


【 各種加算・減算条件、所定単位等について 】 

 １ 安全対策体制加算と安全管理体制未実施減算 

安全管理体制未実施減算 5 単位/日 

安全対策体制加算 20 単位/回 入所時に 1 回まで 

 

２ 栄養ケアマネジメント強化加算と減算 

栄養ケアマネジメント未実施減算 14 単位/日 

栄養マネジメント強化加算 11 単位/日 

 

３ 経口維持加算Ⅰ・Ⅱ 

経口維持加算Ⅰ 400 単位/月 

経口維持加算Ⅱ 100 単位/月 

 

４ 口腔衛生管理加算Ⅰ・Ⅱ 

口腔衛生管理加算Ⅰ 90 単位/月 

口腔衛生管理加算Ⅱ 110 単位/月 

 

５ 認知症専門ケア加算Ⅰ・Ⅱ 

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 単位/日 

認知症専門ケア加算Ⅱ 4 単位/日 

 

 ６ 排泄支援加算Ⅰ～Ⅳ 

排泄支援加算Ⅰ 10 単位/月 排泄支援加算Ⅱ 15 単位/月 

排泄支援加算Ⅲ 20 単位/月 排泄支援加算Ⅳ 100 単位/月 

  

７ 自立支援促進加算 

自立支援促進加算 300 単位/月 

 

８ 科学的介護推進体制加算Ⅰ・Ⅱ  

科学的介護推進体制加算Ⅰ 40 単位/月 

科学的介護推進体制加算Ⅱ 60 単位/月 

 

９ 長期療養生活移行加算 

長期療養生活移行加算 60 単位/日 



１０ サービス提供体制強化加算Ⅰ～Ⅲ 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 単位/回 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 単位/回 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 単位/回 

 

１１ 特別診療費薬剤管理指導 

特別診療費薬剤管理指導 350 単位/回 

 

１２ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算 

理学療法、作業療法又は言語聴覚療法に係る加算 33 単位/月 

 

１３ 褥瘡対策指導管理Ⅰ・Ⅱ （※褥瘡対策指導管理Ⅰ・Ⅱ併せての算定可能） 

褥瘡対策指導管理Ⅰ 6 単位/日 褥瘡対策指導管理Ⅱ 10 単位/日 

 

１４ 夜間勤務等看護Ⅰ～Ⅳ 

夜間勤務等看護Ⅰ 23 単位/日 夜間勤務等看護Ⅱ 14 単位/日 

夜間勤務等看護Ⅲ 14 単位/日 夜間勤務等看護Ⅳ 7 単位/日 

 

１５ 初期加算 

初期加算 30 単位/日 

 

１６ 若年性認知症患者受入れ加算  

若年性認知症患者受入加算 120 単位/日 

 

１７ 外泊時費用 （※1 ヵ月に 6 日を限度として所定単位数に代えて算定） 

外泊時費用 362 単位/日 

 

１８ 退所時等指導加算 

退所前訪問指導加算 460 単位（入所中 1 回、又は 2 回まで） 

退所後訪問指導加算 460 単位（退所後 1 回まで） 

退所時指導加算 400 単位（1 回まで） 

退所時情報提供加算 500 単位（1 回まで） 

退所前連携加算 500 単位（1 回まで） 

 



１９ 再入所時栄養連携加算 

再入所時栄養連携加算 200 単位 1 回まで 

 

２０ 訪問看護指示加算 

訪問看護指示加算 300 単位/回 

 

２１ 経口移行加算 

経口移行加算 28 単位/日 

 

２２ 療養食加算 

療養食加算 6 単位/回 

 

２３ 在宅復帰支援機能加算 

在宅復帰支援機能加算 10 単位/日（1 月に 1 日 3 回を限度） 

 

２４ 緊急時治療管理 

緊急時治療管理 518 単位/日 

 

２５ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

認知症行動 

・心理症状緊急対応加算 

200 単位/日 

（入所した日から起算して 7 日を限度） 

 

２６ 重度認知症疾患療養体制加算 

・加算Ⅰ 要介護 1・2 140 単位/日 要介護 3～5 40 単位/日 

・加算Ⅱ 要介護 1・2 200 単位/日 要介護 3～5 100 単位/日 

 

２７ 介護職員処遇改善加算Ⅰ 

基本サービス費及び各加算の合計単位数の 1000 分の 26 

 

２８ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

基本サービス費及び各加算の合計単位数の 1000 分の 15 

 

 

 



２９ 試行的退所サービス費 

試行的退所サービス費 

800 単位/日 

（1 月に 6 日限度として所定単位数に代えて算定） 

（初日及び最終日は算定できない） 

 

３０ 他科受診時費用 

他科受診時費用 362 単位/日（1 ヵ月に 4 日限度） 

 

３１ 食事代（※所得に応じて負担限度額が設けられています。別表１をご参照ください。） 

朝食 380 円 昼食 750 円 夕食 750 円 

※昼食代にはおやつ代を含みます。 

３２ 居住費 

1 日 0 円～1,640 円 ※別表１をご参照ください。 

 

３３ 特別診療費加算 

  厚生労働省が定める特別診療費の算定に関する留意事項を遵守し実施した場合は所定

の加算を算定します。 

 

【 その他の各種減算条件、所定単位等について 】     

基準を満たすことができない、体制が未整理、基準超過等が生じた場合に減算等の基 

準が定められています。減算等の項目、及び査定単位等は以下のとおりです。  

 

1 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合  25 単位/日  減算   

2 定員超過                          所定単位の 70％算定 

3 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、ケアマネの員数が基準に満たない場合 

                             所定単位の 70％算定 

4 看護師が基準に定められた看護職員の員数に 20/100 を乗じて得た数未満の場合 

                      所定単位の 90％算定  

5 ユニットケアにおける体制が未整理の場合 所定単位の 97％算定 

6 身体拘束廃止未実施減算                    所定単位の 10％算定   

7 療養環境減算Ⅰ（廊下幅基準未満） 所定単位から 1 日につき 25 単位減算 

  療養環境減算Ⅱ（床面積基準未満） 所定単位から 1 日につき 25 単位減算  

 

 

 



入所・短期入所共通 

 

別表１【負担限度額認定証をお持ちの方は段階に応じて減額させていただきます。】 

 
居住費 

食費 
個室 多床室 

第１段階 490 円 0 円 300 円 

第２段階 490 円 370 円 （短）600 円 390 円 

第３段階① 1,310 円 370 円 （短）1,000 円 650 円 

第３段階② 1,310 円 370 円 （短）1,300 円 1,360 円 

第４段階 1,640 円 370 円 1,880 円 

※枠内（短）は短期入所金額 

【その他利用料】（金額は税込額です。） 

個室料金 4,200 円（1 日） 126,000 円（30 日の場合） 

理美容代 2,000 円（カット） ※訪問理容提携 

テレビレンタル代 110 円（1 日） 

電気代 55 円 (個人の希望により持ち込まれた電化製品 1 日 1 点につき) 

健康管理費 実費（インフルエンザ予防接種などの費用） 

レクリエーション行事費 実費（参加されるか否かは任意です。） 

クラブ活動材料費 

音楽クラブ（講師：外部音楽療法士） 250 円/回 

華道クラブ 500 円/回 

茶道クラブ 100 円/回 

書道クラブ 50 円/回 

美術クラブ 100 円/回 

文書料 

健康診断（他施設入所用） 3,300 円/部 

主治医意見書（単純） 1,100 円/部 

主治医意見書（複雑） 2,200 円/部 

診断書（成年後見人用） 5,500 円/部 

その他、各種文書料については事務所にお問合せください。 

 

【委託業者によるリース品】（委託業者名での請求書、及び領収書となります。） 

肌着リース 641 円（税込）/日 

別途契約が必要 
日用品リース 

A：110 円（税込）/日 

B：288 円（税込）/日 

 


