
別紙2（2020年5月1日実施）

＜サービス料金表＞ 単位数×地域加算（10.27）×0.1、0.2、0.3

要介護　１ 822 単位／日 844 円／日 1,688 円／日 2,533 円／日 742 単位／日 762 円／日 1,524 円／日 2,286 円／日

要介護　２ 896 単位／日 920 円／日 1,840 円／日 2,761 円／日 814 単位／日 836 円／日 1,672 円／日 2,508 円／日

要介護　３ 959 単位／日 985 円／日 1,970 円／日 2,955 円／日 876 単位／日 900 円／日 1,799 円／日 2,699 円／日

要介護　４ 1,015 単位／日 1,042 円／日 2,085 円／日 3,127 円／日 932 単位／日 957 円／日 1,914 円／日 2,871 円／日

要介護　５ 1,070 単位／日 1,099 円／日 2,198 円／日 3,297 円／日 988 単位／日 1,015 円／日 2,029 円／日 3,044 円／日

30 単位／日 31 円／日 62 円／日 92 円／日

76 単位／日 78 円／日 156 円／日 234 円／日

518 単位／日 532 円／日 1,064 円／日 1,596 円／日

239 単位／日 245 円／日 491 円／日 736 円／日

480 単位／日 493 円／日 986 円／日 1,479 円／日

240 単位／日 246 円／日 493 円／日 739 円／日

240 単位／日 246 円／日 493 円／日 739 円／日

362 単位／日 372 円／日 744 円／日 1,115 円／日

14 単位／日 14 円／日 29 円／日 43 円／日

300 単位／月 308 円／月 616 円／月 924 円／月

28 単位／日 29 円／日 58 円／日 86 円／日

400 単位／月 411 円／月 822 円／月 1,232 円／月

100 単位／月 103 円／月 205 円／月 308 円／月

30 単位／月 31 円／月 62 円／月 92 円／月

90 単位／月 92 円／月 185 円／月 277 円／月

6 単位／回 6 円／回 12 円／回 18 円／回

450 単位／１回 462 円／１回 924 円／１回 1,386 円／１回

480 単位／１回 493 円／１回 986 円／１回 1,479 円／１回

500 単位／１回 514 円／１回 1,027 円／１回 1,541 円／１回

500 単位／１回 514 円／１回 1,027 円／１回 1,541 円／１回

300 単位／１回 308 円／１回 616 円／１回 924 円／１回

24 単位／日 25 円／日 49 円／日 74 円／日

18 単位／日 18 円／日 37 円／日 55 円／日

400 単位／１回 411 円／１回 822 円／１回 1,232 円／１回

10 単位／月 10 円／月 21 円／月 31 円／月

100 単位／月 103 円／月 205 円／月 308 円／月

160 単位／日 164 円／日 329 円／日 493 円／日

820 単位／日 842 円／日 1,684 円／日 2,526 円／日

1,650 単位／日 1,695 円／日 3,389 円／日 5,084 円／日

身体拘束廃止未実施加算 施設サービス費より10％減算
入所者の生命または身体保護をする為緊急やむを得ない場合を除き身体拘束及び
行動の制限を行った場合

ターミナルケア加算　３ 終末期におけるケア　死亡日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数にサービス別加算（3.9％）を乗じた単位数で算定 サービス内容により金額が変わる

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数にサービス別加算（2.1％）を乗じた単位数で算定 サービス内容により金額が変わる

排せつ支援加算
排泄障害等のため介護を要する入所者に対し、他職種協働で計画を作成し支援した
場合(6ヶ月以内）

ターミナルケア加算　１ 終末期におけるケア　死亡日以前4日以上30日以下

ターミナルケア加算　２ 終末期におけるケア　死亡日以前2日又は3日

再入所時栄養連携加算
入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となるな
ど、施設・病院の管理栄養士同士が連携して栄養管理の調整を行った場合

褥瘡マネジメント加算
褥瘡発生予防のため定期的な褥瘡評価を実施し、計画的な管理をした場合（3ヶ月に
1回を限度）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　 介護職員総数のうち介護福祉士を60％以上配置

訪問看護指示加算 退所時に訪問看護指示書を交付した場合

夜勤職員配置加算 夜間における手厚い職員配置（20：1以上）

退所時情報提供加算 退所後の主治医に対して、文書にて診療状況等を示した場合

退所前連携加算 退所前に在宅担当介護支援専門員へ必要な調整を行った場合

療養食加算 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合（1日に3回限度）

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）
入所前後（入所予定日前30日以内又は入所後7日以内）に訪問し、退所を念頭におい
たサービス計画の策定、診療方針の決定を行った場合

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）
入所前後（入所予定日前30日以内又は入所後7日以内）に訪問し、退所を念頭におい
たサービス計画の策定、診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を
定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合

経口維持加算（Ⅱ）
経口維持加算(Ⅰ)を算定している者であって医師・歯科医師・言語聴覚士が加わって
いる場合

口腔衛生管理体制加算
介護職員に対して歯科医師、歯科助手より口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月
に1回実施している場合

口腔衛生管理加算 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを、月2回以上行った場合

低栄養リスク改善加算
低栄養リスクの高い利用者に対して多職種協働で計画を作成し、食事の観察及び会
議を行った場合（6ヶ月以内）

経口移行加算
経管摂取者に経口摂取を進める為に医師の指示に基づく栄養管理を行う場合（180日
限度）

経口維持加算（Ⅰ）
著しい誤嚥が認められる利用者に対し多職種協働で食事の観察及び会議を行った場
合（6ヶ月以内）

外泊時サービス費 外泊時、所定のサービス費に代えて算定（1ヶ月に6日を限度）

栄養マネジメント加算 多職種協働で栄養ケアマネジメントを行なった場合

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 所定疾患施設療養費Ⅰの要件に医師の研修が必要

短期集中リハビリテーション加算 集中的なリハビリテーションを行った場合（入所3ヶ月以内）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合（週に3日を限
度・入所3ヶ月以内）

3割 内　訳

所定疾患施設療養費（Ⅰ） 該当者　（月に1回・連続する7日を限度、肺炎・尿路感染症・帯状疱疹が対象）

初期加算 入所日より起算し30日以内の期間

認知症ケア加算
日常生活に支障を来たすような症状・行動又は意思疎通の困難さが見られることから
介護を必要とする場合

緊急時治療管理(救命救急医療必要時) 該当者　（月に1回・連続する3日を限度）

特定治療(特別な治療が必要時） （老人医科診療報酬点数×１０円）の１割 該当者

介
護
度

費　用　項　目
（加　算）

単位 1割 2割

入所　

費　用　項　目
（基　本　部　分）

多床室（４人室・２人室）
介護保健施設サービス費(ⅳ)

従来型個室
介護保健施設サービス費(ⅱ)

単位 1割 2割 3割 単位 1割 2割 3割



多床室（４人室・２人室） 従来型個室（一般棟） 従来型個室（認知棟） 内　　　訳

タオルリース代など

外部委託業者

施設内洗濯機使用 コイン式洗濯機

施設内乾燥機使用 コイン式乾燥機

業者委託 1週間に3回業者委託

各種行事参加者

就眠前1回1錠使用

内容により金額設定（入所証明・健康診断
書・保険会社診断書等）

朝食

昼食

夕食

おやつ

看取り期又は看取り期前段階における食材
料費と調理費相当額

550円／日 2,020円／日 2,020円／日 光熱水費及び室料相当額

1,670円／日 10.01㎡、タンス、イス、洗面所、小型冷蔵庫

1,130円／日 8.55㎡、8.51㎡、タンス、イス、洗面所

介護老人保健施設　グリーンビレッジ安行

理美容代 1,840～11,220円／回

費　用　項　目
（保　険　外）

日用品費 350円／日

洗
濯
代

200円／回

100円／回

5,240円／月(2,620円／半月）

特別行事費 実費／回

ポリデント入れ歯洗浄剤 10円／錠

文書料 220～11,000円／通

食
費

460円／回

居住費

特別な室料（１人室）

特別な室料（２人室）

食材料費と調理費相当額

630円／回

560円／回

150円／回

看取り食費 Aパターン：1,200円／日　・　Bパターン：850円／日



別紙2（2020年12月1日実施）

＜サービス料金表＞ 単位数×地域加算（10.27）×0.1、0.2、0.3

要介護　１ 781 単位／日 802 円／日 1,604 円／日 2,406 円／日

要介護　２ 826 単位／日 848 円／日 1,697 円／日 2,545 円／日

要介護　３ 888 単位／日 912 円／日 1,824 円／日 2,736 円／日

要介護　４ 941 単位／日 966 円／日 1,933 円／日 2,899 円／日

要介護　５ 993 単位／日 1,020 円／日 2,040 円／日 3,059 円／日

30 単位／日 31 円／日 62 円／日 92 円／日

518 単位／日 532 円／日 1,064 円／日 1,596 円／日

239 単位／日 245 円／日 491 円／日 736 円／日

480 単位／日 493 円／日 986 円／日 1,479 円／日

240 単位／日 246 円／日 493 円／日 739 円／日

240 単位／日 246 円／日 493 円／日 739 円／日

120 単位／日 123 円／日 246 円／日 370 円／日

362 単位／日 372 円／日 744 円／日 1,115 円／日

14 単位／日 14 円／日 29 円／日 43 円／日

300 単位／月 308 円／月 616 円／月 924 円／月

28 単位／日 29 円／日 58 円／日 86 円／日

400 単位／月 411 円／月 822 円／月 1,232 円／月

100 単位／月 103 円／月 205 円／月 308 円／月

30 単位／月 31 円／月 62 円／月 92 円／月

90 単位／月 92 円／月 185 円／月 277 円／月

6 単位／回 6 円／回 12 円／回 18 円／回

450 単位／１回 462 円／１回 924 円／１回 1,386 円／１回

480 単位／１回 493 円／１回 986 円／１回 1,479 円／１回

400 単位／１回 411 円／１回 822 円／１回 1,232 円／１回

500 単位／１回 514 円／１回 1,027 円／１回 1,541 円／１回

500 単位／１回 514 円／１回 1,027 円／１回 1,541 円／１回

300 単位／１回 308 円／１回 616 円／１回 924 円／１回

24 単位／日 25 円／日 49 円／日 74 円／日

6 単位／日 6 円／日 12 円／日 18 円／日

400 単位／１回 411 円／１回 822 円／１回 1,232 円／１回

10 単位／月 10 円／月 21 円／月 31 円／月

100 単位／月 103 円／月 205 円／月 308 円／月

160 単位／日 164 円／日 329 円／日 493 円／日

820 単位／日 842 円／日 1,684 円／日 2,526 円／日

1,650 単位／日 1,695 円／日 3,389 円／日 5,084 円／日

身体拘束廃止未実施減算 施設サービス費より10％減算
入所者の生命または身体保護をする為緊急やむを得ない場合を除き身
体拘束及び行動の制限を行った場合

ターミナルケア加算　３ 終末期におけるケア　死亡日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数にサービス別加算（3.9％）を乗じた単位数で算定 サービス内容により金額が変わる

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数にサービス別加算（1.7％）を乗じた単位数で算定 サービス内容により金額が変わる

終末期におけるケア　死亡日以前4日以上30日以下

ターミナルケア加算　２ 終末期におけるケア　死亡日以前2日又は3日

再入所時栄養連携加算
入所者が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必
要となるなど、施設・病院の管理栄養士同士が連携して栄養管理の調整
を行った場合

褥瘡マネジメント加算
褥瘡発生予防のため定期的な褥瘡評価を実施し、計画的な管理をした場
合（3ヶ月に1回を限度）

排せつ支援加算
排泄障害等のため介護を要する入所者に対し、他職種協働で計画を作成
し支援した場合(6ヶ月以内）

ターミナルケア加算　１

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　
サービスを直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上のものの
占める割合が30/100以上

訪問看護指示加算 退所時に訪問看護指示書を交付した場合

夜勤職員配置加算 夜間における手厚い職員配置（20：1以上）

退所時情報提供加算 退所後の主治医に対して、文書にて診療状況等を示した場合

退所前連携加算 退所前に在宅担当介護支援専門員へ必要な調整を行った場合

療養食加算 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合（1日に3回限度）

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）
入所前後（入所予定日前30日以内又は入所後7日以内）に訪問し、退所を
念頭においたサービス計画の策定、診療方針の決定を行った場合

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

入所前後（入所予定日前30日以内又は入所後7日以内）に訪問し、退所を
念頭においたサービス計画の策定、診療方針の決定にあたり、生活機能
の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を
策定した場合

試行的退所時指導加算

経口維持加算（Ⅱ）
経口維持加算(Ⅰ)を算定している者であって医師・歯科医師・言語聴覚士
が加わっている場合

口腔衛生管理体制加算
介護職員に対して歯科医師、歯科助手より口腔ケアに係る技術的助言及
び指導を月に1回実施している場合

口腔衛生管理加算
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを、月2回以上行った場
合

低栄養リスク改善加算
低栄養リスクの高い利用者に対して多職種協働で計画を作成し、食事の
観察及び会議を行った場合（6ヶ月以内）

経口移行加算
経管摂取者に経口摂取を進める為に医師の指示に基づく栄養管理を行う
場合（180日限度）

経口維持加算（Ⅰ）
著しい誤嚥が認められる利用者に対し多職種協働で食事の観察及び会
議を行った場合（6ヶ月以内）

外泊時サービス費 外泊時、所定のサービス費に代えて算定（1ヶ月に6日を限度）

栄養マネジメント加算 多職種協働で栄養ケアマネジメントを行なった場合

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 所定疾患施設療養費Ⅰの要件に医師の研修が必要

短期集中リハビリテーション加算 集中的なリハビリテーションを行った場合（入所3ヶ月以内）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合
（週に3日を限度・入所3ヶ月以内）

若年性認知症受入加算
若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該
利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う

3割 内　訳

所定疾患施設療養費（Ⅰ）
該当者　（月に1回・連続する7日を限度、肺炎・尿路感染症・帯状疱疹が
対象）

初期加算 入所日より起算し30日以内の期間

緊急時治療管理(救命救急医療必要時) 該当者　（月に1回・連続する3日を限度）

特定治療(特別な治療が必要時） （老人医科診療報酬点数×１０円）の１割 該当者

介
護
度

費　用　項　目
（加　算）

単位 1割 2割

入所　

費　用　項　目
（基　本　部　分）

ユニット型個室（Ⅰ）
介護保健施設サービス費(ⅰ)

単位 1割 2割 3割



ユニット型個室 内　　　訳

350円／日 タオルリース代など

1,840～11,220円／回 外部委託業者

施設内洗濯機使用 200円／回 コイン式洗濯機

施設内乾燥機使用 100円／回 コイン式乾燥機

業者委託 5,240円／月(2,620円／半月） 1週間に3回業者委託

実費／回 各種行事参加者

10円／錠 就眠前1回1錠使用

220～11,000円／通
内容により金額設定（入所証明・健康診断
書・保険会社診断書等）

朝食 460円／回

昼食 630円／回

夕食 560円／回

おやつ 150円／回

Aパターン：1,200円／日　・　Bパターン：850円／日
看取り期又は看取り期前段階における食材
料費と調理費相当額

2,020円／日 光熱水費及び室料相当額

1,670円／日 10.01㎡、タンス、イス、洗面所、小型冷蔵庫

介護老人保健施設　グリーンビレッジ安行

理美容代

費　用　項　目
（保　険　外）

日用品費

洗
濯
代

特別行事費

居住費

特別な室料（１人室）

食材料費と調理費相当額

看取り食費

ポリデント入れ歯洗浄剤

文書料

食
費
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