
施設入所支援

定員40人以下 区分６ 458 単位 定員40人以下 区分６ 455 単位

区分５ 386 単位 区分５ 384 単位

区分４ 311 単位 区分４ 309 単位

区分３ 235 単位 区分３ 233 単位

区分２以下 170 単位 区分２以下 169 単位

定員41人以上60人以下 区分６ 359 単位 定員41人以上60人以下 区分６ 357 単位

区分５ 300 単位 区分５ 298 単位

区分４ 238 単位 区分４ 236 単位

区分３ 187 単位 区分３ 186 単位

区分２以下 148 単位 区分２以下 147 単位

定員61人以上80人以下 区分６ 298 単位 定員61人以上80人以下 区分６ 296 単位

区分５ 250 単位 区分５ 248 単位

区分４ 200 単位 区分４ 199 単位

区分３ 164 単位 区分３ 163 単位

区分２以下 134 単位 区分２以下 133 単位

定員81人以上 区分６ 272 単位 定員81人以上 区分６ 270 単位

区分５ 225 単位 区分５ 224 単位

区分４ 180 単位 区分４ 179 単位

区分３ 148 単位 区分３ 147 単位

区分２以下 127 単位 区分２以下 126 単位

旧単価令和元年１０月報酬単価
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施設入所支援

地方公共団体の指定障害者支援施設 96.5 % 地方公共団体の指定障害者支援施設 96.5 %

定員超過利用減算 70 % 定員超過利用減算 70 %

従業員欠如減算 95 % 従業員欠如減算 95 %

施設入所支援計画未作成減算 施設入所支援計画未作成減算

減算が適用される月から２月目まで 70 % 減算が適用される月から２月目まで 70 %

３月以上連続して減算の場合 50 % ３月以上連続して減算の場合 50 %

栄養士非常勤減算 栄養士非常勤減算

定員40人以下 12 単位 定員40人以下 12 単位

定員41人以上60人以下 10 単位 定員41人以上60人以下 10 単位

定員61人以上80人以下 7 単位 定員61人以上80人以下 7 単位

定員81人以上 6 単位 定員81人以上 6 単位

栄養士未配置減算 栄養士未配置減算

定員40人以下 27 単位 定員40人以下 27 単位

定員41人以上60人以下 22 単位 定員41人以上60人以下 22 単位

定員61人以上80人以下 15 単位 定員61人以上80人以下 15 単位

定員81人以上 12 単位 定員81人以上 12 単位

身体拘束廃止未実施減算 5 単位 身体拘束廃止未実施減算 5 単位

夜勤職員配置体制加算 夜勤職員配置体制加算

定員21人以上40人以下 60 単位 定員21人以上40人以下 60 単位

定員41人以上60人以下 48 単位 定員41人以上60人以下 48 単位

定員61人以上 39 単位 定員61人以上 39 単位

※地方公共団体の指定障害者支援施設 96.5 % ※地方公共団体の指定障害者支援施設 96.5 %

旧単価令和元年１０月報酬単価
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施設入所支援
旧単価令和元年１０月報酬単価

重度障害者支援加算（Ⅰ） 28 単位 重度障害者支援加算（Ⅰ） 28 単位

重度障害者支援加算（Ⅱ） 重度障害者支援加算（Ⅱ）

体制を整えた場合 7 単位 体制を整えた場合 7 単位

夜間支援をおこなった場合 180 単位 夜間支援をおこなった場合 180 単位

夜間看護体制加算 60 単位 夜間看護体制加算 60 単位

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41 単位 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41 単位

入院時支援特別加算 30 単位 入院時支援特別加算 30 単位

入院・外泊時加算（Ⅰ） 入院・外泊時加算（Ⅰ）

定員60人以上 320 単位 定員60人以上 320 単位

定員61人以上80人以下 272 単位 定員61人以上80人以下 272 単位

定員81人以上 247 単位 定員81人以上 247 単位

入院・外泊時加算（Ⅱ） 入院・外泊時加算（Ⅱ）

定員60人以上 191 単位 定員60人以上 191 単位

定員61人以上80人以下 162 単位 定員61人以上80人以下 162 単位

定員81人以上 147 単位 定員81人以上 147 単位

入院時支援特別加算 入院時支援特別加算

8日を超える入院期間が4日未満 561 単位 8日を超える入院期間が4日未満 561 単位

8日を超える入院期間が4日以上 1122 単位 8日を超える入院期間が4日以上 1122 単位
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施設入所支援
旧単価令和元年１０月報酬単価

地域移行加算 500 単位 地域移行加算 500 単位

体験宿泊支援加算 120 単位 体験宿泊支援加算 120 単位

地域生活移行個別支援特別加算（Ⅰ） 12 単位 地域生活移行個別支援特別加算（Ⅰ） 12 単位

地域生活移行個別支援特別加算（Ⅱ） 306 単位 地域生活移行個別支援特別加算（Ⅱ） 306 単位

栄養マネジメント加算 12 単位 栄養マネジメント加算 12 単位

経口移行加算 28 単位 経口移行加算 28 単位

経口維持加算（Ⅰ） 28 単位 経口維持加算（Ⅰ） 28 単位

経口維持加算（Ⅱ） 5 単位 経口維持加算（Ⅱ） 5 単位

療養食加算 23 単位 療養食加算 23 単位

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 6.9 % 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 6.9 %

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 5.0 % 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 5.0 %

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2.8 % 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2.8 %

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (Ⅲ)の90% 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (Ⅲ)の90%

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (Ⅲ)の80% 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (Ⅲ)の80%

※（Ⅳ）と（Ⅴ）は将来的に廃止 ※（Ⅳ）と（Ⅴ）は将来的に廃止

福祉・介護職員処遇改善特別加算 0.9 % 福祉・介護職員処遇改善特別加算 0.9 %

福祉・介護職員等特定処遇改善特別加算 1.9 % 新設

かんたん請求ソフト 4／4 平成30年2月18日


