
料	 	 金	 	 表	 	 	 	 	 	 	 	 平成 27 年 4 月 1 日

改訂	 

《ユニット型介護老人福祉施設》	 

｛長期入所｝	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ユニット型特別養護老人ホームつつじ苑	 

☆ユニット型個室（１人部屋）基本利用料（１日あたり）※自己負担額	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 単

位：円	 

要介護度 介護料 居住費 食費 個室利用者合計 

1 625 

一日あたり   

1,970 

一日あたり  

1,490 

4,085 

2 691 4,151 

3 762 4,222 

4 828 4,288 

5 894 4,354 

※食費については、負担限度額認定を受けている場合は認定証に記載してある負担限度額とします。	 

 

☆加算利用料（要介護度に関係なく１日あたり ）※施設の体制により上記基本利用料に加えて算定を致します。 

加算項目	 
単価

（円）	 
備	 	 	 考	 

日常生活継続支援加算（Ⅱ）	 46	 
新規入所者総数のうち、要介護４・５の割合７０％以上	 

入所者数に対し介護福祉士を１：６以上配置している場合	 

精神科医療養指導加算	 5	 精神科を担当する医師に療養指導が月 2回以上行われている場合	 

看護体制加算Ⅰ	 4	 常勤の看護師を 1名以上配置している場合	 

看護体制加算Ⅱ	 8	 
入所者数に対して置くべき看護職員数より 1名多く配置した場合。病院、診療所若しくは

訪看看護職員との連携により 24 時間の連絡体制を確保している場合	 

栄養ケアマネジメント加算	 14	 常勤の管理栄養士を配置し、他職種共同により栄養ケア計画を作成している場合	 

個別機能訓練加算	 12	 機能訓練指導員等を配置し、他職種共同により個別機能訓練計画を作成している場合	 

夜間職員配置加算Ⅱイ	 27	 全員に加算	 夜勤時間帯職員を基準人数より 1名多く配置	 

口腔衛生管理体制加算	 30	 
１月につき１

回加算	 

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	 

認知症専門ケア加算Ⅰ	 3	 
いづれか１つ

を全員に加算	 

①入所者の総数のうち認知症の割合が 2 分の 1 以上	 ②認知症

介護実践ﾘｰﾀﾞｰ研修修了者 2名以上配置	 

認知症専門ケア加算Ⅱ	 4	 
いづれか１つ

を全員に加算	 
上記に加え、認知症介護指導者研修修了者を基準より 1名多く配置	 

サービス提供体制強化加算Ⅰイ	 18	 いづれか１つ

を全員に加算	 

※日常生活継

続支援加算を

算定時は取れ

ない	 

介護職員の総数の内、介護福祉士の占める割合が 60％以上	 

サービス提供体制強化加算Ⅰロ	 12	 介護職員の総数の内、介護福祉士の占める割合が 50％以上	 

サービス提供体制強化加算Ⅱ	 6	 看護・介護職員の総数の内、常勤職員の占める割合が 75％以上	 

サービス提供体制強化加算Ⅲ	 6	 
入所者に直接サービス提供する職員の総数の内、勤続年数 3 年

以上の占める割合 30％以上	 

在宅復帰支援機能加算	 10	 

右に該当した

場合は全員に

加算（対象期間

のみ）	 

月前 6 ヶ月間において退所した方の総数のうち当該期間内に退

所し、在宅において介護を受けることとなった方の数が占める

割合が 2割を超えていた場合	 

介護職員処遇改善加算Ⅰ	 基本単価＋加算単価に 5.9％加算	 

いづれか１つ加算	 
介護職員処遇改善加算Ⅱ	 基本単価＋加算単価に 3.9％加算	 

介護職員処遇改善加算Ⅲ	 Ⅰにより算定した額の 0.9％加算	 

介護職員処遇改善加算Ⅳ	 Ⅰにより算定した額の 0.8％加算	 

☆その他の加算（下記加算対象となった場合には、上記金額に加えて算定を致します）	 

加算項目	 
単価

（円）	 
備	 	 	 考	 

経口移行加算	 28	 
対象者に加算（原則

180 日限度、医師の指

示で継続加算）	 

経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合	 

経口維持加算Ⅰ	 400	 
対象者に加算（原則 6

月以内の期間に限

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に対して、医師又は歯科

医師の指示に基づき、医師、看護師、管理栄養士、他の職種の者が



り、１月につき医師

の指示で継続加算）	 
共同して観察及び会議等を行い入所者ごとに、経口摂取を維持する

ための経口維持計画を作成した場合	 

経口維持加算Ⅱ	 100	 
対象者１月につき加

算（医師の指示で継

続加算）	 

経口維持加算Ⅰを算定している場合であって、入所者の経口による

継続的な食事の摂取を支援するため食事の観察及び会議等に医師、

歯科医師等が加わった場合	 

口腔衛生管理加算	 110	 
対象者に対し	 

1 回	 

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

４回以上行った場合（口腔機能維持管理体制加算を算定していない

場合は算定しない。	 

看取り介護加算	 

	 

144	 
退所後に請求致

します。	 
	 

看取り介護の体制が出来ていて、当該施設・在宅死の場合（死亡日

以前 4日以上 30 日以下）	 

680	 
看取り介護の体制が出来ていて、他施設・医療機関死の場合（死亡

日の前日、前々日）	 

1280	 看取り介護の体制が出来ていて、当該施設・在宅死の場合（死亡日）	 

療養食加算	 18	 提供した方のみ加算	 療養食を提供した場合	 

退所前後訪問相談援助加算	 460	 
対象者に対し	 

各 1 回	 

在宅や他の介護福祉施設等における居宅サービス等や生活に向け

た訪問相談援助を行った場合	 

退所時相談援助加算	 400	 
対象者に対し	 

1 回	 

市町村や支援センター等に対して情報提供し、居宅サービス等の相

談援助を行った場合	 

退所前連携加算	 500	 
対象者に対し	 

1 回	 

指定居宅介護支援事業者と連携して居宅サービス等に関する調整

を行った場合	 

外泊時費用	 246	 
対象者に対し	 

月 6 日間限度	 

病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場合（月 6回限

度）	 

初期加算	 30	 
対象者に対し	 

30 日間限度	 

初期加算（入所日から 30 日以内の期間。30 日以上の入院後の再入

所も同様）	 

若年性認知症入所者受入加算	 120	 対象者に加算	 
受入れた若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を決めているこ

と	 

認知症行動・心理症状	 	 	 

緊急対応加算	 
200	 対象者に加算	 医師が在宅での生活困難で緊急入所が適当と認めた場合	 

在宅・入所相互利用加算	 40	 対象者に加算	 
在宅生活を継続する観点から複数の者であらかじめ在宅期間及び

入所期間を定めて、当該施設の居室を計画的に利用している場合	 

・その他特別な食事の提供・日常生活費・理美容・レクレーション行事等・利用者が負担することが適当なものにつ

いては、実費相当額を負担していただきます。	 

☆その他利用料金（要介護度に関係なく）	 

預かり金管理料（月額）	 

小口現金のみ	 ５００円	 年金等出納管理	 	 １，５００円	 

・生保、無年金者については、預かり金管理料を免除します。	 	 	 	 	 	 	 	 

入院・外泊の期間中においても居室が当該入居者のために確保されている場合

は、居住費をご負担して頂きます。	 

（実費）1 日あたり	 

	 	 	 	 	 １，９７０円	 

	 

※詳細は担当者へご確認ください。	 


