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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

３０分未満 ２５４単位

３０分～１時間未満 ４０２単位

１時間～１時間３０分未満 ５８４単位

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

３０分未満 ＋８３単位

３０分～１時間未満 ＋１６６単位 に加算する身体介護中心

１時間～ ＋２４９単位

■生活援助中心 ③

３０分～１時間未満 ２２９単位

１時間～ ２９１単位

■通院等乗降介助 ④

１回 １００単位

(2)加算減算

□３級ヘルパー減算 ７０％ ( 3月31日まで。 )平成22年 他に条件あり

□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％ (*)

□中山間地域等における小規模事業所加算

＋１０％ (*)

□中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

＋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)

(*)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 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 １２５０単位

(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％

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等における小規模事業所加算

＋１０％ (*)

□中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

＋５％ (*)

□サービス提供体制強化加算 ＋２４単位／回

(*)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 をうけている場合
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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 ２８５単位 (夜間・早朝・深夜のみ)

３０分未満 ４２５単位

３０分～１時間未満 ８３０単位

１時間～１時間３０分未満 １１９８単位

■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

３０分未満 ４２５単位

３０分～１時間未満 ８３０単位

■病院または診療所 ③

２０分未満 ２３０単位 (夜間・早朝・深夜のみ)

３０分未満 ３４３単位

３０分～１時間未満 ５５０単位

１時間～１時間３０分未満 ８４５単位

(2)加算減算

□准看護師減算 ９０％

□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)

□２人以上で行う場合(３０分未満)

＋２５４単位／回

□２人以上で行う場合(３０分以上)

＋４０２単位／回

□１時間３０分以上行う場合 ＋３００単位／回 (①③)

□特別地域加算 ＋１５％ (*)

□中山間地域等における小規模事業所加算

＋１０％ (*)

□中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

＋５％ (*)

□緊急時訪問看護加算 ＋５４０単位／月 (①②)

□緊急時訪問看護加算 ＋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、

深夜の加算を算定できます

□特別管理加算 ＋２５０単位／月

□ターミナルケア加算 ／月 (*)＋２０００単位

□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 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

■病院・診療所 ３０５単位／回

■介護老人保健施設 ３０５単位／回

(2)加算減算

□中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

＋５％ (*)

□リﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 ＋２０単位／日

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

□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)

□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 をうけている場合
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５ 居宅療養管理指導(31)
(1)医師または歯科医師

■医師または歯科医師 ５００単位 (２回／月) ①

２９０単位 (２回／月) ②

①在宅時医学総合管理料または を算定しない場合特定施設入居時等医学総合管理料

②在宅時医学総合管理料または を算定する場合特定施設入居時等医学総合管理料

□居宅介護支援事業者へ情報提供しない減算

－１００単位／回 (①)

(2)薬剤師

■病院または診療所の薬剤師 ５５０単位 ( ２回／月)在宅の利用者。

３８５単位 居住系施設入居者等。２回／月( )

■薬局の薬剤師 ５００単位 ( ４回／月) ＊在宅の利用者。

３５０単位 居住系施設入居者等。( ４回／月) ＊

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

□疼痛緩和の薬学的指導加算 ＋１００単位／回

(3)■管理栄養士 ５３０単位 ( ２回／月)在宅の利用者。

４５０単位 居住系施設入居者等。２回／月( )

(4)■歯科衛生士等 ３５０単位 ( ４回／月)在宅の利用者。

３００単位 居住系施設入居者等。４回／月( )

(5)■看護職員(保健師,看護師) ４００単位 サービス開始月より２月以内で１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、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・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

(6)居住系施設入居者とは

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居

宅介護、認知症対応型共同生活介護 を受けている者

６ 通所介護(15)
(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］

３～４時間の場合の７０％

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ ４３７単位 要介護１ ５８８単位

要介護２ ５０４単位 要介護２ ６８３単位

要介護３ ５７０単位 要介護３ ７７８単位

要介護４ ６３６単位 要介護４ ８７２単位

要介護５ ７０２単位 要介護５ ９６７単位

［６～８時間］

要介護１ ７９０単位

要介護２ ９２２単位

要介護３ １０５５単位

要介護４ １１８７単位

要介護５ １３２０単位

［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

■通常規模型通所介護 (利用延人数が７５０人以内) ②

［２～３時間］

３～４時間の場合の７０％

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ ３８１単位 要介護１ ５０８単位

要介護２ ４３７単位 要介護２ ５８８単位
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要介護３ ４９３単位 要介護３ ６６８単位

要介護４ ５４９単位 要介護４ ７４８単位

要介護５ ６０５単位 要介護５ ８２８単位

［６～８時間］

要介護１ ６７７単位

要介護２ ７８９単位

要介護３ ９０１単位

要介護４ １０１３単位

要介護５ １１２５単位

［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

■大規模型通所介護Ⅰ (利用延人数が９００人以内) ③

［２～３時間］

３～４時間の場合の７０％

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ ３７５単位 要介護１ ４９９単位

要介護２ ４３０単位 要介護２ ５７８単位

要介護３ ４８５単位 要介護３ ６５７単位

要介護４ ５４０単位 要介護４ ７３５単位

要介護５ ５９５単位 要介護５ ８１４単位

［６～８時間］

要介護１ ６６５単位

要介護２ ７７６単位

要介護３ ８８６単位

要介護４ ９９６単位

要介護５ １１０６単位

［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

■大規模型通所介護Ⅱ (利用延人数が９００人以上) ④

［２～３時間］

３～４時間の場合の７０％

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ ３６５単位 要介護１ ４８６単位

要介護２ ４１８単位 要介護２ ５６３単位

要介護３ ４７２単位 要介護３ ６３９単位

要介護４ ５２５単位 要介護４ ７１６単位

要介護５ ５７９単位 要介護５ ７９２単位

［６～８時間］

要介護１ ６４８単位

要介護２ ７５５単位

要介護３ ８６２単位

要介護４ ９６９単位

要介護５ １０７７単位

［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

■療養通所介護 ⑤

３～６時間 １０００単位

６～８時間 １５００単位

(2)加算減算

□定員超過 ７０％

□看護・介護職員の人員欠如 ７０％

□大規模(９００人超)減算 ９０％ (←通常規模型の)

□中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

＋５％ (*)

□入浴介助加算 ＋５０単位／日 (①②③④)

□個別機能訓練加算 ＋２７単位／日 (①②③④)Ⅰ どちらかを算定

□個別機能訓練加算Ⅱ ＋４２単位／日
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□若年性認知症ケア加算 ＋６０単位／日

□若年性認知症利用者受入加算 ＋６０単位／日 (①②③④)

□栄養 加算 ／回 (２回／月。３月毎に確認。①②③④)改善 ＋１５０単位

□口腔機能向上加算 ／回 (２回／月。３月毎に確認。①②③④)＋１５０単位

□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)

(*)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 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)
(1)所定単位数

■通常規模型 (利用延人数が７５０人以内)

［１～２時間］ ①

要介護１ ２７０単位

要介護２ ３００単位

要介護３ ３３０単位

要介護４ ３６０単位

要介護５ ３９０単位

［２～３時間］

３～４時間の場合の７０％

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ ３８６単位 要介護１ ５１５単位

要介護２ ４６３単位 要介護２ ６２５単位

要介護３ ５４０単位 要介護３ ７３５単位

要介護４ ６１７単位 要介護４ ８４５単位

要介護５ ６９４単位 要介護５ ９５５単位

［６～８時間］

要介護１ ６８８単位

要介護２ ８４２単位

要介護３ ９９５単位

要介護４ １１４９単位

要介護５ １３０３単位

［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)

［１～２時間］ ②

要介護１ ２６５単位

要介護２ ２９５単位

要介護３ ３２４単位

要介護４ ３５４単位

要介護５ ３８３単位

［２～３時間］

３～４時間の場合の７０％

［３～４時間］ ［４～６時間］

要介護１ ３７９単位 要介護１ ５０６単位

要介護２ ４５５単位 要介護２ ６１４単位

要介護３ ５３１単位 要介護３ ７２２単位

要介護４ ６０６単位 要介護４ ８３０単位

要介護５ ６８２単位 要介護５ ９３９単位

［６～８時間］

要介護１ ６７６単位

要介護２ ８２７単位

要介護３ ９７８単位


