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特別養護老人ホーム 岡山シルバーセンター 

ご利用料金表 

＜サービス利用料金＞ 

１．介護福祉施設サービス費（１単位＝10.14円） 

要介護度 サービス費・単位/日 

要介護１ ５７３単位/日 

要介護２ ６４１単位/日 

要介護３ ７１２単位/日 

要介護４ ７８０単位/日 

要介護５ ８４７単位/日 

２．その他の加算項目（１単位＝10.14円） 

※ご利用時の状況及び施設の職員体制に応じて加算されます。 

加算項目 サービス費・単位 算定要件 

初期加算 ３０単位/日 入所日から３０日以内の期間。３０日を超える入院後の再入所も含む 

安全対策体制加算 
２０単位 

（入所時） 

施設内に安全対策委員会を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整

備されている 

個別機能訓練加算

(Ⅰ) 
１２単位/日 

専任の機能訓練指導員を配置し、個別に機能訓練計画を作成・実施を行う場

合 

個別機能訓練加算

(Ⅱ) 
２０単位/月 

「個別機能訓練加算(Ⅰ)」の要件に加え、個別機能訓練計画の内容等の情報

を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たり、それらの必要な情報を活用

していること 

外泊時費用 ２４６単位/日 
２泊３日以上の入院・外泊をした場合に施設サービス費に代えて１ｹ月に６日を

限度として算定。ただし月をまたがる場合は、最大で連続１２日分まで算定する 

退所前訪問相談援助

加算 
４６０単位/回 施設退所の前に、在宅を訪問して療養上の指導を行う場合 

退所後訪問相談援助

加算 
４６０単位/回 

施設退所の後に、在宅を訪問して療養上の指導を行う場合 

 

退所時相談援助加算 ４００単位/回 施設を退所して在宅に帰る時に、在宅生活に必要な援助を行う場合 

退所前連携加算 ５００単位/回 施設退所に先立って、退所後のｻｰﾋﾞｽ利用の調整・連携を行う場合 

在宅復帰支援機能加

算 
１０単位/日 

退所後の居宅サービスの利用調整について、ご家族や事業者と連絡調整を行

った場合 

在宅・入所相互利用加

算 
４０単位/日 

同一の居室を複数のご利用者により、在宅と交互に利用するように計画した場

合 

看取り介護加算 ７２単位/日 
ご利用者・ご家族の同意の下、多職種連携で施設での看取りを行った場合 

（死亡日４５日前～３１日前） 
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１４４単位/日 〃（死亡日３０日前～４日前） 

６８０単位/日 〃（死亡日前々日、前日） 

１２８０単位/日 〃（死亡日） 

日常生活継続支援加

算 

３６単位/日 
要介護４～５の割合が７０％以上、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が６

５％以上、経管栄養や口腔内のたんの吸引を必要とするご利用者が１５％以上

のいずれかであり、ご利用者の数が６又はその端数を増やすごとに介護福祉士

を１以上配置している場合 

夜勤職員配置加算

（Ⅲ） 
２８単位/日 

夜勤を行う介護・看護職員の数が最低基準を１人以上上回っており、喀痰吸引

業務登録を受けた職員を配置している場合 

看護体制加算（Ⅰ） ６単位/日 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） １３単位/日 
ご利用者数が２５又はその端数を増すごとに看護職員を１名以上配置、かつ最

低基準を１人以上上回って看護職員を配置しており、２４時間の連絡体制を確

保している場合 

若年性認知症入所者

受入加算 
１２０単位/日 

６５歳未満の若年性認知症患者を受け入れ、ご利用者・ご家族の希望を踏まえ

た介護サービスを提供した場合 

認知症行動・心理症状

緊急対応加算 

２００単位/日 
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であ

り、緊急に福祉施設サービスを行う必要があると判断した者に対して、介護福祉

施設サービスを行った場合（入所した日から起算して７日を限度として算定可

能） 

排せつ支援加算（Ⅰ） 

１０単位/月 
排泄に介護を要する利用者のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって

排泄にかかる要介護状態を軽減できると医師、または適宜医師と連携した看護

師が判断し、利用者もそれを希望する際に、多職種が排泄にかかる各種ガイド

ライン等を参考として、排泄に介護を要する原因等についての分析、分析結果

を踏まえた支援計画の作成及びそれに基づく支援を実施した場合 

排せつ支援加算（Ⅱ） 
１５単位/月 

（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、

要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・

排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又は

おむつ使用ありから使用なしに改善していること 

排せつ支援加算（Ⅲ） 
２０単位/月 

（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、

要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・

排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつ、

おむつ使用ありから使用なしに改善していること 

褥瘡マネジメント加算

（Ⅰ） 

３単位/月 
入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度におけるサービ

スの質の評価に関する調査研究事業」において明らかになったモニタリング指標

を用いて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも３月に 1 回、評価を行い、

その評価結果を提出する。関連職種の者が共同して、入所者ごとに褥瘡管理に

関する褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施、3 月に１回、褥瘡ケア計画の

見直しを行った場合 

褥瘡マネジメント加算

（Ⅱ） 
１３単位/月 

（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結

果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のない

こと 

認知症専門ケア加算

（Ⅰ） 

３単位/日 
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方が、ご利用者の１/２以上であり、認知症介

護実践リーダー研修修了者を認知症日常生活自立度Ⅲ以上のご利用者が２０

人未満の場合は１名以上配置し、２０人以上の場合は１０又はその端数を増す

ごとに１名以上配置し、かつ技術的指導会議を定期的に実施した場合 

認知症専門ケア加算

（Ⅱ） 
４単位/日 

認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、認知症介護指導者研修終了者を１名

以上配置し、介護・看護職員ごとの研修計画を作成・実施した場合 
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サービス提供体制強化

加算（Ⅰ） 

２２単位/日 
サービスの質の向上に資する取り組みを実施し、以下のいずれかに該当する場

合 

・介護福祉士を８０％以上配置 

・勤続１０年以上の介護福祉士を３５％以上配置 

サービス提供体制強化

加算（Ⅱ） 
１８単位/日 介護福祉士を６０％以上配置した場合 

サービス提供体制強化

加算（Ⅲ） 

６単位/日 
以下のいずれかに該当する場合 

・介護福祉士を５０％以上配置 

・常勤職員を７５％以上配置 

・勤続７年以上の職員を３０％以上配置 

科学的介護推進体制

加算（Ⅰ） 
４０単位/月 

入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等、心身の状況に

係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に当たって、必要な情

報を有効に活用していること 

科学的介護推進体制

加算（Ⅱ） 
５０単位/月 

（Ⅰ）の要件に加えて疾病の状況や服薬等の情報を厚生労働省に提出している

こと 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） ３０単位/月 
利用者全員のＡＤＬ値を測定し、毎月厚生労働省に情報を提出しており、評価

対象利用者の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が１以上であること 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） ６０単位/月 
(Ⅰ)の要件を満たし、評価対象利用者の調整済ＡＤＬ利得を平均して得た値が

２以上であること 

生活機能向上連携加

算（Ⅰ） 

１００単位/３か月

ごと 

訪問リハビリ、通所リハビリ、リハビリを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士・医師からの専門的な助言を受けることができる体制を構築し、その

上で機能訓練指導員等が生活機能向上を目的とした個別機能訓練計画を作

成等すること 

生活機能向上連携加

算（Ⅱ） 

２００単位/月 
訪問リハビリ、通所リハビリ、リハビリを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士・医師が加算を算定する施設に訪問し、施設の職員と共同でアセス

メントを行い、個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、多職種共同で

機能訓練を実施すること 

自立支援促進加算 

３００単位/月 
医師が入所者ごとに、自立支援に必要な医学的評価を入所時に行い、６月に１

回は評価を見直し、自立支援に係る計画の策定に参加する。その内、特に対応

が必要とされた人ごとに多職種共同で支援計画を策定し、計画に沿ったケアを

実施する。支援計画は３月に１回、入所者ごとに見直す。医師の評価の結果等

を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実

施のために必要な情報を活用する 

３．食事に関する介護サービス費 

加算項目 サービス費・単位 算定要件 

栄養マネジメント強化加

算 

11単位/日 低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種共同で作成した計画書に従い、食

事の観察を週に３回以上行い、個々の食事調整を行う場合。加えて、栄養状態

等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理に必要な情報を活用していること 

経口移行加算 28単位/日 経管栄養から経口摂取を進めるための栄養管理を行う場合 

経口維持加算（Ⅰ） 400単位/月 経口摂取を維持していくための栄養管理等を行う場合 

経口維持加算（Ⅱ） 100単位/月 経口摂取を維持していくための栄養管理等を行う場合 

再入所時栄養連携加

算 

200単位/人 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った場合

であって、管理栄養士が医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄

養管理について医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作

成し、再入所した場合 

療養食加算 6単位/回 医師の処方箋に基づき療養食（糖尿病食、腎臓病食など）を提供した場合 

口腔衛生管理加算

(Ⅰ) 

90単位/月 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、介護職員に対し技術的助言及び指導等を行うこと 
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口腔衛生管理加算

(Ⅱ) 

110単位/月 
(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働

省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たり必要な情報を活用していること 

４．介護職員等の処遇改善に関する加算 

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ） 

厚生労働省が定めるキャリアパスの一定要件をクリアし、介護職員の処遇改善を実施することで

算定が可能。 

【介護職員処遇改善加算の単位数の計算方法】 

（基本単位＋各種加算の合計）×8.3%＝介護職員処遇改善加算単位数 

（1単位未満の端数は四捨五入） 

介護職員等特定処遇改

善加算（Ⅰ） 

技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、既存の処遇改善加算に上乗せする形で介護

報酬が加算される。 

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行

っていること 

【介護職員等特定処遇改善加算の単位数の計算方法】 

（基本単位＋各種加算の合計）×2.7%＝介護職員等特定処遇改善加算単位数 

（1単位未満の端数は四捨五入） 

※１～４については、利用者負担割合が異なります。利用時には「介護保険負担割合証」をご提示ください。 

５．食費（食材料費＋調理コスト） 

食費自己負担額（税込） １,６００円／日 

６．居住費（光熱水費＋室料） 

多床室（２人部屋以上）（税込） １,０００円／日 

従来型個室（税込） １,２００円／日 

「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、５．及び６．については以下の負担となります。 

 居住費 
食費 

多床室 従来型個室 

利用者負担第１段階 ０円/日 ３２０円/日 ３００円/日 

利用者負担第２段階 ３７０円/日 ４２０円/日 ３９０円/日 

利用者負担第３段階 ３７０円/日 ８２０円/日 ６５０円/日 

 

＜介護保険給付外サービス（法定外給付サービス）＞ 

サービスの種別 内          容 自己負担額 

理   髪 

・毎月１回（第１水曜日）、ビューティーサポート岡山 

・毎月１回（第２月曜日）、高松地区理容組合 

の出張サービスをご利用いただけます。 

必要とする実費をご負担いただきま

す 

日常生活品の 

購 入 代 行 

・ご希望により、衣服、スリッパ、歯ブラシ等の必要と思われる日用品

等の購入の代行をさせていただきます。 

・当施設と「預かり金銭等管理委託契約」を締結されている方は、預り

金から支払いを行いますが、金銭管理サービスをご利用いただい

ていない方は、やむを得ない場合を除き、予め購入代金を添えて

お申し込み下さい。 

（申込窓口：事務員 秋山 和雄） 

必要とする実費をご負担いただきま

す 

https://pro.kao.com/jp/medical-kaigo/glossary/k/013/
https://pro.kao.com/jp/medical-kaigo/glossary/k/013/
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金 銭 管 理 

・ご利用者及びご家族が希望する場合は、「預かり金銭等管理規定」

に基づき、施設に金銭等の管理を委託することができます。 

・管理する形態：指定の金融機関の預金通帳に預け入れたものを施

設で管理します。 

・お預かりする物：上記通帳と通帳印（原則として１つ）。 

・保管場所：通帳及び印鑑は施設金庫にて厳重に保管致します。 

・保管管理者：部長 西山 美穂 

・出納方法：「預り金銭等管理規定」に基づきます。 

無料 

予 防 接 種 
・インフルエンザワクチン等、ご利用者及びご家族が希望された場合

に予防接種を行います。 
医療機関が定めた費用 

特 別 な 室 料 
・個室を希望された場合には別途、室料がかかります。 

（※入院・外泊中もご負担頂きます。） 

トイレ付個室：１，５００円／日 

個室：１，０００円／日 

特 別 な 食 費 ・ご希望に基づくメニュー、食材を提供した場合。 実費／食 

入 院 ・ 通 院 

・当施設の嘱託医師による健康管理や療養指導は介護保険給付サ

ービスに含まれていますが、投薬や検査を含むこれ以外の医療に

つきましては医療機関への入院・通院により対応します。 

・ご利用者が入院中、ご利用いただいている居室について、やむを得

ず短期入所生活介護サービス利用希望者がその居室を使用する

必要がある場合には、一時的にこれを使用させていただく場合があ

ります。なお、その際には、現にご利用いただいているご利用者の

所有物については、これを適正に管理させていただきます。 

医療保険の適用により所定の費用

を別途自己負担をいただきます 

文 書 料 ・医療費控除の証明書など １，０００円/１通 

そ の 他 
・ご利用者及びご家族等が希望される上記以外のサービスを利用す

る場合は、実費相当額をご負担いただきます 
実費 

 


