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お伝えする内容

令和3年度報酬改定の内容

サービスの一部委託

オペレーターの基準と集約



令和3年度報酬改定の内容

⚫ 令和３年度報酬改定の概要

⚫ 定期巡回サービス報酬改定の流れ

⚫ 人員配置基準の緩和

人員配置要件の明確化

人員配置基準における両立支援への配慮

⚫ 基本報酬・加算

基本報酬の見直し

サービスコード案

認知症専門ケア加算の創設

生活機能向上連携加算の見直し

処遇改善加算等の職場環境等要件の見直し

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

サービス提供体制強化加算の見直し

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

及び（Ⅴ）の廃止

⚫ 業務継続計画、職場環境改善

業務効率化・負担軽減

業務継続に向けた取組の強化

ハラスメント対策の強化

会議や他職種連携におけるICTの活用

利用者への説明・同意等に係る見直し

員数の記載や変更届出の明確化

記録の保存等に係る見直し

運営規程等の掲示に係る見直し

高齢者虐待防止の推進

⚫ Q&A



令和3年度報酬改定の内容

定期巡回サービスの報酬改定の流れ①

⚫ 2020年7月8日開催 第179回 社会保障審議会 介護給付費分科会

これまでの改定内容、研究調査の結果、現状と課題、論点「定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、限られた
介護人材を有効に活用しながら、効率的なサービス実施を可能とする観点から、どのような方策が考えられるか」が
示される

✓ 論点等のまとめ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647287.pdf

⚫ 2020年8月3日開催 第181回 社会保障審議会 介護給付費分科会

令和３年度介護報酬改定に関する関係団体ヒアリングが開催され、定期巡回・随時対応サービス及び夜間対応型訪問
介護の関係団体として「一般社団法人24時間在宅ケア研究会」が、第179回 同分科会の論点を基に以下を提案する。

①人材の有効活用（人材不足解消）に逆行するローカルルールの撤廃 ②事務作業負担軽減を阻害する指導の撤廃

③夜間対応型訪問介護の必要性について ④夜間対応型訪問介護との基準の整合性について

✓ 提案書 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000655191.pdf

⚫ 2020年10月９日開催 第187回 社会保障審議会 介護給付費分科会

「一般社団法人24時間在宅ケア研究会」の提言等が反映された定期巡回・随時対応サービス及び夜間対応型訪問介護
の報酬改定の方向性が示される。

✓ 検討の方向性 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681072.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647287.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000655191.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000681072.pdf


令和3年度報酬改定の内容

定期巡回サービスの報酬改定の流れ②

⚫ 2020年11月16日開催 第193回 社会保障審議会 介護給付費分科会

報酬改正の論点として、定期巡回・随時対応サービスの人員配置要件の明確化や、夜間対応型訪問介護の基準緩和等
が示される。

✓ 論点 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694870.pdf

⚫ 2020年12月９日開催 第196回 社会保障審議会 介護給付費分科会

「令和３年度介護報酬改定に関する審議報告（案）」等が示される。

✓ 審議報告（案） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703126.pdf

⚫ 2020年12月23日 厚生労働省

「令和３年度介護報酬改定に関する審議報告」等が示される。

✓ 審議報告 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000709008.pdf

⚫ 2021年１月18日開催 第199回 社会保障審議会 介護給付費分科会

「令和３年度介護報酬改定における改定事項について」「介護報酬の算定構造」等が示される。

✓ 令和３年度介護報酬改定の改定事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753777.pdf

✓ 介護報酬の算定構造（単位数） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf

⚫ 2021年３月29日開催 令和３年度介護報酬改定Ｑ＆Ａ（Vol.４）

一般社団法人24時間在宅ケア研究会等が提出した質問に対し、回答（Q&A）が示される。

✓ Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000694870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000703126.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000709008.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000753777.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000728262.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf


令和3年度報酬改定の内容



令和3年度報酬改定の内容



令和3年度報酬改定の内容



令和3年度報酬改定の内容



令和3年度報酬改定の内容

問11 オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」
とは、具体的にどのような意味か。オンコール（宿直）体制が認められるということか。

事業所以外の、例えば自宅等で勤務することも可能という意味である。勤務体制（サービス提供時間帯を通じ
て１以上）については、今回の改定において変更はなく、宿直体制が認められるわけではない。

●人員配置基準（１）

問12 同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている場合、
各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護については、地域の実情に応じて、既存の地域資
源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とするため、利用者の処遇に支障がない場合は、管理
者、オペレーター、面接相談員及び計画作成責任者、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービ
スを行う訪問介護員等といった同職との兼務が可能であり、それぞれの職種について１人の職員を配置するこ
とで人員基準を満たす。



令和3年度報酬改定の内容

問14 定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。

オペレーターについては、利用者からの通報を受け付けるに当たり支障のない範囲で、当該事業所の定期巡回
サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービス（オペレーターが保健師、看護師又は准看護師の場合に限
る。）に従事できる。

また、一体的に運営する訪問介護事業所、訪問看護事業所（オペレーターが保健師、看護師又は准看護師の場
合に限る。）及び夜間対応型訪問介護事業所の職務（利用者に対するサービス提供を含む。）にも従事可能で
ある。

なお、オペレーターが他の職務に従事する場合は、利用者からの通報を適切に受け付ける体制を確保すること
が必要である。

また、上記の場合、訪問介護事業所、訪問看護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所のサービスに従事した時
間については、それぞれの事業所における勤務延時間数として算入することが可能である。

※ 平成24年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１)（平成24年３月16日）問145は削除する。



令和3年度報酬改定の内容

問13 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、
加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員を
どちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を兼務している職員については、勤務
実態、利用者数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を定期巡回・随時対応型訪問介護
看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所に割り振った上で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間
対応型訪問介護事業所それぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、
大多数の職員が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を均等に兼務している
ような場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所で一体的に算出した職
員の割合を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所の両方について用いても
差し支えない。

また、実態として定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のみに勤務している職員を定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所のみでカウントすることは差し支えないが、実態として定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を兼務している職員を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間
対応型訪問介護事業所いずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認
められない。

●サービス提供体制強化加算



令和3年度報酬改定の内容

問15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が１月を通じて入院し、自宅にいないような場合
には、サービスを利用できるような状況にないため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定はできない
が、入院している月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は一切算定できないのか。それとも、入院中以
外の期間について日割り計算により算定するのか。

利用者が１月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定す
ることはできないが、１月を通じての入院でない場合は、算定することは可能である。

また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、日割り計算とはならず、月額報酬がそ
のまま算定可能である。

●報酬の取扱い

問16 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の２週間後
に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定する
ことは可能か。

病院等に入院のため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の契約を解除した場合で、入院の期間が 30 
日以内のときは、再契約後に初期加算を算定することはできない（「指定地域密着型サービスに要する費用の
額に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 126号）別表１ハの注）が、そうでない場合は、初期加算を
算定することは可能である。

●初期加算



令和3年度報酬改定の内容



お伝えする内容

令和3年度報酬改定の内容

サービスの一部委託

オペレーターの基準と集約



オペレーターの基準と集約

・対象

① 指定訪問介護事業所
② 指定夜間対応型訪問介護訪

問介護事業所
③ 指定訪問看護事業所

・内容

指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護の事業の一部を、
対象の事業所との契約に基づ
き、対象の事業所の従業者に
行わせることができる。

・対象

指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所

・内容

指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所間で、一体的に
通報を受けることができる。

オペレーター集約一部委託

随時訪問は集約できない
（一部委託で対応）



オペレーターの基準と集約



オペレーターの基準と集約

サービスの概要



オペレーターの基準と集約

オペレーターの集約



オペレーターの基準と集約

集約を依頼する側のメリット



オペレーターの基準と集約

集約を引き受ける側のメリット



オペレーターの基準と集約

集約に伴う売上・費用のイメージ



オペレーターの基準と集約

事業者間の情報共有①

利用者から随時コールがあったとき、集約先のオペレーターが、どこの事業所
がサービス提供している、どの利用者からの通報か、瞬時にわかるようにする
必要があります。

通報

誰からの通報
なのかわから
ない！

報告・訪問依頼

集約元？オペレーター利用者？

どこに報告・
訪問依頼すれ
ばいいの？

課題①



オペレーターの基準と集約

事業者間の情報共有②

1. 利用開始・終了時点で利用者の
情報が共有されている必要があ
ります。

新規利用者
の情報が

2. 随時対応の内容（通話記録）を共
有している必要があります。

随時対応
の内容が

共有されていない
からわからない

3. 利用者ごとの注意事項や
過去のサービス提供の履
歴等の情報が共有されて
いる必要があります。

利用者の情
報が少ない

ので、どう対応す
ればよいか不明

共有されていない
からわからない

課題②



オペレーターの基準と集約

利用者への報告、実地指導対策

＜参考＞定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定基準（一部抜粋）
第三条十八の２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出が
あった場合には、文章の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければな
らない。

✓ 利用者への記録の提供

利用者（家族）から随時対応を含むサービス内容の提供の申出があった場合に
は、集約元の事業所から該当の記録を提供するため、随時対応の記録は事業所
間で共有しておく必要があります。

✓ 実地指導対策

上記の通り、集約元の事業所にて随時対応のサービス内容を記録する必要が
あるため、実施指導（監査）対策として、随時対応の記録は事業所間で共有
しておく必要があります。

課題③



オペレーターの基準と集約

必要な準備の例



お伝えする内容

令和3年度報酬改定の内容

サービスの一部委託

オペレーターの基準と集約



・対象

① 指定訪問介護事業所
② 指定夜間対応型訪問介護訪

問介護事業所
③ 指定訪問看護事業所

・内容

指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護の事業の一部を、
対象の事業所との契約に基づ
き、対象の事業所の従業者に
行わせることができる。

・対象

指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所

・内容

指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所間で、一体的に
通報を受けることができる。

オペレーター集約一部委託

あくまで一部委託なので
同一時間に

定期訪問、随時、オペレーター
全て委託する事は不可

サービスの一部委託



サービスの一部委託



定期巡回
定期的に利用者宅を
訪問してケアを行う

随時対応
利用者からの通報に対応する

随時訪問
通報を受けて、利用者宅に

訪問し、ケアを行う

訪問看護
利用者に看護サービス

を提供する

✓ プランニングされたサービスの一部を依頼
✓ 随時対応の依頼は難しい
✓ サービスの管理を徹底

サービスの一部委託



サービスの一部委託をした場合、その時間はスタッフの業務時間を確保する事
ができる為、事務作業や新規の受入れ枠を確保する事ができます。

契約内容によって違いはありますが、1回当たりの金額を設定して委託に出し
た場合、サービスが終了すれば費用はかかりません。

① 常勤スタッフの時間を確保

空いた時間で事
務作業、新規の
受け入れ、営業
活動等できる。

② コストの削減が望める

常勤の様な固定
費がかからない

委託を依頼する側のメリット

サービスの一部委託



サービスの一部委託

サービスの一部委託をした場合、稼働効率を上げる事ができます。

身体介護技術の向上に繋がります。

事務作業時間がかかりません。

① 生産性の向上

稼働と稼働の間
の隙間時間に委
託を受けていた
だく事で常勤の
稼働効率が上が
ります。

②事務作業時間がかからない

契約やアセスメ
ント、計画書作
成に人件費がか
からない

委託を受ける側のメリット



サービスの一部委託



サービスの一部委託



サービスの一部委託

必要な準備の例

✓ 保険者への確認

• 一部委託について保険者に承認をもらいます

✓ 情報共有の仕組み（システム）の構築

• 事業所間で情報共有する仕組み（システム）を構築します。

✓ 契約関係

• 事業者間で締結する契約書の雛形を作成します

• 利用者に委託先との個人情報を共有する許可をもらいます

✓ ルールの確認・整備

• 事業所間でのルール・取り決めを確認します 等



ご清聴ありがとうございました。


