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所定の単位数に3.9％を乗じた単位

所定の単位数に2.1％を乗じた単位

認知症短期集中
リハビリテーション加算 258 円/日 515 円/日 772 入所日から3ヶ月以内に認知症のリハビリを行った場合

褥瘡マネジメント加算

2,647 2,843 3,007 3,181

備　考

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

2.10%

769 特定の病気に対して、投薬・検査等を行った場合

ターミナルケアを行った場合（死亡日以前4～30日）

ターミナルケア加算

3.90%

20 円/日 39 円/日 58
サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）イ

1,769 円/日

特定職員処遇改善加算（Ⅰ）

879 円/日 1,758 円/日 2,637

172 円/日 343 円/日 515

2,005 2,121

入所日より30日間に限る

2割　負担

3割　負担 2,493

項　目 1割　負担 2割　負担 3割　負担

多床室

所定疾患施設療養費（Ⅰ）

556 円/日 1,111 円/日 1,666

3,538 円/日 5,307

（死亡日前日および前々日）

（死亡日）

要介護4 要介護5

867

1,733

2,599

922

1,844

2,766

752

1,503

2,255

800

1,600

2,400

831

257

1,003 1,061

1,662

37 円/日 73 円/日 110
在宅復帰・在宅療養

支援機能加算

26 円/日 52 円/日 78夜勤職員配置加算

緊急時治療管理

108 円/月 215 円/月 322排せつ支援加算

円/月 22 円/月 3311

円/日 513 円/日

134 円/回 268 円/回 402

退所にあたり介護事業者と情報提供を行った場合

内服薬の減少を調整し退所時に1種類以上減少

排せつ支援計画の作成および支援した場合

緊急的な治療管理治療管理を行った場合

褥瘡支援計画の作成および支援した場合

かかりつけ医連携薬剤
調整加算

536 円/回 1,072 円/回 1,608退所前連携加算

536 円/回 1,072 円/回 1,608 退所後の主治医に診療状況の提供を行った場合退所時情報提供加算

483 円/回 965 円/回 1,448

歯科衛生士が月2回以上の口腔ケアを行った場合

居宅訪問し、退所を目的としたサービス計画を行った場合入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

97 円/月 193 円/月 290口腔衛生管理加算

33 円/月 65 円/月 97

経口移行計画に従い支援が行われた場合

口腔ケアマネジメントの計画を作成した場合口腔衛生管理体制加算

30 円/日 60 円/日 90経口移行加算　

108 円/月 215 円/月 322

経口維持計画を作成し、管理栄養士等が栄養管理を
行った場合（開始月より6月以内）

経口維持加算　（Ⅱ）

429 円/月 858 円/月 1,287経口維持加算　（Ⅰ）

7 円/回 13 円/回 20

個別に栄養ケア計画を行った場合

心身状況による適切な療養食を提供した場合療養食加算

15 円/日 30 円/日 45栄養マネジメント加算

258 円/日 515 円/日 772

居宅に外泊した場合に月6日を限度

入所日から3ヶ月以内に集中的なリハビリを行った場合

外泊時費用 388 円/日 776 円/日 1,164
短期集中

リハビリテーション加算

認知症ケア加算 82 円/日 163 円/日 245 認知症専門棟に入所した場合

初期加算 33 円/日 65 円/日 97

要介護

要介護2 要介護3

2割　負担

3割　負担

1割　負担

個室

要介護区分 要介護

1割　負担

要介護1

883 948

1,765 1,896

要介護4

要介護1 要介護2 要介護3

要介護5

977

1,953

2,930



（３）その他の利用料（日額）

（４）ターミナルケアに係る利用料

入所セット 294　円　 入浴タオル・日常タオル・食事用おしぼり等指定業者による

私物洗濯代
2,934　円　 月の途中の場合　（半月）

理美容代 実費　 指定業者による

4,085　円　 指定業者による　（月額）

項　目 金　額 内容のご説明

エンゼルケアセット 1,650　円　 　エンゼルケアの実施に係る費用（1回）

診断書作成料 5,500　円　 医師が診断書を作成した場合（1件）

健康管理費 実費　 インフルエンザ予防接種等を行った場合

2,750　円　 ２人部屋（Ｄ）

2,200　円　 ２人部屋（Ｅ）

4,950　円　 １人部屋（Ｂ）

3,300　円　 ２人部屋（Ｃ）

特別行事費 実費　 納涼祭等の行事に参加された場合

特別室利用料
（一般棟のみ）

日用品費 188　円　 入浴シャンプー・ティッシュ・ペーパータオル等

5,500　円　 １人部屋（Ａ）

食費 1,913　円　 おやつ込

教養娯楽費 210　円　 レクリエーションやクラブ活動などの費用

居住費（個室） 2,415　円　

居住費（多床室） 710　円　

項　目 金　額 内容のご説明


