
介護老人保健施設　うららの里 横浜市　単位単価（円）  　　10.72    

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

897円 976円 1,045円 1,105円 1,164円

（836単位） （910単位） （974単位） （1,030単位） （1,085単位）

845円 897円 963円 1,018円 1,076円

（788単位） （836単位） （898単位） （949単位） （1,003単位）

811円 888円 954円 1,015円 1,076円

（756単位） （828単位） （890単位） （946単位） （1,003単位）

766円 814円 881円 937円 992円

（714単位） （759単位） （821単位） （874単位） （925単位）

26円（24単位）/日

258円（240単位）/日

258円（240単位）/日

82円（76単位）/日

129円（120単位）/日

37円（34単位）/日

50円（46単位）/日

388円（362単位）/日

858円（800単位）/日

1,769円（1,650単位）/日

879円（820単位）/日

172円（160単位）/日

86円（80単位）/日

33円（30単位）/日

215円（200単位）/回

483円（450単位）/回

515円（480単位）/回

429円（400単位）/月

536円（500単位）/回

644円（600単位）/回

429円（400単位）/回

322円（300単位）/回

30円（28単位）/日

429円（400単位）/月

108円（100単位）/月

97円（90単位）/月

118円（110単位）/月

7円（6単位）/食

108円（100単位）/回

258円（240単位）/回

108円（100単位）/回

緊急時治療管理費 556円（518単位）/日

257円（239単位）/日

515円（480単位）/日

215円（200単位）/日

※基本サービス費の在宅強化型・基本型につきましては、変動する場合があります。

<加算>

夜勤職員配置加算 ※夜勤帯の介護職員又は看護職員の配置が基準以上である認知症棟をご利用の場合

短期集中リハビリテーション実施加算 ※3ヶ月間集中的にリハビリテーションを行った場合

入所料金表（1日あたり）　　※１割負担額

介
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基
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費

従来型多床室

在宅強化型

基本型

従来型個室

在宅強化型

基本型

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ※在宅復帰・在宅療養支援等の取り組みが一定要件をクリアした場合のみ

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ※在宅復帰・在宅療養支援等の取り組みが一定要件をクリアした場合のみ

外泊時費用 ※居宅などに外泊した場合、基本サービス費に代えて（月6日を限度）

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
※認知症であると医師が判断し、3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを個別に行った
場合（週3日を限度）

認知症ケア加算 ※認知症棟をご利用の場合

若年性認知症入所者受入加算 ※若年性認知症と診断された方のみ

初期加算 ※入所した日から起算して30日以内の期間のみ

再入所時栄養連携加算（１人につき１回限度）
※退所後に病院等に入院し退院後に二次入所され一次入所とは栄養管理が大きく異なるため当
施設の管理栄養士が病院等の管理栄養士と連携し栄養計画を作成した場合

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）
※退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合（入所中1回を
限度）

外泊時費用（在宅サービスを利用する場合） ※居宅などに外泊し当施設からの在宅サービスを利用した場合（月6日を限度）

ターミナルケ
ア加算

（死亡日）

※医師、看護師、介護職員等が共同して入所者の状態又は家族の求めに応じ随時説明を行い、
同意を得てターミナルケアが行われている場合

（２～３日）

（4～30日）

（31～45日）

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）
※退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、退所後の生活に係
る支援計画を策定した場合（入所中1回を限度）

退所時等支
援等加算

試行的退所時指導加算 ※試行的に自宅へ退所し退所後の療養上の指導を行った場合（月１回を限度）

退所時情報提供加算
※退所後の主治医に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合
（1回を限度）

入退所前連携加算(Ⅰ)
※退所後に利用する居宅介護支援事業者と連携し居宅サービス等の利用方針を定め、入退所
前連携加算(Ⅱ)の要件を満たした場合

入退所前連携加算(Ⅱ)

口腔衛生管理加算

口腔衛生管理加算(Ⅰ)
※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、歯科衛生
士が介護職員に指導・助言等を行った場合

口腔衛生管理加算(Ⅱ)
※口腔衛生管理加算(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労省
に提出し口腔衛生等の管理の実施に必要な情報を活用している場合

療養食加算 ※糖尿病食・腎臓病食・心臓病食・貧血食など療養食を提供した場合

※退所後に利用する居宅介護支援事業者に情報を提供し連携して居宅サービス等の利用に関
する調整を行った場合

訪問看護指示加算 ※退所時に配置医師が訪問看護等に訪問看護指示書等を交付した場合（１回を限度）

経口移行加算
※栄養マネジメント加算を算定しており、経管から経口による食事の摂取を進めるための計画が
作成され、栄養管理・支援が行われた場合

経口維持加算
経口維持加算（Ⅰ）

※摂食機能障害で誤嚥が認められる方に食事の観察・会議を行い、経口による継続的な食事の
摂取を進める計画を作成した場合（6ヶ月以内の期間に月1回を限度）

経口維持加算（Ⅱ）
※経口維持加算（Ⅰ）を算定しており、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事の観
察・会議に医師・歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合

緊急時施設療養費 ※病状が危篤となり救命救急医療が必要となる場合（月1回、連続する3日を限度）

所定疾患施
設療養費

所定疾患施設療養費（Ⅰ）
※肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について投薬、検査、注射、処置等を行った場合（月1回、連
続する7日を限度）

所定疾患施設療養費（Ⅱ）
※上記要件に加え施設医師が感染症対策に関する研修を受講している場合(月1回、連続する
10日を限度)

かかりつけ医
連携薬剤調
整加算

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)
※医師又は薬剤師が関連ガイドライン等を踏まえ高齢者の薬物療法に関する研修を受講し入所
後1か月以内にかかりつけ医に処方内容の変更する可能性のあることついて合意を得て退所後1
か月以内に情報を行った場合

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
※(Ⅰ)を算定し、服薬情報等を厚労省に提出し、必要な情報を活用している場合

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)
※（Ⅰ）（Ⅱ）を算定し、６種類以上の内服薬が処方されており、主治医と施設医師が減少させるこ
とについて合意し１種類以上減少させた場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算
※認知症の行動・心理症状が認められた方について緊急に施設サービスを行った場合
（入所後7日に限り）



376円（350単位）/回

322円（300単位）/回

36円（33単位）/月

4円（3単位）/月

14円（13単位）/月

11円（10単位）/月

16円（15単位）/月

22円（20単位）/月

322円（300単位）/月

43円（40単位）/月

65円（60単位）/月

22円（20単位）/回

7円（6単位）/日

特定単位×3.9%/月

特定単位×1.7%/月

住民税課税世帯の方 510円

特定入所者第3段階の方 370円

特定入所者第2段階の方 370円

住民税課税世帯の方 2,050円

特定入所者第3段階の方 1,310円

特定入所者第2段階の方 490円

1,970円 〔内訳〕朝食540円　昼食750円　夕食680円

①　650円 ②　1,360円

390円

 ＜ その他、ご利用された場合かかる料金 ＞

367円

3,300円 1ヶ月あたり 99,000円

2,750円 １ヶ月あたり 82,500円

1,730円～

100円

実費

10円 1ヶ月あたり 300円

3円 1ヶ月あたり 90円

12円 1ヶ月あたり 360円

7円 1ヶ月あたり 210円

1円 1ヶ月あたり 30円

1,100円

3,300円

5,500円

注１　　料金表は１例です。この限りではありません。
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認知症情報提供加算
※認知症の診断を受けていない方が施設医師から認知症の恐れがあると判断され、施設内で診
断が困難なため他の機関へ診断状況を示す文書を添えて紹介を行った場合

地域連携診療計画情報提供加算
※地域連携診療計画管理料を算定して退院された方に地域連携診療計画に基づき治療等を行
い、病院へ診療情報を文書により提供した場合

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
※リハビリテーション実施計画書を説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、厚労省に
提出し活用した場合

褥瘡マネジメ
ント加算

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
※入所者ごとに入所時の褥瘡リスクを評価し多職種で褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施して
いる場合

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
※(Ⅰ)の算定を満たしており、褥瘡発生リスクある入所等について褥瘡の発生がない場合

排せつ支援
加算

排せつ支援加算(Ⅰ)
※排泄介護の評価を厚労省に情報を提供し活用して、排泄介護の支援計画を作成し支援を継
続している場合(3か月に1回見直す)

排せつ支援加算(Ⅱ)
※(Ⅰ)の算定要件をを満たし、入所時等と比較して排尿、排便の状態の少なくても一方が改善し
悪化がない場合、又はおむつ使用ありから使用なしに改善している場合

排せつ支援加算(Ⅲ)

安全対策体制加算
※外部研修を受けた担当者が配置され、安全策を組織的に実施する体制を整備する場合(入所
時に1回)

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ※総介護職員のうち介護福祉士の割合が60％以上、常勤職員7５%以上、勤続7年以上30%以上

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）に3.9％を乗じた単位数

※(Ⅰ)の算定要件をを満たし、入所時等と比較して排尿、排便の状態の少なくても一方が改善し
悪化がない場合、又はおむつ使用ありから使用なしに改善している場合

自立支援促進加算
※自立支援のために特に必要な医学的評価を行い支援計画等を算定、支援計画に従ったケア
の評価結果を厚労省に提出し、情報を活用した場合

科学的介護
推進体制加
算

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
※ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の心身の状況等に係る基本的な情報を
厚労省に提出している場合

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
※必要に応じてサービス計画を見直す、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の
心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出して活用いる場合

日用品セット（外部委託） （おしぼり・ペーパータオル・口腔ケア用品・ティッシュなど　　個別選択も可能）

個室料

２人部屋料

理美容費 カット、パーマ、カラー、顔剃りなど

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） ※所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）に1.7％を乗じた単位数
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居住費

従来型多床室

従来型個室

食費

住民税課税世帯の方

特定入所者第3段階①・②の方

特定入所者第2段階の方

文書代

入所証明書

健康診断書

　死亡診断書・成年後見診断書

注2　　単位数の計算により多少の誤差が生じる場合がございます。

　      尚、この料金表は令和3年8月1日からの内容です。

教養娯楽費 レクリエーション・行事の材料費　　　※機能訓練によるものは除く

健康管理費 インフルエンザ予防接種・歯科受診代など

電気代

テレビ

CD・ラジオ

電気毛布

電気あんか

電気シェーバー



◎１ヶ月（３０日）のおおよその額　※下段カッコ内は１日のおおよその額

※基本サービス費+初期加算+サービス提供体制強化加算（Ⅲ）+介護職員処遇改善加算（Ⅰ）+介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）+居住費+

食費+日用品セット+個室料または２人部屋料（個室または２人部屋利用の方のみ）+教養娯楽費

※３階　認知症専門棟ご入所の場合は下記金額に夜勤体制加算と認知症ケア加算：約３,４００円/月が加わります。

※３階　認知症専門棟は個室料および２人部屋料は掛かりません。

（円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

259,080 260,609 262,714 264,514 266,246

（8,636） （8,686） （8,757） （8,817） （8,874）

198,894 200,524 202,629 204,361 206,194

（6,630） （6,685） （6,754） （6,812） （6,873）

116,394 118,024 120,129 121,861 123,694

（3,880） （3,935） （4,004） （4,062） （4,123）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

218,582 220,109 222,215 224,015 225,746

（7,286） （7,338） （7,408） （7,467） （7,524）

176,394 178,024 180,130 181,861 183,696

（5,880） （5,935） （6,004） （6,062） （6,124）

93,894 95,524 97,630 99,361 101,196

（3,130） （3,185） （3,254） （3,312） （3,374）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

197,282 198,809 200,915 202,715 204,446

（6,576） （6,628） （6,698） （6,757） （6,814）

155,094 156,724 158,830 160,561 162,396

（5,170） （5,225） （5,294） （5,352） （5,414）

72,594 74,224 76,330 78,061 79,896

（2,420） （2,475） （2,544） （2,602） （2,664）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

164,880 166,409 168,514 170,314 172,046

（5,496） （5,546） （5,617） （5,677） （5,734）

147,300 148,924 151,029 152,761 154,594

（4,910） （4,965） （5,034） （5,092） （5,153）

64,800 66,424 68,529 70,261 72,094

（2,160） （2,215） （2,284） （2,342） （2,403）

従来型個室

２人部屋

多床室

特定入所者
第２段階の方

従来型個室

２人部屋

多床室

基
本
型

住民税
課税世帯の方

従来型個室

２人部屋

多床室

特定入所者
第３段階②の方

従来型個室

２人部屋

多床室

特定入所者
第３段階①の方


