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情報

介護保険報酬改定



サービス種別 2018 2019 増減 サービス種 2018 2019 増減

施設サービス 福祉用具 4.2％ 4.7％ 0.5％

特養 1.8％ 1.6％ ▲0.2％ 居宅介護支援 ▲0.1％ ▲1.6％ ▲1.5％

老健 3.6％ 2.4％ ▲1.2％ 地域密着型サービス

療養病床 4.0％ 2.8％ ▲1.2％ 定期巡回 8.7％ 6.6％ ▲2.1％

居宅サービス 地域密着通所 2.6％ 1.8％ ▲0.8％

訪問介護 4.5％ 2.6％ ▲1.9％ 認知症通所 7.4％ 5.6％ ▲1.8％

訪問入浴 2.6％ 3.6％ 1.0％ 小多機 2.8％ 3.1％ 0.3％

訪問看護 4.2％ 4.4％ 0.2％ グループホーム 4.7％ 3.1％ ▲1.6％

訪問リハ 3.2％ 2.4％ ▲0.8％ 地域密着特定 1.5％ 1.0％ ▲0.5％

通所介護 3.3％ 3.2％ ▲0.1％ 地域密着特養 2.0％ 1.3％ ▲0.7％

通所リハ 3.1％ 1.8％ ▲1.3％ 看多機 5.9% 3.3% ▲2.6％

ショート 3.4％ 2.5％ ▲0.9％
全体 3.1% 2.4％ ▲0.7％

特定施設 2.6％ 3.0％ 0.4％

収支差率は過去最悪！2021年改正情報



2021年改正情報

理由①：プラス改定は、保険料負担と利用者負担の更なる増加につながる。

理由②：収支差率は2.4％と中小企業と同程度の水準。

理由③：（新型コロナ対策で）恒久的な負担増をもたらす対応は適切ではない。

プラス改定！？
何言ってんの？
やるべきことを先にやりなさい！！

※財政制度等審議会資料より抜粋



2021年改正情報
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令和3年度介護報酬改定を構成する５つの柱

地域包括ケアシステムの推進 自立支援・重度化防止

介護人材の確保・介護現場の革新 制度の安定性・持続可能性の確保

2021年改正情報

感染症や災害への対応力強化
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2021年改正情報



感染症や災害への対応力強化

☆BCP（業務継続計画）の策定とそれに紐づいた訓練等の実施
☆管理運営規定の改定・見直しが必須！！



感染症や災害への対応力強化

ひな型があるので
これををもとに作成



感染症や災害への対応力強化

厚労省の研修動画も
参考に作成！



地域包括ケアシステムの推進



地域包括ケアシステムの推進



地域包括ケアシステムの推進



地域包括ケアシステムの推進

☆（看取り期）訪問介護2時間ルール弾力化



地域包括ケアシステムの推進

☆通院等乗降介助ルール緩和



地域包括ケアシステムの推進

☆居宅逓減性の見直し

ここでいうICT活用とは…

• チャット機能を備えたスマホ
（タブレット）活用

• 音声入力機能の活用



自立支援・重度化防止

※令和３年度介護報酬改定に関する審議報告より抜粋

介護保険は、介護が必要になった者の尊厳を保持し、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスを提供

することを目的とするものであり、提供されるサービスは、要介護状態

等の軽減又は悪化の防止に資するものであることが求められている。



自立支援・重度化防止

☆科学的介護の推進

科学的介護
推進加算

その他加算



自立支援・重度化防止

☆科学的介護の推進



自立支援・重度化防止

☆LIFE利用までの流れ

利用開始の手順

① 専用webサイトより新規利用申請
② 厚労省から送付されるハガキ
（パスワード等の情報が記載）を受領

③ 初回ログイン・IDの設定
④ 利用者情報・様式情報の登録（管理ユーザー・操作職員）
※ 4月よりLIFEの利用を開始する場合は3月25日までの利用申請
が必要！

※事務連絡（令和３年２月１９日厚生労働省老健局老人保健課）より抜粋



自立支援・重度化防止

☆LIFEへのデータ提出（様式）

※事務連絡（令和３年２月１９日厚生労働省老健局老人保健課）より抜粋



自立支援・重度化防止

☆様式の一体化

これらの加算算定の計画書は
この様式1枚で算定可能に！

※詳細は「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」参照



自立支援・重度化防止

☆科学的介護推進加算

作業量は膨大であり
加算単価と見合っていないが、

次回報酬改定までに算定は必須！

今後はLIFEへのデータ提出とフィードバックが様々な加算で求められる。対応は必須！！



自立支援・重度化防止

☆科学的介護推進加算算定に必要な様式

作業量に加算単価は
見合っていないが…

⚫ 算定開始月の翌月10日までに提出！
⚫ その後最低6か月に1回提出
⚫ （理由と提出期間を盛り込んだ計画書

を作成することで）猶予期間（5か
月）あり

※詳細は「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」参照



自立支援・重度化防止

3か月に1回
LIFEに提出

拡充している！絶対に算定したい！！（ただし体制やスケジュールの見直しは必須）

２人配置の場合
ナース リハ職

☆個別機能訓練加算



自立支援・重度化防止

☆入浴介助加算上位区分

入浴人数によって
Ⅱの算定是非を検討



自立支援・重度化防止

☆入浴介助加算上位区分

機能訓練指導員で
算定可能！



自立支援・重度化防止

☆褥瘡マネジメント加算

ブレーデンスケール等の
活用が有効か！？



自立支援・重度化防止

☆褥瘡マネジメント加算様式（案）

3か月に1回LIFEにデータ提出



自立支援・重度化防止

☆口腔・栄養スクリーニング加算 口腔機能向上加算

LIFEに提出
＆

フィードバック

ケアマネに
情報提供



自立支援・重度化防止

☆口腔・栄養スクリーニング加算算定様式



自立支援・重度化防止

☆ADL維持等加算の拡充

要件が大幅緩和
されている

6か月に1回
LIFEに提出！



自立支援・重度化防止

☆科学的介護の推進



自立支援・重度化防止

☆科学的介護の推進



自立支援・重度化防止

☆科学的介護の推進



介護人材の確保・介護現場の革新

過去⇒当該年度



介護人材の確保・介護現場の革新

☆特定処遇改善加算見直し

BよりもAが
1円でも高ければ

算定可能に！



介護人材の確保・介護現場の革新

☆サービス提供体制強化加算の見直し 算定要件が
より厳しく！



制度の安定性・持続可能性の確保

※令和３年度介護報酬改定に関する審議報告 Ⅲ 今後の課題より抜粋

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び（看護）小規模多機能型居宅介護の普及等）

⚫ 中重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、24 

時間365 日の在宅生活を支援する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、（看護）小規模

多機能型居宅介護の更なる普及を図るための方策について、引き続き検討するとともに、

これらのサービスについて、事業者の経営実態や利用者の状況も踏まえ、その機能・役

割を改めて検証した上で、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、

在宅生活の限界点を高めるために必要な対応を総合的に検討していくべきである。



制度の安定性・持続可能性の確保

☆（同一建物）区分支給限度基準額の計算方法



制度の安定性・持続可能性の確保

☆書類の簡略化



介護保険給付を
中重度者に
重点化する観点で
要介護１・２を
地域支援事業へ

今後の法改正の行方



今後の法改正の行方

利用者負担割合は
原則2割へ！
2024年介護報酬
改定より導入か？



2020年
法改正情報 高齢者住宅（サ高住等）今後の展開

包括報酬のメリット

要介護度 区分支給限度額

定期巡回・
随時対応型訪問介護看護
※総合マネジメント体制強化加算含む
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）
※同一建物減算６００単位

支給限度額に
対しての
利用割合

※参考
特定施設の
利用割合

要介護１ １６，７６５単位 ９，３１２単位 55.5% 96.3%

要介護２ １９，７０５単位 １４，９２８単位 75.8% 92.0%

要介護３ ２７，０４８単位 ２０，８１２単位 76.9% 74.8%

要介護４ ３０，９３８単位 ２５，４３４単位 82.2% 71.6%

要介護５ ３６，２１７単位 ３０，６０１単位 84.5% 66.8%

第１４６回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋

サ高住・住宅の平均と比較して
包括報酬サービスの場合
区分支給限度額に対しての

利用割合は全て上がり収支安定



□小商圏内で２棟目、３棟目に早い段階で着手し、エリア内での「ブランド力」と

「サポート力」を向上させる

どのようなニーズ（オーダー）でも、相談に乗るこ
とができる状況を実現できれば、自ずと入居希望者
は集まってくる。

※全てを自社でまかなう必要はない

□中小商圏で医療・介護のワンストップショップを実現

＜顧客視点＞

①住み慣れた街で全てがそろう （転居の必要がない）

②ずっと同じ事業者からサービスを受けられる（自分の

ことを熟知してくれているという安心）

③身体状況にマッチしたサービスを受けることで、ADL

向上の効果を高めることができる

＜事業者視点＞

①早い段階で見込み客化できる

②１人の信者客から最大の利益を得ることができる

（ライフタイムバリューの最大化）

③利用者情報を長期にわたって獲得できる

④運営効率が高まり、コストダウンを図ることができる 今後は、保険に頼らない経営も不可欠

長期的な成功のために



これからは「本物」だけが生き残る

自立支援介護（ニーズを本当に解決できる） 終末期ケア（アドバンスケアプランニング）

利他（相手のことを本気で考えられる） スタッフ満足度



これは必ずやらねば！今後の介護施設経営

○ 科学的介護の実践（LIFEへのデータ提出フィードバックの活用）

○ 取れる加算は必ず算定！

○ ICT推進（オペレーション改善＆生産性の向上）

○ アセスメント力の強化！（具体的な成果を出す！）

○ 無資格者への認知症介護基礎研修受講準備

○ BCP作成（感染症対策等）

報酬改定対策

マーケティング
強化

○ 極限まで稼働率を上げる！

○ 施設ターゲットと売り（武器）の明確化

○ 科学的マーケティング活動実践

○ PULL型（引き寄せ型）営業への転換

マネジメント
強化

○ 採用力強化

○ 未経験者を育成できる教育システムの導入

○ 管理職（リーダー層）の育成

○ 効率的なオペレーション（生産性の向上）



２０２４年は更に大規模改正の可能性大！

猶予は３年


