勘案した委託料の設定については別途

介護保険課から通知されます。 
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