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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

決定サービスコード 以下の決定サービスコードを追加

・「140937:重度包括支援加算医療連携体制加算（医ケア）対象者」

・「240937:短期入所加算医療連携体制加算（医ケア）対象者」

・「330933:共同生活援助加算強度行動障害者重度障害者支援加算対象者」

・「330934:共同生活援助加算医療的ケア対応支援加算対象者」

・「330935:共同生活援助加算強度行動障害者体験利用加算対象者」

以下の決定サービスコード名称を変更

・「245000:短期入所障害児医療型（重心）決定」⇒「245000:短期入所障害児医療型（重心・医ケア）決定」

施設等の区分 地域移行支援の「施設等の区分」について、以下を変更

・「1:Ⅰ」「2:Ⅱ」⇒「1:Ⅱ」「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定（以下、「令和３年度報酬改定」という。）等に伴い、各システム間
のインタフェースについても所要の見直しを行う。

インタフェース仕様書（案）の主な変更点は、以下のとおり。

■共通編

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について

改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

決定サービスコード

（障害児給付費）

以下の決定サービスコードを追加

・「614000:児童発達支援基本決定（医療的ケア児Ⅰ）」

・「615000:児童発達支援基本決定（医療的ケア児Ⅱ）」

・「616000:児童発達支援基本決定（医療的ケア児Ⅲ）」

・「617000:児童発達支援基本決定（難聴児（医ケアⅠ））」

・「618000:児童発達支援基本決定（難聴児（医ケアⅡ））」

・「619000:児童発達支援基本決定（難聴児（医ケアⅢ））」

・「61A000:児童発達支援基本決定（重症心身障害児（医ケアⅠ））」

・「61B000:児童発達支援基本決定（重症心身障害児（医ケアⅡ））」

・「61C000:児童発達支援基本決定（重症心身障害児（医ケアⅢ））」

・「610924:児童発達支援加算個別サポート（Ⅰ）」

・「620924:医療型児童発達支援加算個別サポート（Ⅰ）」

・「633000:放課後等デイサービス基本決定（医療的ケア児Ⅰ）」

・「634000:放課後等デイサービス基本決定（医療的ケア児Ⅱ）」

・「635000:放課後等デイサービス基本決定（医療的ケア児Ⅲ）」

・「636000:放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児（医ケアⅠ））」

・「637000:放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児（医ケアⅡ））」

・「638000:放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児（医ケアⅢ））」

・「630924:放課後等デイサービス加算個別サポート（Ⅰ）」

・「720908:医療型児童入所支援加算強度行動障害」

以下の決定サービスコード名称を変更

・「710901:児童入所支援加算幼児」⇒「710901:児童入所支援加算乳幼児」
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令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について

改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

夜間支援等体制加算
対象利用者数

共同生活援助の「夜間支援等体制加算対象利用者数」について、廃止

主たる事業所施設区分 「主たる事業所施設区分」について、廃止

就労定着率区分 「就労定着支援」について、以下のコード値を変更

・「01:就労定着率が９割以上」⇒「01:就労定着率が９割５分以上」

・「02:就労定着率が８割以上９割未満」⇒「02:就労定着率が９割以上９割５分未満」

・「03:就労定着率が７割以上８割未満」⇒「03:就労定着率が８割以上９割未満」

・「04:就労定着率が５割以上７割未満」⇒「04:就労定着率が７割以上８割未満」

・「05:就労定着率が３割以上５割未満」⇒「05:就労定着率が５割以上７割未満」

・「06:就労定着率が１割以上３割未満」⇒「06:就労定着率が３割以上５割未満」

・「07:就労定着率が１割未満」⇒「07:就労定着率が３割未満」

常勤看護職員等配置加算の有
無

「生活介護」について、以下のコード値を変更

・「1:無し」「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」⇒「1:無し」「2:Ⅰ」「3:Ⅱ」「4:Ⅲ」

令和3年4月以降に使用不可と
なるコード一覧

以下の項目を追加

・共同生活援助の「夜間支援等体制加算対象利用者数」

・「主たる事業所施設区分」
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■都道府県編

改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

事業所異動連絡票情報（サービス情報）

事業所訂正連絡票情報（サービス情報）

以下のサービスについて、対象項目を追加

重度包括

・「送迎加算の有無」

・「強度行動障害者特別支援加算の有無」

・「地域生活移行個別支援特別加算の有無」

・「精神障害者地域移行特別加算の有無」

生活介護

・「重度障害者支援（体制）加算Ⅰ（基本）の有無」

共同生活援助

・「医療的ケア対応支援加算の有無」

以下の項目を登録できないように変更

・「平均労働時間区分」

共同生活援助

・「夜間支援等体制加算対象利用者数」

短期入所

・「主たる事業所サービス種類コード１」

・「主たる事業所施設区分」

・「福祉・介護職員等特定処遇改善加算区分」

地域移行支援において、「施設等の区分」の項目値を変更

・「1:Ⅰ」「2:Ⅱ」⇒「1:Ⅱ」「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目名及び備考を変更

・「相談支援特定事業所加算の有無」⇒「相談支援機能強化型体制の有無」

・「1:無し」「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」⇒「1:無し」「2:Ⅱ」「4:Ⅰ」「5:Ⅲ」「6:Ⅳ」

以下の項目名を変更

・「移行準備支援体制加算（Ⅰ）」⇒「移行準備支援体制加算の有無」

・「医療連携体制加算（Ⅴ）の有無」⇒「医療連携体制加算の有無」

「小規模グループケア加算の有無」の備考を変更

・「3:サテライト」を追加

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

事業所異動連絡票情報（サービス情報）

事業所訂正連絡票情報（サービス情報）

「平均工賃月額区分」の項目値を変更

・01:平均工賃月額が４万５千円以上 ・01:平均工賃月額が４万５千円以上

・02:平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満 ⇒ ・02:平均工賃月額が３万５千円以上４万５千円未満
・03:平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満 ・03:平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満
・04:平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満 ・04:平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満

・05:平均工賃月額が１万円以上２万円未満 ・05:平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満
・06:平均工賃月額が５千円以上１万円未満 ・06:平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満
・07:平均工賃月額が５千円未満 ・07:平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満
・08:無し（経過措置対象） ・08:無し（経過措置対象）

・09:平均工賃月額が１万円未満

・10:無し（生産活動等への支援実施対象）

以下の項目を追加

・共同生活援助夜間支援等体制加算対象利用者数

・夜間支援等体制加算Ⅰ加配職員体制の有無

・評価点区分

・自己評価結果等未公表減算の有無

・就労移行支援体制（就労定着者数）

・ソーシャルワーカー配置加算の有無

・口腔衛生管理体制加算の有無

・日中活動支援加算の有無

・主任相談支援専門員配置加算の有無

・居住支援連携体制加算区分

・ピアサポート体制加算の有無

・強度行動障害者体験利用加算の有無

【 異動年月日の年月が令和3年4月以降の場合 】の表を追加

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

事業所情報更新結果情報（サービス情報）

事業所台帳情報（サービス情報）

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目名及び備考を変更

・「相談支援特定事業所加算の有無」⇒「相談支援機能強化型体制の有無」

・「1:無し」「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」⇒「1:無し」「2:Ⅱ」「4:Ⅰ」「5:Ⅲ」「6:Ⅳ」

「小規模グループケア加算の有無」の備考を変更

・「3:サテライト」を追加

以下の項目名を変更

・「移行準備支援体制加算（Ⅰ）」⇒「移行準備支援体制加算の有無」

・「医療連携体制加算（Ⅴ）の有無」⇒「医療連携体制加算の有無」

「平均工賃月額区分」の項目値を変更

・01:平均工賃月額が４万５千円以上 ・01:平均工賃月額が４万５千円以上

・02:平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満 ⇒ ・02:平均工賃月額が３万５千円以上４万５千円未満
・03:平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満 ・03:平均工賃月額が３万円以上３万５千円未満
・04:平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満 ・04:平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満

・05:平均工賃月額が１万円以上２万円未満 ・05:平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満
・06:平均工賃月額が５千円以上１万円未満 ・06:平均工賃月額が１万５千円以上２万円未満
・07:平均工賃月額が５千円未満 ・07:平均工賃月額が１万円以上１万５千円未満
・08:無し（経過措置対象） ・08:無し（経過措置対象）

・09:平均工賃月額が１万円未満

・10:無し（生産活動等への支援実施対象）

以下の項目を追加

・共同生活援助夜間支援等体制加算対象利用者数

・夜間支援等体制加算Ⅰ加配職員体制の有無

・評価点区分

・自己評価結果等未公表減算の有無

・就労移行支援体制（就労定着者数）

・ソーシャルワーカー配置加算の有無

・口腔衛生管理体制加算の有無

・日中活動支援加算の有無

・主任相談支援専門員配置加算の有無

・居住支援連携体制加算区分

・ピアサポート体制加算の有無

・強度行動障害者体験利用加算の有無

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について

6



改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

障害児施設異動連絡票情報

（サービス情報）

障害児施設訂正連絡票情報

（サービス情報）

「小規模グループケア加算の有無」の備考を変更

・「3:サテライト」を追加

以下の項目を登録できないように変更

・「看護職員加配加算の有無」

・「児童指導員等配置加算の有無」

・「児童指導員等加配加算（Ⅱ）の有無」

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目名及び備考を変更

・「相談支援特定事業所加算の有無」⇒「相談支援機能強化型体制の有無」

・「1:無し」「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」⇒「1:無し」「2:Ⅱ」「4:Ⅰ」「5:Ⅲ」「6:Ⅳ」

「障害児状態等区分」の項目の備考を変更

・「1:非該当」「2:区分１の１」「3:区分１の２」「4:区分２の１」「5:区分２の２」⇒「1:非該当」「2:区分１」「3:区分２」

「児童指導員等加配加算の有無」の項目の備考を変更

・「5:専門職員（保育士）」を追加

以下の項目を追加

・専門的支援加算の有無

・ソーシャルワーカー配置加算の有無

・主任相談支援専門員配置加算の有無

・ピアサポート体制加算の有無

医療型障害児入所

・強度行動障害加算体制整備の有無

【 異動年月日の年月が令和3年4月以降の場合 】の表を追加

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

障害児施設情報更新結果情報

（サービス情報）

障害児施設台帳情報（サービス情報）

「小規模グループケア加算の有無」の備考を変更

・「3:サテライト」を追加

「相談支援特定事業所加算の有無」の項目名及び備考を変更

・「相談支援特定事業所加算の有無」⇒「相談支援機能強化型体制の有無」

・「1:無し」「2:Ⅲ」「3:Ⅰ」「4:Ⅱ」「5:Ⅳ」⇒「1:無し」「2:Ⅱ」「4:Ⅰ」「5:Ⅲ」「6:Ⅳ」

「障害児状態等区分」の備考を変更

・「1:非該当」「2:区分１の１」「3:区分１の２」「4:区分２の１」「5:区分２の２」⇒「1:非該当」「2:区分１」「3:区分２」

「児童指導員等加配加算の有無」の備考を変更

・「5:専門職員（保育士）」を追加

以下の項目を追加

・専門的支援加算の有無

・ソーシャルワーカー配置加算の有無

・主任相談支援専門員配置加算の有無

・ピアサポート体制加算の有無

障害児通所給付費・入所給付費等明細書
情報

集計情報レコード（複数レコード）

「集計情報レコード（複数レコード）」の「請求額集計欄」の「集計欄分類番号」の注釈を変更

・集計分類番号＝2の「（２）医療型障害児入所支援」に

「③強度行動障害児特別支援加算（サービス提供年月が令和3 年4 月以降の場合）」を追加

一次審査済サービス提供実績記録票情報

基本情報レコード

以下の項目を追加

・提供実績の合計３・緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・支援計画会議実施加算（回）

・提供実績の合計３・定着支援連携促進加算（回）

・提供実績の合計３・移動介護緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域協働加算（回）

・支援レポート共有日（年月日）

・入院開始日（年月日）

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

一次審査済サービス提供実績記録票情報

明細情報レコード（複数レコード）

以下の項目を追加

・緊急時支援加算

・支援計画会議実施加算

・定着支援連携促進加算

・移動介護緊急時支援加算

・日常生活支援情報提供加算（サービス提供回数）

・日常生活支援情報提供加算（算定回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（サービス提供回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）

・地域協働加算

障害児施設給付費明細書情報（明細情報
レコード）

障害児通所給付費・入所給付費等明細書
情報（明細情報レコード）

以下の項目について、マイナスの単位数となるサービスコードを設定する場合の記載を追加

・「単位数」

・「サービス単位数」

高額障害児給付費給付判定結果情報 「本人支払額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

「支給金額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

高額障害児給付費の支給額等情報 「利用者負担額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

「支給額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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■市町村編
改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害福祉サービス）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」の「施設外支援 当月（日）」の内容を変更

・「移行準備支援体制加算（Ⅰ）」⇒「移行準備支援体制加算」

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」の「施設外支援 累計（日／１８０日）」の内容を変更

・「移行準備支援体制加算（Ⅰ）」⇒「移行準備支援体制加算」

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」に以下の項目を追加

・提供実績の合計３・緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・支援計画会議実施加算（回）

・提供実績の合計３・定着支援連携促進加算（回）

・提供実績の合計３・移動介護緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域協働加算（回）

・支援レポート共有日（年月日）

・入院開始日（年月日）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「施設外支援」の内容を変更

・「就労移行支援において、移行準備支援体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定。移行準備支援体制加算（Ⅱ）を

算定する場合、2を設定

就労継続支援において、施設外支援を行った場合、1を設定」

⇒

「就労移行支援において、移行準備支援体制加算を算定する場合、1を設定。

就労継続支援において、施設外支援を行った場合、1を設定」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害福祉サービス）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード」の「夜間支援体制加算」の内容を変更

・「共同生活援助、宿泊型自立訓練において、夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定。夜間支援等体制

加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定。夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定。」

⇒

「共同生活援助において、以下の内容を設定。

夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

夜間支援等体制加算（Ⅰ）及び（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

夜間支援等体制加算（Ⅰ）及び（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

夜間支援等体制加算（Ⅰ）及び（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

宿泊型自立訓練において、以下の内容を設定。

夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定」

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード」の「緊急時対応加算」の内容を変更

・「緊急時対応加算を算定する場合、1を設定」

⇒

「居宅介護、行動援護、重度訪問介護、同行援護において、緊急時対応加算を算定する場合、1 を設定

重度包括において、緊急時対応加算（地域生活支援拠点等）を算定する場合、1 を設定」

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「医療連携体制加算」のコード値を変更

・「短期入所において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

医療連携体制加算（Ⅶ）を算定する場合、7を設定

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害福祉サービス）

（前ページから続き）

重度包括（サービス内容が短期入所の場合）において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

重度包括（サービス内容が共同生活援助の場合）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定」

⇒

「重度包括（サービス内容が短期入所の場合）、短期入所において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

医療連携体制加算（Ⅷ）を算定する場合、8を設定

重度包括（サービス内容が共同生活援助の場合）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害福祉サービス）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」に以下の項目を追加

・緊急時支援加算

・支援計画会議実施加算

・定着支援連携促進加算

・移動介護緊急時支援加算

・日常生活支援情報提供加算（サービス提供回数）

・日常生活支援情報提供加算（算定回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（サービス提供回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）

・地域協働加算

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害児支援）

「集計情報レコード（複数レコード）」の「請求額集計欄」の「集計欄分類番号」の注釈を変更

・集計分類番号＝2の「（２）医療型障害児入所支援」に

「③強度行動障害児特別支援加算（サービス提供年月が令和3 年4 月以降の場合）」を追加

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード」に以下の項目を追加

・提供実績の合計３・緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・支援計画会議実施加算（回）

・提供実績の合計３・定着支援連携促進加算（回）

・提供実績の合計３・移動介護緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域協働加算（回）

・支援レポート共有日（年月日）

・入院開始日（年月日）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード（複数レコード）」の「医療連携体制加算」の内容を変更

・「医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定」

⇒

「医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅶ）を算定する場合、7を設定」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

一次審査済明細書等情報

（障害児支援）

「一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード」に以下の項目を追加

・緊急時支援加算

・支援計画会議実施加算

・定着支援連携促進加算

・移動介護緊急時支援加算

・日常生活支援情報提供加算（サービス提供回数）

・日常生活支援情報提供加算（算定回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（サービス提供回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）

・地域協働加算

高額障害福祉サービス費給付判定結果情
報

高額障害福祉サービス等給付費給付判定
結果情報（施行令第四十三条の五第六
項）

高額障害児給付費給付判定結果情報

「本人支払額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

「支給金額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

障害福祉サービス費市町村保有給付実績
情報

障害福祉サービス費市町村保有給付実績
更新結果情報

障害福祉サービス費国保連合会保有給付
実績情報
障害児給付費都道府県等保有給付実績
情報

障害児給付費都道府県等保有給付実績
更新結果情報

障害児給付費国保連合会保有給付実績
情報

明細情報レコードの以下の項目について、マイナスの単位数となるサービスコードを設定する場合の記載を追加

・「単位数」

・「サービス単位数」

「高額費支給レコード」の「利用者負担額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

「高額費支給レコード」の「支給額」のバイト数を変更

・「6」⇒「8」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

介護給付費等 明細書情報 明細情報レコードの以下の項目について、マイナスの単位数となるサービスコードを設定する場合の記載を追加

・「単位数」

・「サービス単位数」

契約情報レコードの作成が必要なサービスとして以下の決定コードの名称を変更

・「245000 短期入所 障害児医療型（重心）決定」⇒「245000 短期入所 障害児医療型（重心・医ケア）決定」

サービス利用計画作成費請求書等

サービス情報レコード

サービス情報レコードの以下の項目について、マイナスの単位数となるサービスコードを設定する場合の記載を追加

・「単位数」

・「サービス単位数」

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

基本情報レコードの「提供実績の合計・施設外支援 当月（日）」の説明において以下のとおり変更

・「移行準備支援体制加算（Ⅰ）」⇒「移行準備支援体制加算」

基本情報レコードの「提供実績の合計・施設外支援 累計（日／１８０日）」の説明において以下のとおり変更

・「移行準備支援体制加算（Ⅰ）」⇒「移行準備支援体制加算」

基本情報レコードに以下の項目を追加

・提供実績の合計３・緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・支援計画会議実施加算（回）

・提供実績の合計３・定着支援連携促進加算（回）

・提供実績の合計３・移動介護緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域協働加算（回）

・支援レポート共有日（年月日）

・入院開始日（年月日）

■サービス事業所編

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

明細情報レコードの「施設外支援」の説明において以下のとおり変更

・「就労移行支援において、移行準備支援体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定。移行準備支援体制加算（Ⅱ）を

算定する場合、2を設定

就労継続支援において、施設外支援を行った場合、1を設定」

⇒

「就労移行支援において、移行準備支援体制加算を算定する場合、1を設定。

就労継続支援において、施設外支援を行った場合、1を設定」

明細情報レコードの「夜間支援体制加算」の説明において以下のとおり変更

・「共同生活援助、宿泊型自立訓練において、夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定。夜間支援等体制

加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定。夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定。」

⇒

「共同生活援助において、以下の内容を設定。

夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

夜間支援等体制加算（Ⅰ）及び（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

夜間支援等体制加算（Ⅰ）及び（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

夜間支援等体制加算（Ⅰ）及び（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

宿泊型自立訓練において、以下の内容を設定。

夜間支援等体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

夜間支援等体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

夜間支援等体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

明細情報レコードの「緊急時対応加算」の説明において以下のとおり変更

・「緊急時対応加算を算定する場合、1を設定」

⇒

「居宅介護、行動援護、重度訪問介護、同行援護において、緊急時対応加算を算定する場合、1 を設定

重度包括において、緊急時対応加算（地域生活支援拠点等）を算定する場合、1 を設定」

明細情報レコードの「医療連携体制加算」の説明において以下のとおり変更

・「短期入所において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

医療連携体制加算（Ⅶ）を算定する場合、7を設定

重度包括（サービス内容が短期入所の場合）において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

重度包括（サービス内容が共同生活援助の場合）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定」

⇒

「重度包括（サービス内容が短期入所の場合）、短期入所において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定

医療連携体制加算（Ⅷ）を算定する場合、8を設定

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害福祉サービス）

（前のページから続き）

重度包括（サービス内容が共同生活援助の場合）、共同生活援助、宿泊型自立訓練、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援において、以下の内容を設定。

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定」

明細情報レコードに以下の項目を追加

・緊急時支援加算

・支援計画会議実施加算

・定着支援連携促進加算

・移動介護緊急時支援加算

・日常生活支援情報提供加算（サービス提供回数）

・日常生活支援情報提供加算（算定回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（サービス提供回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）

・地域協働加算

サービス提供実績記録票設定例について、以下のとおり変更

⑥重度包括 【サービス提供年月：平成30 年4 月以降】において以下の内容を追加

・医療連携体制加算Ⅲ、Ⅵ、Ⅷの設定内容の説明を追加

・No４の設定例を追加

⑦短期入所 サービス提供実績記録票設定例において以下の内容を追加

・サービスの提供状況及び重度障害者支援加算（研修修了者）の設定列を追加

・サービスの提供状況及び医療連携体制加算Ⅲ、Ⅴ、Ⅷの設定内容の説明を追加

⑧日中活動系 サービス提供実績記録票設定例において以下の内容を追加

・医療連携体制加算Ⅲ、Ⅵの設定内容の説明を追加

⑨居住系 サービス提供実績記録票設定例において以下の内容を追加

・夜間支援等体制加算Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ及び医療連携体制加算Ⅲ、Ⅵの設定内容の説明を追加

入力必須項目と様式の対応表（基本情報レコード）【サービス提供年月：令和3年4月以降】を追加

入力必須項目と様式の対応表（明細情報レコード）【サービス提供年月：令和3年4月以降】を追加

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

入力必須項目と様式の対応表

（基本情報レコード）

【サービス提供年月：令和3年4月以降】

以下の項目に「○： 請求内容により必要」を追加

・様式種別番号「0401 重度包括」

項番「１１２ 緊急時対応加算（回）」

以下の項目を追加

・提供実績の合計３・緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・支援計画会議実施加算（回）

・提供実績の合計３・定着支援連携促進加算（回）

・提供実績の合計３・移動介護緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域協働加算（回）

・支援レポート共有日（年月日）

・入院開始日（年月日）

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

入力必須項目と様式の対応表

（明細情報レコード）

【サービス提供年月：令和3年4月以降】

以下の項目に「○： 請求内容により必要」を追加

・ 様式種別番号「0401 医療型児童発達支援」

項番「６９ 緊急時対応加算」

・様式種別番号「0601 短期入所」

項番「３６ サービス提供の状況」

以下の項目を追加

・緊急時支援加算

・支援計画会議実施加算

・定着支援連携促進加算

・移動介護緊急時支援加算

・日常生活支援情報提供加算（サービス提供回数）

・日常生活支援情報提供加算（算定回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（サービス提供回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）

・地域協働加算

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

障害児給付費等請求書・明細書情報 明細情報レコードの以下の項目について、マイナスの単位数となるサービスコードを設定する場合の記載を追加

・「単位数」

・「サービス単位数」

集計情報レコードの「請求額集計欄」の「集計欄分類番号」の注釈を変更

・集計分類番号＝2の「（２）医療型障害児入所支援」に

「③強度行動障害児特別支援加算（サービス提供年月が令和3 年4 月以降の場合）」を追加

契約情報レコードの作成が必要なサービスとして以下の決定コードを追加

・614000 児童発達支援基本決定（医療的ケア児Ⅰ）

・615000 児童発達支援基本決定（医療的ケア児Ⅱ）

・616000 児童発達支援基本決定（医療的ケア児Ⅲ）

・617000 児童発達支援基本決定（難聴児（医ケアⅠ））

・618000 児童発達支援基本決定（難聴児（医ケアⅡ））

・619000 児童発達支援基本決定（難聴児（医ケアⅢ））

・61A000 児童発達支援基本決定（重症心身障害児（医ケアⅠ））

・61B000 児童発達支援基本決定（重症心身障害児（医ケアⅡ））

・61C000 児童発達支援基本決定（重症心身障害児（医ケアⅢ））

・633000 放課後等デイサービス基本決定（医療的ケア児Ⅰ）

・634000 放課後等デイサービス基本決定（医療的ケア児Ⅱ）

・635000 放課後等デイサービス基本決定（医療的ケア児Ⅲ）

・636000 放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児（医ケアⅠ））

・637000 放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児（医ケアⅡ））

・638000 放課後等デイサービス基本決定（重症心身障害児（医ケアⅢ））

障害児相談支援給付費請求書等情報 サービス情報レコードの以下の項目について、マイナスの単位数となるサービスコードを設定する場合の記載を追加

・「単位数」

・「サービス単位数」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害児支援）

基本情報レコードに以下の項目を追加

・提供実績の合計３・緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・支援計画会議実施加算（回）

・提供実績の合計３・定着支援連携促進加算（回）

・提供実績の合計３・移動介護緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域協働加算（回）

・支援レポート共有日（年月日）

・入院開始日（年月日）

明細情報レコードの「医療連携体制加算」の説明において以下のとおり変更

「医療連携体制加算」の説明を変更

・「医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定する場合、6を設定」

⇒

「医療連携体制加算（Ⅰ）を算定する場合、1を設定

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定する場合、2を設定

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定する場合、3を設定

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定する場合、4を設定

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定する場合、5を設定

医療連携体制加算（Ⅶ）を算定する場合、7を設定」

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

サービス提供実績記録票情報

（障害児支援）

明細情報レコードに以下の項目を追加

・緊急時支援加算

・支援計画会議実施加算

・定着支援連携促進加算

・移動介護緊急時支援加算

・日常生活支援情報提供加算（サービス提供回数）

・日常生活支援情報提供加算（算定回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（サービス提供回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）

・地域協働加算

サービス提供実績記録票設定例について、以下のとおり変更

②通所系 サービス提供実績記録票設定例において以下の内容を追加

・訪問支援特別加算の設定列を削除

・訪問支援特別加算の設定内容の説明を削除

・医療連携体制加算Ⅲ、Ⅶの設定内容の説明を追加

入力必須項目と様式の対応表（基本情報レコード）に「R3/4以降」を追加

入力必須項目と様式の対応表（明細情報レコード）に「R3/4以降」を追加

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

入力必須項目と様式の対応表

（基本情報レコード）

R3/4以降

以下の項目から「○： 請求内容により必要」を削除

・様式種別番号「0301 児童発達支援」

様式種別番号「0401 医療型児童発達支援」

様式種別番号「0501 放課後等デイサービス」

項番「５１ 訪問支援特別加算（回）（サービス提供回数）」

項番「５２ 訪問支援特別加算（回）（算定回数）」

以下の項目を追加

・提供実績の合計３・緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・支援計画会議実施加算（回）

・提供実績の合計３・定着支援連携促進加算（回）

・提供実績の合計３・移動介護緊急時支援加算（回）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・日常生活支援情報提供加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（サービス提供回数）

・提供実績の合計３・地域居住支援体制強化推進加算（回）（算定回数）

・提供実績の合計３・地域協働加算（回）

・支援レポート共有日（年月日）

・入院開始日（年月日）

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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改定内容 情報名 改定内容に基づく対応

令和３年度

報酬改定

入力必須項目と様式の対応表

（明細情報レコード）

R3/4以降

以下の項目から「○： 請求内容により必要」を削除

・様式種別番号「0301 児童発達支援」

様式種別番号「0401 医療型児童発達支援」

様式種別番号「0501 放課後等デイサービス」

項番「２７ 訪問支援特別加算（サービス提供回数）」

項番「２８ 訪問支援特別加算（算定回数）」

以下の項目を追加

・緊急時支援加算

・支援計画会議実施加算

・定着支援連携促進加算

・移動介護緊急時支援加算

・日常生活支援情報提供加算（サービス提供回数）

・日常生活支援情報提供加算（算定回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（サービス提供回数）

・地域居住支援体制強化推進加算（算定回数）

・地域協働加算

令和３年度報酬改定に係るインタフェース仕様書（案）の主な変更点について
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