
 

令和３年度報酬改定については【厚生労働省ＨＰ令和３年度障害福祉サービス等報酬改定について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.htmlに掲載，周知されているとこ

ろであるが，主要な改正事項について次のとおり抜粋して説明する。 

※１から８までは複数のサービスで共通する事項である。 

 

１.地域生活支援拠点等の整備促進・機能充実 【居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，自立生活

援助，地域定着，短期入所】 （※ただし R3.6月末時点で，盛岡市では地域生活支援拠点が未整備である。） 

 

・地域生活支援拠点等に係る加算【新設】50 単位/回：地域生活支援拠点等として位置付けた訪問系サービ

ス事業所において，緊急時の対応を行った場合に加算する。 

・地域生活支援拠点等に係る加算【新設】50単位/日：地域生活支援拠点等として位置付けた自立生活援助，

地域定着支援事業所において，緊急時の対応を行った場合に加算する。 

・地域生活支援拠点等に係る加算【新設】100単位/日：地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業

所において，利用開始日（初日）に加算する（※緊急時に限らない）。 

・地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について，盛岡市により地域生活支援拠点等として位置

づけられている事業所を，他市町村に居住する者が利用する場合についても算定は可能である。 

 

２.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進 【自立生活援助】 

・緊急時支援加算（Ⅰ）【新設】711単位/日：緊急時において，利用者又はその家族等からの要請に基づき，

深夜（午後 10時から午前６時）に速やかに利用者の居宅等への訪問や一時的な滞在による支援を行った場合

に加算する。（※地域生活支援拠点の場合，＋50単位/日（再掲）） 

・緊急時支援加算（Ⅱ）【新設】94 単位/日：緊急時において，利用者又はその家族等からの要請に基づき，

深夜（午後 10時から午前６時）に電話による相談援助を行った場合に加算する。ただし，緊急時支援加算（Ⅰ）

を算定している場合は，算定しない。 

・日常生活支援情報提供加算【新設】100単位/回：利用者の同意を得て，精神障害者が日常生活を維持する

うえで必要な情報を精神科病院等に対して情報提供した場合に加算する。（月 1回を限度） 

・居住支援連携体制加算【新設】35 単位/月：居住支援法人又は居住支援協議会との連携体制を確保し，公

表していること。また，当該法人等と月 1回以上情報共有している場合に算定する。 

資料３‐１ 

令和３年度報酬改定【障害福祉サービス等】についての留意事項 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html


３.ピアサポートの専門性の評価 【自立生活援助，計画相談，障害児相談，地域移行，地域定着】 

・ピアサポート体制加算【新設】100単位/月：算定要件は次の（１）～（３）のとおり。 

（１）地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修（基礎研修及び専門研修）」を修了した次の者をそれぞ

れ常勤換算方法で 0.5人以上配置していること（併設する事業所（計画相談支援・障害児相談支援・自立生

活援助・地域移行支援・地域定着支援に限る。）の職員を兼務する場合は兼務先を含む業務時間の合計が 0.5

人以上の場合も算定可）。 

① 障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者 

② 管理者又は①の者と協働して支援を行う者 

なお，令和６年３月 31日までの経過措置として，都道府県又は市町村が上記研修に準ずると認める研修※

を修了した①の者を常勤換算方法で 0.5人以上配置する場合についても本要件を満たすものとする。（②の者

の配置がない場合も算定可。）経過措置期間の経過後に引き続き加算を算定するためには，経過措置期間中に

地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。 

（２）（１）の者により，事業所の従業員に対し，障害者に対する配慮等に関する研修が年１回以上行われて

いること。 

（３）（１）の者を配置していることを公表していること。 

 

４.感染症や災害への対応力の強化 【全サービス共通】 

・特例的な評価：新型コロナウイルス感染症に対応するため，かかり増し経費が必要となることを踏まえ，

令和３年９月末までの間，基本報酬に 0.1％の上乗せを行う。 

 

５.医療連携体制加算の見直し【短期入所，自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援，共同生活

援助，児童発達支援，放課後等デイサービス】 

 

 



・医療・看護について，医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて細分化し，適正な評価を

行う。 

・医師からの指示は，原則，日頃から利用者を診察している主治医から個別に受けることを明確化する。 

・福祉型短期入所について，特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を設ける。 

・共同生活援助における看護師の確保に係る医療連携体制加算について，看護師１人につき算定できる利用

者数の上限（20名まで）を設ける。 

・要件として医療機関等と文書による契約を締結することとする。医療機関等とは，例えば，同一法人内の

施設において配置基準以上の看護職員が配置されており，同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合

や医療保険又は介護保険上の指定を受けた訪問看護事業所が考えられる。なお，同一法人内の施設から派遣

する場合は，看護職員が配置されている本体施設に支障がないよう留意する必要がある。このほか，事業所

に配置される看護職員についても加算の対象とする。 

・事業所を訪問する看護職員の範囲は，看護師，准看護師及び保健師とする。 

・多機能型事業所の場合，加算の対象となる利用者の人数は，各サービスにおいて加算の対象となる利用者

を合計して取り扱う。ただし，生活介護又は自立訓練（機能訓練）を実施している多機能型事業所の場合は，

指定基準上，医師及び看護職員の配置がされていることから，当該多機能型事業所の利用者（児童発達支援

又は放課後等デイサービスの利用者を除く。）については，医療連携体制加算を算定しない。 

 

６.福祉・介護職員処遇改善加算の見直し 【各サービス共通】 

・福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）の算定が進んでいることを踏まえ，区分（Ⅳ）（Ⅴ）及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算については廃止する。ただし，令和３年３月末時点で同加算を算定してい

る障害福祉サービス等事業所については，１年間の経過措置期間を設ける。 

・新型コロナウイルス感染症への対応として，職員に臨時的に慰労金等を支給した場合，慰労金等は賃金に

該当しないため実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含める必要はない。 

 

７.特定処遇改善加算の見直し 【各サービス共通】 

・特定処遇改善加算について，加算の更なる取得促進を図るとともに，小規模事業者を含め事業者がより活

用しやすい仕組みとする観点から，平均賃金改善額の配分ルールについて緩和され，「経験・技能のある障害

福祉人材」は「他の障害福祉人材」の「２倍以上とすること」とするルールについて，「より高くすること」

に見直す。 

※「その他の職種」は「他の障害福祉人材」の「２分の１を上回らないこと」とするルールは維持する。 

※「月額８万円の改善又は改善後の賃金が年額 440万円以上」の者は引き続き設定する必要がある。 

・「見える化要件」については，特定処遇改善加算の取得状況や，賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組

内容に関する公表を想定しており，これに対応するため「情報公表システム」の改修が予定されていること

から，令和５年度からの要件とするが，これらの内容について事業所のＨＰ等において公表可能である場合

には公表することが望ましい。 

・短期入所について，令和３年度からは本体施設の種別に関わらず，短期入所として設定された加算率が適

用される。 



 

 

８.食事提供体制加算の経過措置の延長 【生活介護，短期入所，自立訓練（機能訓練・生活訓練），就労移

行支援，就労継続支援Ａ型，就労継続支援Ｂ型，児童発達支援，医療型児童発達支援】 

・令和２年度末までの経過措置とされていた食事提供体制加算について，栄養面など障害児者の特性に応じ

た配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め，他制度とのバランス，

在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ，更に検討を深める必要があることから，今回の報酬改

定においては経過措置を延長する。 

 

９.訪問系サービス 

【居宅介護】 

・サービス提供責任者の質の向上を図る観点から「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であっ

て３年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を段階的に廃止する。 

・居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し，当該者が作成した居宅介護計画

に基づいて居宅介護を行う場合は，所定単位数の 30％を減算する。 

【重度訪問介護】 

・移動介護緊急時支援加算【新設】240単位/日：利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行させる場合

であって，外出時における移動中の介護を行う一環として，当該利用者からの要請等に基づき，当該車両を

駐停車して，喀痰吸引，体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合にあっては，利用者１人に対し，

１日につき所定単位数を加算する。 

【同行援護】 

・同行援護従業者要件のうち，盲ろう者向け通訳・介助員を同行援護従業者養成研修修了者とみなす経過措

置について，同行援護従業者養成研修カリキュラムと盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラムを精査し，

適切な免除科目を設定する必要があることや，盲ろう者が盲ろう者向け通訳・介助員による支援を現に受け

ている実態があること等も踏まえて，令和５年度末まで経過措置を延長する。 

【行動援護】 

・行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件のうち，介護福祉士や「社会福祉士及び介護福祉士法（昭

和 62年法律第 30号）第 40条第２項第２号の指定を受けた学校又は養成施設において１月以上介護福祉士と

して必要な知識及び技能を習得した者」（実務者研修修了者）等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみな

す経過措置について，障害福祉人材の確保が困難である状況等を踏まえて，新たに資格を取得する者を除き

当該経過措置を令和５年度末まで延長する。 

 



10.日中活動系サービス 

【生活介護】 

・常勤看護職員等配置加算（Ⅲ）【新設】：医療的ケアを必要とする利用者に対するサービス提供体制の充実

を図るため，看護職員を常勤換算で３人以上配置し，判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当

する利用者を２名以上受け入れている事業所を評価する。 

・重度障害者支援加算の見直し：強度行動障害を有する者が，障害者支援施設が実施している生活介護を通

所で利用している場合（施設入所支援の利用者以外の者が生活介護を利用している場合）であって，当該利

用者の支援計画を作成し，当該計画に基づいて支援を行った場合についても加算の算定を可能とする。 

・重度障害者支援加算（Ⅰ） 50 単位／日：人員配置体制加算(Ⅰ)及び常勤看護職員等配置加算(Ⅲ)を算定

している指定生活介護事業所等であって，重症心身障害者が２人以上利用しているものとして都道府県知事

又は市町村長に届け出た指定生活介護等において，１日につき所定単位数を加算する。 

・重度障害者支援加算（Ⅱ） 

（一）体制を整えた場合 ７単位／日， （二）支援を行った場合 180単位／日 

※（二）について，加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内は＋500 単位／日：別に厚生労働大臣

が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等に

おいて，指定生活介護等の提供を行った場合に，１日につき所定単位数を加算する。 

※（Ⅰ）（Ⅱ）の加算については，指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等の提供を行った場合

は算定しない。 

 

 

 

 



【短期入所】 

・日中活動支援加算【新設】200単位/日：医療型短期入所のみ算定可能。要件としては，①相談支援専門員

が作成するサービス等利用計画において，医療型短期入所事業所での日中活動支援が必要とされ，②保育士，

理学療法士，施業療法士，言語聴覚士等が共同で日中活動実施計画を作成していること，③当該専門職員が

短期入所の提供を実施し，定期的に記録，評価及び見直しをしていること。 

 

11.施設・居住系サービス 

【施設入所支援】 

・口腔衛生管理体制加算【新設】30 単位/月：歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が，施設従

業者に対する口腔ケアに係る技術的助言を月１回以上行っている場合に加算する。 

・口腔衛生管理加算【新設】90 単位/月：次のいずれにも該当する場合に加算する。ただし，この場合にお

いて，口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は，算定しない。 

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が，入所者に対し，口腔ケアを月２回以上行うこと。 

ロ 歯科衛生士が，イにおける入所者に係る口腔ケアについて，施設従業者に対し，具体的な技術的助言及

び指導を行うこと。 

ハ 歯科衛生士が，イにおける入所者の口腔に関する施設従業者からの相談等に必要に応じ対応すること。 

・経口維持加算（Ⅰ） 400 単位/月：指定障害者支援施設等において，現に経口により食事を摂取する者で

あって，摂食機能障害を有し，誤嚥が認められる入所者に対して，医師又は歯科医師の指示に基づき，医師，

歯科医師，管理栄養士，看護師その他の職種の者が共同して，入所者の栄養管理をするための食事の観察及

び会議等を行い，入所者ごとに，経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成してい

る場合であって，当該計画に従い，医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が，栄養管理を

行った場合に，当該計画が作成された日から起算して６月以内の期間に限り，１月につき所定単位数を加算

する。ただし，経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は，算定

しない。 

・経口維持加算（Ⅱ） 100 単位/月：協力歯科医療機関を定めている指定障害者支援施設等が，経口維持加

算(Ⅰ)を算定している場合であって，入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察

及び会議等に，医師（指定障害者支援施設基準第４条第１項第１号に規定する医師を除く。），歯科医師，歯

科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

 

・重度障害者支援加算（Ⅱ）の一部見直し：利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセ

スメント期間を見直し，加算算定期間の延長及び加算の単位数を見直す。 

重度障害者支援加算（Ⅱ）において，実際に支援を行った場合の 180 単位/日について，加算の算定を開始

した日から起算して 180日以内は更に 500単位/日を加算する。 

 

【共同生活援助】 

・個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の延長（介護サービス包括型，日中サービス支援型）： 

令和３年３月 31 日までとされている重度障害者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用につい

ては，重度障害者の受入体制を確保する観点から，当該経過措置を令和６年３月 31日まで延長する。 



 

・重度障害者支援加算（Ⅱ）【新設】180 単位/日：施設入所支援の重度障害者支援加算（Ⅱ）と同様に，障

害支援区分４以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。次の①から③のいずれにも該当する事業

所において，障害支援区分４以上の強度行動障害を有する者に対して指定共同生活援助又は日中サービス支

援型指定共同生活援助を行った場合に，１日につき所定単位数を加算する。ただし，重度障害者支援加算（Ⅰ）

が算定される場合は算定しない。 

①指定基準に定める員数に加えて支援に必要な生活支援員を加配すること。 

②サービス管理責任者又は生活支援員のうち１人以上が，強度行動障害者支援者養成研修（実践研修）又は

行動援護従業者養成研修の修了者であること。 

③生活支援員のうち 20％以上が，強度行動障害者支援者養成研修（基礎研修）又は行動援護従業者養成研修

の修了者であること。 

・強度行動障害者体験利用加算【新設】400単位/日：次のいずれにも該当する事業所において，強度行動障

害を有する者に対して体験利用として指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った

場合に，１日につき所定単位数を加算する。ただし，重度障害者支援加算が算定される場合は算定しない。 

①サービス管理責任者又は生活支援員のうち１人以上が，強度行動障害者支援者養成研修（実践研修）又は

行動援護従業者養成研修の修了者であること。 

②生活支援員のうち 20％以上が，強度行動障害者支援者養成研修（基礎研修）又は行動援護従業者養成研修

の修了者であること。 

・医療的ケア対応支援加算【新設】120単位/日：基準に定める員数の従業者に加え，看護職員を常勤換算方

法で１以上配置している事業所において，医療的ケアが必要な者に対して指定共同生活援助等を行った場合

に加算する。ただし，重度障害者支援加算（Ⅰ）又は医療連携体制加算が算定される場合は算定しない。 

 



・夜間支援等体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）の見直し：夜間支援等体制加算（Ⅰ）について，対象利用者数を細分化

（○人以上○人以下ではなく 1名単位で評価）及び入居者の障害支援区分に応じた内容に見直す。 

加算（Ⅱ）については対象利用者数を細分化（○人以上○人以下ではなく 1名単位で評価）する。 

・夜間支援等体制加算（Ⅳ）【新設】：加算（Ⅰ）を算定する事業所で更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置

し，複数の共同生活住居を巡回させることにより，夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提

供できる体制を確保している場合に加算する。 

・夜間支援等体制加算（Ⅴ）【新設】：加算（Ⅰ）を算定する事業所で更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置

し，複数の共同生活住居を巡回させることにより，夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支

援を提供できる体制を確保している場合に加算する。 

・夜間支援等体制加算（Ⅵ）【新設】：加算（Ⅰ）を算定する事業所で更に宿直を行う夜間支援従事者を配置

し，複数の共同生活住居を巡回させることにより，夜間及び深夜の時間帯を通じて定時的な居室の巡回や緊

急時の支援等を提供できる体制を確保している場合に加算する。 

 

12.就労系サービス 

【就労移行支援】 

 

 

・就労移行支援サービス費（基本報酬）：就労定着率区分の算定方法を見直し，直近２か年度の実績により

算定する。 

また，留意事項通知が改正され，就労定着者として計上する利用者について，雇用契約書，労働条件通知書，

あるいは就職先から雇用継続の事実を証明してもらった資料など，根拠資料の添付が義務付けられた。 

・就労支援員について，同一法人内の就労継続支援事業や就労定着支援事業とのノウハウの共有や人材利活

用の観点から，常勤要件を緩和し，常勤換算による配置を可能とする。 



・支援計画会議実施加算【新設】583 単位/回：各利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しに当たって，

外部の関係者を交えた会議を開催し，関係者の専門的な見地からの意見を求め，就労移行支援計画の作成，

変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に１月に１回（年４回を限度），所定単位数を加算。 

・移行準備支援体制加算（Ⅱ）【廃止】：当該加算は廃止・再編され，基本報酬により評価する。ただし，施

設外就労そのものは，一般就労への移行や工賃・賃金の向上に有効であるとして，引き続き実施していく。 

 

【就労定着支援】 

・就労定着支援サービス費（基本報酬）：就労定着率区分を見直す。請求については，毎月どのような支援

を実施したかをまとめた「支援レポート」を本人その他関係者で月 1回以上共有することを要件とする。 

・定着支援連携促進加算【新設】579単位/回：企業，地域障害者職業センター，障害者就業・生活支援セン

ター，医療機関等の関係機関との連携体制の構築を図るため，各利用者の就労定着支援計画に係る関係機関

を交えた会議を開催し，関係機関との連絡調整を行った場合に，支援期間（最大３年間）を通じ，１月につ

き１回（年４回を限度）所定単位数を加算する。 

 

【就労継続支援Ａ型】 

 

・就労継続支援Ａ型サービス費（基本報酬）：従来の 1日の平均労働時間に加え，生産活動，多様な働き方，

支援力向上，地域連携活動の５つの観点から成る総合評価（スコア方式）に見直す。基本的に前年度の実績

を評価するため，項目ごとの評価内容，詳細な要件はスコア告示，留意事項通知，ＱＡを参照し，翌年度の

評価に備えること。 

・自己評価未公表減算【新設】：事業所ＨＰなどを通じて，スコア方式による評価内容を全て公表すること

を義務付け，未公表の場合には基本報酬を 15％減算する。公表様式については次のとおり。 

【様式１】地域連携活動実施状況報告書（※該当する事業所のみ） 

【様式 2-1】スコア公表様式（全体表）（必須）  

【様式 2-2】スコア公表様式（実績）（必須） 



・就労移行連携加算【新設】1,000 単位：就労継続支援Ａ型を受けた後に就労移行支援の支給決定を受けた

者がいた場合において，当該者に対して，当該支給決定に係る申請の日までに，就労移行支援事業者との連

絡調整その他の相談援助を行うとともに，当該申請を行うに当たり，就労継続支援Ａ型における支援の状況

等の情報を文書により相談支援事業者に対して提供している場合に，１回に限り，所定単位数を加算する。 

・福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）（Ⅱ）：常勤従業者の資格要件について，社会福祉士，介護福祉士，精神保

健福祉士，公認心理士のほか，作業療法士を加える。 

・施設外就労加算【廃止】：当該加算は廃止・再編され，基本報酬により評価する。ただし，施設外就労そ

のものは，一般就労への移行や工賃・賃金の向上に有効であるとして，引き続き実施していく。 

 

【就労継続支援Ｂ型】 

 

・就労継続支援Ｂ型サービス費（基本報酬）：従来の「平均工賃月額」に応じた区分（Ⅰ）（Ⅱ）をさらに細

分化し，高工賃の事業所を評価する。区分（Ⅰ）（Ⅱ）を算定するためには工賃向上計画を策定すること。ま

た，地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から，「利用者の就労や生産活動等への参加等」をも

って一律に評価する就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）（Ⅳ）を創設する。 

※基本報酬の報酬区分の選択は各年度の４月に行うこと。年度中において人員配置区分の変更に限り可能。 

（Ⅰ→Ⅱ，Ⅱ→Ⅰ，Ⅲ→Ⅳ，Ⅳ→Ⅲは可能。 ⅠまたはⅡからⅢまたはⅣへの変更は不可。） 

・地域協働加算【新設】30 単位/日：就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）（Ⅳ）を算定する事業所において，

各利用者に対して，地域住民その他の関係者と協働して支援（生産活動収入があるものに限る。）を行うとと

もに，その活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に，当該支援を受け

た利用者の数に応じ，１日につき所定単位数を加算する。 



・ピアサポート実施加算【新設】100 単位/月：就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅲ）（Ⅳ）を算定する事業所

において，各利用者に対し就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に，当該支援を

受けた利用者の数に応じ，各月単位で所定単位数を加算する。 

・就労移行連携加算【新設】1,000単位：就労継続支援Ａ型と同様。 

・福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）（Ⅱ）：就労継続支援Ａ型と同様。 

・施設外就労加算【廃止】：就労継続支援Ａ型と同様。 

 

相談系サービス 【計画相談支援，障害児相談支援】 

 

・特定事業所加算が廃止され，従来の基本報酬区分に加えて機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ）～（Ⅳ）

が創設された。機能強化型の要件は従来の特定事業所加算とほぼ共通であるが，機能強化型（Ⅳ）は特定（Ⅳ）

より相談支援専門員の常勤要件が一部緩和されている。（専従２名以上のうち，１名以上が常勤専従であるこ

と。） 

・初回加算（計画相談）300単位/月，（障害児相談）500単位/月：新規に計画作成を行った場合に初回加算

が算定されていたが，これに加えて，計画相談支援の利用契約をした月からサービス等利用計画案を利用者

に交付した月までの期間が３か月を超える場合であって，４か月目以降に月２回以上，利用者の居宅等（障

害児の場合は居宅に限る。）に訪問し利用者及びその家族と面接した場合，当該要件を満たす月について，そ

の月分の初回加算に相当する額を加えた額の初回加算を算定する。 

 

・集中支援加算【新設】300単位/月：障害福祉サービスの利用中であって，以下の①～③いずれかの要件を

満たす場合に，１名につき１月に１回を限度に算定する。（※基本報酬算定月には算定不可。③会議参加につ

いては入院時情報連携加算（Ⅰ）及び退院・退所加算と併給不可。） 

 



①（訪問） 障害福祉サービスの利用に関して，利用者等の求めに応じ，利用者の居宅等（障害児の場合は

居宅に限る。）を訪問し，利用者及び家族との面接を月に２回以上実施した場合。 

②（会議開催） 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会議を開催し，相談

支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施状況について説明を行うとともに，サービス等利用計画の

変更その他必要な便宜の提供について検討を行う場合。 

③（会議参加） 障害福祉サービスの利用に関連して，病院，企業，保育所，特別支援学校又は地方自治体

等からの求めに応じ，当該機関の主催する会議へ参加し，関係機関相互の連絡調整を行った場合。 

・居宅介護支援事業所等連携加算（計画相談） 300単位/月（下記①，②），100単位/月（下記③） 

・保育・教育等移行支援加算（障害児相談）【新設】300単位/月（下記①，②），100単位/月（下記③） 

介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者，又は就学，進学，就職等に伴い障害福

祉サービスの利用を終了する者であって保育所，特別支援学校，企業又は障害者就業・生活支援センター等

との引継に一定期間を要するものに対し，次の①～③のいずれかの業務を行った場合に加算する。 

①（訪問）  当該月に２回以上，利用者の居宅等（障害児の場合は居宅に限る。）に訪問し利用者及びその

家族と面接を行った場合。 

②（会議参加） 他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場合。 

③（情報提供） 他機関との連携に当たり，利用者の心身の状況等に関する情報提供を文書により実施した

場合（この目的のために作成した文書に限る）。  

※①～③の算定回数について，障害福祉サービスの利用中はそれぞれ２回，利用終了日から起算して６月以

内はそれぞれ１回を限度として合算した単位数を加算する。（※①②：基本報酬算定月は算定不可。②会議参

加及び③情報提供については入院時情報連携加算と，②会議参加については退院・退所加算と併給不可。） 

【参考】居宅介護支援事業所等連携加算，保育・教育等移行支援加算，集中支援加算における主な連携先 

 


