
（別紙）令和３年度介護報酬改定に係る算定要件について（令和３年４月８日更新ver.2）

※加算届様式がない加算等は、「（別紙１・予防は別紙１－２）介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載して県に届け出てください。

介護老人福祉施設

加算等の名称
県への
届出

加算届
様式

届出対象 算定要件（改定概要） 改定前 改定後 備考

ＬＩＦＥへの登録 要 ※ ＬＩＦＥへの登録が「あり」の施設

厚生労働省老健局老人保健課から発出された次の通知等を参照してください。
介護保険最新情報Vol.931　令和３年３月12日
　「①科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）」の活用等について
　「②科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）」の活用等について（その２）
介護保険最新情報Vol.938　令和３年３月16日
　「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例及び様
式例の提示について」
介護保険最新情報Vol.951　令和３年３月26日
　「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）」の活用等について（その３）

― 新設

　令和３年４月より加算の算定を予
定している場合、５月10日（月）まで
にＬＩＦＥへデータを入力いただく必
要があります。
　介護給付費算定に係る体制等状
況一覧表（右から２列目）の「２　あ
り」〇をつけてください。

安全管理体制未実施減算

要
（未実施
の場合
のみ）

※ 減算型施設

運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合

　施設系サービスにおいて、安全対策担当者を定めることが義務づけられた。事故発生の防止等の
ための措置が講じられていない場合に基本報酬を減算する。（※６月の経過措置期間を設ける）
　事故の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
　イ　事故発生防止のための指針の整備
　ロ　事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体
制の整備
　ハ　事故発生防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる）及び従業者に対
する研修の定期的な実施
　ニ　イからハの措置を適切に実施するための担当者設置（※６月の経過措置期間を設ける）（令和3
年度追加）

― △5単位／日（新設）

届出を行わない場合は「基準型」と
みなされます。※担当者設置につ
いては、令和３年９月30日まで経
過措置あり

栄養ケア・マネジメントの実施の有無 要 別紙11 実施「あり」の施設

　栄養マネジメント加算が廃止され、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を
求められることになった。実施しない場合は、減算となる。

【基準】　運営基準（省令）に以下が規定された。（※3年の経過措置期間を設ける）
○ 入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者
の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。（新設）
○（現行）栄養士を１以上配置→ （改定後）栄養士又は管理栄養士を１以上配置

― △14単位／日（新設）
届出を行わない場合は「なし」とみ
なされます。※令和６年３月31日ま
で経過措置あり

テクノロジーの導入（日常生活継続支援
加算関係）

要
別紙16-

2

加算算定施設
(新規に加算を届出る施設及び既
届出施設がテクノロジーを導入し
て新たに緩和した人員数を配置
する場合)

テクノロジーを導入した場合の日常生活継続支援加算
〇単位数　変更なし
〇配置要件の緩和
　テクノロジーを活用した複数の機器（見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器）を
活用し、利用者に対するケアのアセスメント評価や人員体制の見直しをPDCAサイクルによって継続し
て行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を緩和する。（現行6:1を7:1とする。）
※見守り機器やICT等導入後、安全体制の確保の具体的な要件を少なくとも３か月以上試行し、現場
職員の意見が適切に反映できるよう、職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委
員会において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届
け出る。

―
テクノロジーの導入（日常生活継続支援加算関係）（新
設）

テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算
関係）

要 別紙22

加算算定施設
(新規に加算を届出る施設及び既
届出施設がテクノロジーを導入し
て新たに緩和した人員数を配置
する場合)

テクノロジーを導入した場合の夜勤職員配置加算
〇単位数　変更なし
〇配置要件の緩和
　１ 現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和する。（現行15％を10％とする。）
　２ 新たに0.6人配置要件を新設する。
　・最低基準に加えて配置する人員
　（ユニット型の場合）０．６人（新規）
　（従来型の場合）※人員基準緩和を適用する場合は併給調整

　　(1) 人員基準緩和を適用する場合０．８人（新規）
　　(2) (1)を適用しない場合（利用者数25名以下の場合等）０．６人（新規）
　・見守り機器の入所者に占める導入割　100%
　・その他の要件
　　ア　夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること

　　イ　安全体制を確保していること（※）

　　　　※安全体制の確保の具体的な要件
　　　　　①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置

　　　　　②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
　　　　　③機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
　　　　　④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

　　　　　⑤夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

　新たな0.6人配置要件については、見守り機器やICT導入後、「安全体制の確保の具体的な要件」
を少なくとも３か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケ
ア等を行う多職種の職員が参画する委員会（具体的要件①）において、安全体制やケアの質の確
保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出る。

介護ロボットの導入（夜勤職員配置加算関係）
テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算関係）（名称変
更）

生活機能向上連携加算 要 ※ 加算Ⅰを算定する施設

＜生活機能向上連携加算（Ⅰ）＞　加算（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可
・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。）の理学療法士等や医師からの助言（アセスメント・カンファ
レンス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向
上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等
により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

あり：200単位／月
Ⅰ：100単位／月（新設）
Ⅱ：200単位／月（現行と同じ）

　

※２　「サービス提供体制強化加算」（Ⅰ）イから改定後の（Ⅱ）へ移行する場合及び「生活機能向上連携加算」から改定後の（Ⅱ）へ移行する場合は、当該加算の変更届が不要ですが、他の加算等について変更を届出る際、 「介護給付費算定に係る体制等状況
一覧表」において必ず移行後の加算（Ⅱ）に〇をつけてください。



加算等の名称
県への
届出

加算届
様式

届出対象 算定要件（改定概要） 改定前 改定後 備考

個別機能訓練加算 要 ※
加算算定施設
(新規に加算を届け出る施設)

加算（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算可
＜個別機能訓練加算Ⅱ＞
（Ⅰ）を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出
し、機能訓練の実施に当たって、当該情報及その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要
な情報を活用した場合（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）へのデータ提出とフィードバックの活用）

あり：12単位／日
Ⅰ：12単位／日（現行と同じ）
Ⅱ：20単位／月（新設）

ＡＤＬ維持等加算（申出）の有無 要 別紙19 申出「あり」の施設

加算（Ⅰ）（Ⅱ）は併算不可
＜ ADL維持等加算(Ⅰ) ＞
イ　利用者(当該事業所の評価対象利用期間が６月を超える者）の総数が10人以上であること
ロ　利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利
用がない場合はサービスの利用があった最終月）において、Barthel Indexを適切に評価できる者が
ADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること（科学的介護情報シス
テム（ＬＩＦＥ）へのデータ提出とフィードバックの活用）
ハ　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
値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたＡＤＬ利得
（調整済ADL利得）の上位及び下位それぞれ１割の者を除く評価対象利用者のＡＤＬ利得を平均して
得た値が、１以上であること

＜ ADL維持等加算(Ⅱ) ＞
・加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと
・評価対象利用者のADL利得を平均して得た値（加算(Ⅰ）のハと同様に算出した値）が２以上である
こと

―
Ⅰ：30単位／月（新設）
Ⅱ：60単位／月（新設）

再入所時栄養連携加算 不要 ― ― 単位数変更。なお，栄養ケア・マネジメント実施「なし」の場合は、算定しない。 400単位／回 200単位／回（変更）

栄養マネジメント強化体制加算 要 別紙11 加算算定施設

＜栄養マネジメント強化加算＞
・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給食管理を
行っている場合は70）で除して得た数以上配置すること
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケ
ア計画に従い、食事の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏
まえた食事の調整等を実施すること
　入所者が、退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応
すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当
該情報その他継続的な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（科
学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）へのデータ提出とフィードバックの活用）

― 11単位／日（新設）

栄養マネジメント体制 不要 ― 14単位／月 廃止

低栄養リスク改善加算 不要 ― 300単位／月 廃止

口腔衛生管理体制 不要 ― 30単位／月 廃止

口腔衛生管理加算 不要 ―

＜口腔衛生管理加算（Ⅱ）＞
・加算（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、
口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等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（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）へのデータ提出とフィー
ドバックの活用）

90単位／月
Ⅰ：90単位／月（改定前の口腔衛生管理加算と同じ）
Ⅱ：110単位／月（新設）

看取り介護体制Ⅰ 要 別紙9-4
加算算定施設
(新規に加算を届け出る施設)

「死亡日以前31日～45日以下」算定期間追加
死亡日以前4日以上30日以下：144単位／日
死亡日の前日及び前々日：680単位／日
死亡日：1,280単位／日

死亡日以前31日以前45日以下：72単位／日（追加）
死亡日以前4日以上30日以下：144単位／日
死亡日の前日及び前々日：680単位／日
死亡日：1,280単位／日

看取り介護体制Ⅱ 要 別紙9-4
加算算定施設
(新規に加算を届け出る施設)

「死亡日以前31日～45日以下」算定期間追加
死亡日以前4日以上30日以下：144単位／日
死亡日の前日及び前々日：780単位／日
死亡日：1,580単位／日

死亡日以前31日以前45日以下：72単位／日（追加）
死亡日以前4日以上30日以下：144単位／日
死亡日の前日及び前々日：780単位／日
死亡日：1,580単位／日

褥瘡マネジメント加算 要 別紙23
加算算定施設
(新規に加算を届け出る施設)

加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算不可
＜褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）＞
イ 入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なく
とも３月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当
該情報等を活用していること。（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）へのデータ提出とフィードバックの
活用）
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、
管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
ハ 入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等の
状態について定期的に記録していること。
ニ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

＜褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）＞（毎月の算定が可能）
加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所
者等について、褥瘡の発生のないこと。

10単位／月
（３月に１回を限度とする）

Ⅰ：３単位／月（変更）
Ⅱ：13単位／月（変更）
Ⅲ：10単位／回（経過措置）令和３年３月31日におい
て、令和３年度改定前の褥瘡マネジメント加算に係る届
出を行う施設について、今後ＬＩＦＥを用いた情報の提
出に切り替えるように必要な検討を行うことを前提に、
経過措置として令和３年度末まで従前の要件での算定
が認められます。



加算等の名称
県への
届出

加算届
様式

届出対象 算定要件（改定概要） 改定前 改定後 備考

排せつ支援加算 要 ※ 加算算定施設

加算(Ⅰ)～(Ⅲ)は併算不可
＜排せつ支援加算（Ⅰ）＞
イ　排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と
連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも６月に１回、評価を行い、その評価結
果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。（科学的介護
情報システム（ＬＩＦＥ）へのデータ提出とフィードバックの活用）
ロ　イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医
師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた
支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。
ハ　イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。

＜排せつ支援加算（Ⅱ）＞
加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者につい
て、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化
がない、又は、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

＜排せつ支援加算（Ⅲ）＞（６月を超えて算定が可能）
加算（Ⅰ）の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者につい
て、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化
がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

100単位／月
（６月を限度とする）

Ⅰ：10単位／月（新設）
Ⅱ：15単位／月（新設）
Ⅲ：20単位／月（新設）
Ⅳ：100単位／月（経過措置）令和３年３月31日におい
て、令和３年度改定前の排せつ支援加算に係る届出を
行う施設について、今後ＬＩＦＥを用いた情報の提出に
切り替えるように必要な検討を行うことを前提に、令和３
年度末まで従前の要件での算定が認められます。

新たな届出を行わない場合は「な
し」とみなされます。

自立支援促進加算 要 ※ 加算算定施設

イ　医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくと
も６月に１回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加しているこ
と。
ロ　イの医学的評価の結果、特に自立支援のために対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護
師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、
支援計画に従ったケアを実施していること。
ハ　イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直していること。
二　イの医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切
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。
（科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）へのデータ提出とフィードバックの活用）

― 300単位／月（新設）

科学的介護推進体制 要 ※ 加算算定施設

イ　入所者・利用者ごとの心身の状況等（加算（Ⅱ）については心身、疾病の状況等）の基本的な情報
を、厚生労働省に提出していること。
ロ　サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他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。
※ 令和３年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る
観点から、以下の統一した名称が用いられます。
　⇒科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）

―
Ⅰ：40単位／月（新設）
Ⅱ：50単位／月（新設）

安全対策体制 要 ※ 加算算定施設

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実
施する体制が整備されていること。

施設は、事故の発生又は再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
　イ　事故発生防止のための指針の整備
　ロ　事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体
制の整備
　ハ　事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施
　ニ　イからハの措置を適切に実施するための担当者設置（※６月の経過措置期間を設ける）（令和3
年度追加）

― 20単位／日（新設） 入所時に１回に限り算定可能

サービス提供体制強化加算 要
別紙12-
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加算算定施設
※２　現行の加算Ⅰイから改定後
の加算Ⅱへ移行する施設は届出
不要

＜サービス提供体制強化加算Ⅰ＞
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35％以上
上記に加え、サービスの質の向上に資する取組を実施していること。

＜サービス提供体制強化加算Ⅱ＞
介護福祉士60%以上

＜サービス提供体制強化加算Ⅲ＞
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

Ⅰｲ：18単位／日
Ⅰﾛ：12単位／日
Ⅱ：6単位／日

Ⅰ：22単位／日（新たな最上位区分）
Ⅱ：18単位／日（改正前の加算Ⅰイ相当）
Ⅲ：6単位／日（改正前の加算Ⅰロ、Ⅱ、Ⅲ相当）

介護職員処遇改善加算

Ⅰ：算定した単位数の1000分の83
Ⅱ：算定した単位数の1000分の60
Ⅲ：算定した単位数の1000分の33
Ⅳ：Ⅲにより算定した単位数の100分の90
Ⅴ：Ⅲにより算定した単位数の100分の80

Ⅰ：算定した単位数の1000分の83
Ⅱ：算定した単位数の1000分の60
Ⅲ：算定した単位数の1000分の33 区分Ⅳ・Ⅴ削除

介護職員等特定処遇改善加算 ― ー 変更なし

介護情報サービスかながわ
→書式ライブラリー
　→０．介護職員処遇改善加算・介護職員等
　　　　特定処遇改善加算
を参照してください。



短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

加算等の名称
県への
届出

加算届
様式

届出対象 算定要件（改定概要） 改定前 改定後

生活機能向上連携加算 要 ※ 加算Ⅰを算定する施設

＜生活機能向上連携加算（Ⅰ）＞　加算（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可
・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。）の理学療法士等や医師からの助言（アセスメント・カンファ
レンス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向
上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
・理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等
により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

あり：200単位／月
Ⅰ：100単位／月（新設）
Ⅱ：200単位／月（現行と同じ）

既存届出内容が「あり」で新たな届
出を行わない場合は、「加算Ⅱ」と
みなされます。

テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算
関係）

要 別紙22

加算算定施設
(新規に加算を届出る施設及び既
届出施設がテクノロジーを導入し
て新たに緩和した人員数を配置
する場合)

見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算
〇夜勤職員配置加算の人員配置要件
　１ 現行の0.9人配置要件の見守り機器の導入割合の要件を緩和する。（現行15％を10％とする。）
　２ 新たに0.6人配置要件を新設する。
　・最低基準に加えて配置ずる人員
　（ユニット型の場合）０．６人（新規）
　（従来型の場合）※人員基準緩和を適用する場合は併給調整

　　(1) 人員基準緩和を適用する場合０．８人（新規）
　　(2) (1)を適用しない場合（利用者数25名以下の場合等）０．６人（新規）
　・見守り機器の入所者に占める導入割　100%
　・その他の要件
　　ア　夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること

　　イ　安全体制を確保していること（※）

　　　　※安全体制の確保の具体的な要件
　　　　　①利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置

　　　　　②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
　　　　　③機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む）
　　　　　④職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施

　　　　　⑤夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

　新たな0.6人配置要件については、見守り機器やICT導入後、「安全体制の確保の具体的な要件」
を少なくとも３か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケ
ア等を行う多職種の職員が参画する委員会（具体的要件①）において、安全体制やケアの質の確
保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出る。

介護ロボットの導入（夜勤職員配置加算関係）
テクノロジーの導入（夜勤職員配置加算関係）（名称変
更）

サービス提供体制強化加算（単独型）

サービス提供体制強化加算（併設型、空
床型）

介護職員処遇改善加算

Ⅰ：算定した単位数の1000分の83
Ⅱ：算定した単位数の1000分の60
Ⅲ：算定した単位数の1000分の33
Ⅳ：Ⅲにより算定した単位数の100分の90
Ⅴ：Ⅲにより算定した単位数の100分の80

Ⅰ：算定した単位数の1000分の83
Ⅱ：算定した単位数の1000分の60
Ⅲ：算定した単位数の1000分の33 区分Ⅳ・Ⅴ削除

介護職員等特定処遇改善加算 ― ー 変更なし

Ⅰｲ：18単位／日
Ⅰﾛ：12単位／日
Ⅱ：6単位／日
Ⅲ：６単位／日

Ⅰ：22単位／日（新たな最上位区分）
Ⅱ：18単位／日（改正前の加算Ⅰイ相当）
Ⅲ：6単位／日（改正前の加算Ⅰロ、Ⅱ、Ⅲ相当）

介護情報サービスかながわ
→書式ライブラリー
　→０．介護職員処遇改善加算・介護職員等
　　　　特定処遇改善加算
を参照してください。

要
別紙12-
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＜サービス提供体制強化加算Ⅰ＞
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35％以上

＜サービス提供体制強化加算Ⅱ＞
介護福祉士60%以上

＜サービス提供体制強化加算Ⅲ＞
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

加算算定施設
※現行の加算Ⅰイから改定後の
加算Ⅱへ移行する施設は届出不
要


