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１ 介護予防訪問介護相当サービス



介護予防訪問介護相当サービス～サービスコード一覧表～
※掲載HP 介護予防・日常生活支援総合事業に関して(サービス事業者向け)

http://sodegaura_homepage/soshiki/koreisha/sougoujigyou-setumeikai.html



同一建物減算

①サービスコード構造の改正
これまで、週１回程度、週２回程度、週２回以上等の基本報酬のサービスコードごと

に、同一建物減算のサービスコードが設定されていたが、それらが廃止され「同一建物
減算」単独のサービスコードが新設された。

A21114 訪問型独自サービスⅠ同一 A26001 訪問型独自サービス同一建物減算
A21214 訪問型独自サービスⅡ同一

等

②区分支給限度額について
同一建物減算を受ける利用者と受けない利用者の公平性の観点から、減算を算定する

場合であっても、区分支給限度額の管理については、減算する前の所定単位数を用いる
こと。



生活機能向上連携加算Ⅱ

サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した
上で、共同してカンファレンスを行う要件について
①利用者の生活機能を維持・向上させるために多職種によるカンファレンスが効果的
②業務効率化

の観点から、利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した
上で実施しても差し支えないことが明確化された。

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抜粋（主な変更点）
カンファレンスは、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」等を遵守していること。
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。



新型コロナウイルス感染症への対応上乗せ

①基本報酬への上乗せ
令和３年４月１日～令和３年９月３０日までの期間、基本報酬に１／１０００上乗せ

される。なお、上乗せ分は区分支給限度額対象内。
【対象項目】訪問型独自サービス（Ⅰ）～（Ⅵ）・訪問型独自短時間サービス

②端数処理について
１／１０００を乗算した結果、上乗せ分の単位数が１以上であれば、小数点以下は四

捨五入。上乗せ分の単位数が１未満であれば、小数点以下は切り上げて１単位とする。
例）2,349単位×1/1000＝2.349≒2単位（四捨五入）

123単位×1/1000＝0.123≒1単位（切り上げ）

③請求について
請求時は、A28310のサービスコードを利用。なお、対象期間中においては、新型コロ

ナウイルス感染症の基本報酬上乗せ分を必ず請求すること。請求方法は「介護給付費明
細書及び給付管理票記載例」を参考にすること。
※請求しない場合、国保連の審査において返戻となる可能性があります。



２ 訪問型サービスＡ



訪問型サービスA～サービスコード一覧表～

※「新型コロナウイルス感染症への対応」以外の変更はなし



新型コロナウイルス感染症への対応上乗せ

①基本報酬への上乗せ
令和３年４月１日～令和３年９月３０日までの期間、基本報酬に１／１０００上乗せ

される。なお、上乗せ分は区分支給限度額対象内。
【対象項目】訪問型サービスＡⅠ～Ⅲ

②端数処理について
１／１０００を乗算した結果、上乗せ分の単位数が１以上であれば、小数点以下は四

捨五入。上乗せ分の単位数が１未満であれば、小数点以下は切り上げて１単位とする。
例）1,800単位×1/1000＝1.800≒2単位（四捨五入）

225単位×1/1000＝0.225≒1単位（切り上げ）

③請求について
請求時は、A38310のサービスコードを利用。なお、対象期間中においては、新型コロ

ナウイルス感染症の基本報酬上乗せ分を必ず請求すること。請求方法は「介護給付費明
細書及び給付管理票記載例」を参考にすること。
※請求しない場合、国保連の審査において返戻となる可能性があります。



３ 介護予防通所介護相当サービス



介護予防通所介護相当サービス～サービスコード一覧表パターン１



介護予防通所介護相当サービス～サービスコード一覧表パターン２



介護予防通所介護相当サービスのパターン２の注意点

介護予防通所介護相当サービスのサービスコード表パターン２は、
袖ケ浦市が独自に定めている「要支援２・週１回利用」の利用者向けのサービスコード表です。

薄緑色で塗り潰されているコードが該当します。

なお、灰色で塗り潰されているサービスコードについては、使用の
必要はありません。



同一建物減算

区分支給限度額について

同一建物減算を受ける利用者と受けない利用者の公平性の観点から、減算を算定する場
合であっても、区分支給限度額の管理については、減算する前の所定単位数を用いること。



栄養アセスメント加算・栄養改善加算

※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 老人保険課抜粋



介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋

栄養アセスメント加算 50単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た通所型サー
ビス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセス
メント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。
以下この注において同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただ
し、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善
サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい
ること。

ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（ヘ
の注において「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し、当該
利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、
当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ニ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準の
いずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。

※詳細な算定要件については、「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」の「７通所介護（１５）栄養アセスメント加算」を参照のこと



介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋

栄養改善加算 200単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状
態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善
等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心
身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「栄養改善サービス」とい
う。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい
ること。

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂
食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄
養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録し
ていること。

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準の
いずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。



栄養改善加算の詳細な算定要件については、「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」の「７通所介護（１６）栄養改善加算について」を参照のこと。

ただし、介護予防通所介護相当サービスにおいて栄養改善サービスを提供する目的は、
当該サービスを通じて要支援者等ができる限り要介護状態等にならないで自立した日常生
活を営むことができるよう支援することであることに留意すること。
なお、要支援者等に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計画に定める栄

養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の改善状況について評価を行い、
その結果を当該要支援者に係る地域包括支援センター等に報告するとともに、栄養状態に
係る課題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービス
を終了するものとする。



口腔機能向上加算

※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 認知症施策・地域介護推進課抜粋



介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋

口腔機能向上加算
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に届け出て、口腔
機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機
能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥
下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上
に資すると認められるもの（以下この注及びチにおいて「口腔機能向上サービス」とい
う。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月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、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 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位
ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位



口腔機能向上加算の詳細な算定要件については、「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」の「７通所介護（１８）口腔機能向上加算について」及び「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び
口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照のこと。

（「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」に追加された口腔機能向上加算（Ⅱ）の要件）
厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For 

Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等につい
ては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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」を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じ

た口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価（Check）、
その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サー
ビスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用され

るものである。

ただし、介護予防通所介護相当サービスにおいて口腔機能向上サービスを提供する目的は、当該サービスを通じて
要支援者等ができる限り要介護状態等にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することであるこ
とに留意すること。
なお、要支援者等に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改善管理指導計画に定める口腔機能向上

サービスをおおむね３月実施した時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る地域包括支援
センター等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決され当該サービスを継続する必要性が認められない
場合は、当該サービスを終了するものとする。



サービス提供体制強化加算加算

※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 老人保険課抜粋



介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋

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市町村長に届け出た通所型
サービス事業所が利用者に対し通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、利用者の区分に応じて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。
⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
㈠事業対象者・要支援１ 88単位 ㈡事業対象者・要支援２ 176単位

⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
㈠事業対象者・要支援１ 72単位 ㈡事業対象者・要支援２ 144単位

⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
㈠事業対象者・要支援１ 24単位 ㈡事業対象者・要支援２ 48単位

※詳細な算定要件については、「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」の
「７通所介護（２４）サービス提供体制強化加算について」を参照のこと



サービス提供体制強化加算に関する届出書抜粋

サービスを直接提供する者
・・生活相談員、看護職員、

介護職員又は機能訓練指導員



生活機能向上連携加算

※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 老人保険課抜粋



介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋

生活機能向上連携加算
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に届け出た通所型
サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、
かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについ
ては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１
回を限度として、１月につき、ロについては１月につき、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、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。また、運動器機能向上加算を算定している場合、
イは算定せず、ロは１月につき100単位を所定単位数に加算する。
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

※詳細な算定要件については、「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」の
「７通所介護（１０） 生活機能向上連携加算について」を参照のこと



口腔・栄養スクリーニング加算

※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 老人保険課抜粋



介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋

口腔・栄養スクリーニング加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス事業所の従業者が、利用開
始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のス
クリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、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、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せず、当該利用者について、当該事業所以外で既
に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ５単位

※詳細な算定要件については、「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」の
「７通所介護（１７）口腔・栄養スクリーニング加算について」及び「リハビリテーショ
ン・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理
手順及び様式例の提示について」を参照のこと。



科学的介護推進体制加算

※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 老人保険課抜粋



介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋

ワ 科学的介護推進体制加算 40単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た通所型サー
ビス事業所が、利用者に対し通所型サービスを行った場合は、１月につき所定単位数を
加算する。

イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。）、栄養状態、口
腔機能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の入所
者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、
イに規定する情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を
活用していること。

※詳細な算定要件については、「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」の
「７通所介護（１９）科学的介護推進体制加算について」を参照のこと



新型コロナウイルス感染症への対応上乗せ

①基本報酬への上乗せ
令和３年４月１日～令和３年９月３０日までの期間、基本報酬に１／１０００上乗せ

される。なお、上乗せ分は区分支給限度額対象内。
【対象項目】通所型サービス費(独自)

※定員超過、看護・介護職員が欠損の場合は、減算後の単位数が対象。

②端数処理について
１／１０００を乗算した結果、上乗せ分の単位数が１以上であれば、小数点以下は四

捨五入。上乗せ分の単位数が１未満であれば、小数点以下は切り上げて１単位とする。
例）1,672単位×1/1000＝1.672≒2単位（四捨五入）

113単位×1/1000＝0.113≒1単位（切り上げ）

③請求について
請求時は、A68310のサービスコードを利用。なお、対象期間中においては、新型コロ

ナウイルス感染症の基本報酬上乗せ分を必ず請求すること。請求方法は「介護給付費明
細書及び給付管理票記載例」を参考にすること。
※請求しない場合、国保連の審査において返戻となる可能性があります。



４ 介護職員処遇改善加算・
介護職員等特定処遇改善加算



※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 老人保険課抜粋

令和３年度の介護報酬改
定においては、処遇改善加
算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、一
年間の経過措置期間を設定
し廃止するとともに、特定
加算については、平均の賃
金改善額の配分について、
介護職員間の配分ルールを
見直すこととした。あわせ
て、職場環境等要件につい
て、介護事業者による職場
環境改善の取組をより実効
性が高いものとする観点か
ら見直し行うこととしたと
ころである。
※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
について抜粋



ｂ当該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、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いこと。

ｂ当該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、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。

【配分方法】

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抜粋（主な変更点）



この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、別紙１表４の「入職促進に向けた
取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推
進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及びや
りがい・働きがいの醸成」の区分ごとに１以上の取組を行うこと。なお、令和３年度にお
いては、６の区分から３の区分を選択し、それぞれで一以上の取組を行うこと。

この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、別紙１表４の「資質の向
上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに１以上の取組を行うこと。

【賃金改善以外の要件に係る記載】（職場等環境要件）

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抜粋（主な変更点）



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抜粋（主な変更点）



サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分（訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)

又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは
(Ⅱ)又は入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、地域密着型通所介護（療養通所介護費を算定
する場合）にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)ロ、介護老人福祉施設等に
あってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は日常生活継続支援加算）の届出を
行っていること。

サービス提供体制強化加算の最も上位の区分（訪問介護にあっては特定事業所加算Ⅰ又は
Ⅱ、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算Ⅰイ又は入居継続支
援加算、夜間対応型訪問介護（夜間対応型訪問介護費Ⅱを算定する場合）にあってはサー
ビス提供体制強化加算Ⅱイ、地域密着型通所介護（療養通所介護費を算定する場合）に
あってはサービス提供体制強化加算Ⅲ、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制
強化加算Ⅰイ又は日常生活継続支援加算）を算定していること。

【介護福祉士の配置要件等】

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抜粋（主な変更点）

総合事業においては、
介護予防訪問介護相当サービス：併設している訪問介護で特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)

介護予防通所介護相当サービス：サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分
の届出を行っていることが条件



処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は令和３年３月31 日で廃止する。ただし、令和３年３月31 日時
点で算定している事業所については、令和４年３月31 日まで算定できるものとする。

【処遇改善加算Ⅳ及びⅤの廃止について】

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抜粋（主な変更点）

今般の介護報酬改定以前からですが、計画書及び実績報告書共に押印は不要です。

【押印について】



５ ＬＩＦＥに関して



１ 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）について
厚生労働省では、平成28 年度から通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム

（以下「ＶＩＳＩＴ」という。）を運用し、リハビリテーションマネジメントで活用され
るリハビリテーション計画書等の情報を収集するとともに、令和２年５月から高齢者の状
態やケアの内容等データ収集システム（以下「ＣＨＡＳＥ」という。）を運用し、利用者
又は入所者（以下「利用者等」という。）の心身の状況や提供されるサービス等に関する
情報を収集してきた。
令和３年４月１日より、ＶＩＳＩＴ及びＣＨＡＳＥの一体的な運用を開始するとともに、

科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称を「科学的介護情報システム（Long-term 

care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）とすることと
した。なお、ＬＩＦＥの利用申請手続等については、「「科学的介護情報システム（ＬＩ
ＦＥ）」の活用等について」（令和３年２月19 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）
を参照されたい。
ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



２ ＬＩＦＥを用いたＰＤＣＡサイクルの推進及びサービスの質の向上について
令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止

に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、ＬＩＦＥを用いたＰＤＣＡサイクルの
推進及びサービスの質の向上を図る取組を推進することとされた。
ＰＤＣＡサイクルとは、利用者等の状態に応じたケア計画等の作成（Plan）、当該計画

等に基づくサービスの提供（Do）、当該提供内容の評価（Check）、その評価結果を踏ま
えた当該計画等の見直し・改善（Action）の一連のサイクルのことであり、ＰＤＣＡサイ
クルの構築を通じて、継続的にサービスの質の管理を行うことにより、サービスの質の向
上につなげることを目指すものである。
ＰＤＣＡサイクルに沿った取組を進める中で作成された、ケア計画等の情報をＬＩＦＥ

に提出することで、利用者等単位又は事業所・施設単位で解析された結果のフィードバッ
クを受けることができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態や
ケアの実績の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行うことが可能となり、サー
ビスの質の一層の向上につなげることが可能となる。
以上の観点から、第２に規定する各加算については、ＬＩＦＥへの情報提出及びフィー

ドバック情報を活用したＰＤＣＡサイクルの推進及びサービスの質の向上を求めることと
している。

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



ＬＩＦＥに関する加算（総合事業分）

科学的介護推進体制加算 ／栄養アセスメント加算／口腔機能向上加算(Ⅱ)



１ 科学的介護推進体制加算
ア ＬＩＦＥへの情報提出頻度について
利用者ごとに、（ア）から（エ）までに定める月の翌月10 日までに提出すること。なお、

情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所
サービス通知第１の５の届出を提出しなければならず（＝総合事業費算定に係る体制等に
関する届出書によって、加算算定無しとする変更が必要ということ。）、事実が生じた月
のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員につ
いて本加算を算定できないこと（例えば、４月の情報を５月10 日までに提出を行えない場
合は、直ちに届出の提出が必要であり、４月サービス提供分から算定ができないこととな
る。）。
（ア） 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者（以

下「既利用者」という。）については、当該算定を開始しようとする月
（イ） 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用

者（以下「新規利用者」という。）については、当該サービスの利用を開始した日
の属する月

（ウ）（ア）又は（イ）の月のほか、少なくとも６月ごと
（エ） サービスの利用を終了する日の属する月

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



１ 科学的介護推進体制加算
イ ＬＩＦＥへの提出情報について
事業所の全ての利用者について、別紙様式１（科学的介護推進に関する評価（通所・居

住サービス））にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度及び
認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論（ＡＤＬ及び在宅復帰の有無等に限る。）」、
「口腔・栄養」及び「認知症（必須項目に限る。）」の各項目に係る情報を、やむを得な
い場合を除き、すべて提出すること。また、「総論（既往歴、服薬情報及び同居家族等に
限る。）」及び「認知症（任意項目に限る。）」の各項目に係る情報についても、必要に
応じて提出することが望ましいこと。なお、フィードバックについては必須情報以外も含
め提出された情報に基づき実施されるものであること。
また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。

・ア（ア）に係る提出情報は、当該算定開始時における情報
・ア（イ）に係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・ア（ウ）に係る提出情報は、前回提出時以降の情報
・ア（エ）に係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



１ 科学的介護推進体制加算
⑷ 猶予期間の設定について
令和３年度においては、ＬＩＦＥに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の

事情のある事業所・施設についてはアの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、

・令和３年４月から同年９月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の
５月後の月

又は、
・令和３年10 月から令和４年２月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和４年３月

の翌月10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする
理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をで
きるものとする（本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合
には速やかに提出すること）。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、アに規定する時
点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期にアの
規定に従い提出することが望ましいこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、

遡り過誤請求を行うこと。

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



13 栄養アセスメント加算
⑴ ＬＩＦＥへの情報提出頻度について
入所者ごとに、ア及びイに定める月の翌月10 日までに提出すること。

ア 栄養アセスメントを行った日の属する月
イ アの月のほか、少なくとも３月に１回

なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪
問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならず（＝総合事業費算定に係る体
制等に関する届出書によって、加算算定無しとする変更が必要ということ。）、事実が生
じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全
員について本加算を算定できないこと（例えば、４月の情報を５月10 日までに提出を行え
ない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、４月サービス提供分から算定ができないこ
ととなる。）。

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



13 栄養アセスメント加算
⑵ ＬＩＦＥへの提出情報について
利用者全員について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の

実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式５
－１（栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング（通所・居宅）（様式例））に
ある「実施日」「低栄養状態のリスクレベル」「低栄養状態のリスク（状況）」「食生活
状況等」「多職種による栄養ケアの課題（低栄養関連問題）」及び「総合評価」の各項目
に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。ただし、食事の提供を
行っていない場合など、「食生活の状況等」及び「多職種による栄養ケアの課題（低栄養
関連問題）」の各項目に係る情報のうち、事業所で把握できないものまで提出を求めるも
のではないこと。
提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・⑴アに係る提出情報は、当該アセスメントの実施時点における情報
・⑴イにおける提出情報は、前回提出時以降における情報

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



15 口腔機能向上加算(Ⅱ)
⑴ ＬＩＦＥへの情報提出頻度について
利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月10 日までに提出すること。
ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
ウ ア又はイのほか、少なくとも３月に１回

⑵ ＬＩＦＥへの提出情報について
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式８（口腔機能向上サービ
スに関する計画書（様式例））にある「かかりつけ歯科医」、「入れ歯の使用」、「食形
態等」、「誤嚥性肺炎の発症・罹患」、「スクリーニング、アセスメント、モニタリン
グ」、「口腔機能改善管理計画」及び「実施記録」の各項目に係る情報をすべて提出する
こと。
提出情報は、以下の時点における情報とすること。
・⑴ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報
・⑴ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連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抜粋



体制等状況一覧表提出時に「ＬＩＦＥへの登録」を「なし」としていると、ＬＩＦＥ関連
加算を算定しようとした場合、請求でエラーとなるため注意してください。

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する注意点



栄養アセスメント加算と栄養改善加算、口腔機能向上加算ⅠとⅡは、体制等状況一覧表で
は個別の記載は求められていません。
そのため、いずれかの加算を算定する場合は「あり」に〇を付けるようにお願いします。

科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する注意点



６ 指定介護予防支援・
介護予防ケアマネジメント



指定介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービスコード

※小規模多機能連携加算は廃止



委託連携加算

※ 令和３年３月９日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 老人保険課抜粋



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等の一部を改正する告示（令和３
年厚生労働省告示第73号）抜粋

ハ 委託連携加算 300単位
注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指
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ケアプランの作成等に協力した場合は、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
を加算する。

ハ 委託連携加算 300単位
注 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。）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は、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加算する。

介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定め
る基準（令和３年厚生労働省告示第72号）抜粋



新型コロナウイルス感染症への対応上乗せ

①基本報酬への上乗せ
令和３年４月１日～令和３年９月３０日までの期間、基本報酬に１／１０００上乗せ

される。
【対象項目】介護予防支援費・介護予防ケアマネジメントＡ

②端数処理について
１／１０００を乗算すると、上乗せ分の単位数が１未満になることから、小数点以下

は切り上げて１単位とする
例）438単位×1/1000＝0.438≒1単位（切り上げ）

③指定介護予防支援の請求について
請求時は、468300のサービスコードを利用。なお、対象期間中においては、新型コロ

ナウイルス感染症の基本報酬上乗せ分を必ず請求すること。
※請求しない場合、国保連の審査において返戻となる可能性があります。
※カナミッククラウドシステムでの請求方法は、判明次第ご連絡します。

④介護予防ケアマネジメントの請求について
介護予防ケアマネジメントは、基本報酬４３８単位に１単位を加えて、４３９単位と

してコードを設定しています。よって、介護予防ケアマネジメントＡを請求するだけで
自然と上乗せされます。



サービス利用の実績がない場合に指定介護予防支援費・介護予防
ケアマネジメント費を請求するパターン

これまで、必要なケアマネジメント業務や給付管理のため準備が行われていたとしても、利用者
が死亡してしまった等によりサービス提供実績がなかった場合、指定介護予防支援費・介護予防ケ
アマネジメント費の請求はできなかった。

必要なケアマネジメント業務や給付管理のため準備が行われていれば、介護保険サービスが提供
されたものと同等に取り扱い、請求が可能になると思われます。
その場合、給付管理票は「給付計画単位数」に全サービス種類分０単位と記載して作成。

介護給付費請求書等の記載要領について（平成13年11月16日老老発第31号）抜粋【介護保険
最新情報vol.934通知】（主な変更点）
５給付管理票に関する事項（様式第11）
⑵項目別の記載要領
㉒給付計画単位数
サービス利用票別表（控）のサービス種類ごとの集計行の区分支給限度基準内単位数に記載さ

れた額（単位数）を記載すること。月を通じてサービス利用の実績がない場合で居宅介護支援費
等の算定を行う場合は「０」を記載すること。

※条件となる「必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備」等詳細については、
現時点で不明ですが、今後国から解釈が示されるのではないかと思われます。
⇒居宅介護支援のみが対象で、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントは対象外です。
※令和３年４月５日追記



７ その他共通事項



地域区分
袖ケ浦市の地域区分は令和２年度と変更なく６級地のままです。
そのため、袖ケ浦市は１単位あたりの単価に変更はありません。

【要介護（要支援を含む。）認定有効期間の延長について】
要介護認定有効期間について、令和３年４月から、介護保険法施行規則を改正し、認定審査会が判

定した被保険者の要介護状態区分が、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区
分と同一である場合等において、要介護更新認定における有効期間の上限を48 か月間とすると予定
されています。



８ 令和３年度算定手続き等について



介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
の提出期限について

【提出期限】
令和３年４月１５日（木）
※提出期限を過ぎると、４月は加算が算定できなくなりますので
ご注意ください！

【提出における留意点】
・新しい様式にて提出すること。
・ＬＩＦＥ関連加算（科学的介護推進体制加算／栄養アセスメント加算／口腔機能向上加算（Ⅱ））
を算定する事業所は、ＬＩＦＥへの登録を必ず「あり」としてください。

・新たに追加された加算の他に、既存の加算について算定要件が変更されたもの（次ページ項番３～
４）についても、改めて届出を行うこと。

【提出書類】
①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
②介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【新様式】
③介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書及び施設・事業所別個表【新様式】

※加算を取得する場合
④その他加算ごとに必要な添付書類
※①②④は事業所ごとの提出とし、③は法人ごとの提出で構いません。



既存の加算について算定要件が変更されたもの



介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善のみを算定する
場合について

【提出期限】
令和３年４月１５日（木）
※提出期限を過ぎると、４月は加算が算定できなくなりますので
ご注意ください！

【提出における留意点】
・新しい様式にて提出すること。

【提出書類】
①介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書及び施設・事業所別個表【新様式】
②介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
③介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【新様式】
※加算区分に変更がある場合には、事業所ごとに②③の提出が必要です。①は法人ごとで構いません。



介護予防・日常生活支援総合サービスコードマスタ表について

各事業所にてお使いの請求システムに、本市の介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスＡ・介
護予防通所介護相当サービスの新しい単位数を反映させるためには、袖ケ浦市版介護予防・日常生活支援
総合事業単位数表マスタをシステムに取り込む必要があります。
単位数表マスタ及びサービスコード一覧表は以下のＨＰに掲載いたしますので、ご参照ください。

掲載HP 介護予防・日常生活支援総合事業に関して(サービス事業者向け)

http://sodegaura_homepage/soshiki/koreisha/sougoujigyou-setumeikai.html

【カナミッククラウドシステムへの対応について】
カナミッククラウドシステムについては、袖ケ浦市にて３月中にマスタ表の取り込みを行います。
前回の令和元年１０月の介護報酬改定では、既に作成しているサービス提供票に単位数が反映されてお

らず、請求時にエラーとなることが多かったため、ケアマネジャー様におかれましては、４月以降の提供
票について、既存のサービスコードの単位数の確認・修正、及びサービス提供事業所が新規加算を算定す
る場合に、提供票への登録漏れがないようにご留意願います。
なお、既存のサービスコードの単位数を修正する場合は、改めて同じサービスコードを設定し直すこと

で修正が可能です。
※カナミッククラウドシステムにマスタ表を取り込み後、ケアマネジャー様にＦＡＸにてご連絡します。



以上となります。
その他詳細及び様式等については、厚労省が発出している資料等を
ご確認ください。
【国ＨＰ】令和３年度介護報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411

_00034.html


