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１．訪問型サービス及び通所型サービスの単位数改正について 

概要 

 令和３年４月の介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードの単位数が変更されます。 

単位数 

① 訪問型現行相当サービス 

＜現行＞                                     ＜改正後＞ 

  訪問型サービス費Ⅰ（週１回程度の訪問）     １，１７２単位／月   ⇒   １，１７６単位／月 

  訪問型サービス費Ⅱ（週２回程度の訪問）     ２，３４２単位／月   ⇒   ２，３４９単位／月 

  訪問型サービス費Ⅲ（週２回を超える程度の訪問） ３，７１５単位／月   ⇒   ３，７２７単位／月 

②訪問型市基準サービス 

＜現行＞                                     ＜改正後＞ 
訪問型サービス費Ⅰ／２（週１回程度の訪問）   １，１１３単位／月   ⇒   １，１１７単位／月 

訪問型サービス費Ⅱ／２（週２回程度の訪問）   ２，２２４単位／月   ⇒   ２，２３１単位／月 

③訪問型市が認定する研修の修了者による市基準サービス 

＜現行＞  ＜改正後＞ 

訪問型サービス費Ⅰ／３（週１回程度の訪問）   １，００１単位／月   ⇒   １，００５単位／月 

訪問型サービス費Ⅱ／３（週２回程度の訪問）   ２，００１単位／月   ⇒   ２，００７単位／月 
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④通所型現行相当サービス 

＜現行＞                                    ＜改正後＞ 

通所型サービス費１（事業対象者・要支援１）   １，６５５単位／月   ⇒   １，６７２単位／月 

通所型サービス費２（事業対象者・要支援２）   ３，３９３単位／月   ⇒   ３，４２８単位／月 

⑤通所型市基準サービス（１.５時間以上３時間未満） 

＜現行＞                                    ＜改正後＞ 

通所型サービス費／２１（事業対象者・要支援１） １，４８９単位／月   ⇒   １，５０４単位／月 

通所型サービス費／２２（事業対象者・要支援２） ３，０５３単位／月   ⇒   ３，０８５単位／月 

⑥通所型市基準サービス（３時間以上） 

＜現行＞                                    ＜改正後＞ 

通所型サービス費／３１（事業対象者・要支援１） １，５６３単位／月   ⇒   １，５７９単位／月 

通所型サービス費／３２（事業対象者・要支援２） ３，２０５単位／月   ⇒   ３，２３９単位／月 

 

※ 日割りの単位数については、１月の単位数を３０．４日で除した額（四捨五入。）となります。 
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２．新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 

概要 

 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月３０日までの

間、基本報酬に０．１％上乗せする。 

 

計算方法について 

 

① 令和３年９月３０日までは、基本報酬に「令和３年９月３０日までの上乗せ分」を加えた額が基本報酬となる。 

具体的には、１月当たりの基本報酬に０．１％を乗じた額（四捨五入。ただし、１単位未満となる場合は切り上げ。）が

「令和３年９月３０日までの上乗せ分」の額となる。 

ただし、基本報酬に加減算を乗じた額をサービスコードとしている場合には、当該サービスコードによる１月あたりの

算定単位数に「令和３年９月３０日までの上乗せ分」を乗じることとなる。 

 

② 基本報酬に係るその他の加減算（同一建物減算など）の計算対象に、「令和３年９月３０日までの上乗せ分」を含める。 

 

③ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の計算対象に、「令和３年９月３０日までの上乗せ分」を含める。 
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「令和３年９月３０日までの上乗せ分」の算定にあたり合計するサービスコード 

 

○訪問型サービス 

基本部分「イ 訪問型サービス費（独自）（Ⅰ）」～「ハ 訪問型サービス費（独自）（Ⅲ）」に係るサービスコード 

 

○通所型サービス 

基本部分「イ 通所型サービス費（独自）」に係るサービスコード及び以下の加減算に係る合成サービスコード 

 ・利用者の数が利用定員数を超える場合 

 ・看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 

 

○介護予防ケアマネジメント 

 基本部分「イ 介護予防ケアマネジメント費」に係るサービスコード 

※ 介護予防ケアマネジメントについては、令和３年９月３０日までの上乗せ分を合成した単位数となっています。 
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３．通所型現行相当サービス 

加算に関する改正事項 

①栄養アセスメント加算の新設 

②栄養改善加算の見直し 

③口腔機能向上加算の細分化 

④サービス提供体制強化加算の見直し 

⑤生活機能向上連携加算の細分化 

⑥口腔・栄養スクリーニング加算の新設 

⑦科学的介護推進体制加算の新設 
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３．通所型現行相当サービス ①栄養アセスメント加算の新設 

概要 

 通所型現行相当サービスに、栄養アセスメント加算を新設する。 

単位数 

＜単位数＞ 
栄養アセスメント加算 ５０単位／月（新設） 

  

主な算定要件等 ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算との併算定は不可 

・当該事業所の従業者として又は外部（注）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 
・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 
・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。（ＬＩＦＥへのデータ提出とフィードバックの活用） 
 

注 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステ

ーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて

管理栄養士を配置している施設に限る。 
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３．通所型現行相当サービス ②栄養改善加算の見直し 

概要 

 栄養改善加算について、栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。 

単位数 

＜現行＞                 ＜改正後＞ 
栄養改善加算 １５０単位／月   ⇒   栄養改善加算 ２００単位／月 

  

主な算定要件等 

・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。 
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３．通所型現行相当サービス ③口腔機能向上加算の細分化 

概要 

口腔機能向上加算について、ＬＩＦＥへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケア

の向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。 

単位数 

＜現行＞                   ＜改正後＞ 
口腔機能向上加算 １５０単位／月   ⇒   口腔機能向上加算（Ⅰ）１５０単位／月 

口腔機能向上加算（Ⅱ）１６０単位／月（新設） 

 

主な算定要件等 ※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可 

・口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービ

スの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の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。 
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３．通所型現行相当サービス ④サービス提供体制強化加算の見直し 

概要 

サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しを

行う。 

単位数 

＜現行＞                      ＜改正後＞ 
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ ７２単位／月    サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ８８単位／月（新設） 

               １４４単位／月                   １７６単位／月（新設） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ ４８単位／月 ⇒  サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ７２単位／月 

                ９６単位／月                   １４４単位／月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  ２４単位／月    サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ２４単位／月 

                ４８単位／月                    ４８単位／月 

※各加算の上段が「事業対象者・要支援１」、下段が「事業対象者・要支援２」の単位数 

 

主な算定要件等 ※（Ⅰ）～（Ⅲ）は併算定不可 

 

加算Ⅰ（新設）
加算Ⅱ
（改正前の加算Ⅰイ相当）

加算Ⅲ
（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ相当）

資格・勤続
年数要件

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士７０％以上
②勤続１０年以上介護福祉士２５％以上

介護福祉士５０％以上
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士４０％以上
②勤続７年以上３０％以上



p. 13 
 

３．通所型現行相当サービス ⑤生活機能向上連携加算の細分化 

概要 

生活機能向上連携加算について、ICT の活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助

言する場合の評価区分を新たに設ける。 

単位数 

＜現行＞                ＜改正後＞ 
生活機能向上連携加算２００単位／月 ⇒  生活機能向上連携加算（Ⅰ）１００単位／月（新設）※３月に１回を限度 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）２００単位／月 

 

主な算定要件等 ※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可。 

＜生活機能向上連携加算（Ⅰ）＞ 

・介護予防訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設

（病院にあっては許可病床数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在し

ない場合に限る。）の理学療法士等（注１）の助言に基づき、当該通所型サービス事業所の機能訓練指導員等（注２）が

共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

 

注１ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師 

注２ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者 
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３．通所型現行相当サービス ⑥口腔・栄養スクリーニング加算の新設 

概要 

 通所型現行相当サービスに、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価することから、口腔栄養スクリ

ーニング加算を新設する。 

単位数 

＜現行＞                   ＜改正後＞ 
栄養スクリーニング加算５単位／回   ⇒   口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位／回（新設） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  ５単位／回（新設） 

※６月に１回算定可 

 

主な算定要件等  

加算(Ⅰ)は①及び②に、加算(Ⅱ)は①又は②に適合すること。（加算(Ⅱ)は併算定の関係で加算(Ⅰ)が取得できない場合

に限り取得可能） 

① 当該事業所の従業者が、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について確認を行い、当該利用者

の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

② 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養

状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用

者を担当する介護支援専門員に提供していること。 
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３．通所型現行相当サービス ⑦科学的介護推進体制加算の新設 

概要 

 通所型現行相当サービスに、科学的介護推進体制加算を新設する。 

単位数 

＜単位数＞ 
科学的介護推進体制加算 ４０単位／月（新設） 

  

主な算定要件等 

①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。 

②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、①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。 
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４．通所型市基準サービス 

改正事項 

①栄養アセスメント加算の新設 

②栄養改善加算の見直し 

③口腔機能向上加算の細分化 

③サービス提供体制強化加算の見直し 

④口腔栄養スクリーニング加算の新設 

⑤科学的介護推進体制加算の新設 
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４．通所型市基準サービス ①栄養アセスメント加算の新設 

「３．通所型現行相当サービス ①栄養アセスメント加算」に同じ。 

 

 

 

 

４．通所型市基準サービス ②栄養改善加算の見直し 

「３．通所型現行相当サービス ②栄養改善加算の見直し」に同じ。 

 

 

 

 

４．通所型市基準サービス ③口腔機能向上加算の細分化 

「３．通所型現行相当サービス ③口腔機能向上加算の細分化」に同じ。 
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４．通所型市基準サービス ④サービス提供体制強化加算の見直し 

概要 

通所型市基準サービスにおけるサービス提供体制強化加算については、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）を算定する

に当たって運用上０単位で追加しているコードである。今回、サービスコードの算定区分が見直されたことから変更を行

うものである。 

単位数 

＜現行＞                      ＜改正後＞ 
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ ０単位／月     サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ０単位／月（新設） 

                ０単位／月  ⇒                  ０単位／月（新設） 

                                                サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ０単位／月 

                                          ０単位／月 

※各加算の上段が「事業対象者・要支援１」、下段が「事業対象者・要支援２」の単位数 
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４．通所型市基準サービス ⑤口腔・栄養スクリーニング加算の新設 

概要 

 通所型市基準サービスに、口腔・栄養スクリーニング加算を新設する。 

 

単位数 ※「３．通所型現行相当サービス ⑥口腔・栄養スクリーニング加算の新設」の単位数に同じ。  

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位／回（新設） 
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  ５単位／回（新設） 

※６月に１回算定可 

 

主な算定要件等  

「３．通所型現行相当サービス ⑥口腔・栄養スクリーニング加算の新設」の主な算定要件等に同じ。 
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４．通所型市基準サービス ⑥科学的介護推進体制加算の新設 

「３．通所型現行相当サービス ⑦科学的介護推進体制加算の新設」に同じ。 
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５．介護予防ケアマネジメント費の単位数変更について 

概要 

 令和３年４月の介護報酬改定に伴い、令和３年４月サービス提供分から介護予防ケアマネジメント費が変更となります。

なお、以下の単位数については、令和３年９月３０日までの上乗せ分を合成した単位数となっています。 

単位数 

＜現行＞                                ＜改正後＞ 

 ケアマネジメントＡ              ４３１単位／月   ⇒    ４３９単位／月 ※ 

 ケアマネジメントＡ・初回           ７３１単位／月   ⇒    ７３９単位／月 ※ 

 ケアマネジメントＡ・小多機連携加算      ７３１単位／月   ⇒   廃止 

 ケアマネジメントＡ・初回・小多機連携加算 １，０３１単位／月   ⇒   廃止 

 ケアマネジメントＡ・委託連携加算         ―       ⇒    ７３９単位／月（新設）※ 

 ケアマネジメントＡ・初回・委託連携加算      ―       ⇒  １，０３９単位／月（新設）※ 

 

 

※「２．新型コロナウイルス感染症への対応による令和３年９月３０日までの上乗せ分について」でお示ししたとおり、令

和３年１０月１日からは、ケアマネジメントＡが４３８単位／月となるため、各サービスコードの単位数が変更となる予

定です。 
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６．介護予防ケアマネジメント費の改正事項 

概要 

 介護予防ケアマネジメント費について、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業

者との情報連携等を新たに評価する。 

 

単位数及びサービスコード 

＜単位数＞                               ＜サービスコード＞ 
ケアマネジメントＡ・委託連携加算         ７３９単位／月    １００５（新設） 

  ケアマネジメントＡ・初回・委託連携加算    １，０３９単位／月    １００６（新設） 

 

算定要件等 

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に委託する

際、当該利用者に係る必要な情報を当該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

算定する。 
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７．留意点 

新設加算等の算定要件について 

 通所型サービス口腔機能向上加算、サービス提供体制強化加算、生活機能向上加算及び口腔栄養スクリーニング加算の

算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の通所介護費におけるそれぞれ該当する加算の取扱に準ずる。 

 

 詳しい算定要件は、下記の告示及び通知を参照すること。 

 

○ 介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生省告示

第７２号） 

○ 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年厚生省告示第７３号） 

○ 介護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の

留意事項について（令和３年３月１９日介護保険最新情報Ｖｏｌ.９４４） 

 

※告示等は厚生労働省のホームページに公開されているため、ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei31_00005.html 

 

人員、設備及び運営に関する基準について 

 第１号訪問事業、第１号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準については、現在準備中ですが、令和３年４月より

改正を予定しております。準備が整い次第（令和３年４月中を予定）、別途周知いたします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei31_00005.html

