
３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入院患者の数が
入院患者の定員
を超える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

又
は

介護支援専門員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

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

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

一定の要件を満
たす入院患者の
数が規準に満た
ない場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎
に配置していない
等ユニットケアに
おける体制が未整
備である場合

身体拘束廃止未
実施減算

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の
規定が適用され
ている場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関す
る基準の区分によ
る加算

若年性認知症患
者受入加算

要介護１ （ 645 単位） －65単位
要介護２ （ 748 単位） －75単位
要介護３ （ 973 単位） －97単位
要介護４ （ 1,068 単位） －107単位
要介護５ （ 1,154 単位） －115単位
要介護１ （ 673 単位） －67単位
要介護２ （ 782 単位） －78単位
要介護３ （ 1,016 単位） －102単位
要介護４ （ 1,115 単位） －112単位
要介護５ （ 1,205 単位） －121単位

要介護１ （ 663 単位） －66単位

要介護２ （ 769 単位） －77単位

要介護３ （ 1,001 単位） －100単位

要介護４ （ 1,098 単位） －110単位

要介護５ （ 1,187 単位） －119単位

要介護１ （ 749 単位） －75単位

要介護２ （ 853 単位） －85単位

要介護３ （ 1,077 単位） －108単位

要介護４ （ 1,173 単位） －117単位

要介護５ （ 1,258 単位） －126単位

要介護１ （ 783 単位） －78単位

要介護２ （ 891 単位） －89単位

要介護３ （ 1,126 単位） －113単位

要介護４ （ 1,225 単位） －123単位

要介護５ （ 1,315 単位） －132単位

要介護１ （ 770 単位） －77単位

要介護２ （ 878 単位） －88単位

要介護３ （ 1,108 単位） －111単位

要介護４ （ 1,206 単位） －121単位

要介護５ （ 1,295 単位） －130単位

要介護１ （ 589 単位） －59単位

要介護２ （ 693 単位） －69単位

要介護３ （ 846 単位） －85単位

要介護４ （ 993 単位） －99単位

要介護５ （ 1,033 単位） －103単位

要介護１ （ 605 単位） －61単位

要介護２ （ 711 単位） －71単位

要介護３ （ 867 単位） －87単位

要介護４ （ 1,018 単位） －102単位

要介護５ （ 1,059 単位） －106単位

要介護１ （ 695 単位） －70単位

要介護２ （ 799 単位） －80単位

要介護３ （ 951 単位） －95単位

要介護４ （ 1,098 単位） －110単位

要介護５ （ 1,138 単位） －114単位

要介護１ （ 713 単位） －71単位

要介護２ （ 819 単位） －82単位

要介護３ （ 975 単位） －98単位

要介護４ （ 1,126 単位） －113単位

要介護５ （ 1,166 単位） －117単位

要介護１ （ 567 単位） －57単位

要介護２ （ 674 単位） －67単位

要介護３ （ 818 単位） －82単位

要介護４ （ 968 単位） －97単位

要介護５ （ 1,007 単位） －101単位

要介護１ （ 674 単位） －67単位

要介護２ （ 780 単位） －78単位

要介護３ （ 924 単位） －92単位

要介護４ （ 1,074 単位） －107単位

要介護５ （ 1,113 単位） －111単位

要介護１ （ 654 単位） －65単位

要介護２ （ 758 単位） －76単位

要介護３ （ 902 単位） －90単位

要介護４ （ 989 単位） －99単位

要介護５ （ 1,076 単位） －108単位

要介護１ （ 759 単位） －76単位

要介護２ （ 865 単位） －87単位

要介護３ （ 1,008 単位） －101単位

要介護４ （ 1,095 単位） －110単位

要介護５ （ 1,182 単位） －118単位

要介護１ （ 654 単位） －65単位

要介護２ （ 758 単位） －76単位

要介護３ （ 862 単位） －86単位

要介護４ （ 950 単位） －95単位

要介護５ （ 1,036 単位） －104単位

要介護１ （ 759 単位） －76単位

要介護２ （ 865 単位） －87単位

要介護３ （ 968 単位） －97単位

要介護４ （ 1,054 単位） －105単位

要介護５ （ 1,143 単位） －114単位

要介護１ （ 771 単位） －77単位

要介護２ （ 875 単位） －88単位

要介護３ （ 1,099 単位） －110単位

要介護４ （ 1,195 単位） －120単位

要介護５ （ 1,280 単位） －128単位

要介護１ （ 800 単位） －80単位

要介護２ （ 908 単位） －91単位

要介護３ （ 1,143 単位） －114単位

要介護４ （ 1,242 単位） －124単位

要介護５ （ 1,332 単位） －133単位

要介護１ （ 790 単位） －79単位

要介護２ （ 896 単位） －90単位

要介護３ （ 1,128 単位） －113単位

要介護４ （ 1,225 単位） －123単位

要介護５ （ 1,314 単位） －131単位

要介護１ （ 771 単位） －77単位

要介護２ （ 875 単位） －88単位

要介護３ （ 1,099 単位） －110単位

要介護４ （ 1,195 単位） －120単位

要介護５ （ 1,280 単位） －128単位

要介護１ （ 800 単位） －80単位

要介護２ （ 908 単位） －91単位

要介護３ （ 1,143 単位） －114単位

要介護４ （ 1,242 単位） －124単位

要介護５ （ 1,332 単位） －133単位

要介護１ （ 790 単位） －79単位

要介護２ （ 896 単位） －90単位

要介護３ （ 1,128 単位） －113単位

要介護４ （ 1,225 単位） －123単位

要介護５ （ 1,314 単位） －131単位

要介護１ （ 771 単位） －77単位

要介護２ （ 875 単位） －88単位

要介護３ （ 1,012 単位） －101単位

要介護４ （ 1,097 単位） －110単位

要介護５ （ 1,183 単位） －118単位

要介護１ （ 771 単位） －77単位

要介護２ （ 875 単位） －88単位

要介護３ （ 1,012 単位） －101単位

要介護４ （ 1,097 単位） －110単位

要介護５ （ 1,183 単位） －118単位

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位 －１２単位

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

（３）　ユニット型
　　　　療養型介
　　　　護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

×９７／１００

（二）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅱ）
　　　　<療養機能強化型Ａ>
　　　　<ユニット型個室>

（四）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅳ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

×９５／１００

（４）　ユニット型
　　　　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（２）　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（一）　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

　　　　看護<6:1>
　　　　介護<4:1>

a　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

b　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅱ）
　　<多床室>

（二）　療養型
　　　　経過型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護<8:1>
　　　　介護<4:1>

（一）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

（三）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅲ）
　　　　<療養機能強化型Ｂ>
　　　　<ユニット型個室>

（三）　療養型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅲ）

　　　　看護<6:1>
　　　　介護<6:1>

a　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

（五）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅴ）
　　　　<療養機能強化型Ａ>
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（六）　ユニット型療養型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅵ）
　　　　<療養機能強化型Ｂ>
　　　　<ユニット型個室的多床室>

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

×９５／１００

b　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　<多床室>

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

a　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

b　療養型経過型介護療養
　　施設サービス費（ⅱ）
　　<多床室>

×９５／１００

（二）　ユニット型療養型経過型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅱ）
　　　　<ユニット型個室的多床室>

（二）　療養型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護<6:1>
　　　　介護<5:1>

a　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

×９５／１００

ｂ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　<療養機能強化型>
　　<従来型個室>

ｃ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅲ）
　　<多床室>

×９５／１００

ｄ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅳ）
　　<療養機能強化型>
　　<多床室>

b　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<従来型個室>

ｃ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅲ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<従来型個室>

ｄ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅳ）
　　<多床室>

×９５／１００

ｅ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅴ）
　　<療養機能強化型Ａ>
　　<多床室>

ｆ　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅵ）
　　<療養機能強化型Ｂ>
　　<多床室>

－１２単位

×９５／１００

×７０／１００

（一）　ユニット型療養型経過型介護療養
　　　　施設サービス費（Ⅰ）
　　　　<ユニット型個室>

＋１２０単位

基本部分

注

（１）　療養型
　　　　介護療養
　　　　施設サービ
　　　　ス費
　　　　（１日につき）

（一）　療養型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）
　
　　　　看護<6:1>
　　　　介護<4:1>

a　療養型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　<従来型個室>

－２５単位 ×７０／１００

介護　20



（一）　経口維持加算（Ⅰ）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

※　一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、（※３）を適用しない。

注
所定単位は、（１）から（１９）までにより算定した単位数の合計

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（２０）　介護職員処遇改善加算

（２１）　介護職員等特定処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（１９）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（1月につき　＋（三）の８０／１００）

（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　６単位を加算）

（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（１３）　療養食加算
（1回につき　６単位を加算（１日に３回を限度））

（１５）　特定診療費　（※３）

（１６）　認知症専門ケア加算

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　４単位を加算）

（1日につき　１０単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（１０）　経口維持加算
　　　　　（１月につき）　（※３）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注　他科受診時費用

（６）　退院時
　　　　指導等加算
　　　　（※３）

（一）　退院時等指導
　　　　加算

（４００単位）

（１００単位）

（１１）　口腔衛生管理体制加算　（※３） （１月につき　　３０単位を加算）

（７）　栄養マネジメント加算

（1日につき　＋３０単位）（５）　初期加算

注　外泊時費用

注　試行的退院サービス費

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合
注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

（４００単位）

（５００単位）

（５００単位）

（入院患者１人につき１回を限度として　　　３００単位算定）

a　退院前訪問指導加算
（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

b　退院後訪問指導加算
（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

c　退院時指導加算

d　退院時情報提供加算

（１７）　認知症行動・心理症状緊急対応加算

（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

（１８）　排せつ支援加算　（※３）

（１月につき　１００単位を加算）

e　退院前連携加算

（二）　訪問看護指示加算

（１２）　口腔衛生管理加算　（※３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　　９０単位を加算）

（1日につき　３単位を加算）
（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（１４）　在宅復帰支援機能加算　（※３）

（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１９）　サービス提供体制強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（1日につき　１４単位を加算）

（８）　低栄養リスク改善加算　（※３）
（１月につき　３００単位を加算）

（９）　経口移行加算　（※３）
（1日につき　２８単位を加算）

（１日につき　１２単位を加算）
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  ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

一定の要件を満たす入
院患者の数が規準に
満たない場合

常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合

身体拘束廃止未実施
加算

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

若年性認知症患者受
入加算

要介護１ （ 627 単位） ー63単位

要介護２ （ 676 単位） ー68単位

要介護３ （ 724 単位） ー72単位

要介護４ （ 772 単位） ー77単位

要介護５ （ 822 単位） ー82単位

要介護１ （ 654 単位） ー65単位

要介護２ （ 706 単位） ー71単位

要介護３ （ 756 単位） ー76単位

要介護４ （ 807 単位） ー81単位

要介護５ （ 858 単位） ー86単位

要介護１ （ 645 単位） ー65単位

要介護２ （ 695 単位） ー70単位

要介護３ （ 745 単位） ー75単位

要介護４ （ 795 単位） ー80単位

要介護５ （ 845 単位） ー85単位

要介護１ （ 731 単位） ー73単位

要介護２ （ 780 単位） ー78単位

要介護３ （ 830 単位） ー83単位

要介護４ （ 877 単位） ー88単位

要介護５ （ 926 単位） ー93単位

要介護１ （ 763 単位） ー76単位

要介護２ （ 815 単位） ー82単位

要介護３ （ 866 単位） ー87単位

要介護４ （ 916 単位） ー92単位

要介護５ （ 968 単位） ー97単位

要介護１ （ 752 単位） ー75単位

要介護２ （ 803 単位） ー80単位

要介護３ （ 853 単位） ー85単位

要介護４ （ 902 単位） ー90単位

要介護５ （ 954 単位） ー95単位

要介護１ （ 549 単位） ー55単位

要介護２ （ 593 単位） ー59単位

要介護３ （ 637 単位） ー64単位

要介護４ （ 682 単位） ー68単位

要介護５ （ 725 単位） ー73単位

要介護１ （ 656 単位） ー66単位

要介護２ （ 699 単位） ー70単位

要介護３ （ 743 単位） ー74単位

要介護４ （ 787 単位） ー79単位

要介護５ （ 831 単位） ー83単位

要介護１ （ 752 単位） ー75単位

要介護２ （ 802 単位） ー80単位

要介護３ （ 850 単位） ー85単位

要介護４ （ 898 単位） ー90単位

要介護５ （ 947 単位） ー95単位

要介護１ （ 780 単位） ー78単位

要介護２ （ 832 単位） ー83単位

要介護３ （ 882 単位） ー88単位

要介護４ （ 932 単位） ー93単位

要介護５ （ 984 単位） ー98単位

要介護１ （ 770 単位） ー77単位

要介護２ （ 821 単位） ー82単位

要介護３ （ 871 単位） ー87単位

要介護４ （ 920 単位） ー92単位

要介護５ （ 971 単位） ー97単位

要介護１ （ 752 単位） ー75単位

要介護２ （ 802 単位） ー80単位

要介護３ （ 850 単位） ー85単位

要介護４ （ 898 単位） ー90単位

要介護５ （ 947 単位） ー95単位

要介護１ （ 780 単位） ー78単位

要介護２ （ 832 単位） ー83単位

要介護３ （ 882 単位） ー88単位

要介護４ （ 932 単位） ー93単位

要介護５ （ 984 単位） ー98単位

要介護１ （ 770 単位） ー77単位

要介護２ （ 821 単位） ー82単位

要介護３ （ 871 単位） ー87単位

要介護４ （ 920 単位） ー92単位

要介護５ （ 971 単位） ー97単位

×９７／１００

（二）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅱ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（三）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅲ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室＞

（四）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅳ）
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

×９５／１００

（五）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅴ）
　　　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

（六）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅵ）
　　　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　　　＜ユニット型個室的多床室＞

診療所療養病床
設備基準減算

－６０単位
＋１２０単位

b　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜従来型個室＞

ｃ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅲ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜従来型個室＞

ｄ　診療所型介護療養施設
　サービス費（ⅳ）
　＜多床室＞

×９５／１００

ｅ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅴ）
　　＜療養機能強化型Ａ＞
　　＜多床室＞

ｆ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅵ）
　　＜療養機能強化型Ｂ＞
　　＜多床室＞

a　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×９５／１００

基本部分

（１）　診療所型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（1日につき）

（一）　診療所型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

　　　　看護＜6：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×７０／１００

×９５／１００

（二）　診療所型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護・介護＜3：１＞ ｂ　診療所型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２）　ユニット型
　　　　診療所型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（一）　ユニット型診療所型介護療養施設サービス費（Ⅰ）
　　　　＜ユニット型個室＞
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（一）　経口維持加算（Ⅰ）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）

※　一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、（※１）を適用しない。

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

（１９） 介護職員等特定処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（１７）までにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋（三）の８０／１００）

（１７）　サービス提供体制強化加算
（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１日につき　６単位を加算）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1日につき　１０単位を加算）

（１５）　認知症行動・心理症状緊急対応加算

（入所後7日に限り　１日につき２００単位を加算）

（１６）　排せつ支援加算　（※１）

（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

（４００単位）

（１００単位）

（１日につき　１２単位を加算）

注
所定単位は、（１）から（１７）までにより算定した単位数の合計

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的
助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（１３）　特定診療費　（※１）

（１４）　認知症専門ケア加算

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（５）　栄養マネジメント加算

（1日につき　１４単位を加算）

（１月につき　　３０単位を加算）

（１月につき　３００単位を加算）

（７）　経口移行加算　（※１） （1日につき　２８単位を加算）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき、３６２単位を算定

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を
算定

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注　外泊時費用

（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

注　他科受診時費用

（４）　退院時
　　　指導等加算
（※１）

（一）　退院時等
　　　指導加算

（３）　初期加算 （1日につき　３０単位を加算）

（６）　低栄養リスク改善加算　（※１）

a　退院前訪問指導加算

b　退院後訪問指導加算

c　退院時指導加算

d　退院時情報提供加算

e　退院前連携加算

（二）　訪問看護指示加算

（８）　経口維持加算（１月につき）　（※１）

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

１月につき　１００単位を加算）

（１日につき　１８単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（１日につき　６単位を加算）

（９）　口腔衛生管理体制加算　（※１）

（1日につき　３単位を加算）

（一）　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（1日につき　４単位を加算）

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

（４００単位）

（５００単位）

（５００単位）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（１０）　口腔衛生管理加算　（※１） （１月につき　　９０単位を加算）

（１１）　療養食加算

（1回につき　６単位を加算（１日に３回を限度））

（１２）　在宅復帰支援機能加算　（※１）

（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（二）　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

（１８） 介護職員処遇改善加算
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　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

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

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の
員数に60/100を乗
じて得た数未満であ
る場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以外
で、医師の数が基準
に定められた医師の
員数に60/100を乗
じて得た数未満であ
る場合

一定の要件を満た
す入院患者の数が
規準に満たない場
合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等ユ
ニットケアにおける体
制が未整備である
場合

身体拘束廃止未実
施減算

要介護１ （ 973 単位） ー97単位
要介護２ （ 1,037 単位） ー104単位
要介護３ （ 1,101 単位） ー110単位
要介護４ （ 1,166 単位） ー117単位
要介護５ （ 1,230 単位） ー123単位
要介護１ （ 1,078 単位） ー108単位
要介護２ （ 1,144 単位） ー114単位
要介護３ （ 1,207 単位） ー121単位
要介護４ （ 1,272 単位） ー127単位
要介護５ （ 1,336 単位） ー134単位
要介護１ （ 917 単位） ー92単位
要介護２ （ 985 単位） ー99単位
要介護３ （ 1,053 単位） ー105単位
要介護４ （ 1,120 単位） ー112単位
要介護５ （ 1,187 単位） ー119単位
要介護１ （ 1,024 単位） ー102単位
要介護２ （ 1,091 単位） ー109単位
要介護３ （ 1,158 単位） ー116単位
要介護４ （ 1,227 単位） ー123単位
要介護５ （ 1,293 単位） ー129単位
要介護１ （ 889 単位） ー89単位
要介護２ （ 956 単位） ー96単位
要介護３ （ 1,021 単位） ー102単位
要介護４ （ 1,086 単位） ー109単位
要介護５ （ 1,152 単位） ー115単位
要介護１ （ 996 単位） ー100単位
要介護２ （ 1,061 単位） ー106単位
要介護３ （ 1,128 単位） ー113単位
要介護４ （ 1,193 単位） ー119単位
要介護５ （ 1,257 単位） ー126単位
要介護１ （ 874 単位） ー87単位
要介護２ （ 938 単位） ー94単位
要介護３ （ 1,003 単位） ー100単位
要介護４ （ 1,067 単位） ー107単位
要介護５ （ 1,132 単位） ー113単位
要介護１ （ 980 単位） ー98単位
要介護２ （ 1,045 単位） ー105単位
要介護３ （ 1,108 単位） ー111単位
要介護４ （ 1,174 単位） ー117単位
要介護５ （ 1,237 単位） ー124単位
要介護１ （ 815 単位） ー82単位
要介護２ （ 879 単位） ー88単位
要介護３ （ 943 単位） ー94単位
要介護４ （ 1,008 単位） ー101単位
要介護５ （ 1,072 単位） ー107単位
要介護１ （ 921 単位） ー92単位
要介護２ （ 985 単位） ー99単位
要介護３ （ 1,050 単位） ー105単位
要介護４ （ 1,114 単位） ー111単位
要介護５ （ 1,178 単位） ー118単位
要介護１ （ 721 単位） ー72単位
要介護２ （ 785 単位） ー79単位
要介護３ （ 850 単位） ー85単位
要介護４ （ 914 単位） ー91単位
要介護５ （ 979 単位） ー98単位
要介護１ （ 828 単位） ー83単位
要介護２ （ 891 単位） ー89単位
要介護３ （ 956 単位） ー96単位
要介護４ （ 1,021 単位） ー102単位
要介護５ （ 1,084 単位） ー108単位
要介護１ （ 1,099 単位） ー110単位
要介護２ （ 1,164 単位） ー116単位
要介護３ （ 1,228 単位） ー123単位
要介護４ （ 1,292 単位） ー129単位
要介護５ （ 1,357 単位） ー136単位
要介護１ （ 1,099 単位） ー110単位
要介護２ （ 1,164 単位） ー116単位
要介護３ （ 1,228 単位） ー123単位
要介護４ （ 1,292 単位） ー129単位
要介護５ （ 1,357 単位） ー136単位
要介護１ （ 1,044 単位） ー104単位
要介護２ （ 1,111 単位） ー111単位
要介護３ （ 1,180 単位） ー118単位
要介護４ （ 1,247 単位） ー125単位
要介護５ （ 1,314 単位） ー131単位
要介護１ （ 1,044 単位） ー104単位
要介護２ （ 1,111 単位） ー111単位
要介護３ （ 1,180 単位） ー118単位
要介護４ （ 1,247 単位） ー125単位
要介護５ （ 1,314 単位） ー131単位

※　一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には、（※１）を適用しない。

（一）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（1月につき　＋所定単位×１５／１０００）

（二）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１１／１０００）

注
所定単位は、（１）から（１６）までにより算定した単位数の合計

（１８）　介護職員等特定処遇改善加算

注
所定単位は、（１）から（１６）までにより算定した単位数の合計

（五）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（1月につき　＋所定単位×２６／１０００）

（1月につき　＋所定単位×１０／１０００）

（１月につき　　９０単位を加算）（１１）　口腔衛生管理加算　（※１）

（１２）　療養食加算

（1回につき　６単位を加算（１日に３回を限度））

（１３）　在宅復帰支援機能加算　（※１）

（１日につき　６単位を加算）

（四）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（1日につき　１０単位を加算）

（１４）  特定診療費　（※１）

（１月につき　３００単位を加算）

（７）　低栄養リスク改善加算　（※１）

（1日につき　２８単位を加算）

（８）　経口移行加算　（※１）

（1日につき　１４単位を加算）

（６）　栄養マネジメント加算

（１日につき　１２単位を加算）

（二）　経口維持加算（Ⅱ）

（１５）　排せつ支援加算　（※１）

（１月につき　１００単位を加算）

（１日につき　１８単位を加算）

（１日につき　６単位を加算）

（４００単位）
c　退院時指導加算

d　退院時情報提供加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（５００単位）
e　退院前連携加算

（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）
（二）　訪問看護指示加算

（一）　経口維持加算（Ⅰ）

（５００単位）

（１７）　介護職員処遇改善加算

（一）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

（二）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（三）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（四）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（三）の８０／１００）

（1月につき　＋（三）の９０／１００）

（１６）　サービス提供体制強化加算

注
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合

注
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

（１月につき　　３０単位を加算）（１０）　口腔衛生管理体制加算　（※１）

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

注
経口維持加算（Ⅰ）を算定していない場合には、算定しない。

（９）　経口維持加算（１月につき）
　　　　（※１）

（４００単位）

　（１００単位）

注　外泊時費用

注　他科受診時費用

（５）　退院時
　　　　指導等加算
　　　　（※１）

（一）　退院時等指導
　　　　加算

a　退院前訪問指導加算

b　退院後訪問指導加算

（1日につき　３０単位を加算）（４）　初期加算

　（入院中1回（又は2回）を限度に、４６０単位を算定）

　（退院後1回を限度に、４６０単位を算定）

（３）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

大
学
病
院
等

（一）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

a　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費（ⅰ）
 　＜ユニット型個室＞

×９７／１００

b　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費（ⅱ）
 　＜ユニット型個室的多床室＞

一
般
病
院

（二）　ユニット型
　　　　認知症疾患型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

a　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費（ⅰ）
 　＜ユニット型個室＞

b　ユニット型認知症疾患型
 　介護療養施設サービス費（ⅱ）
 　＜ユニット型個室的多床室＞

（五）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅴ）

　　　　経過措置型

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（２）　認知症
　　　　疾患型経過型
　　　　介護療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

（一）　認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（Ⅰ）
　　　　＜従来型個室＞

（二）　認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費（Ⅱ）
　　　　＜多床室＞

一
般
病
院

（二）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅱ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜4：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（三）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅲ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜5：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

（四）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅳ）

　　　　看護＜4：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

×７０／１００

×９０／１００

－１２単位

×９０／１００

×９５／１００

b　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅱ）
　　＜多床室＞

×７０／１００ ×９０／１００ ×９０／１００

基本部分

注

（1）　認知症
　　　　疾患型介護
　　　　療養施設
　　　　サービス費
　　　　（１日につき）

大
学
病
院
等

（一）　認知症疾患
　　　　型介護療養施設
　　　　サービス費（Ⅰ）

　　　　看護＜3：1＞
　　　　介護＜6：1＞

a　認知症疾患型介護療養施設
　　サービス費（ⅰ）
　　＜従来型個室＞

×７０／１００

×７０／１００

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
栄養マネジメント加算を算定していない場合及び経口移行加算・経口維持加算を算定している場合は、算定しない。

介護　24


