
サービス種類 項目 細目 質問 回答 備考（根拠文書等） 回答日

全サービス共通
介護報酬
（加算・減
算）

既存の加算
を届出てい
る場合の改
定後の届出
の有無

既存の加算を届け出ていて、改定後の名称が異なる
が算定要件に変更はない。引き続き加算を算定する
際に届出は必要か。

令和３年度報酬改定に伴い、新設又は加算区分の変更
等が生じた加算については、原則として新たに届出が必
要です。
ただし、既存の加算を届出ている場合で、新たな届出が
ない場合に改定後の新規の加算区分に変更される（みな
される）場合があります。
「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」
には、新たに加算を算定する場合と同様に届出が必要で
す。
詳細については、「令和３年３月19日付け厚生労働省事
務連絡　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（その６）　資料Ⅰ介護報酬改定関係
資料　資料６介護給付費算定の届出等に係る留意事項
について（別紙）「既存のサービス事業所の届出留意事
項」」をご確認願います。

R3.3.19厚労省事務連
絡介護保険事務処理
システム変更に係る参
考資料の送付について
（その６）　資料Ⅰ－６
介護給付費算定の届
出等に係る留意事項に
ついて（別紙）「既存の
サービス事業所の届出
留意事項」

2021/3/31

特定施設入居者生活
介護

介護報酬
（加算・減
算）

看取り介護
加算（Ⅱ）

算定要件に「看取り期において夜勤又は当直により
看護職員を配置すること」とあるが、配置は毎日必要
なのか、1週間のうち何日かでいいのか。
オンコール対応の有無によって要件は変わるか。

夜勤又は宿直を行う看護職員が配置されている日には、
看取り介護加算（Ⅱ）を、配置されていない日には、看取
り介護加算（Ⅰ）を算定することができる。

介護保険最新情報
Vol.952（令和３年３月
26日）問86

2021/3/31

介護老人福祉施設
介護報酬
（加算・減
算）

サービス提
供体制強化
加算

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)について、常勤職員
に係る要件　「看護・介護職員の総数に占める常勤職
員の割合」とは令和2年度の勤務者を対象として算出
するのか？

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されてい
ます。従いまして、令和3年4月から算定する場合、令和2
年度（3月を除く。）の勤務者を対象として算出することと
なります。

介護保険最新情報
Vol.934（令和３年３月
16日）別紙2のP12
※今回の介護報酬改
定で変更はありませ
ん。

2021/3/31

全サービス共通
介護報酬
（加算・減
算）

LIFEの登録

LIFEの登録申請を先にしたうえで、データ提出は後日
でも良いのか。
また、LIFEのデータ提出の頻度はは6ヶ月おきでよい
か。

データの提出は、利用申請により割振られたパスワード
等により利用登録後、サービス提供月の翌月１０日（４月
サービス分は５月１０日）までに行うことになる。

「科学的介護情報シス
テム（LIFE)」の活用等
について（R3.2.19事務
連絡）２②

2021/3/31

○令和３年度介護報酬改定等に係るQ&A

※　厚生労働省から発出されるQA等により、回答内容に修正が生じることもあります。



通所リハビリテーショ
ン

介護報酬
（加算・減
算）

長期利用減
算

「利用開始日の属する月から12月超」とあるが、起算
日はいつか（過去の実際の利用日か、令和３年４月1
日か。）

令和３年４月から起算して１２月を超える場合から適用さ
れます。

介護保険最新情報
Vol.934（令和３年３月
16日）別紙4　P.25

2021/3/31

通所リハビリテーショ
ン

介護報酬
（加算・減
算）

長期利用減
算

減算となる際、届出は必要か。
介護予防通所リハビリテーションの場合、利用開始日の
属する月から12ヶ月を超えると、所定単位数が減算とな
るが、届出の必要はなし。

介護保険最新情報
Vol.934（令和３年３月
16日）　⇒ページを示す

2021/3/31

通所介護
介護報酬
（加算・減
算）

個別機能訓
練加算

個別機能訓練加算Ⅰロの機能訓練指導員の配置に
ついて、「指定通所介護を行う時間帯を通じて、もっぱ
ら機能訓練指導員に従事する常勤の理学療法士等を
1名以上以上配置すること」　とあるが、医師は算定要
件を満たさないのか。

実施上の留意事項によれば、理学療法士等とは、専ら機
能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、
はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理
学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整
復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能
訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導
に従事した経験を有する者に限る。）とされている。

個別機能訓練加算 ロにおいては、令和３ 年 度介護報酬
改定に関する Ｑ Ａ Vol. ３の問49のとおり、 専ら機能訓
練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配
置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事
する理学療法士等 をサービス提供時間帯を通じて１名以
上配置することとなっているため、合計で２名以上の理学
療法士等を配置が必要なことに留意する必要がある。

令和３年度介護報酬改
定Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.3）問56

2021/3/31

通所系サービス共通
介護報酬
（加算・減
算）

ADL維持等
加算

利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定し
たＡＤＬ値から利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除
し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値
を加えて得た値（調整済ＡＤＬ利得）について、利用者
等から整済ＡＤＬ利得の上位及び下位それぞれ１割の
者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利
用者等の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が１以上
であること。　と算定要件にあるが、６月目に評価をし
得た値が判断できるまでは算定できないのか。令和３
年４月から新規に取得しようとする場合の手続きを教
えて欲しい。

ＡＤＬ利得を算出するためには、評価対象利用開始月と
その翌月から起算して６月目の２回、ADL値を測定する必
要があります。その測定値をもとにＡＤＬ利得は算出され
ます。そのため、６月目に評価をし得た値が判明するまで
はＡＤＬ利得を算出できないので算定することはできませ
ん。
また、令和３年４月から新規に取得できるのは、令和２年
度中にADL値が測定され基準に適合しており、その関係
書類が保存されたうえで、LIFEにより遡って報告される場
合となります。

介護保険最新情報
Vol.934（令和３年３月
16日）別紙1P.49

2021/3/31

通所介護
介護報酬
（加算・減
算）

特定処遇改
善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅰを取得するためには、サービス
提供体制加算Ⅰを取得する必要があるのか。

サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡの区分の届出を
行っていることで算定可能である。

介護保険最新情報
Vol.935（令和３年３月
16日）p.10（介護福祉士
の配置等要件）

2021/3/31



介護老人保健施設
介護報酬
（加算・減
算）

栄養マネジ
メント強化
加算

給食を外部委託し、委託業者が管理栄養士を雇用し
てい給食管理を行っている場合は算定要件を満たす
か。

委託業者の職員は常勤換算の人員に反映されないので
要件を満たさない。
なお、人材派遣会社からの派遣職員の場合は算定要件
を満たす。

2021/3/31

通所介護
介護報酬
（加算・減
算）

個別機能訓
練加算

個別機能訓練加算Ⅰイの算定にあたり、午前中は看
護師業務を行い、午後から機能訓練指導員として業
務を行っても算定要件を満たすか。

令和３年度介護報酬改定Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.3）の問56「看護職
員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士
等を兼務した場合の個別機能訓練加算 イ又はロの算
定」によれば、看護職員としての業務に従事していない時
間帯において、 個別機能訓練加算の算定要件の一つで
ある 「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法
士等」として勤務することは差し支えない、とされている。

令和３年度介護報酬改
定Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.3）問56

2021/3/31

介護老人福祉施設
介護報酬
（加算・減
算）

口腔衛生管
理加算

実施記録は協力医療機関からの書式を活用してい
る。参考様式とは異なるが問題ないか。

参考様式に記載と同様の内容が記載されていれば任意
の様式で良い。

2021/3/31

訪問看護
介護報酬
（加算・減
算）

サービス提
供体制強化
加算

常勤職員が退職後再雇用（常勤）された。勤続年数は
退職前の雇用期間と通算して良いか。

お見込みのとおり通算する。 2021/3/31

介護老人福祉施設
介護報酬
（加算・減
算）

口腔衛生管
理加算

口腔衛生管理加算(1)は、歯科医師または歯科衛生
士が口腔ケアを月2回以上行った入所者様のみ算定
ができるのか？また口腔衛生管理体制加算30単位を
算定していたが、改定後の口腔衛生管理加算（1）90
単位の申請手続きは必要か？

現行の口腔衛生管理体制加算30単位は廃止
現行の口腔衛生管理加算90単位を算定していれば、改
定後の口腔衛生管理加算(Ⅰ)90単位は申請しなくてもみ
なされる。
現行の口腔衛生管理体制加算の算定のみでは、改定後
の口腔衛生管理加算(Ⅰ)は算定できない。

0318令和３年度介護報
酬改定における改定事
項についてP.86

2021/3/31

その他
介護報酬
（基本）

介護予防支
援費

介護予防支援費に委託連携加算ができる予定です
が、小規模多機能連携加算はなくなるのか。

小規模多機能連携加算は廃止
0318令和３年度介護報
酬改定における改定事
項についてP.156

2021/3/31


