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Ⅰ 居宅サービス(要介護１～５)

１ 訪問介護(11)
(1)所定単位数

■身体介護中心 ①

２０分未満 単位１７１ (夜間・深夜・早朝。日中は要介護３～５で一定の

要件にあてはまる場合)

２０分～３０分未満 単位２５５

３０分～１時間未満 単位４０４

１時間～１時間３０分未満 単位５８７

１時間３０分～ ＋８３単位 (30分ごとに)

■身体＋生活援助 ②

生活援助が

２０分～４５分未満 ＋７０単位

４５分～７０分未満 ＋１４０単位 身体介護中心に加算する

７０分～ ＋２１０単位

■生活援助中心 ③

２０分～４５分未満 単位１９１

４５分～ 単位２３６

■通院等乗降介助 ④

１回 単位１０１

(2)加算減算

□初任者研修課程を修了した

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者配置減算 ９０％

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する場合)

□２人で行う場合 ＋１００％ (①②③)

□夜朝加算 ＋２５％ (夜間18:00～22:00,早朝6:00～8:00)

□深夜加算 ＋５０％ (深夜22:00～翌6:00)

□特定事業所加算Ⅰ ＋２０％

□特定事業所加算Ⅱ ＋１０％

□特定事業所加算Ⅲ ＋１０％

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％ (*)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□緊急時訪問介護加算 ＋１００単位／回 (①②)

□初回加算 ＋２００単位／月 (複数事業所で算定できる)

□生活機能向上連携加算 ＋１００単位／月 (３カ月間)

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の４.０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護

看護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

２ 訪問入浴介護(12)
(1)■所定単位数 単位１２５９

(2)加算減算

□介護職員が３人減算 ９５％

□清拭または部分浴減算 ７０％

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する場合)

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％ (*)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)
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□サービス提供体制強化加算 ＋２４単位／回

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.８％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,小規模多機能型居宅介護,

認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

３ 訪問看護(13)
(1)所定単位数

■訪問看護ステーション ①

２０分未満 単位３１８ (週に１回以上20分以上の訪問看護を行っている場合)

３０分未満 単位４７４

３０分～１時間未満 単位８３４

１時間～１時間３０分未満 単位１１４４

■訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 ②

通常 単位３１８

１日に２回を超えて行う場合 ９０％( 単位)２８６ (１回につき)

■病院または診療所 ③

２０分未満 単位２５６ (週に１回以上20分以上の訪問看護を行っている場合)

３０分未満 単位３８３

３０分～１時間未満 単位５５３

１時間～１時間３０分未満 単位８１５

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携 ④

２９３５単位

(2)加算減算

□准看護師減算 ９０％ (①③)

□准看護師減算 ９８％ (④。准看護師による訪問が１回でもある場合)

□同一建物に対する減算 ９０％ (①②③。同一建物に居住する３０人以上に提供する

場合)

□夜朝加算 ＋２５％ (夜間18:00～22:00,早朝6:00～8:00。①②③)

□深夜加算 ＋５０％ (深夜22:00～翌6:00。①②③)

□２人以上で行う場合(30分未満)＋２５４単位／回 (①②③)

□２人以上で行う場合(30分以上)＋４０２単位／回 (①②③)

□１時間３０分以上行う場合 ＋３００単位／回 (①③、特別管理加算を算定している場合)

□要介護５の者に対する加算 ＋８００単位／月 (④)

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％ (*)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□緊急時訪問看護加算 ＋５４０単位／月 (①②④) (*)

□緊急時訪問看護加算 ＋２９０単位／月 (③④) (*)

※特別管理加算を算定する状態の者への２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を

算定することができます。

□特別管理加算(Ⅰ) ＋５００単位／月 (在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている

状態など) (*)

□特別管理加算(Ⅱ) ＋２５０単位／月 (在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている

状態など) (*)

□ターミナルケア加算 ＋２０００単位／月 (*)

□医療保険の訪問看護利用の減算 単位／日－９７ (④)

□初回加算 ＋３００単位／月 (退院時共同指導加算を算定する場合は×。

複数事業所で算定できる。)

□退院時共同指導加算 ＋６００単位／月 (原則１回(特別な管理を必要とする者は２回)。

初回加算を算定する場合は×)

□看護・介護職員連携強化加算 ＋２５０単位／月

□サービス提供体制強化加算 ＋６単位／回 (①②③)
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□サービス提供体制強化加算 ＋５０単位／月 (④)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護

看護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

４ 訪問リハビリテーション(14)
(1)所定単位数 単位／回３０７

(2)加算減算

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する

場合)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋３４０単位／日 (退院or新たな認定から１月以内)

□短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋２００単位／日 (退院or新たな認定から１～３月以内)

□訪問介護事業所のｻｰﾋﾞｽ提供責

任者と連携した場合の加算 ＋３００単位／回 (３月に１回を限度)

□サービス提供体制強化加算 ＋６単位／回

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護,

地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 をうけて

いる場合

５ 居宅療養管理指導(31)
(1)医師または歯科医師

■医師

同一建物居住者以外 単位５０３ (２回／月) ①

同一建物居住者 単位４５２ (２回／月) ① (①＋②で２回／月)

同一建物居住者以外 単位２９２ (２回／月) ②

同一建物居住者 単位２６２ (２回／月) ②

①在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を算定しない場合

②在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を算定する場合

■歯科医師

同一建物居住者以外 単位５０３ (２回／月)

同一建物居住者 単位４５２ (２回／月)

(2)薬剤師

■病院または診療所の薬剤師

同一建物居住者以外 単位５５３ (２回／月)

同一建物居住者 単位３８７ (２回／月)

■薬局の薬剤師

同一建物居住者以外 単位５０３ (４回／月) ＊

同一建物居住者 単位３５２ (４回／月) ＊

＊末期の悪性腫瘍の者、中心静脈栄養を受けている者の場合は２回／週、かつ８回／月

□疼痛緩和の薬学的指導加算 ＋１００単位／回

(3)■管理栄養士

同一建物居住者以外 単位５３３ (２回／月)

同一建物居住者 単位４５２ (２回／月)

(4)■歯科衛生士等

同一建物居住者以外 単位３５２ (４回／月)

同一建物居住者 単位３０２ (４回／月)

(5)■看護職員(保健師,看護師)

同一建物居住者以外 単位４０２ (サービス開始月より６月以内で２回限り)

同一建物居住者 単位３６２ (サービス開始月より６月以内で２回限り)

□准看護師減算 ９０％

□算定不可
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利用者が定期的に通院している場合、定期的に訪問診療を受けている場合、訪問看護、訪問

リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者

生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス をうけている場

合

６ 通所介護(15)
サービス提供時間区分が、３～５時間、５～７時間、７～９時間になりました。また、１１～１２

時間ができました。

(1)所定単位数

■小規模型通所介護 (利用延人数が３００人以内) ①

［２～３時間］

３～５時間の場合の７０％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位４６４ ７０５

要介護２ 単位 要介護２ 単位５３３ ８３１

要介護３ 単位 要介護３ 単位６００ ９５７

要介護４ 単位 要介護４ 単位６６８ １０８２

要介護５ 単位 要介護５ 単位７３４ １２０８

［７～９時間］

要介護１ 単位８１５

要介護２ 単位９５８

要介護３ 単位１１０８

要介護４ 単位１２５７

要介護５ 単位１４０５

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■通常規模型通所介護 (利用延人数が７５０人以内) ②

［２～３時間］

３～５時間の場合の７０％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位４０３ ６０６

要介護２ 単位 要介護２ 単位４６０ ７１３

要介護３ 単位 要介護３ 単位５１８ ８２０

要介護４ 単位 要介護４ 単位５７５ ９２７

要介護５ 単位 要介護５ 単位６３３ １０３４

［７～９時間］

要介護１ 単位６９５

要介護２ 単位８１７

要介護３ 単位９４４

要介護４ 単位１０７１

要介護５ 単位１１９７

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■大規模型通所介護Ⅰ (利用延人数が９００人以内) ③

［２～３時間］

３～５時間の場合の７０％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３９６ ５９６

要介護２ 単位 要介護２ 単位４５２ ７０１

要介護３ 単位 要介護３ 単位５０９ ８０６

要介護４ 単位 要介護４ 単位５６５ ９１１

要介護５ 単位 要介護５ 単位６２２ １０１７
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［７～９時間］

要介護１ 単位６８３

要介護２ 単位８０３

要介護３ 単位９２８

要介護４ 単位１０５３

要介護５ 単位１１７７

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■大規模型通所介護Ⅱ (利用延人数が９００人以上) ④

［２～３時間］

３～５時間の場合の７０％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３８６ ５８０

要介護２ 単位 要介護２ 単位４４０ ６８３

要介護３ 単位 要介護３ 単位４９６ ７８５

要介護４ 単位 要介護４ 単位５５０ ８８７

要介護５ 単位 要介護５ 単位６０５ ９８９

［７～９時間］

要介護１ 単位６６５

要介護２ 単位７８２

要介護３ 単位９０４

要介護４ 単位１０２５

要介護５ 単位１１４６

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■療養通所介護 ⑤

３～６時間 単位１００７

６～８時間 単位１５１１

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□入浴介助加算 ＋５０単位／日 (①②③④)

□個別機能訓練加算Ⅰ ＋４２単位／日 (①②③④)

□個別機能訓練加算Ⅱ ＋５０単位／日

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日 (①②③④)

□栄養改善加算 ＋１５０単位／回 (２回／月。３月毎に確認。①②③④)

□口腔機能向上加算 ＋１５０単位／回 (２回／月。３月毎に確認。①②③④)

□同一建物に対する減算 －９４単位／日 (同一建物に居住するなどの利用者の場合)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／回 どちらかを算定(①②③④)

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／回

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／回 (⑤)

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.９％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,小規模多機能型居宅介護,

認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

７ 通所リハビリテーション(16)
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(1)所定単位数

■通常規模型 (利用延人数が７５０人以内)

< >病院又は診療所の場合

［１～２時間］ ① ［２～３時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位２７３ ２８７

要介護２ 単位 要介護２ 単位３０３ ３４３

要介護３ 単位 要介護３ 単位３３３ ４０１

要介護４ 単位 要介護４ 単位３６３ ４５７

要介護５ 単位 要介護５ 単位３９４ ５１４

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３９０ ５０７

要介護２ 単位 要介護２ 単位４６７ ６１６

要介護３ 単位 要介護３ 単位５４５ ７２４

要介護４ 単位 要介護４ 単位６２３ ８３２

要介護５ 単位 要介護５ 単位７０１ ９４０

［６～８時間］

要介護１ 単位６７７

要介護２ 単位８２９

要介護３ 単位９７９

要介護４ 単位１１３２

要介護５ 単位１２８３

［８～９時間］ ［９～10時間］

６～８時間の場合に ＋５０単位 ６～８時間の場合に＋１００単位

< >介護老人保健施設の場合

［１～２時間］ ① ［２～３時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位２７３ ２８７

要介護２ 単位 要介護２ 単位３０３ ３４３

要介護３ 単位 要介護３ 単位３３３ ４０１

要介護４ 単位 要介護４ 単位３６３ ４５７

要介護５ 単位 要介護５ 単位３９４ ５１４

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３９０ ５０７

要介護２ 単位 要介護２ 単位４６７ ６１６

要介護３ 単位 要介護３ 単位５４５ ７２４

要介護４ 単位 要介護４ 単位６２３ ８３２

要介護５ 単位 要介護５ 単位７０１ ９４０

［６～８時間］

要介護１ 単位６７７

要介護２ 単位８２９

要介護３ 単位９７９

要介護４ 単位１１３２

要介護５ 単位１２８３

［８～９時間］ ［９～10時間］

６～８時間の場合に ＋５０単位 ６～８時間の場合に＋１００単位

■大規模型Ⅰ (利用延人数が９００人以内)

< >病院又は診療所の場合

［１～２時間］ ② ［２～３時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位２６７ ２８１

要介護２ 単位 要介護２ 単位２９８ ３３７

要介護３ 単位 要介護３ 単位３２７ ３９４

要介護４ 単位 要介護４ 単位３５７ ４４９

要介護５ 単位 要介護５ 単位３８７ ５０６

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３８３ ４９９

要介護２ 単位 要介護２ 単位４５９ ６０５

要介護３ 単位 要介護３ 単位５３６ ７１１



- 9 -

『ゆう！ケア』整理 2014.1.22 株式会社フォーエヴァー

要介護４ 単位 要介護４ 単位６１２ ８１８

要介護５ 単位 要介護５ 単位６８８ ９２５

［６～８時間］

要介護１ 単位６６５

要介護２ 単位８１５

要介護３ 単位９６３

要介護４ 単位１１１１

要介護５ 単位１２６１

［８～９時間］ ［９～10時間］

６～８時間の場合に ＋５０単位 ６～８時間の場合に＋１００単位

< >介護老人保健施設の場合

［１～２時間］ ② ［２～３時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位２６７ ２８１

要介護２ 単位 要介護２ 単位２９８ ３３７

要介護３ 単位 要介護３ 単位３２７ ３９４

要介護４ 単位 要介護４ 単位３５７ ４４９

要介護５ 単位 要介護５ 単位３８７ ５０６

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３８３ ４９９

要介護２ 単位 要介護２ 単位４５９ ６０５

要介護３ 単位 要介護３ 単位５３６ ７１１

要介護４ 単位 要介護４ 単位６１２ ８１８

要介護５ 単位 要介護５ 単位６８８ ９２５

［６～８時間］

要介護１ 単位６６５

要介護２ 単位８１５

要介護３ 単位９６３

要介護４ 単位１１１１

要介護５ 単位１２６１

［８～９時間］ ［９～10時間］

６～８時間の場合に ＋５０単位 ６～８時間の場合に＋１００単位

■大規模型Ⅱ (利用延人数が９００人以上)

< >病院又は診療所の場合

［１～２時間］ ③ ［２～３時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位２６０ ２７４

要介護２ 単位 要介護２ 単位２９０ ３２９

要介護３ 単位 要介護３ 単位３１８ ３８３

要介護４ 単位 要介護４ 単位３４７ ４３８

要介護５ 単位 要介護５ 単位３７６ ４９２

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３７２ ４８４

要介護２ 単位 要介護２ 単位４４７ ５８８

要介護３ 単位 要介護３ 単位５２１ ６９２

要介護４ 単位 要介護４ 単位５９６ ７９５

要介護５ 単位 要介護５ 単位６７０ ８９９

［６～８時間］

要介護１ 単位６４８

要介護２ 単位７９２

要介護３ 単位９３８

要介護４ 単位１０８２

要介護５ 単位１２２７

［８～９時間］ ［９～10時間］

６～８時間の場合に ＋５０単位 ６～８時間の場合に＋１００単位

< >介護老人保健施設の場合

［１～２時間］ ③ ［２～３時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位２６０ ２７４
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要介護２ 単位 要介護２ 単位２９０ ３２９

要介護３ 単位 要介護３ 単位３１８ ３８３

要介護４ 単位 要介護４ 単位３４７ ４３８

要介護５ 単位 要介護５ 単位３７６ ４９２

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位３７２ ４８４

要介護２ 単位 要介護２ 単位４４７ ５８８

要介護３ 単位 要介護３ 単位５２１ ６９２

要介護４ 単位 要介護４ 単位５９６ ７９５

要介護５ 単位 要介護５ 単位６７０ ８９９

［６～８時間］

要介護１ 単位６４８

要介護２ 単位７９２

要介護３ 単位９３８

要介護４ 単位１０８２

要介護５ 単位１２２７

［８～９時間］ ［９～10時間］

６～８時間の場合に ＋５０単位 ６～８時間の場合に＋１００単位

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□医師・理学療法士等の人員欠如 ７０％

□理学療法士等体制強化加算 ＋３０単位／日 (①②③)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□入浴介助加算 ＋５０単位／日

□訪問指導等加算 ＋５５０単位／月

□リﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 ＋２３０単位／月…⑤ (複数事業所で算定できる)

□短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋１２０単位／日 (退院or新たな認定から１月以内。ただし④を

算定している場合は×、⑤を算定していない場合は×)

□短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋６０単位／日 (退院or新たな認定から１～３月以内。ただし、

④を算定している場合は×、⑤を算定していない場合は×)

□個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋８０単位／日 (13回／月。退院等から３カ月を超える場合。

①②③は×。ただし⑤を算定していない場合は×)

□認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

＋２４０単位／日 (２回／週。退院等から３カ月以内。ただし

⑤を算定していない場合は×)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日

□栄養改善加算 ＋１５０単位／回 (２回／月。３月毎に確認)

□口腔機能向上加算 ＋１５０単位／回 (２回／月。３月毎に確認)

□重度療養管理加算 ＋１００単位／日 (①②③以外。要介護４・５に限る)

□同一建物に対する減算 －９４単位／日 (同一建物に居住するなどの利用者の場合)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／回 どちらかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／回

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.７％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,小規模多機能型居宅介護,

認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

８ 短期入所生活介護(21)
(1)所定単位数

■単独型 ①

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６４８ ７２２

要介護２ 単位 要介護２ 単位７１９ ７９１
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要介護３ 単位 要介護３ 単位７９１ ８６３

要介護４ 単位 要介護４ 単位８６２ ９３２

要介護５ 単位 要介護５ 単位９３１ １０００

■併設型 ②

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６１２ ６８６

要介護２ 単位 要介護２ 単位６８３ ７５５

要介護３ 単位 要介護３ 単位７５５ ８２６

要介護４ 単位 要介護４ 単位８２５ ８９６

要介護５ 単位 要介護５ 単位８９５ ９６４

■単独型ユニット型 ③

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７５１ ７５１

要介護２ 単位 要介護２ 単位８２１ ８２１

要介護３ 単位 要介護３ 単位８９５ ８９５

要介護４ 単位 要介護４ 単位９６５ ９６５

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０３４ １０３４

■併設型ユニット型 ④

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７１５ ７１５

要介護２ 単位 要介護２ 単位７８５ ７８５

要介護３ 単位 要介護３ 単位８５９ ８５９

要介護４ 単位 要介護４ 単位９２９ ９２９

要介護５ 単位 要介護５ 単位９９８ ９９８

(2)加算減算

□夜勤職員減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (③④)

□機能訓練体制加算 ＋１２単位／日

□看護体制加算Ⅰ ＋４単位／日…⑤

□看護体制加算Ⅱ ＋８単位／日…⑥

□夜勤職員配置加算Ⅰ ＋１３単位／日 (①②)

□夜勤職員配置加算Ⅱ ＋１８単位／日 (③④)

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (７日を限度)…⑦

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (⑦を算定している場合は×)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□緊急短期入所体制確保加算 ＋４０単位／日

□緊急短期入所受入加算 ＋６０単位／日 (７日を限度。⑦を算定している場合は×)

□療養食加算 ＋２３単位／日

□在宅中重度者受入加算 ＋４２１単位／日 (⑤がある場合。ただし⑥がない場合)

□在宅中重度者受入加算 ＋４１７単位／日 (⑥がある場合。ただし⑤がない場合)

□在宅中重度者受入加算 ＋４１３単位／日 (⑤⑥の両方がある場合)

□在宅中重度者受入加算 ＋４２５単位／日 (⑤⑥が両方がない場合)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の２.５％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

９ 短期入所療養介護

9-1 介護老人保健施設(22)
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(1)所定単位数

■通常型 ①

［従来型個室：従来型］ ［従来型個室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７５４ ７８４

要介護２ 単位 要介護２ 単位８０２ ８５６

要介護３ 単位 要介護３ 単位８６５ ９１８

要介護４ 単位 要介護４ 単位９１７ ９７６

要介護５ 単位 要介護５ 単位９７１ １０３１

［多床室：従来型］ ［多床室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８３１ ８６４

要介護２ 単位 要介護２ 単位８７９ ９３８

要介護３ 単位 要介護３ 単位９４２ １００２

要介護４ 単位 要介護４ 単位９９６ １０５８

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０４９ １１１４

■療養型老健(看護職員を配置) ②

［従来型個室：療養型］ ［従来型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７７９ ７７９

要介護２ 単位 要介護２ 単位８６３ ８６３

要介護３ 単位 要介護３ 単位９７９ １０４８

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０５５ １１２４

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１３２ １２０１

［多床室：療養型］ ［多床室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８５９ ８５９

要介護２ 単位 要介護２ 単位９４２ ９４２

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０５８ １１２７

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１３５ １２０４

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２１１ １２８０

■療養型老健(看護ｵﾝｺｰﾙ体制) ③

［従来型個室：療養型］ ［従来型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７７９ ７７９

要介護２ 単位 要介護２ 単位８５７ ８５７

要介護３ 単位 要介護３ 単位９５１ １０２１

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０２８ １０９７

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１０４ １１７４

［多床室：療養型］ ［多床室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８５９ ８５９

要介護２ 単位 要介護２ 単位９３６ ９３６

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０３１ １１００

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１０７ １１７７

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１８４ １２５３

■ユニット型 ④

［ユニット型個室：従来型］ ［ユニット型個室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８３４ ８６７

要介護２ 単位 要介護２ 単位８８１ ９４１

要介護３ 単位 要介護３ 単位９４５ １００５

要介護４ 単位 要介護４ 単位９９９ １０６１

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０５２ １１１７

［ユニット型準個室：従来型］ ［ユニット型準個室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８３４ ８６７

要介護２ 単位 要介護２ 単位８８１ ９４１

要介護３ 単位 要介護３ 単位９４５ １００５

要介護４ 単位 要介護４ 単位９９９ １０６１

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０５２ １１１７

■ユニット型 療養型老健(看護職員を配置) ⑤

［ユニット型個室：療養型］ ［ユニット型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９４１ ９４１

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０２５ １０２５
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要介護３ 単位 要介護３ 単位１１４１ １２１０

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２１７ １２８６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２９３ １３６３

［ユニット型準個室：療養型］ ［ユニット型準個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９４１ ９４１

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０２５ １０２５

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１４１ １２１０

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２１７ １２８６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２９３ １３６３

■ユニット型 療養型老健(看護ｵﾝｺｰﾙ体制) ⑥

［ユニット型個室：療養型］ ［ユニット型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９４１ ９４１

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０１９ １０１９

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１１３ １１８３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１９０ １２５９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２６６ １３３６

［ユニット型準個室：療養型］ ［ユニット型準個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９４１ ９４１

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０１９ １０１９

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１１３ １１８３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１９０ １２５９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２６６ １３３６

■日帰りショート ⑦ (日帰り。難病・がん末期の者)

３時間～４時間未満 単位６５４

４時間～６時間未満 単位９０５

６時間～８時間未満 単位１２５７

(2)加算減算

□夜勤職員減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員等の人員欠如 ７０％ (注)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (④⑤⑥)

□夜勤職員配置加算 ＋２４単位／日 (①②③④⑤⑥)

□リﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化加算 ＋３０単位／日 (注)

□個別リﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋２４０単位／日

□認知症ケア加算 ＋７６単位／日 (①②③)

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (①②③④⑤⑥。７日を限度)…⑧

□緊急短期入所受入加算 ＋９０単位／日 (７日を限度。ただし⑧を算定している場合は×)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (①②③④⑤⑥。ただし⑧を算定している場合

は×)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日 (⑦。ただし⑧を算定している場合は×)

□重度療養管理加算 ＋１２０単位／日 (①④。要介護４・５)

□重度療養管理加算 ＋６０単位／日 (⑦。要介護４・５)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

◎特別療養費 (介護療養型老健) (*)

□療養体制維持特別加算 ＋２７単位／日 (②③⑤⑥(=介護療養型老健))

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎緊急時施設療養費

緊急時治療管理 単位／日５１１ (*)

特定治療 定められた点数×１０円

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.５％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外
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(注)ＰＴ、ＯＴ、ＳＴによる人員配置減算(人員欠如)を適用する場合は、□リハビリテーショ

ン機能強化加算は適用されません。

9-2 療養病床を有する病院(23)
(1)所定単位数

■通常型(看護6:1 介護4:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７２４ ８３４

要介護２ 単位 要介護２ 単位８３２ ９４２

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０６７ １１７６

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１６７ １２７６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２５７ １３６６

■通常型(6:1 5:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６６５ ７７４

要介護２ 単位 要介護２ 単位７７２ ８８２

要介護３ 単位 要介護３ 単位９３０ １０４０

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０８４ １１９３

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１２５ １２３５

■通常型(6:1 6:1) ③

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６３５ ７４５

要介護２ 単位 要介護２ 単位７４５ ８５５

要介護３ 単位 要介護３ 単位８９４ １００３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０４９ １１５８

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０８９ １１９８

■経過型Ⅰ型(6:1 4:1) ④

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７２４ ８３４

要介護２ 単位 要介護２ 単位８３２ ９４２

要介護３ 単位 要介護３ 単位９８０ １０９０

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０７０ １１７９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１６０ １２７０

■経過型Ⅱ型(8:1 4:1) ⑤

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７２４ ８３４

要介護２ 単位 要介護２ 単位８３２ ９４２

要介護３ 単位 要介護３ 単位９３９ １０４９

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０２９ １１３８

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１１８ １２２８

■ユニット型 ⑥

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８３７ ８３７

要介護２ 単位 要介護２ 単位９４５ ９４５

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１７９ １１７９

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２７９ １２７９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１３６９ １３６９

■ユニット型 経過型 ⑦

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８３７ ８３７

要介護２ 単位 要介護２ 単位９４５ ９４５

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０９３ １０９３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１８２ １１８２

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２７２ １２７２

■日帰りショート ⑧ (日帰り。難病・がん末期の者)

３時間～４時間未満 単位６５４

４時間～６時間未満 単位９０５
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６時間～８時間未満 単位１２５７

(2)加算減算

□夜勤職員減算 －２５単位／日 (注2)

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％ (③⑤⑥⑦⑧)

□正看比率が20％未満 ９０％ (③⑤⑥⑦⑧)

□僻地の医師確保計画を届出た病院の医師数が60%未満
－１２単位／日 (注1)

□僻地の医師確保計画を届出た以外の病院の医師数が60%未満
９０％ (③⑤⑥⑦⑧) (注1)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (⑥⑦)

□病院療養病床療養環境減算 －２５単位／日

□医師配置減算 －１２単位／日 (注1)

□夜間勤務等看護加算Ⅰ ＋２３単位／日

□夜間勤務等看護加算Ⅱ ＋１４単位／日 (①②③④⑤⑥⑦) (注2)

□夜間勤務等看護加算Ⅲ ＋１４単位／日

□夜間勤務等看護加算Ⅳ ＋７単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (①②③④⑤⑥⑦。７日を限度)…⑨

□緊急短期入所受入加算 ＋９０単位／日 (７日を限度。ただし⑨を算定している場合は×)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (①②③④⑤⑥⑦。ただし⑨を算定している

場合は×)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日 (⑧。ただし⑨を算定している場合は×)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円 (*)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(注1)医師の人員配置減算を適用する場合は、□医師経過措置減算(僻地の･･)は適用されません。

(注2)夜間勤務条件減算を適用する場合は、□夜間勤務等看護加算は適用されません。

9-3 診療所(23)
(1)所定単位数

■通常型(看護6:1 介護6:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７０５ ８１４

要介護２ 単位 要介護２ 単位７５６ ８６６

要介護３ 単位 要介護３ 単位８０７ ９１７

要介護４ 単位 要介護４ 単位８５８ ９６７

要介護５ 単位 要介護５ 単位９０９ １０１９

■通常型(3:1 3:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６１６ ７２６

要介護２ 単位 要介護２ 単位６６２ ７７１

要介護３ 単位 要介護３ 単位７０７ ８１６

要介護４ 単位 要介護４ 単位７５２ ８６２

要介護５ 単位 要介護５ 単位７９８ ９０８

■ユニット型 ③

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８１７ ８１７

要介護２ 単位 要介護２ 単位８６９ ８６９

要介護３ 単位 要介護３ 単位９２０ ９２０
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要介護４ 単位 要介護４ 単位９７０ ９７０

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０２２ １０２２

■日帰りショート ④ (日帰り。難病・がん末期の者)

３時間～４時間未満 単位６５４

４時間～６時間未満 単位９０５

６時間～８時間未満 単位１２５７

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (③)

□診療所設備基準減算 －６０単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (７日を限度)…⑤

□緊急短期入所受入加算 ＋９０単位／日 (７日を限度。ただし⑤を算定している場合は×)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (①②③。ただし⑤を算定している場合は×)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日 (④。ただし⑤を算定している場合は×)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円 (*)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

9-4 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(23)
(1)所定単位数

■通常型(大学病院 看護3:1 介護6:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位１０５４ １１６３

要介護２ 単位 要介護２ 単位１１１９ １２２９

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１８５ １２９５

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２５３ １３６２

要介護５ 単位 要介護５ 単位１３１９ １４２８

■通常型(一般病棟 4:1 4:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９９６ １１０６

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０６６ １１７５

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１３５ １２４５

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２０６ １３１５

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２７４ １３８３

■通常型(一般病棟 4:1 5:1) ③

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９６７ １０７７

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０３６ １１４５

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１０３ １２１３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１７０ １２８０

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２３８ １３４７

■通常型(一般病棟 4:1 6:1) ④

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９５２ １０６２

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０１８ １１２７

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０８４ １１９３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１５１ １２６１

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２１８ １３２６

■通常型(一般病棟 経過措置型) ⑤
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［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８９１ １０００

要介護２ 単位 要介護２ 単位９５７ １０６６

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０２３ １１３２

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０９０ １１９９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１５６ １２６６

■経過型 ⑥

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９４ ９０４

要介護２ 単位 要介護２ 単位８６０ ９６９

要介護３ 単位 要介護３ 単位９２６ １０３６

要介護４ 単位 要介護４ 単位９９３ １１０３

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０６０ １１６８

■ユニット型(大学病院) ⑦

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位１１６６ １１６６

要介護２ 単位 要介護２ 単位１２３２ １２３２

要介護３ 単位 要介護３ 単位１２９８ １２９８

要介護４ 単位 要介護４ 単位１３６５ １３６５

要介護５ 単位 要介護５ 単位１４３１ １４３１

■ユニット型(一般病棟) ⑧

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位１１０９ １１０９

要介護２ 単位 要介護２ 単位１１７８ １１７８

要介護３ 単位 要介護３ 単位１２４８ １２４８

要介護４ 単位 要介護４ 単位１３１８ １３１８

要介護５ 単位 要介護５ 単位１３８７ １３８７

■日帰りショート ⑨ (日帰り。難病・がん末期の者)

３時間～４時間未満 単位６５４

４時間～６時間未満 単位９０５

６時間～８時間未満 単位１２５７

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％ (①④⑤⑥⑦⑧⑨)

□正看比率が20％未満 ９０％ (①④⑤⑥⑦⑧⑨)

□僻地の医師確保計画を届出た病院の医師数が60%未満

－１２単位／日

□僻地の医師確保計画を届出た以外の病院の医師数が60%未満

９０％ (①④⑤⑥⑦⑧⑨)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ （⑦⑧)

□緊急短期入所受入加算 ＋９０単位／日 (７日を限度)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円 (*)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

10 特定施設入居者生活介護(33,27)
(1)■通常の場合(33)

要介護１ 単位／日５６４

要介護２ 単位／日６３２

要介護３ 単位／日７０５
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要介護４ 単位／日７７３

要介護５ 単位／日８４４

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□個別機能訓練加算 ＋１２単位／日

□夜間看護体制加算 ＋１０単位／日

□医療機関連携加算 ＋８０単位／月

□看取り介護加算 ＋８０単位／日 (死亡日以前４～３０日)

□看取り介護加算 ＋６８０単位／日 (死亡日の前日および前々日)

□看取り介護加算 ＋１２８０単位／日 (死亡日)

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

(2)■外部サービス利用の場合(33)

基本部分 単位／日８７

□介護職員の人員欠如 ７０％

□障害者等支援加算 ＋２０単位／日 (養護老人ホーム)

□委託先でのサービス

訪問介護

身体介護

15分未満 ９９単位

15分～30分未満 単位１９９

30分～1時間30分未満 単位に ＋９０単位／１５分ごとに２７１

1時間30分以上 単位に ＋３７単位／１５分ごとに５８０

生活援助

15分未満 ５０単位

15分～1時間未満 ９９単位に ＋５０単位／１５分ごとに

1時間～1時間15分未満 単位２２６

1時間15分以上 単位２７１

通院等乗降介助 ９０単位／１回

訪問入浴介護 …各サービスの基本部分の９０％

訪問看護 …各サービスの基本部分の９０％

訪問リハビリテーション…各サービスの基本部分の９０％

通所介護 …各サービスの基本部分の９０％

通所リハビリテーション…各サービスの基本部分の９０％

認知症対応型通所介護 …各サービスの基本部分の９０％

福祉用具貸与 …通常どおりの単位数

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

(注)介護職員処遇改善加算は下記限度額管理の対象には含まれません。

※基本部分と合わせた単位数について、要介護度ごとに次の限度額がある

要介護１ 単位／月１７１４６

要介護２ 単位／月１９２１３

要介護３ 単位／月２１４３２

要介護４ 単位／月２３４９９

要介護５ 単位／月２５６５８

(3)■短期利用の場合(27)･･短期利用は限度額管理の対象

要介護１ 単位／日５６４

要介護２ 単位／日６３２

要介護３ 単位／日７０５

要介護４ 単位／日７７３

要介護５ 単位／日８４３

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□夜間看護体制加算 ＋１０単位／日
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□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

11 福祉用具貸与(17)
(1)所定単位数

■金額／単位数単価(＝１０円)

(2)加算減算

□特別地域加算 (*)

交通費に相当する額の単位(個々の用具ごとに１００／１００を限度)

□中山間地域等における小規模事業所加算 (*)

交通費に相当する額の２／３の単位 (個々の用具ごとに２／３)

□中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (*)

交通費に相当する額の１／３の単位 (個々の用具ごとに１／３)

(*)支給限度額管理対象外

(3)福祉用具の種目

◇車いす

◇車いす付属品

◇特殊寝台

◇特殊寝台付属品

◇床ずれ防止用具

◇体位変換器

◇手すり

◇スロープ

◇歩行器

◇歩行補助つえ

◇認知症老人徘徊感知機器

◇移動用リフト(つり具の部分は除く)

◇自動排泄処理装置

(4)福祉用具の種目により算定不可

要介護１では、以下の種目は算定できない。ただし、特別な状態にある者は除く。

◇車いす

◇車いす付属品

◇特殊寝台

◇特殊寝台付属品

◇床ずれ防止用具

◇体位変換器

◇認知症老人徘徊感知機器

◇移動用リフト(つり具の部分は除く)

◇自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)

要介護２では、以下の種目は算定できない。ただし、特別な状態にある者は除く。

◇自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)

要介護３では、以下の種目は算定できない。ただし、特別な状態にある者は除く。

◇自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)

(5)算定不可

特定施設入居者生活介護(短期利用を除く),認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く),地域

密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く),地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

をうけている場合
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Ⅱ 介護予防サービス(要支援１～２)

１ 介護予防訪問介護(61)
(1)所定単位数

■週１回程度 単位 …月定額１２２６

■週２回程度 単位 …月定額２４５２

■週２回程度を超える 単位 …月定額 (要支援２のみ)３８８９

※利用は１事業所のみ(複数の事業所は利用できない)

※月途中で登録または解除の場合は日割りで算定する

(2)加算減算

□初任者研修課程を修了した

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者配置減算 ９０％

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する場合)

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％ (*)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□初回加算 ＋２００単位／月

□生活機能向上連携加算 ＋１００単位／月 (３カ月間)

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の４.０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防特定施設入居者生活介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型

共同生活介護 をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

２ 介護予防訪問入浴介護(62)
(1)■所定単位数 単位８６０

(2)加算減算

□介護職員が２人減算 ９５％

□清拭または部分浴減算 ７０％

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する場合)

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％ (*)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□サービス提供体制強化加算 ＋２４単位／回

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.８％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,

介護予防小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけている場合

３ 介護予防訪問看護(63)
(1)所定単位数

■訪問看護ステーション ①

２０分未満 単位３１８ (週に１回以上20分以上の訪問看護を行っている場合)

３０分未満 単位４７４

３０分～１時間未満 単位８３４

１時間～１時間３０分未満 単位１１４４

■訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 ②

通常 単位３１８

１日に２回を超えて行う場合 ９０％( 単位)２８６ (1回につき)

■病院または診療所 ③
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２０分未満 単位２５６ (週に１回以上20分以上の訪問看護を行っている場合)

３０分未満 単位３８３

３０分～１時間未満 単位５５３

１時間～１時間３０分未満 単位８１５

(2)加算減算

□准看護師減算 ９０％ (①③)

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する場合)

□夜朝加算 ＋２５％ (夜間18:00～22:00,早朝6:00～8:00。①②③)

□深夜加算 ＋５０％ (深夜22:00～翌6:00。①②③)

□２人以上で行う場合(30分未満)＋２５４単位／回 (①②③)

□２人以上で行う場合(30分以上)＋４０２単位／回 (①②③)

□１時間３０分以上行う場合 ＋３００単位／回 (①③、特別管理加算を算定している場合)

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％ (*)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□緊急時介護予防訪問看護加算 ＋５４０単位／月 (①②) (*)

□緊急時介護予防訪問看護加算 ＋２９０単位／月 (③) (*)

※特別管理加算を算定する状態の者への２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を

算定することができます。

□特別管理加算(Ⅰ) ＋５００単位／月 (在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている

状態など) (*)

□特別管理加算(Ⅱ) ＋２５０単位／月 (在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている

状態など) (*)

□初回加算 ＋３００単位／月 (退院時共同指導加算を算定する場合は×。

複数事業所で算定できる。)

□退院時共同指導加算 ＋６００単位／月 (原則1回(特別な管理を必要とする者は2回)。

初回加算を算定する場合は×)

□サービス提供体制強化加算 ＋６単位／回 (①②③)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,

介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけている場合

４ 介護予防訪問リハビリテーション(64)
(1)所定単位数 単位／回３０７

(2)加算減算

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する場合)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋２００単位／日 (退院or新たな認定から３カ月以内)

□訪問介護事業所のｻｰﾋﾞｽ提供責

任者と連携した場合の加算 ＋３００単位／回 (３月に１回を限度)

□サービス提供体制強化加算 ＋６単位／回

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,

介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけている場合

５ 介護予防居宅療養管理指導(34)
(1)医師または歯科医師

■医師

同一建物居住者以外 単位５０３ (２回／月) ①

同一建物居住者 単位４５２ (２回／月) ① (①＋②で２回／月)

同一建物居住者以外 単位２９２ (２回／月) ②

同一建物居住者 単位２６２ (２回／月) ②

①在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を算定しない場合

②在宅時医学総合管理料または特定施設入居時等医学総合管理料を算定する場合
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■歯科医師

同一建物居住者以外 単位５０３ (２回／月)

同一建物居住者 単位４５２ (２回／月)

(2)薬剤師

■病院または診療所の薬剤師

同一建物居住者以外 単位５５３ (２回／月)

同一建物居住者 単位３８７ (２回／月)

■薬局の薬剤師

同一建物居住者以外 単位５０３ (４回／月) ＊

同一建物居住者 単位３５２ (４回／月) ＊

＊末期の悪性腫瘍の者、中心静脈栄養を受けている者の場合は２回／週、かつ８回／月

□疼痛緩和の薬学的指導加算 ＋１００単位／回

(3)■管理栄養士

同一建物居住者以外 単位５３３ (在宅の利用者。２回／月)

同一建物居住者 単位４５２ (居住系施設入居者等。２回／月)

(4)■歯科衛生士等

同一建物居住者以外 単位３５２ (在宅の利用者。４回／月)

同一建物居住者 単位３０２ (居住系施設入居者等。４回／月)

(5)■看護職員(保健師,看護師)

同一建物居住者以外 単位４０２ (サービス開始月より６月以内で２回限り)

同一建物居住者 単位３６２ (サービス開始月より６月以内で２回限り)

□准看護師減算 ９０％

□算定不可

利用者が定期的に通院している場合、定期的に訪問診療を受けている場合、介護予防訪問看

護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養

介護・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけてい

る場合

６ 介護予防通所介護(65)
(1)所定単位数

■要支援１ 単位／月 …月定額２１１５

■要支援２ 単位／月 …月定額４２３６

※利用は１事業所のみ(複数の事業所は利用できない)

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋２４０単位／月

□同一建物に対する減算 －３７６単位／月 (要支援１で同一建物に居住するなどの場合)

□同一建物に対する減算 －７５２単位／月 (要支援２で同一建物に居住するなどの場合)

□生活機能向上ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動加算 ＋１００単位／月 (①or②or③or④を算定している場合は×)

□運動器機能向上加算 ＋２２５単位／月 ①

□栄養改善加算 ＋１５０単位／月 ②

□口腔機能向上加算 ＋１５０単位／月 ③

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅰ) ＋４８０単位／月 ④ (選択的サービスを２種類実施。

①or②or③を算定している場合は×)

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅱ) ＋７００単位／月 ④ (選択的サービスを３種類実施。

①or②or③を算定している場合は×)

□事業所評価加算 ＋１２０単位／月 …当該１年度間

※運動器機能向上･栄養改善･口腔機能向上を行っている事が前提

□サービス提供体制強化加算Ⅰ

要支援１ ＋４８単位／月 どちらかを算定

要支援２ ＋９６単位／月

□サービス提供体制強化加算Ⅱ

要支援１ ＋２４単位／月

要支援２ ＋４８単位／月

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.９％／月 (*)(平成27年3月31日まで)
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□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

※選択的サービスとは、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,介護

予防小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

７ 介護予防通所リハビリテーション(66)
(1)所定単位数

< >病院又は診療所の場合

■要支援１ 単位／月 …月定額２４３３

■要支援２ 単位／月 …月定額４８７０

< >介護老人保健施設の場合

■要支援１ 単位／月 …月定額２４３３

■要支援２ 単位／月 …月定額４８７０

※利用は１事業所のみ(複数の事業所は利用できない)

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□医師・理学療法士等の人員欠如 ７０％

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□若年性認知症利用者受入加算 ＋２４０単位／月

□同一建物に対する減算 －３７６単位／月 (要支援１で同一建物に居住するなどの場合)

□同一建物に対する減算 －７５２単位／月 (要支援２で同一建物に居住するなどの場合)

□運動器機能向上加算 ＋２２５単位／月 ①

□栄養改善加算 ＋１５０単位／月 ②

□口腔機能向上加算 ＋１５０単位／月 ③

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅰ) ＋４８０単位／月 (選択的サービスを２種類実施。

①or②or③を算定している場合は×)

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅱ) ＋７００単位／月 (選択的サービスを３種類実施。

①or②or③を算定している場合は×)

□事業所評価加算 ＋１２０単位／月 …当該１年度間

※運動器機能向上･栄養改善･口腔機能向上を行っている事が前提

□サービス提供体制強化加算Ⅰ

要支援１ ＋４８単位／月 どちらかを算定

要支援２ ＋９６単位／月

□サービス提供体制強化加算Ⅱ

要支援１ ＋２４単位／月

要支援２ ＋４８単位／月

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.７％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

※選択的サービスとは、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,介護

予防小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけている場合

８ 介護予防短期入所生活介護(24)
(1)所定単位数

■単独型 ①

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日４８６ ５２４

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６０３ ６５２

■併設型 ②
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［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日４５８ ５０２

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日５６９ ６１７

■単独型ユニット型 ③

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５６７ ５６７

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６９０ ６９０

■併設型ユニット型 ④

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５３６ ５３６

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６６６ ６６６

(2)加算減算

□夜勤職員減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (③④)

□機能訓練体制加算 ＋１２単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (７日を限度)…⑤

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (⑤を算定している場合は×)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□療養食加算 ＋２３単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の２.５％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

９ 介護予防短期入所療養介護

9-1 介護老人保健施設(25)
(1)所定単位数

■通常型 ①

［従来型個室：従来型］ ［従来型個室：在宅強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５７９ ６０９

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７２０ ７４９

［多床室：従来型］ ［多床室：在宅強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６１６ ６４９

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７７０ ８０４

■療養型老健(看護職員を配置) ②

［従来型個室：療養型］ ［従来型個室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５８３ ５８３

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７２４ ７２４

［多床室：療養型］ ［多床室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６２３ ６２３

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７７８ ７７８

■療養型老健(看護ｵﾝｺｰﾙ体制) ③

［従来型個室：療養型］ ［従来型個室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５８３ ５８３

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７２４ ７２４

［多床室：療養型］ ［多床室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６２３ ６２３

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７７８ ７７８

■ユニット型 ④
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［ユニット型個室：従来型］ ［ユニット型個室：在宅強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６２３ ６５６

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７８０ ８１３

［ユニット型準個室：従来型］ ［ユニット型準個室：在宅強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６２３ ６５６

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７８０ ８１３

■ユニット型 療養型老健(看護職員を配置) ⑤

［ユニット型個室：療養型］ ［ユニット型個室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６５０ ６５０

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日８０７ ８０７

［ユニット型準個室：療養型］ ［ユニット型準個室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６５０ ６５０

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日８０７ ８０７

■ユニット型 療養型老健(看護ｵﾝｺｰﾙ体制) ⑥

［ユニット型個室：療養型］ ［ユニット型個室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６５０ ６５０

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日８０７ ８０７

［ユニット型準個室：療養型］ ［ユニット型準個室：療養強化型］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６５０ ６５０

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日８０７ ８０７

(2)加算減算

□夜勤職員減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員等の人員欠如 ７０％ (注)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (④⑤⑥)

□夜勤職員配置加算 ＋２４単位／日

□リﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化加算 ＋３０単位／日 (注)

□個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋２４０単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (７日を限度)…⑦

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (⑦を算定している場合は×)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

◎特別療養費 (介護療養型老健) (*)

□療養体制維持特別加算 ＋２７単位／日 (②③⑤⑥(=介護療養型老健))

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎緊急時施設療養費 (*)

緊急時治療管理 単位／日５１１

特定治療 定められた点数×１０円

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.５％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(注)ＰＴ、ＯＴ、ＳＴによる人員配置減算(人員欠如)を適用する場合は、□リハビリテーショ

ン機能強化加算は適用されません。

9-2 療養病床を有する病院(26)
(1)所定単位数

■通常型(看護6:1 介護4:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５５６ ６１８

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６９０ ７７３

■通常型(6:1 5:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５２１ ５８３
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要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６４６ ７２９

■通常型(6:1 6:1) ③

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日４９７ ５５９

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６１５ ６９９

■経過型Ⅰ型(6:1 4:1) ④

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５５６ ６１８

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６９０ ７７３

■経過型Ⅱ型(8:1 4:1) ⑤

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５５６ ６１８

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６９０ ７７３

■ユニット型 ⑥

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６２５ ６２５

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７８２ ７８２

■ユニット型 経過型 ⑦

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６２５ ６２５

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７８２ ７８２

(2)加算減算

□夜勤職員減算 －２５単位／日 (注2)

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％ (③⑤⑥⑦)

□正看比率が20％未満 ９０％ (③⑤⑥⑦)

□僻地の医師確保計画を届出た病院の医師数が60%未満

－１２単位／日 (注1)

□僻地の医師確保計画を届出た以外の病院の医師数が60%未満

９０％ (③⑤⑥⑦) (注1)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (⑥⑦)

□病院療養病床療養環境減算 －２５単位／日

□医師配置減算 －１２単位／日 (注1)

□夜間勤務等看護加算Ⅰ ＋２３単位／日

□夜間勤務等看護加算Ⅱ ＋１４単位／日 (注2)

□夜間勤務等看護加算Ⅲ ＋１４単位／日

□夜間勤務等看護加算Ⅳ ＋ ７単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (７日を限度)…⑧

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (⑧を算定している場合は×)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円 (*)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(注1)医師の人員配置減算を適用する場合は、□医師経過措置減算(僻地の･･)は適用されません。

(注2)夜間勤務条件減算を適用する場合は、□夜間勤務等看護加算は適用されません。

9-3 診療所(26)
(1)所定単位数

■通常型(看護6:1 介護6:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］
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要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５３９ ６０１

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日６６９ ７５２

■通常型(3:1 3:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日４７１ ５３８

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日５８３ ６７３

■ユニット型 ③

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６０８ ６０８

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７６１ ７６１

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (③)

□診療所設備基準減算 －６０単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (７日を限度)…④

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (④を算定している場合は×)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円 (*)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

9-4 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(26)
(1)所定単位数

■通常型(大学病院等 看護3:1 介護6:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日８５０ ９６０

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日１０１１ １１１５

■通常型(一般病院 4:1 4:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日７８４ ８４６

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日９５３ １０３６

■通常型(一般病院 4:1 5:1) ③

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日７６１ ８２３

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日９２５ １００８

■通常型(一般病院 4:1 6:1) ④

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日７４９ ８１１

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日９０９ ９９３

■通常型(一般病院 経過措置型) ⑤

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日６８７ ７９７

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日８４８ ９５２

■経過型 ⑥

［従来型個室］ ［多床室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日５９１ ６５３

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日７５２ ８３５

■ユニット型(大学病院等) ⑦

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日９６２ ９６２
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要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日１１１８ １１１８

■ユニット型(一般病院 ) ⑧

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要支援１ 単位／日 要支援１ 単位／日８５３ ８５３

要支援２ 単位／日 要支援２ 単位／日１０４５ １０４５

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％ (①④⑤⑥⑦⑧)

□正看比率が20％未満 ９０％ (①④⑤⑥⑦⑧)

□僻地の医師確保計画を届出た病院の医師数が60%未満

－１２単位／日

□僻地の医師確保計画を届出た以外の病院の医師数が60%未満

９０％ (①④⑤⑥⑦⑧)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (⑦⑧)

□送迎加算 ＋１８４単位／片道

□療養食加算 ＋２３単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円 (*)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

10 介護予防特定施設入居者生活介護(35)
(1)■通常の場合

要支援１ 単位／日１９７

要支援２ 単位／日４５６

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□個別機能訓練加算 ＋１２単位／日

□医療機関連携加算 ＋８０単位／月

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

(2)■外部サービス利用の場合

基本部分 ５８単位／日

□介護職員の人員欠如 ７０％

□障害者等支援加算 ＋２０単位／日 (養護老人ホーム)

□委託先でのサービス

介護予防訪問介護 …各サービスの基本部分の９０％

介護予防訪問入浴介護 …各サービスの基本部分の９０％

介護予防訪問看護 …各サービスの基本部分の９０％

介護予防訪問リハビリテーション…各サービスの基本部分の９０％

介護予防通所介護 …各サービスの基本部分の９０％

□運動器機能向上加算 ＋２０３単位／月 ①

□栄養改善加算 ＋１３５単位／月 ②

□口腔機能向上加算 ＋１３５単位／月 ③

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅰ) ＋４３２単位／日 (①or②or③を算定している場合は×)

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅱ) ＋６３０単位／日 (①or②or③を算定している場合は×)

介護予防通所リハビリテーション…各サービスの基本部分の９０％

□運動器機能向上加算 ＋２０３単位／月 ④

□栄養改善加算 ＋１３５単位／月 ⑤

□口腔機能向上加算 ＋１３５単位／月 ⑥

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅰ) ＋４３２単位／日 (④or⑤or⑥を算定している場合は×)

□選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算(Ⅱ) ＋６３０単位／日 (④or⑤or⑥を算定している場合は×)

介護予防認知症対応通所 …各サービスの基本部分の９０％



- 29 -

『ゆう！ケア』整理 2014.1.22 株式会社フォーエヴァー

□個別機能訓練加算 ＋２４単位／月

□栄養改善加算 ＋１３５単位／月

□口腔機能向上加算 ＋１３５単位／月

介護予防福祉用具貸与 …通常どおりの単位数

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

※指定介護予防訪問看護は、保健師、看護師によるサービス提供に限る。

指定介護予防通所介護の選択的サービスの部分は加算を可能とする。

（加算額は通常の選択的サービスの算定額の９０／１００）

※基本部分と合わせた単位数について、要介護度ごとに次の限度額がある

要支援１ 単位／月５００３

要支援２ 単位／月１０４７３

11 介護予防福祉用具貸与(67)
(1)所定単位数

■金額／単位数単価(＝１０円)

(2)加算減算

□特別地域加算 (*)

交通費に相当する額の単位(個々の用具ごとに１００／１００を限度)

□中山間地域等における小規模事業所加算 (*)

交通費に相当する額の２／３の単位 (個々の用具ごとに２／３)

□中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 (*)

交通費に相当する額の１／３の単位 (個々の用具ごとに１／３)

(*)支給限度額管理対象外

(3)福祉用具の種目

◇車いす

◇車いす付属品

◇特殊寝台

◇特殊寝台付属品

◇床ずれ防止用具

◇体位変換器

◇手すり

◇スロープ

◇歩行器

◇歩行補助つえ

◇認知症老人徘徊感知機器

◇移動用リフト(つり具の部分は除く)

◇自動排泄処理装置

(4)福祉用具の種目により算定不可

要支援１～２では以下の種目は算定できない。ただし、特別な状態にある者は除く。

◇車いす

◇車いす付属品

◇特殊寝台

◇特殊寝台付属品

◇床ずれ防止用具

◇体位変換器

◇認知症老人徘徊感知機器

◇移動用リフト(つり具の部分は除く)

◇自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)

(5)算定不可

介護予防特定施設入居者生活介護(短期利用を除く),介護予防認知症対応型共同生活介護(短期

利用を除く) をうけている場合
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Ⅲ 居宅介護支援(要介護１～５) (43)
(1)所定単位数

■取扱件数が４０未満の部分に適用 (←ケアマネ１人あたり)

要介護１,２ 単位／月１００５

要介護３,４,５ 単位／月１３０６

■取扱件数が４０以上の場合に、４０～６０未満の部分に適用

要介護１,２ 単位／月５０２

要介護３,４,５ 単位／月６５３

■取扱件数が４０以上の場合に、６０以上の部分に適用

要介護１,２ 単位／月３０１

要介護３,４,５ 単位／月３９２

(注1)介護予防支援の受託(要支援１,２)は１／２件の取扱件数とする。

(注2)４０未満の部分、４０～６０未満の部分、６０以上の部分の利用者の割り当て方法は、利

用者の契約日が古いのもから順に１件目、２件目･･と割り当てます。

もし、同じ契約日で単位数が異なる利用者が３９件目と４０件目などになった場合は、高

い単位数の利用者を先に並べます。

(2)加算減算

□運営基準減算 ５０％ …①

□運営基準減算が２カ月以上継続 算定しない …②

□特別地域加算 ＋１５％

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％

□特定事業所集中減算 －２００単位／月 …③

□初回加算 ＋３００単位／月 (新規作成時,要介護度が２段階以上変更時)

□特定事業所加算Ⅰ ＋５００単位／月 どちらかを算定

□特定事業所加算Ⅱ ＋３００単位／月 (ただし,①②③がある場合は×)

□入院時情報連携加算(Ⅰ) ＋２００単位／月 (病院・診療所に訪問した場合)

□入院時情報連携加算(Ⅱ) ＋１００単位／月 (病院・診療所に訪問した場合以外)

□退院・退所加算 ＋３００単位／月 (入院または入所期間中に３回まで。初回加算

を算定する場合は×)

□認知症加算 ＋１５０単位／月

□独居高齢者加算 ＋１５０単位／月

□小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

＋３００単位／月 )(前回算定より６月以上でなければ×

□複合型サービス事業所連携加算＋３００単位／月 (前回算定より６月以上でなければ×)

□緊急時等居宅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 ＋２００単位／回 (１月に２回まで算定できる)

(3)算定不可

特定施設入居者生活介護(短期利用を除く),小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介

護(短期利用を除く),地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く) をうけている場合

Ⅳ 介護予防支援(要支援１,２) (46)
(1)■所定単位数 単位／月４１４

(2)□初回加算 ＋３００単位 (新規に計画を作成する場合)

□介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 ＋３００単位／月(前回算定より６月以上

でなければ×)

(3)算定不可

介護予防特定施設入居者生活介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型

共同生活介護 をうけている場合
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Ⅴ 地域密着型介護サービス(要介護１～５)

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76)
(1)所定単位数

■一体型：訪問看護サービスを行わない場合 ①

要介護１ 単位／月 …月定額６７０７

要介護２ 単位／月 …月定額１１１８２

要介護３ 単位／月 …月定額１７９００

要介護４ 単位／月 …月定額２２３７５

要介護５ 単位／月 …月定額２６８５０

■一体型：訪問看護サービスを行う場合 ②

要介護１ 単位／月 …月定額９３２３

要介護２ 単位／月 …月定額１３９９９

要介護３ 単位／月 …月定額２０８３８

要介護４ 単位／月 …月定額２５４５４

要介護５ 単位／月 …月定額３０６２３

■連携型 ③

要介護１ 単位／月 …月定額６７０７

要介護２ 単位／月 …月定額１１１８２

要介護３ 単位／月 …月定額１７９００

要介護４ 単位／月 …月定額２２３７５

要介護５ 単位／月 …月定額２６８５０

◎連携先の訪問看護事業所から訪問看護を受ける場合、連携先の訪問看護事業所は要介護１

～４は 単位、要介護５は 単位を算定できる。２９３５ ３７３５

※利用は１事業所のみ(複数の事業所は利用できない)

(2)加算減算

□准看護師減算 ９８％ (②)

□通所サービス(**)利用時の減算…①③の場合

要介護１ － ／日１４６

要介護２ － ／日２４３

要介護３ － ／日３８９

要介護４ － ／日４８６

要介護５ － ／日５８３

□通所サービス(**)利用時の減算…②の場合

要介護１ － ／日２０２

要介護２ － ／日３０４

要介護３ － ／日４５２

要介護４ － ／日５５３

要介護５ － ／日６６５

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等小規模事業所加算 ＋１０％ (*)

□中山間地域等サービス提供加算 ＋５％ (*)

□緊急時訪問看護加算 ＋２９０単位／月 (②) (*)

□特別管理加算(Ⅰ) ＋５００単位／月 (②。在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている

状態など) (*)

□特別管理加算(Ⅱ) ＋２５０単位／月 (②。在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている

状態など) (*)

□ターミナルケア加算 ＋２０００単位／月 (②)(*)

□初期加算 ＋３０単位／日 (利用開始から３０日以内)

□退院時共同指導加算 ＋６００単位／月 (原則１回(特別な管理を必要とする者は２回)

□サービス提供体制強化加算(Ⅰ)＋５００単位／月

□サービス提供体制強化加算(Ⅱ)＋３５０単位／月

□サービス提供体制強化加算(Ⅲ)＋３５０単位／月

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の４.０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)
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(*)支給限度額管理対象外

(**)通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護

［定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76)の市町村独自加算］

加 算 の 名 称 単位数(1月) 日割単位

定期巡回市町村独自加算１ ５０ ２

定期巡回市町村独自加算２ １００ ３

定期巡回市町村独自加算３ １５０ ５

定期巡回市町村独自加算４ ２００ ７

定期巡回市町村独自加算５ ２５０ ８

定期巡回市町村独自加算６ ３００ １０

定期巡回市町村独自加算７ ３５０ １２

定期巡回市町村独自加算８ ４００ １３

定期巡回市町村独自加算９ ４５０ １５

定期巡回市町村独自加算10 ５００ １６

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,夜間対応型訪問介護,小規模多

機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

２ 夜間対応型訪問介護(71)
(1)所定単位数

■夜間対応型訪問介護Ⅰ

基本夜間対応型訪問介護 単位／月 …月定額 ①１００６

選 定期巡回サービス 単位／回 ②３８３

択 随時訪問サービス1 単位／回 ③５８３

随時訪問サービス2(２人訪問) 単位／回 ④７８５

■夜間対応型訪問介護Ⅱ 単位／月 …月定額 ⑤２７７５

※月途中で登録または解除の場合は日割りで算定する

(2)加算減算

□同一建物に対する減算 ９０％ (同一建物に居住する３０人以上に提供する場合)

□２４時間通報対応加算 ＋６１０単位／月 (②③④)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／回 (①②③④)

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋８４単位／月 (⑤)

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の４.０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

［夜間対応型訪問介護(71)の市町村独自加算］

加 算 の 名 称 単位数(1月) 日割単位

基本夜間訪問Ⅰ市町村独自加算１ ５０ ２

基本夜間訪問Ⅰ市町村独自加算２ １００ ３

基本夜間訪問Ⅰ市町村独自加算３ １５０ ５

基本夜間訪問Ⅰ市町村独自加算４ ２００ ７

基本夜間訪問Ⅰ市町村独自加算５ ２５０ ８

基本夜間訪問Ⅰ市町村独自加算６ ３００ １０

夜間訪問介護Ⅱ市町村独自加算１ ５０ ２

夜間訪問介護Ⅱ市町村独自加算２ １００ ３

夜間訪問介護Ⅱ市町村独自加算３ １５０ ５

夜間訪問介護Ⅱ市町村独自加算４ ２００ ７

夜間訪問介護Ⅱ市町村独自加算５ ２５０ ８

夜間訪問介護Ⅱ市町村独自加算６ ３００ １０

(3)算定不可
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短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,小規模多機能型居宅介護,

認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

３ 認知症対応型通所介護(72)
(1)所定単位数

■単独型

［２～３時間］

３～５時間の場合の６３％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位５９３ ９１０

要介護２ 単位 要介護２ 単位６５２ １００７

要介護３ 単位 要介護３ 単位７１２ １１０４

要介護４ 単位 要介護４ 単位７７３ １２０１

要介護５ 単位 要介護５ 単位８３２ １２９９

［７～９時間］

要介護１ 単位１０３６

要介護２ 単位１１４８

要介護３ 単位１２６１

要介護４ 単位１３７４

要介護５ 単位１４８６

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■併設型

［２～３時間］

３～５時間の場合の６３％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位５３６ ８１８

要介護２ 単位 要介護２ 単位５９０ ９０５

要介護３ 単位 要介護３ 単位６４３ ９９２

要介護４ 単位 要介護４ 単位６９７ １０７９

要介護５ 単位 要介護５ 単位７５１ １１６６

［７～９時間］

要介護１ 単位９３０

要介護２ 単位１０３０

要介護３ 単位１１３１

要介護４ 単位１２３２

要介護５ 単位１３３２

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■共用型

［２～３時間］

３～５時間の場合の６３％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要介護１ 単位 要介護１ 単位２７０ ４３９

要介護２ 単位 要介護２ 単位２８０ ４５４

要介護３ 単位 要介護３ 単位２８９ ４７０

要介護４ 単位 要介護４ 単位２９９ ４８６

要介護５ 単位 要介護５ 単位３０９ ５０２

［７～９時間］

要介護１ 単位５０６

要介護２ 単位５２４
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要介護３ 単位５４２

要介護４ 単位５６０

要介護５ 単位５７９

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□入浴介助加算 ＋５０単位／日

□個別機能訓練加算 ＋２７単位／日

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日

□栄養改善加算 ＋１５０単位／回 (２回／月。３月毎に確認)

□口腔機能向上加算 ＋１５０単位／回 (２回／月。３月毎に確認)

□同一建物に対する減算 －９４単位／日 (同一建物に居住するなどの利用者の場合)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／回 どちらかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／回

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の２.９％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,小規模多機能型居宅介護,

認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護,複合型サービス をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

４ 小規模多機能型居宅介護(73)
(1)所定単位数

要介護１ 単位／月 …月定額１１５０５

要介護２ 単位／月 …月定額１６４３２

要介護３ 単位／月 …月定額２３４３９

要介護４ 単位／月 …月定額２５７６５

要介護５ 単位／月 …月定額２８３０５

※利用は１事業所のみ(複数の事業所は利用できない)

※月途中で登録または解除の場合は日割りで算定する

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□人員欠如 ７０％

□同一建物に対する減算 ９０％ (実登録者が定員の８０％以上の事業所の場合)

□過少サービスに対する減算 ７０％

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)

□認知症加算Ⅰ ＋８００単位／月

□認知症加算Ⅱ ＋５００単位／月 (要介護２)

□看護職員配置加算Ⅰ ＋９００単位／月 どちらかを算定

□看護職員配置加算Ⅱ ＋７００単位／月

□事業開始時支援加算 ＋５００単位／月 (*) (平成27年3月31日まで)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋５００単位／月

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋３５０単位／月 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋３５０単位／月

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の４.２％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

［小規模多機能型居宅介護(73)の市町村独自加算］
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加 算 の 名 称 単位数(1月) 日割単位

小規模多機能型市町村独自加算１ ５０ ２

小規模多機能型市町村独自加算２ １００ ３

小規模多機能型市町村独自加算３ １５０ ５

小規模多機能型市町村独自加算４ ２００ ７

小規模多機能型市町村独自加算５ ２５０ ８

小規模多機能型市町村独自加算６ ３００ １０

小規模多機能型市町村独自加算７ ３５０ １２

小規模多機能型市町村独自加算８ ４００ １３

小規模多機能型市町村独自加算９ ４５０ １５

小規模多機能型市町村独自加算10 ５００ １６

小規模多機能型市町村独自加算11 ５５０ １８

小規模多機能型市町村独自加算12 ６００ ２０

小規模多機能型市町村独自加算13 ６５０ ２１

小規模多機能型市町村独自加算14 ７００ ２３

小規模多機能型市町村独自加算15 ７５０ ２５

小規模多機能型市町村独自加算16 ８００ ２６

小規模多機能型市町村独自加算17 ８５０ ２８

小規模多機能型市町村独自加算18 ９００ ３０

小規模多機能型市町村独自加算19 ９５０ ３１

小規模多機能型市町村独自加算20 １０００ ３３

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護,

地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サー

ビス をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

(参)算定不可2

小規模多機能型居宅介護を受けている間は算定しないものは、

訪問介護,訪問入浴介護,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養

介護,特定施設入居者生活介護

夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設

入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

５ 認知症対応型共同生活介護(32,38)
(1)所定単位数

■通常の場合 (32)

［Ⅰ型］１ユニットの場合 ① ［Ⅱ型］２ユニット以上の場合 ②

要介護１ 単位／日 要介護１ 単位／日８０５ ７９２

要介護２ 単位／日 要介護２ 単位／日８４３ ８３０

要介護３ 単位／日 要介護３ 単位／日８６８ ８５５

要介護４ 単位／日 要介護４ 単位／日８８６ ８７２

要介護５ 単位／日 要介護５ 単位／日９０４ ８９０

■短期利用の場合(１日１人まで) (38)

［Ⅰ型］１ユニットの場合 ③ ［Ⅱ型］２ユニット以上の場合 ④

要介護１ 単位／日 要介護１ 単位／日８３５ ８２２

要介護２ 単位／日 要介護２ 単位／日８７３ ８６０

要介護３ 単位／日 要介護３ 単位／日８９９ ８８６

要介護４ 単位／日 要介護４ 単位／日９１６ ９０３

要介護５ 単位／日 要介護５ 単位／日９３４ ９２０

(2)加算減算

□夜勤職員減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□人員欠如 ７０％

□夜間ケア加算(Ⅰ) ＋５０単位／日 (①③)

□夜間ケア加算(Ⅱ) ＋２５単位／日 (②④)

□認知症行動・心理症状緊急対応加算
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＋２００単位／日 (③④。７日を限度)…⑤

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (⑤を算定している場合は×)

□看取り介護加算 ＋８０単位／月 (死亡日以前４～３０日。ただし⑥がない場合は

×)

□看取り介護加算 ＋６８０単位／月 (死亡日の前日および前々日。ただし⑥がない場

合は×)

□看取り介護加算 ＋１２８０単位／月 (死亡日。ただし⑥がない場合は×)

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)

□医療連携体制加算 ＋３９単位／日 …⑥

□退居時相談援助加算 ＋４００単位／回 (①②。１人につき１回限り)

□認知症専門ケア加算Ⅰ ＋３単位／日 (①②。どちらかを算定)

□認知症専門ケア加算Ⅱ ＋４単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.９％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護(36,28)
(1)所定単位数

■通常の場合 (36) ①

要介護１ 単位／日５６２

要介護２ 単位／日６３１

要介護３ 単位／日７０３

要介護４ 単位／日７７１

要介護５ 単位／日８４２

■短期利用の場合 (28) ②

要介護１ 単位／日５６２

要介護２ 単位／日６３１

要介護３ 単位／日７０３

要介護４ 単位／日７７１

要介護５ 単位／日８４２

(2)加算減算

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□個別機能訓練加算 ＋１２単位／日 (①)

□医療機関連携加算 ＋８０単位／月 (①)

□夜間看護体制加算 ＋１０単位／日

□看取り介護加算 ＋８０単位／日 (①。死亡日以前４～３０日)

□看取り介護加算 ＋６８０単位／日 (①。死亡日の前日および前々日)

□看取り介護加算 ＋１２８０単位／日 (①。死亡日)

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

７ 地域密着型介護福祉施設サービス(特養) (54)
(1)所定単位数

■地域密着型介護福祉施設 ①

［従来型個室］

要介護１ 単位５８０

要介護２ 単位６５０

要介護３ 単位７２３

要介護４ 単位７９３

要介護５ 単位８６２
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［多床室1］ ［多床室2］(平成24年4月1日以前に整備されたもの) (平成24年4月1日後に整備されたもの)

要介護１ 単位 要介護１ 単位６３３ ６２６

要介護２ 単位 要介護２ 単位７０２ ６９４

要介護３ 単位 要介護３ 単位７７４ ７６６

要介護４ 単位 要介護４ 単位８４３ ８３５

要介護５ 単位 要介護５ 単位９１１ ９０２

■ユニット型地域密着型介護福祉施設 ②

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６６２ ６６２

要介護２ 単位 要介護２ 単位７３３ ７３３

要介護３ 単位 要介護３ 単位８０６ ８０６

要介護４ 単位 要介護４ 単位８７６ ８７６

要介護５ 単位 要介護５ 単位９４６ ９４６

■経過的地域密着型介護福祉施設 ③

［従来型個室］

要介護１ 単位７４２

要介護２ 単位８０８

要介護３ 単位８７９

要介護４ 単位９４６

要介護５ 単位１０１２

［多床室1］ ［多床室2］(平成24年4月1日以前に整備されたもの) (平成24年4月1日後に整備されたもの)

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９３ ７８４

要介護２ 単位 要介護２ 単位８５７ ８４９

要介護３ 単位 要介護３ 単位９２８ ９１８

要介護４ 単位 要介護４ 単位９９４ ９８４

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０５９ １０４８

■旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設 ④

［従来型個室］

要介護１ 単位７４２

要介護２,要介護３ 単位８４８

要介護４,要介護５ 単位９７８

［多床室1］ ［多床室2］(平成24年4月1日以前に整備されたもの) (平成24年4月1日後に整備されたもの)

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９３ ７８４

要介護２,要介護３ 単位 要介護２,要介護３ 単位８９８ ８８９

要介護４,要介護５ 単位 要介護４,要介護５ 単位１０２６ １０１６

■ユニット型経過的地域密着型介護福祉施設 ⑤

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８１２ ８１２

要介護２ 単位 要介護２ 単位８７８ ８７８

要介護３ 単位 要介護３ 単位９５０ ９５０

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０１７ １０１７

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０８３ １０８３

■ユニット型旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設 ⑥

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８１２ ８１２

要介護２,要介護３ 単位 要介護２,要介護３ 単位９１９ ９１９

要介護４,要介護５ 単位 要介護４,要介護５ 単位１０４９ １０４９

(2)加算減算

□夜間勤務条件基準減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員等の人員欠如 ７０％

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (②⑤⑥)

□身体拘束廃止未実施減算 －５単位／日

□日常生活継続支援加算 ＋２３単位／日 …⑦

□看護体制加算Ⅰ ＋１２単位／日 (①②)

□看護体制加算Ⅰ ＋４単位／日 (③④⑤⑥)

□看護体制加算Ⅱ ＋２３単位／日 (①②)
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□看護体制加算Ⅱ ＋８単位／日 (③④⑤⑥)

□夜勤職員配置加算Ⅰ ＋４１単位／日 (①)

□夜勤職員配置加算Ⅰ ＋１３単位／日 (③④)

□夜勤職員配置加算Ⅱ ＋４６単位／日 (②)

□夜勤職員配置加算Ⅱ ＋１８単位／日 (⑤⑥)

□準ユニットケア加算 ＋５単位／日 (①③④)

□個別機能訓練加算 ＋１２単位／日

□若年性認知症入所者受入加算 ＋１２０単位／日

□常勤専従医師配置加算 ＋２５単位／日

□精神科医療養指導加算 ＋５単位／日

□障害者生活支援体制加算 ＋２６単位／日

□外泊時費用 ＋２４６単位／日 (１月に６日を限度)

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)

□退所前訪問相談援助加算 ＋４６０単位

□退所後訪問相談援助加算 ＋４６０単位

□退所時相談援助加算 ＋４００単位

□退所前連携加算 ＋５００単位

□栄養マネジメント加算 ＋１４単位／日

□経口移行加算 ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅰ ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅱ ＋５単位／日

□口腔機能維持管理体制加算 ＋３０単位／月 …⑩

□口腔機能維持管理加算 ＋１１０単位／月 (⑩がない場合は×)

□療養食加算 ＋２３単位／日

□看取り介護加算 ＋８０単位／日 (死亡日以前４日以上30日以下)

□看取り介護加算 ＋６８０単位／日 (死亡日以前２日または３日)

□看取り介護加算 ＋１２８０単位／日 (死亡日）

□在宅復帰支援機能加算 ＋１０単位／日

□在宅･入所相互利用加算 ＋３０単位／日 (要介護３,４,５)

□小規模拠点集合型施設加算 ＋５０単位／日

□認知症専門ケア加算Ⅰ ＋３単位／日 どちらかを算定

□認知症専門ケア加算Ⅱ ＋４単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算＋２００単位／日 (入所日から７日を限度)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日 どれかを算定。

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 ただし⑦がある場合は×

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の２.５％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

(3)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

８ 複合型サービス(77)
(1)所定単位数

要介護１ 単位／月 …月定額１３３４１

要介護２ 単位／月 …月定額１８２６８

要介護３ 単位／月 …月定額２５２７４

要介護４ 単位／月 …月定額２８５３１

要介護５ 単位／月 …月定額３２１４１

※利用は１事業所のみ(複数の事業所は利用できない)

※月途中で登録または解除の場合は日割りで算定する

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□人員欠如 ７０％

□過少サービスに対する減算 ７０％

□末期の悪性腫瘍等により医療保険の

訪問看護を利用した場合の減算 －９２５単位／月 (要介護１,２,３)

－１８５０単位／月 (要介護４)
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－２９１４単位／月 (要介護５)

□特別の指示により医療保険の訪問

看護を利用した場合の減算 －３０単位／日 (要介護１,２,３)

－６０単位／日 (要介護４)

－９５単位／日 (要介護５)

□初期加算 ＋３０単位／日 (利用開始から３０日以内)

□認知症加算(Ⅰ) ＋８００単位／月

□認知症加算(Ⅱ) ＋５００単位／月 (要介護２)

□退院時共同指導加算 ＋６００単位／月 (原則１回(特別な管理を必要とする者は２回)

□事業開始時支援加算 ＋５００単位／月 (*) (平成27年3月31日まで)

□緊急時訪問看護加算 ＋５４０単位／月 (*)

□特別管理加算(Ⅰ) ＋５００単位／月 (在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている

状態など) (*)

□特別管理加算(Ⅱ) ＋２５０単位／月 (在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている

状態など) (*)

□ターミナルケア加算 ＋２０００単位／月 (*)

□サービス提供体制強化加算(Ⅰ)＋５００単位／月

□サービス提供体制強化加算(Ⅱ)＋３５０単位／月

□サービス提供体制強化加算(Ⅲ)＋３５０単位／月

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の４.２％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

［複合型サービス(77)の市町村独自加算］

加 算 の 名 称 単位数(1月) 日割単位

複合型市町村独自加算１ ５０ ２

複合型市町村独自加算２ １００ ３

複合型市町村独自加算３ １５０ ５

複合型市町村独自加算４ ２００ ７

複合型市町村独自加算５ ２５０ ８

複合型市町村独自加算６ ３００ １０

複合型市町村独自加算７ ３５０ １２

複合型市町村独自加算８ ４００ １３

複合型市町村独自加算９ ４５０ １５

複合型市町村独自加算10 ５００ １６

複合型市町村独自加算11 ５５０ １８

複合型市町村独自加算12 ６００ ２０

複合型市町村独自加算13 ６５０ ２１

複合型市町村独自加算14 ７００ ２３

複合型市町村独自加算15 ７５０ ２５

複合型市町村独自加算16 ８００ ２６

複合型市町村独自加算17 ８５０ ２８

複合型市町村独自加算18 ９００ ３０

複合型市町村独自加算19 ９５０ ３１

複合型市町村独自加算20 １０００ ３３

(3)算定不可

短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護,認知症対応型共同生活介護,地

域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 をうけている

場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり
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Ⅵ 地域密着型介護予防サービス(要支援１～２)

１ 介護予防認知症対応型通所介護(74)
(1)所定単位数

■単独型

［２～３時間］

３～５時間の場合の６３％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要支援１ 単位 要支援１ 単位５１８ ７８７

要支援２ 単位 要支援２ 単位５７４ ８７８

［７～９時間］

要支援１ 単位８９６

要支援２ 単位１００１

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■併設型

［２～３時間］

３～５時間の場合の６３％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要支援１ 単位 要支援１ 単位４６８ ７０７

要支援２ 単位 要支援２ 単位５１９ ７９０

［７～９時間］

要支援１ 単位８０５

要支援２ 単位８９９

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

■共用型

［２～３時間］

３～５時間の場合の６３％

［３～５時間］ ［５～７時間］

要支援１ 単位 要支援１ 単位２５１ ４０７

要支援２ 単位 要支援２ 単位２６５ ４３０

［７～９時間］

要支援１ 単位４６９

要支援２ 単位４９６

［９～10時間］ ［10～11時間］

７～９時間の場合に ＋５０単位 ７～９時間の場合に＋１００単位

［11～12時間］

７～９時間の場合に＋１５０単位

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□入浴介助加算 ＋５０単位／日

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日

□個別機能訓練加算 ＋２７単位／日

□栄養改善加算 ＋１５０単位／月

□口腔機能向上加算 ＋１５０単位／月

□同一建物に対する減算 －９４単位／日 (同一建物に居住するなどの利用者の場合)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／回 どちらかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／回

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の２.９％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)
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□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,

介護予防小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

２ 介護予防小規模多機能型居宅介護(75)
(1)所定単位数

要支援１ 単位／月 …月定額４４９８

要支援２ 単位／月 …月定額８０４７

※利用は１事業所のみ(複数の事業所は利用できない)

※月途中で登録または解除の場合は日割りで算定する

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□人員欠如 ７０％

□同一建物に対する減算 ９０％ (実登録者が定員の８０％以上の事業所の場合)

□過少サービスに対する減算 ７０％

□初期加算 ３０単位／日 (30日以内)

□事業開始時支援加算 ＋５００単位／月 (*) (平成27年3月31日まで)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋５００単位／月

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋３５０単位／月 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋３５０単位／月

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の４.２％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外

(3)算定不可

介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,

介護予防認知症対応型共同生活介護 をうけている場合

(4)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

(参)算定不可2

介護予防小規模多機能型居宅介護を受けている間は算定しないものは、

介護予防訪問介護,介護予防訪問入浴介護,介護予防通所介護,介護予防通所リハビリテーショ

ン,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護

,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型共同生活介護

３ 介護予防認知症対応型共同生活介護(37,39)
(1)所定単位数

■通常の場合 (37)

［Ⅰ型］１ユニットの場合 ① ［Ⅱ型］２ユニット以上の場合 ②

８０１ ７８８単位／日 単位／日

■短期利用の場合(１日１人まで) (39)

［Ⅰ型］１ユニットの場合 ③ ［Ⅱ型］２ユニット以上の場合 ④

８３１ ８１８単位／日 単位／日

※要支援２のみ

(2)加算減算

□夜勤職員減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□人員欠如 ７０％

□夜間ケア加算(Ⅰ) ＋５０単位／日 (①③)

□夜間ケア加算(Ⅱ) ＋２５単位／日 (②④)

□認知症行動・心理症状緊急対応加算

＋２００単位／日 (③④。７日を限度)…⑤

□若年性認知症利用者受入加算 ＋１２０単位／日 (⑤を算定している場合は×)

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)
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□退居時相談援助加算 ＋４００単位／回 (①②。１人につき１回限り)

□認知症専門ケア加算Ⅰ ＋３単位／日 (①②。どちらかを算定)

□認知症専門ケア加算Ⅱ ＋４単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の３.９％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (*)(平成27年3月31日まで)

(*)支給限度額管理対象外
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Ⅶ 施設介護サービス(要介護１～５)

１ 介護老人福祉施設(特養) (51)
(1)所定単位数

■介護福祉施設(通常型) ①

［従来型個室］

要介護１ 単位５８０

要介護２ 単位６５１

要介護３ 単位７２３

要介護４ 単位７９４

要介護５ 単位８６３

［多床室1］ ［多床室2］(平成24年4月1日以前に整備されたもの) (平成24年4月1日後に整備されたもの)

要介護１ 単位 要介護１ 単位６３４ ６２７

要介護２ 単位 要介護２ 単位７０３ ６９５

要介護３ 単位 要介護３ 単位７７５ ７６７

要介護４ 単位 要介護４ 単位８４４ ８３６

要介護５ 単位 要介護５ 単位９１２ ９０３

■小規模介護福祉施設 ②

［従来型個室］

要介護１ 単位７４２

要介護２ 単位８０９

要介護３ 単位８８０

要介護４ 単位９４７

要介護５ 単位１０１３

［多床室1］ ［多床室2］(平成24年4月1日以前に整備されたもの) (平成24年4月1日後に整備されたもの)

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９４ ７８５

要介護２ 単位 要介護２ 単位８５８ ８５０

要介護３ 単位 要介護３ 単位９３０ ９１９

要介護４ 単位 要介護４ 単位９９５ ９８５

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０６０ １０４９

■旧措置入所者介護福祉施設 ③

［従来型個室］

要介護１ 単位５８０

要介護２,要介護３ 単位６９３

要介護４,要介護５ 単位８２８

［多床室1］ ［多床室2］(平成24年4月1日以前に整備されたもの) (平成24年4月1日後に整備されたもの)

要介護１ 単位 要介護１ 単位６３４ ６２７

要介護２,要介護３ 単位 要介護２,要介護３ 単位７４４ ７３７

要介護４,要介護５ 単位 要介護４,要介護５ 単位８７８ ８６９

■小規模旧措置入所者介護福祉施設 ④

［従来型個室］

要介護１ 単位７４２

要介護２,要介護３ 単位８４９

要介護４,要介護５ 単位９７９

［多床室1］ ［多床室2］(平成24年4月1日以前に整備されたもの) (平成24年4月1日後に整備されたもの)

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９４ ７８５

要介護２,要介護３ 単位 要介護２,要介護３ 単位８９９ ８９０

要介護４,要介護５ 単位 要介護４,要介護５ 単位１０２７ １０１７

■ユニット型 ⑤

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６６３ ６６３

要介護２ 単位 要介護２ 単位７３３ ７３３

要介護３ 単位 要介護３ 単位８０７ ８０７

要介護４ 単位 要介護４ 単位８７７ ８７７

要介護５ 単位 要介護５ 単位９４７ ９４７

■ユニット型小規模 ⑥
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［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８１３ ８１３

要介護２ 単位 要介護２ 単位８７９ ８７９

要介護３ 単位 要介護３ 単位９５１ ９５１

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０１８ １０１８

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０８４ １０８４

■ユニット型旧措置入所者介護福祉施設 ⑦

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６６３ ６６３

要介護２,要介護３ 単位 要介護２,要介護３ 単位７６６ ７６６

要介護４,要介護５ 単位 要介護４,要介護５ 単位９０２ ９０２

■ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設 ⑧

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８１３ ８１３

要介護２,要介護３ 単位 要介護２,要介護３ 単位９２１ ９２１

要介護４,要介護５ 単位 要介護４,要介護５ 単位１０５０ １０５０

(2)加算減算

□夜間勤務条件基準減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員等の人員欠如 ７０％

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (⑤⑥⑦⑧)

□身体拘束廃止未実施減算 －５単位／日

□日常生活継続支援加算 ＋２３単位／日 …⑨

□看護体制加算Ⅰ ＋６単位／日 (定員が31人～50人以下)

□看護体制加算Ⅰ ＋４単位／日 (定員が30人,or 51人以上)

□看護体制加算Ⅱ ＋１３単位／日 (定員が31人～50人以下)

□看護体制加算Ⅱ ＋８単位／日 (定員が30人,or 51人以上)

□夜勤職員配置加算Ⅰ ＋２２単位／日 (①②③④。定員が31人～50人以下)

□夜勤職員配置加算Ⅰ ＋１３単位／日 (①②③④。定員が30人,or 51人以上)

□夜勤職員配置加算Ⅱ ＋２７単位／日 (⑤⑥⑦⑧。定員が31人～50人以下)

□夜勤職員配置加算Ⅱ ＋１８単位／日 (⑤⑥⑦⑧。定員が30人,or 51人以上)

□準ユニットケア加算 ＋５単位／日 (①②③④)

□個別機能訓練加算 ＋１２単位／日

□若年性認知症入所者受入加算 ＋１２０単位／日

□常勤専従医師配置加算 ＋２５単位／日

□精神科医療養指導加算 ＋５単位／日

□障害者生活支援体制加算 ＋２６単位／日

□外泊時費用 ＋２４６単位／日 (１月に６日を限度)

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)

□退所前訪問相談援助加算 ＋４６０単位

□退所後訪問相談援助加算 ＋４６０単位

□退所時相談援助加算 ＋４００単位

□退所前連携加算 ＋５００単位

□栄養マネジメント加算 ＋１４単位／日

□経口移行加算 ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅰ ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅱ ＋５単位／日

□口腔機能維持管理体制加算 ＋３０単位／月 …⑩

□口腔機能維持管理加算 ＋１１０単位／月 (⑩がない場合は×)

□療養食加算 ＋２３単位／日

□看取り介護加算 ＋８０単位／日 (死亡日以前４日以上30日以下)

□看取り介護加算 ＋６８０単位／日 (死亡日以前２日または３日)

□看取り介護加算 ＋１２８０単位／日 (死亡日）

□在宅復帰支援機能加算 ＋１０単位／日

□在宅･入所相互利用加算 ＋３０単位／日 (要介護３,４,５)

□認知症専門ケア加算Ⅰ ＋３単位／日 どちらかを算定

□認知症専門ケア加算Ⅱ ＋４単位／日
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□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７日を限度)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日 どれかを算定。

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 ただし⑨がある場合は×

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の２.５％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

(3)社会福祉法人の利用者負担軽減…あり

２ 介護老人保健施設(老健) (52)
(1)所定単位数

■通常型 ①

［従来型個室：従来型］ ⑦ ［従来型個室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７１６ ７４５

要介護２ 単位 要介護２ 単位７６３ ８１７

要介護３ 単位 要介護３ 単位８２６ ８８０

要介護４ 単位 要介護４ 単位８７９ ９３７

要介護５ 単位 要介護５ 単位９３２ ９９３

［多床室：従来型］ ⑦ ［多床室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９２ ８２５

要介護２ 単位 要介護２ 単位８４１ ９００

要介護３ 単位 要介護３ 単位９０４ ９６３

要介護４ 単位 要介護４ 単位９５７ １０２０

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０１１ １０７６

■療養型老健(看護職員を配置) ②

［従来型個室：療養型］ ［従来型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７４１ ７４１

要介護２ 単位 要介護２ 単位８２４ ８２４

要介護３ 単位 要介護３ 単位９４０ １０１０

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０１７ １０８６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０９３ １１６３

［多床室：療養型］ ［多床室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８２０ ８２０

要介護２ 単位 要介護２ 単位９０４ ９０４

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０２０ １０８９

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０９７ １１６６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１７３ １２４３

■療養型老健(看護ｵﾝｺｰﾙ体制) ③

［従来型個室：療養型］ ［従来型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７４１ ７４１

要介護２ 単位 要介護２ 単位８１８ ８１８

要介護３ 単位 要介護３ 単位９１３ ９８３

要介護４ 単位 要介護４ 単位９９０ １０５９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０６６ １１３６

［多床室：療養型］ ［多床室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８２０ ８２０

要介護２ 単位 要介護２ 単位８９８ ８９８

要介護３ 単位 要介護３ 単位９９３ １０６２

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０６９ １１３９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１４６ １２１５

■ユニット型 ④

［ユニット型個室：従来型］⑦ ［ユニット型個室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９５ ８２８

要介護２ 単位 要介護２ 単位８４２ ９０３

要介護３ 単位 要介護３ 単位９０７ ９６６

要介護４ 単位 要介護４ 単位９６０ １０２３

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０１４ １０７９
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［ユニット型準個室：従来型］ ⑦ ［ユニット型準個室：在宅強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７９５ ８２８

要介護２ 単位 要介護２ 単位８４２ ９０３

要介護３ 単位 要介護３ 単位９０７ ９６６

要介護４ 単位 要介護４ 単位９６０ １０２３

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０１４ １０７９

■ユニット型 療養型老健(看護職員を配置) ⑤

［ユニット型個室：療養型］ ［ユニット型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９０３ ９０３

要介護２ 単位 要介護２ 単位９８７ ９８７

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１０２ １１７２

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１７９ １２４９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２５６ １３２５

［ユニット型準個室：療養型］ ［ユニット型準個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９０３ ９０３

要介護２ 単位 要介護２ 単位９８７ ９８７

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１０２ １１７２

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１７９ １２４９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２５６ １３２５

■ユニット型 療養型老健(看護ｵﾝｺｰﾙ体制) ⑥

［ユニット型個室：療養型］ ［ユニット型個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９０３ ９０３

要介護２ 単位 要介護２ 単位９８１ ９８１

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０７５ １１４５

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１５２ １２２１

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２２８ １２９８

［ユニット型準個室：療養型］ ［ユニット型準個室：療養強化型］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９０３ ９０３

要介護２ 単位 要介護２ 単位９８１ ９８１

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０７５ １１４５

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１５２ １２２１

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２２８ １２９８

(2)加算減算

□夜勤職員減算 ９７％

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員等の人員欠如 ７０％ (注)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (④⑤⑥)

□身体拘束廃止未実施減算 －５単位／日

□夜勤職員配置加算 ＋２４単位／日

□短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ＋２４０単位／日 (３月以内) (注)

□認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

＋２４０単位／日 (３日／週。３月以内) (注)

□認知症ケア加算 ＋７６単位／日 (①②③)

□若年性認知症入所者受入加算 ＋１２０単位／日

□外泊時費用 ＋３６２単位／日 (１月に６日を限度)

□ターミナルケア加算 ＋１６０単位／日 (①④。死亡日以前４日～30日以下)

□ターミナルケア加算 ＋８２０単位／日 (①④。死亡日の前日及び前々日)

□ターミナルケア加算 ＋１６５０単位／日 (①④。死亡日)

□ターミナルケア加算 ＋１６０単位／日 (②③⑤⑥。死亡日以前４日～30日以下)

□ターミナルケア加算 ＋８５０単位／日 (②③⑤⑥。死亡日の前日及び前々日)

□ターミナルケア加算 ＋１７００単位／日 (②③⑤⑥。死亡日)

◎特別療養費 (②③⑤⑥)

□療養体制維持特別加算 ＋２７単位／日 (②③⑤⑥)

□在宅復帰・在宅療養支援機能加算＋２１単位／日 (⑦)

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)

□入所前後訪問指導加算 ＋４６０単位／回 (①④)

□退所前訪問指導加算 ＋４６０単位
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□退所後訪問指導加算 ＋４６０単位

□退所時指導加算 ＋４００単位

□退所時情報提供加算 ＋５００単位

□退所前連携加算 ＋５００単位

□老人訪問看護指示加算 ＋３００単位

□栄養マネジメント加算 ＋１４単位／日

□経口移行加算 ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅰ ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅱ ＋５単位／日

□口腔機能維持管理体制加算 ＋３０単位／月 …⑩

□口腔機能維持管理加算 ＋１１０単位／月 (⑩がない場合は×)

□療養食加算 ＋２３単位／日

□在宅復帰支援機能加算 ＋５単位／日

◎緊急時施設療養費 …⑧

緊急時治療管理 単位／日５１１

特定治療 定められた点数×１０円

□所定疾患施設療養費 ＋ 単位／月３０５ (月に１回,連続する７日を限度。⑧があると×)

□認知症専門ケア加算Ⅰ ＋３単位／日 どちらかを算定

□認知症専門ケア加算Ⅱ ＋４単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算＋２００単位／月 (入所日から７日を限度)

□認知症情報提供加算 ＋３５０単位／回 (１人につき１回限り)

□地域連携診療計画情報提供加算＋３００単位／月 (１回限り)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.５％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

(注)ＰＴ、ＯＴ、ＳＴによる人員配置減算(人員欠如)を適用する場合は、□短期集中リハビリ

テーション実施加算、□認知症短期集中リハビリテーション実施加算は適用されません。

３ 介護療養施設型医療施設

3-1 療養病床を有する病院(53)
(1)所定単位数

■通常型(看護6:1 介護4:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６７６ ７８６

要介護２ 単位 要介護２ 単位７８５ ８９５

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０２０ １１３０

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１２０ １２３０

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２１０ １３２０

■通常型(6:1 5:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６１６ ７２６

要介護２ 単位 要介護２ 単位７２４ ８３４

要介護３ 単位 要介護３ 単位８８３ ９９３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０３７ １１４７

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０７９ １１８８

■通常型(6:1 6:1) ③

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位５８７ ６９７

要介護２ 単位 要介護２ 単位６９７ ８０６

要介護３ 単位 要介護３ 単位８４６ ９５６

要介護４ 単位 要介護４ 単位１００１ １１１１

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０４２ １１５２

■経過型Ⅰ型(6:1 4:1) ④
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［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６７６ ７８６

要介護２ 単位 要介護２ 単位７８５ ８９５

要介護３ 単位 要介護３ 単位９３３ １０４３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０２３ １１３３

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１１３ １２２３

■経過型Ⅱ型(8:1 4:1) ⑤

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６７６ ７８６

要介護２ 単位 要介護２ 単位７８５ ８９５

要介護３ 単位 要介護３ 単位８９２ １００１

要介護４ 単位 要介護４ 単位９８２ １０９１

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０７２ １１８２

■ユニット型 ⑥

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７８９ ７８９

要介護２ 単位 要介護２ 単位８９８ ８９８

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１３３ １１３３

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２３３ １２３３

要介護５ 単位 要介護５ 単位１３２３ １３２３

■ユニット型 経過型 ⑦

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７８９ ７８９

要介護２ 単位 要介護２ 単位８９８ ８９８

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０４６ １０４６

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１３６ １１３６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２２６ １２２６

(2)加算減算

□夜勤職員減算 －２５単位／日 (注2)

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％ (③⑤⑥⑦)

□介護支援専門員の人員欠如 ７０％

□正看比率が20％未満 ９０％ (③⑤⑥⑦)

□僻地の医師確保計画を届出た病院の医師数が60%未満

－１２単位／日 (注1)

□僻地の医師確保計画を届出た以外の病院の医師数が60%未満

９０％ (③⑤⑥⑦) (注1)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (⑥⑦)

□身体拘束廃止未実施減算 －５単位／日

□病院療養病床療養環境減算 －２５単位／日

□医師配置減算 －１２単位／日 (注1)

□夜間勤務等看護加算Ⅰ ＋２３単位／日

□夜間勤務等看護加算Ⅱ ＋１４単位／日 (注2)

□夜間勤務等看護加算Ⅲ ＋１４単位／日

□夜間勤務等看護加算Ⅳ ＋７単位／日

□若年性認知症患者受入加算 ＋１２０単位／日

□外泊時費用 ＋３６２単位／日 (１月に６日を限度)

□試行的退院サービス費 ＋８００単位／日 (１月に６日を限度)

□他科受診時費用 ＋３６２単位／日 (１月に４日を限度)

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)

□退院前訪問指導加算 ＋４６０単位

□退院後訪問指導加算 ＋４６０単位

□退院時指導加算 ＋４００単位

□退院時情報提供加算 ＋５００単位

□退院前連携加算 ＋５００単位

□老人訪問看護指示加算 ＋３００単位

□栄養マネジメント加算 ＋１４単位／日
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□経口移行加算 ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅰ ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅱ ＋５単位／日

□口腔機能維持管理体制加算 ＋３０単位／月

□口腔機能維持管理加算 ＋１１０単位／月

□療養食加算 ＋２３単位／日

□在宅復帰支援機能加算 ＋１０単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円

□認知症専門ケア加算Ⅰ ＋３単位／日 どちらかを算定

□認知症専門ケア加算Ⅱ ＋４単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算＋２００単位／月 (入院日から７日を限度)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

(注1)医師の人員配置減算を適用する場合は、□医師経過措置減算(僻地の･･)は適用されません。

(注2)夜間勤務条件減算を適用する場合は、□夜間勤務等看護加算は適用されません。

3-2 療養病床を有する診療所(53)
(1)所定単位数

■通常型(看護6:1 介護6:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位６５７ ７６７

要介護２ 単位 要介護２ 単位７０９ ８１８

要介護３ 単位 要介護３ 単位７６０ ８７０

要介護４ 単位 要介護４ 単位８１０ ９２０

要介護５ 単位 要介護５ 単位８６２ ９７２

■通常型(3:1 3:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位５６８ ６７８

要介護２ 単位 要介護２ 単位６１４ ７２３

要介護３ 単位 要介護３ 単位６５９ ７６９

要介護４ 単位 要介護４ 単位７０５ ８１４

要介護５ 単位 要介護５ 単位７５０ ８６０

■ユニット型 ③

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７７０ ７７０

要介護２ 単位 要介護２ 単位８２１ ８２１

要介護３ 単位 要介護３ 単位８７３ ８７３

要介護４ 単位 要介護４ 単位９２３ ９２３

要介護５ 単位 要介護５ 単位９７５ ９７５

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (③)

□身体拘束廃止未実施減算 －５単位／日

□診療所療養病床設備基準減算 －６０単位／日

□若年性認知症患者受入加算 ＋１２０単位／日

□外泊時費用 ＋３６２単位／日 (１月に６日を限度)

□他科受診時費用 ＋３６２単位／日 (１月に４日を限度)

□初期加算 ＋３０単位／日 )(30日以内

□退院前訪問指導加算 ＋４６０単位

□退院後訪問指導加算 ＋４６０単位

□退院時指導加算 ＋４００単位

□退院時情報提供加算 ＋５００単位

□退院前連携加算 ＋５００単位
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□老人訪問看護指示加算 ＋３００単位

□栄養マネジメント加算 ＋１４単位／日

□経口移行加算 ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅰ ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅱ ＋５単位／日

□口腔機能維持管理体制加算 ＋３０単位／月

□口腔機能維持管理加算 ＋１１０単位／月

□療養食加算 ＋２３単位／日

□在宅復帰支援機能加算 ＋１０単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円

□認知症専門ケア加算Ⅰ ＋３単位／日 どちらかを算定

□認知症専門ケア加算Ⅱ ＋４単位／日

□認知症行動・心理症状緊急対応加算＋２００単位／月 (入院日から７日を限度)

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)

3-3 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(53)
(1)所定単位数

■通常型(大学病院等 看護3:1 介護6:1) ①

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位１００６ １１１６

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０７３ １１８３

要介護３ 単位 要介護３ 単位１１３９ １２４９

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２０６ １３１６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２７３ １３８２

■通常型(一般病院 4:1 4:1) ②

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９４９ １０５９

要介護２ 単位 要介護２ 単位１０１９ １１２９

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０８９ １１９８

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１５９ １２６９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１２２８ １３３８

■通常型(一般病院 4:1 5:1) ③

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９２０ １０３０

要介護２ 単位 要介護２ 単位９８９ １０９８

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０５６ １１６６

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１２４ １２３４

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１９１ １３０１

■通常型(一般病院 4:1 6:1) ④

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位９０４ １０１４

要介護２ 単位 要介護２ 単位９７１ １０８１

要介護３ 単位 要介護３ 単位１０３７ １１４７

要介護４ 単位 要介護４ 単位１１０４ １２１４

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１７１ １２８０

■通常型(一般病院 経過措置型) ⑤

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位８４３ ９５３

要介護２ 単位 要介護２ 単位９０９ １０１９

要介護３ 単位 要介護３ 単位９７６ １０８６

要介護４ 単位 要介護４ 単位１０４３ １１５３

要介護５ 単位 要介護５ 単位１１０９ １２１９



- 51 -

『ゆう！ケア』整理 2014.1.22 株式会社フォーエヴァー

■経過型 ⑥

［従来型個室］ ［多床室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位７４６ ８５６

要介護２ 単位 要介護２ 単位８１２ ９２２

要介護３ 単位 要介護３ 単位８７９ ９８９

要介護４ 単位 要介護４ 単位９４６ １０５６

要介護５ 単位 要介護５ 単位１０１２ １１２２

■ユニット型(大学病院等) ⑦

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位１１１９ １１１９

要介護２ 単位 要介護２ 単位１１８５ １１８５

要介護３ 単位 要介護３ 単位１２５２ １２５２

要介護４ 単位 要介護４ 単位１３１９ １３１９

要介護５ 単位 要介護５ 単位１３８５ １３８５

■ユニット型(一般病院 ) ⑧

［ユニット型個室］ ［ユニット型準個室］

要介護１ 単位 要介護１ 単位１０６２ １０６２

要介護２ 単位 要介護２ 単位１１３２ １１３２

要介護３ 単位 要介護３ 単位１２０１ １２０１

要介護４ 単位 要介護４ 単位１２７２ １２７２

要介護５ 単位 要介護５ 単位１３４１ １３４１

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％ (①④⑤⑥⑦⑧)

□介護支援専門員の人員欠如 ７０％

□正看比率が20％未満 ９０％ (①④⑤⑥⑦⑧)

□僻地の医師確保計画を届出た病院の医師数が60%未満

－１２単位／日

□僻地の医師確保計画を届出た以外の病院の医師数が60%未満

９０％ (①④⑤⑥⑦⑧)

□ユﾆｯﾄｹｱ体制未整備減算 ９７％ (⑦⑧)

□身体拘束廃止未実施減算 －５単位／日

□外泊時費用 ＋３６２単位／日 (１月に６日を限度)

□他科受診時費用 ＋３６２単位／日 (１月に４日を限度)

□初期加算 ＋３０単位／日 (30日以内)

□退院前訪問指導加算 ＋４６０単位

□退院後訪問指導加算 ＋４６０単位

□退院時指導加算 ＋４００単位

□退院時情報提供加算 ＋５００単位

□退院前連携加算 ＋５００単位

□老人訪問看護指示加算 ＋３００単位

□栄養マネジメント加算 ＋１４単位／日

□経口移行加算 ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅰ ＋２８単位／日

□経口維持加算Ⅱ ＋５単位／日

□口腔機能維持管理体制加算 ＋３０単位／月

□口腔機能維持管理加算 ＋１１０単位／月

□療養食加算 ＋２３単位／日

□在宅復帰支援機能加算 ＋１０単位／日

◎特定診療費 定められた単位数×１０円

□サービス提供体制強化加算Ⅰ ＋１２単位／日

□サービス提供体制強化加算Ⅱ ＋６単位／日 どれかを算定

□サービス提供体制強化加算Ⅲ ＋６単位／日

□介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ＋総単位数の１.１％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ＋(Ⅰ)の９０％／月 (平成27年3月31日まで)

□介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ＋(Ⅰ)の８０％／月 (平成27年3月31日まで)
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［特定診療費］

名 称 識別 単位数 摘要欄記載事項、算定条件その他

番号 (単位)

感染対策指導管理 01 ５ １日につき算定

褥瘡管理 34 ５ １日につき算定

初期入院診療管理 05 ２５０ 入院中１回(又は２回)算定

重度療養管理 35 摘要欄に患者の状態(イからヘまで)を記載するこ１２３

と。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状

態のみを記載すること

例 ハ

患者の状態 記号

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状 イ

態

ロ 態呼吸障害等により人工呼吸器を使用 ロ

している状態

ハ 中心静脈栄養を実施しており、かつ、 ハ

強心薬等の薬剤を投与している状態

ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤 ニ

な合併症を有する状態

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により ホ

常時モニター測定を実施している状態

へ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体 ヘ

障害者福祉法施行規則別表第５号に掲

げる身体障害者障害程度等級表の４級

以上に該当し、かつ、ストーマの処置

を実施している状態

１日につき算定

特定施設管理 02 ２５０ １日につき算定

特定施設管理個室加算 03 ３００ 同上

特定施設管理２人部屋加算 04 １５０ 同上

重症皮膚潰瘍管理指導 06 １８ １日につき算定

薬剤管理指導 09 ３５０ 摘要欄に算定日を記載すること

例 ６日,20日 単位を省略することも可

例 ６,20

月４回を限度として算定

特別薬剤管理指導加算 10 ５０ １回につき算定

医学情報提供(Ⅰ) 11 ２２０ 同上

医学情報提供(Ⅱ) 12 ２９０ 同上

理学療法(Ⅰ) 18 １２３ １回(20分以上実施を条件とする)につき(1日3回

を限度)算定

理学療法(Ⅱ) 19 ７３ 同上

理学療法ﾘﾊﾋﾞﾘ計画加算 20 ４８０ 月１回を限度(発症の月に限り)として算定

理学療法日常動作訓練指導加算 22 ３００ 月１回を限度として算定

理学療法ﾘﾊﾋﾞﾘ体制強化加算 48 ３５ 理学療法(Ⅰ)１回につき算定

作業療法 25 １２３ １回(20分以上実施を条件とする)につき(1日3回

を限度)算定

作業療法ﾘﾊﾋﾞﾘ計画加算 27 ４８０ 月１回を限度(発症の月に限り)として算定

作業療法日常動作訓練指導加算 29 ３００ 月１回を限度として算定

作業療法ﾘﾊﾋﾞﾘ体制強化加算 49 ３５ 作業療法１回につき算定

言語聴覚療法 39 ２０３ １回(20分以上実施を条件とする)につき(1日3回

を限度)算定

言語聴覚療法ﾘﾊﾋﾞﾘ体制強化加算 50 ３５ 言語聴覚療法１回につき算定

理学療法(Ⅰ)(減算) 42 ８６ 個別リハビリテーションの合計回数が月10回を超

えた場合に、11回目以降に算定

理学療法(Ⅱ)(減算) 43 ５１ 同上

作業療法(減算) 45 ８６ 同上

言語聴覚療法(減算) 47 １４２ 同上
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集団ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ療法 54 ５０

摂食機能療法 31 ２０８ １日につき(月4回を限度)算定

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ加算 52 ２４０ 摘要欄に当該施設に入院した日付を記載すること

例:20060501 (入院日が2006年5月1日の場合)

理学療法、作業療法、言語聴覚両方又は摂食機能

療法を行った場合、１日につき算定

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ加算 55 ２４０ １週に３日まで

精神科作業療法 32 ２２０ １日につき算定

認知症老人入院精神療法 33 ３３０ １週間につき算定
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［特別療養費］

No 名 称 識別 単位数 摘要欄記載事項、算定条件その他

番号 (単位)

1 感染対策指導管理 01 ５ １日につき算定

2 褥瘡管理 34 ５ １日につき算定

3 初期入所診療管理 05 ２５０ 入院中１回(又は２回)算定

4 重度療養管理 35 １２０ 摘要欄に利用者の状態(イからリまで)又は入所者

の状態(イからハまで)を記載すること。なお、複

数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載

すること。

例 ハ

短期入所療養介護の利用者の状態 記号

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状 イ

態

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用し ロ

ている状態

ハ 中心静脈注射を実施している状態 ハ

ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤 ニ

な合併症を有する状態

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により ホ

常時モニター測定を実施している状態

ヘ 膀胱または直腸の機能障害の程度が身 ヘ

体障害者福祉法施行規則別表第５号に

掲げる身体障害者障害程度等級表の４

級以上に該当し、かつ、ストーマの処

置を実施している状態

ト 経鼻胃管や胃 等の経腸栄養が行わ ト瘻
れている状態

チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 チ

リ 気管切開が行われている状態 リ

入所者の状態 記号

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状 イ

態

ロ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤 ロ

な合併症を有する状態

ハ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体 ハ

障害者福祉法施行規則別表第５号に掲

げる身体障害者障害程度等級表の４級

以上に該当し、かつ、ストーマの処置

を実施している状態

１日につき算定

5 特定施設管理 02 ２５０ １日につき算定

特定施設管理個室加算 03 ３００ 同上

特定施設管理２人部屋加算 04 １５０ 同上

6 重症皮膚潰瘍管理指導 06 １８ １日につき算定

7 薬剤管理指導 09 ３５０ 摘要欄に算定日を記載すること

例 ６日,20日 単位を省略することも可

例 ６,20

月４回を限度として算定

特別薬剤管理指導加算 10 ５０ １回につき算定

8 医学情報提供 11 ２５０ 同上

9 リハビリテーション指導管理 53 １０ １日につき算定

10 言語聴覚療法 39 １８０ １回(20分以上実施を条件とする)につき(1日3回

を限度)算定

言語聴覚療法ﾘﾊﾋﾞﾘ体制 50 ３５ 言語聴覚療法１回につき算定強化加算
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言語聴覚療法(減算) 47 １２６ 利用開始または入所日から４月を超えた期間で、

１月に１１回以上行った場合、１１回目以降算定

11 摂食機能療法 31 １８５ １日につき(月4回を限度)算定

12 精神科作業療法 32 ２２０ １日につき算定

13 認知症老人入所精神療法 33 ３３０ １週間につき算定


