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◎第 2 章　健康づくり対策

p.70

食育推進基本計画
　令和 3年 3月 31日に農林水産省より，「第 4次食育推進基本計画」が公表された。国

民の健全な食生活の実現と，環境や食文化を意識した持続可能な社会の実現のために，

SDGs の考え方を踏まえながら，多様な関係者が相互の理解を深め，連携・協働し，国民

運動として食育を推進することとしている。

●第 4次食育推進基本計画の概要

　国民の健康や食を取り巻く環境の変化，社会のデジタル化など，食育をめぐる状況を

踏まえ，第 4次食育推進基本計画では，基本的な方針として以下の 3つを重点事項と

し，総合的に推進します。また，計画期間を令和 3年度からおおむね 5年間として，食

育を国民運動として推進するための定量的な目標を掲げています。

〈重点事項〉

重点事項 1　生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進（国民の健康の視点）

重点事項 2　持続可能な食を支える食育の推進（社会・環境・文化の視点）

重点事項 3　「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進（横断的な視点）

〈食育推進の目標：16の目標と 24の目標値〉

追加，見直しを行った主な項目

栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の増加

学校給食での地場産物を活用した取組等の増加

産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の増加

環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の増加　等

◎第 7 章　母子栄養

p.193

　令和 3年 3月 31日に農林水産省より，「妊産婦のための食生活指針」は，妊娠期及び

授乳期における望ましい食生活の実現に向けて，平成 18年 2月に「『健やか親子 21』

推進検討会」で策定され，自治体や関係機関で活用されてきたが，本指針の策定から約

15年が経過し，健康や栄養・食生活に関する課題を含む妊産婦を取り巻く社会状況等が

変化していること等を踏まえ，「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針～妊娠前

から，健康なからだづくりを～」として改定された。

●改定内容

・妊娠，出産，授乳等に当たっては，妊娠前からの健康なからだづくりや適切な食習慣

食育推進基本計画・食育白書 

妊産婦のための食生活指針 
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の形成が重要である。このため，改定後の指針の対象には妊娠前の女性も含むことと

し，名称を「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」とした。

・改定後の指針は，妊娠前からの健康づくりや妊産婦に必要とされる食事内容ととも

に，妊産婦の生活全般，からだや心の健康にも配慮した，10項目から構成する。

・妊娠期における望ましい体重増加量については，「妊娠中の体重増加指導の目安」（令

和 3年 3月 8日日本産科婦人科学会）を参考として提示する。

◎第 8 章　高齢者栄養・介護・福祉

p.268

　令和 3年 3月 15日，厚生労働省より，介護保険法（平成 9年法律第 123 号）の規定

に基づき，令和 3年度介護報酬改定について，関係告示・通知等が公布・発出されまし

た。p.268 ～ 275 介護報酬の概要につきましては，以下をご参照ください。

■●令和 3年度介護報酬改定の概要（抜粋）
　新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強

化」を図るとともに，団塊の世代の全てが 75歳以上となる 2025 年に向けて，2040 年

も見据えながら，「地域包括ケアシステムの推進」，「自立支援・重度化防止の取組の推

進」，「介護人材の確保・介護現場の革新」，「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。

改定事項

地域包括ケアシステムの推進
【医療と介護の連携の推進】

■●外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価
概要：管理栄養士による居宅療養管理指導について，診療報酬の例も参考に，当該事業

所以外の他の医療機関，介護保険施設，日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運

営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士が実施する場合の区分を新たに設定す

る。【告示改正，通知改正】

居宅療養管理指導　基本報酬
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正

（最終改正：令和 3年 3月 15日　厚生労働省告示 73号）

●管理栄養士が行う場合

介護報酬の概要 
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〈現行〉 〈改定後〉

当
該
事
業
所
の
管
理
栄
養
士

（一）�単一建物居住者 1人に対して

行う場合� 539 単位

（二）�単一建物居住者2人以上9人以

下に対して行う場合� 485単位

（三）�（一）及び（二）以外の場合�

� 444 単位

⇒

⇒

⇒

（1）居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（一）�単一建物居住者 1 人に対して

行う場合� 544 単位
（二）�単一建物居住者2人以上9人以

下に対して行う場合� 486 単位
（三）�（一）及び（二）以外の場合�

� 443 単位

当
該
事
業
所
以
外
の

管
理
栄
養
士

（新設） （2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（一）�単一建物居住者 1 人に対して

行う場合� 524 単位
（二）�単一建物居住者2人以上9人以

下に対して行う場合� 466 単位
（三）�（一）及び（二）以外の場合�

� 423 単位

［算定要件等］

○（Ⅱ）では，当該事業所以外の他の医療機関，介護保険施設，日本栄養士会もしく

は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」と連携して，当

該事業所以外の管理栄養士が居宅療養管理指導を実施した場合。

○介護保険施設は，常勤で 1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の員数を

超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

自立支援・重度化防止の取組の推進
【リハビリテーション・機能訓練，口腔，栄養の取組の連携・強化】

■●施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
概要：介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から，

栄養マネジメント加算等の見直しを行う。【省令改正，告示改正】

〈現行〉 〈改定後〉
栄養マネジメント加算���14 単位 /日 ⇒ （廃止）

⇒ 栄養ケア・マネジメントの未実施�
14単位 /日減算（3年の経過措置期間を設ける）

なし ⇒ 栄養マネジメント強化加算11単位 /日（新設）
低栄養リスク改善加算 300 単位 /月 ⇒ （廃止）
経口維持加算　　　　�400 単位 /月 変更なし

［基準・算定要件］

〈運営基準（省令）〉

○（現行）栄養士を 1以上配置⇒（改定後）栄養士又は管理栄養士を 1以上配置。

○栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ，「入所者の栄養状態の維持
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及び改善を図り，自立した日常生活を営むことができるよう，各入所者の状態に応

じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定（3年の経過措置期間

を設ける）。

〈栄養マネジメント強化加算〉

○管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を 50（施設に常勤栄養士を 1人以上配置

し，給食管理を行っている場合は 70）で除して得た数以上配置すること。

○低栄養状態のリスクが高い入所者に対し，医師，管理栄養士，看護師等が共同して

作成した栄養ケア計画に従い，食事の観察（ミールラウンド）を週 3回以上行い，

入所者ごとの栄養状態，嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。

○入所者が，退所する場合において，管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を

行うこと。

○低栄養状態のリスクが低い入所者にも，食事の際に変化を把握し，問題がある場合

は，早期に対応すること。

○入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し，継続的な栄養管理の実施に

当たって，当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用していること（CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用）。

〈経口維持加算〉

○原則 6月とする算定期間の要件を廃止する。

■■●多職種連携における管理栄養士の関与の強化
概要：介護保険施設において多職種連携で行う取組について，管理栄養士の役割や関与

を強化する観点から，以下の見直しを行う。【告示改正，通知改正】

〇看取り期における栄養ケアの充実を図る観点から，介護保険施設における看取りへ

の対応に係る加算（看取り介護加算，ターミナルケア加算）又は基本報酬の算定要

件において，関与する専門職として管理栄養士を明記する。

〇褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ，褥瘡マネジメント加算，褥

瘡対策指導管理の算定要件において，関与する専門職として管理栄養士を明記する。

■●通所介護等における口腔衛生管理や栄養ケア・マネジメントの強化
概要：通所・居住系等のサービスについて，利用者の口腔機能低下を早期に確認し，適

切な管理等を行うことにより，口腔機能低下の重症化等の予防，維持，回復等につなげ

る観点から，介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。

その際，栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。【告示改正】

〈現行〉　　　　　　　　　　　　　　　　　〈改定後〉

栄養スクリーニング加算 5単位 /回　　⇒　�口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　�
20 単位 / 回（新設）（6月に 1回を限度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）　�
5 単位 / 回（新設）（6月に 1回を限度）
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［算定要件］

〈口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）〉

○介護サービス事業所の従業者が，利用開始時及び利用中 6月ごとに利用者の口腔の

健康状態及び栄養状態について確認を行い，当該情報の利用者を担当する介護支援

専門員に提供していること（栄養アセスメント加算，栄養改善加算及び口腔機能向

上加算との併算定不可）。

〈口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）〉

○利用者が，栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に，口腔の健康状

態と栄養状態のいずれかの確認を行い，当該情報の利用者を担当する介護支援専門

員に提供していること（栄養アセスメント加算，栄養改善加算又は口腔機能向上加

算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）。

■●通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実
概要：通所系サービス等について，栄養改善が必要な者を的確に把握し，適切なサービ

スにつなげていく観点から，見直しを行う。【告示改正，通知改正】

〈現行〉　　　　　　　　　　　　　　〈改定後〉

なし　　　　　　　　　　　　　⇒　栄養アセスメント加算� 50 単位 / 月（新設）
栄養改善加算　　150 単位 /回　　　栄養改善加算　　　　　　　�200 単位 / 回
� （原則 3月以内，月 2回を限度）　　　　　　　　　
［算定要件］

〈栄養アセスメント加算〉

　◎口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算との併算定は不可

○当該事業所の従業者として又は外部※との連携により管理栄養士を 1名以上配置して

いること。

○利用者ごとに，管理栄養士，看護職員，介護職員，生活相談員その他の職種の者が

共同して栄養アセスメントを実施し，当該利用者又はその家族に対してその結果を

説明し，相談等に必要に応じ対応すること。

○利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し，栄養管理の実施に当たっ

て，当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して

いること。

　※�他の介護事業所，医療機関，介護保険施設，日本栄養士会や都道府県栄養士会が設

置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし，介護保険施設については，常勤

で 1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置し

ている施設に限る。

〈栄養改善加算〉

○栄養改善サービスの提供に当たって，必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

■●認知症グループホームにおける栄養改善の推進
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概要：認知症グループホームにおいて，栄養改善の取組を進める観点から，管理栄養士

が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりを進めるこ

とを評価する加算を創設する。【告示改正】

〈現行〉　　　　　　　　　　　　　　〈改定後〉

なし　　　　　　　　　　　　⇒　　栄養管理体制加算� 30 単位 / 月（新設）
［算定要件］

○管理栄養士（外部※との連携含む）が，日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的

助言や指導を行うこと。

　※「通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実」を参照。

■●CHASE・VISIT 情報の収集・活用と PDCAサイクルの推進
　CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用により PDCA サイクルの推進

とケアの質の向上を図る取組を推進する。

〇施設系・通所系・居住系・多機能系サービスについて，事業所の全ての利用者に係

るデータ（ADL，栄養，口腔・嚥下，認知症等）を CHASE に提出してフィードバッ

クを受け，事業所単位での PDCA サイクル・ケアの質の向上の取組を推進すること

を新たに評価。【告示改正】

〇既存の加算等において，利用者ごとの計画に基づくケアの PDCA サイクルの取組に

加えて，CHASE 等を活用した更なる取組を新たに評価。【告示改正】

〇全ての事業者に，CHASE・VISIT へのデータ提出とフィードバックの活用による

PDCA サイクルの推進・ケアの質の向上を推奨。【省令改正】

p.272

■●居宅サービス費

サービス費の種類 算定・請求上の留意事項 基本単位数

居宅療養管理指導費 ●�管理栄養士が医師の指示に基づき，特別食（医
師の食事箋に基づく腎臓病食，糖尿病食，脂
質異常症食，痛風食等）を必要とする，また
は低栄養状態にあると医師が判断した利用者
に対して，居宅または居住系施設等を訪問し，
栄養管理に関する情報提供および栄養食事相
談または助言を行った場合に，月 2回を限度
に算定する。
＊ 1回に 30 分以上の指導が必要。

●�管理栄養士による管理指導費
（1）居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（一）�単一建物居住者1人に対

して行う場合　544単位
（二）�単一建物居住者 2 人以

上 9 人以下に対して行
う場合� 486 単位

（三）�（一）及び（二）以外の
場合� 443 単位

（2）居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（一）�単一建物居住者1人に対

して行う場合　524単位
（二）�単一建物居住者 2 人以

上 9 人以下に対して行
う場合� 466 単位

（三）�（一）及び（二）以外の
場合� 423 単位

介護サービス費（介護報酬）の単位数解説～栄養関係～ 
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通所介護費 ●�都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所
において，利用者に対して，管理栄養士が介
護職員等と共同して栄養アセスメントを行っ
た場合は，栄養アセスメント加算として，1月
につき 50 単位を所定単位数に加算する。
●�低栄養状態またはそのおそれのある利用者に
対して，管理栄養士を中心に栄養改善サービ
スが行われた場合，栄養改善加算として，原
則 3か月間に限り月 2回を限度に 1回につき
200 単位を加算する。
＊�サービス開始から 3か月ごとに状態の評価を
行い，必要に応じて継続算定することも可能。
●口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）
　�介護サービス事業所の従業者が，利用開始時
及び利用中 6月ごとに利用者の口腔の健康状
態及び栄養状態について確認を行い，当該情
報の利用者を担当する介護支援専門員に提供
していること（※栄養アセスメント加算，栄
養改善加算との併算定不可）。
●口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）
　�利用者が，栄養改善加算や口腔機能向上加算
を算定している場合に，口腔の健康状態と栄
養状態のいずれかの確認を行い，当該情報の
利用者を担当する介護支援専門員に提供して
いること（※栄養アセスメント加算，栄養改
善加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定でき
ない場合にのみ算定可能）。

管理栄養士等による
●�栄養アセスメント加算　
� 50 単位 / 月（新設）
●�栄養改善加算　
� 200 単位 / 回
●�口腔・栄養スクリーニング
加算

（1）�口腔・栄養スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

� 20 単位 / 回（新設）
（2）�口腔・栄養スクリーニン

グ加算（Ⅱ）
� 5 単位 / 回（新設）

通所リハビリテー
ション費

通所介護費を参照。 通所介護費を参照。

短期入所生活介護費 ●�管理栄養士・栄養士の管理のもとで，以下の
療養食が提供された場合，療養食加算として，
１日につき，8単位を加算する。
＊�療養食は，疾病治療の直接手段として医師の
発行する食事箋に基づいて提供される，利用
者の年齢や病状等に対応した栄養量・内容を
有する以下の治療食および特別な場合の検査
食をいう。
治療食：糖尿病食，腎臓病食，肝臓病食，
　　　　胃潰瘍食，貧血食，膵臓病食，
　　　　脂質異常症食，痛風食

管理栄養士・栄養士による
●療養食加算� 8 単位 / 日

短期入所療養介護費
（介護老人保健施設）

短期入所生活介護費を参照。 短期入所生活介護費を参照。

（療養病床病院）
（診療所）
（老人性認知症疾
患療養病棟病院）

介護老人保健施設を参照。 介護老人保健施設を参照。
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■●施設サービス費

サービス費の種類 算定・請求上の留意事項 基本単位数

介護福祉施設 ●�都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施
設において，入所者ごとの継続的な栄養管理
を強化して実施した場合，栄養マネジメント
強化加算として，1日につき所定単位数を加算
する。低栄養状態のリスクが高い入所者に対
し，医師，管理栄養士，看護師等が共同して
作成した，栄養ケア計画に従い，食事の観察
（ミールラウンド）を週 3回以上行い，入所者
ごとの栄養状態，嗜好等を踏まえた食事の調
整等を実施すること。低栄養状態のリスクが
低い入所者にも，食事の際に変化を把握し，
問題がある場合は，早期に対応すること。

管理栄養士による
●�栄養ケア・マネジメントの
未実施
� 14 単位 / 日減算（新設）
※ �3 年の経過措置期間を設け
る

●�栄養マネジメント強化加算
� 11 単位 / 日（新設）

●�経管により食事摂取している入所者に対して，
経口摂取に向けた栄養管理を行った場合に加算。

経口移行加算
� 28 単位 / 日

●�現在，経口摂取している入所者に対して，経
口摂取に向けた栄養管理を行った場合に 1月
につき所定単位数を加算。
＊�（Ⅱ）については，（Ⅰ）を算定し，医師，歯
科医師，歯科衛生士または言語聴覚士が加わっ
た場合に加算。
＊�栄養管理について，別に厚生労働大臣が定め
る基準を満たさない場合は，1日につき 14 単
位を所定単位数から減算，または経口移行加
算を算定している場合は算定しない。

経口維持加算（Ⅰ）
� 400 単位 / 月
経口維持加算（Ⅱ）
� 100 単位 / 月

●�管理栄養士・栄養士の管理のもとで，以下の
療養食が提供された場合に加算。
＊�療養食は，疾病治療の直接手段として医師の
発行する食事箋に基づいて提供される，利用
者の年齢や病状等に対応した栄養量・内容を
有する以下の治療食および特別な場合の検査
食をいう。
治療食：糖尿病食，腎臓病食，肝臓病食，
　　　　胃潰瘍食，貧血食，膵臓病食，
　　　　脂質異常症食，痛風食
＊経口維持加算との併算可。

管理栄養士・栄養士による
●療養食加算� 6 単位 / 日

介護保険施設 介護福祉施設を参照。 介護福祉施設を参照。

介護療養施設 介護福祉施設を参照。 介護福祉施設を参照。
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■●介護予防サービス費

サービス費の種類 算定・請求上の留意事項 基本単位数

介護予防居宅療養
管理指導費

●�管理栄養士が，医師の指示に基づき，特別食（医
師の食事箋に基づく腎臓病食，糖尿病食，脂
質異常症食，痛風食等）を必要とする，また
は低栄養状態にあると医師が判断した利用者
に対して，居宅または居住系施設等を訪問し，
栄養管理に関する情報提供および栄養食事相
談または助言を行った場合に，月 2回を限度
に算定。
＊ 1回に 30 分以上の指導が必要。

●�管理栄養士による管理指導
費

（1）�介護予防居宅療養管理指
導費（Ⅰ）

（一）�単一建物居住者1人に対
して行う場合　544単位

（二）�単一建物居住者 2 人以
上 9 人以下に対して行
う場合� 486 単位

（三）�（一）及び（二）以外の
場合� 443 単位

（2）�介護予防居宅療養管理指
導費（Ⅱ）

（一）�単一建物居住者1人に対
して行う場合　524単位

（二）�単一建物居住者 2 人以
上 9 人以下に対して行
う場合� 325 単位

（三）�（一）及び（二）以外の
場合� 294 単位

介護予防通所介護費 ●�都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リ
ハビリテーション事業所が，利用者に対して，
管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセ
スメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク
及び解決すべき課題を把握することをいう。
以下この注において同じ。）を行った場合は，
1月につき所定単位数を加算する。ただし，当
該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス
複数実施加算の算定に係る栄養改善サービス
を受けている間及び当該栄養改善サービスが
終了した日の属する月は，算定しない。
●�低栄養状態またはそのおそれのある利用者に，
その改善を目的として栄養食事相談等の栄養
管理を行った場合，栄養改善加算として，1月
につき 200 単位を加算。
＊�管理栄養士の 1名以上配置，個別計画の作成，
専門職によるサービス実施，定期的な評価の
記録等の一連のプロセスが算定要件である。

管理栄養士配置等による
●栄養アセスメント加算
� 50 単位 / 月（新設）
●栄養改善加算
� 200 単位 / 月

介護予防短期入所
生活介護費

●�管理栄養士・栄養士の管理のもとで，以下の
療養食が提供された場合，療養食加算として
加算する。
＊�療養食は，疾病治療の直接手段として医師の
発行する食事箋に基づいて提供される，利用
者の年齢や病状等に対応した栄養量・内容を
有する以下の治療食および特別な場合の検査
食をいう。
治療食：糖尿病食，腎臓病食，肝臓病食，
　　　　胃潰瘍食，貧血食，膵臓病食，
　　　　脂質異常症食，痛風食

管理栄養士・栄養士による
●療養食加算� 8 単位 / 日

介護予防短期入所
療養介護費

介護予防短期入所生活介護費を参照。 介護予防短期入所生活介護費
を参照。
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■●地域密着型サービス費

サービス費の種類 算定・請求上の留意事項 基本単位数

認知症対応型共同
生活介護費

●�指定認知症対応型共同生活介護事業所におい
て，管理栄養士（当該事業所の従業者以外の
管理栄養士を含む。）が，従業者に対する栄養
ケアに係る技術的助言及び指導を月 1回以上
行っている場合に，1月につき所定単位数を加
算する。
●�指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業
者が，利用開始時及び利用中 6月ごとに利用
者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄
養状態のスクリーニングを行った場合に，1回
につき所定単位数を加算する。ただし，当該
利用者について，当該事業所以外で既に口腔・
栄養スクリーニング加算を算定している場合
にあっては算定しない。

管理栄養士による
●栄養管理体制加算
� 30 単位 / 月
●�口腔・栄養スクリーニング
加算� 20 単位 / 回

地域密着型特定施
設入居者生活介護
費

●�指定地域密着型特定施設の従業者が，利用開
始時及び利用中 6月ごとに利用者の口腔の健
康状態のスクリーニング及び栄養状態のスク
リーニングを行った場合に，口腔・栄養スク
リーニング加算として 1回につき 20 単位を所
定単位数に加算する。ただし，当該利用者に
ついて，当該事業所以外で既に口腔・栄養ス
クリーニング加算を算定している場合にあっ
ては算定しない。

管理栄養士による
●�口腔・栄養スクリーニング
加算� 20 単位 / 回

■●地域密着型介護予防サービス費

サービス費の種類 算定・請求上の留意事項 基本単位数

介護予防認知症対
応型通所介護費

●�市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知
症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知
症対応型通所介護事業所が，利用者に対して，
管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセ
スメントを行った場合は，栄養アセスメント
加算として，1月につき 50 単位を所定単位数
に加算する。ただし，当該利用者が栄養改善
加算の算定に係る栄養改善サービスを受けて
いる間及び当該栄養改善サービスが終了した
日の属する月は，算定しない。
●�低栄養状態またはそのおそれのある利用者に，
その改善を目的として栄養食事相談等の栄養
管理を行った場合，栄養改善加算として加算。
＊�管理栄養士の 1名以上配置，個別計画の作成，
専門職によるサービス実施，定期的な評価の
記録等の一連のプロセスが算定要件である。
●�単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事
業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事
業所の従業者が，利用開始時及び利用中 6月
ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニ
ング又は栄養状態のスクリーニングを行った
場合に，口腔・栄養スクリーニング加算として，
次に掲げる区分に応じ，1回につき次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。

管理栄養士配置等による
●栄養アセスメント加算
� 50 単位 / 月
●栄養改善加算
� 200 単位 / 月
●�口腔・栄養スクリーニング
加算

（1）�口腔・栄養スクリーニン
グ加算（Ⅰ）� 20 単位

（2）�口腔・栄養スクリーニン
グ加算（Ⅱ）� 5 単位
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◎第 15章　栄養関連法規

　令和 3年 3月 15日，厚生労働省より，介護保険法（平成 9年法律第 123 号）の

規定に基づき，令和 3年度介護報酬改定について，関係告示・通知等が公布・発出

されました。p.610 ～ 630 診療報酬・高齢者医療・介護保険関連につきましては，

以下をご参照ください。

（平成 12年 2月 10日厚生省告示第 19号）
（最終改正　令和３年３月 15日厚生労働省告示第 73号）

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（抜粋）

別表　�指定居宅サービス介護給付費単位
数表

５　居宅療養管理指導費＊1

ニ　管理栄養士が行う場合

（１）居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（一）�単一建物居住者１人に対して行

う場合� 544 単位

（二）�単一建物居住者２人以上９人以

下に対して行う場合� 486 単位

（三）（一）及び（二）以外の場合

� 443 単位

（２）居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（一）�単一建物居住者１人に対して行

う場合� 524 単位

（二）�単一建物居住者２人以上９人以

下に対して行う場合� 466 単位

（三）（一）及び（二）以外の場

� 423 単位

注１�　在宅の利用者であって通院又は

通所が困難なものに対して，（1）

については次に掲げるいずれの基

準にも適合する指定居宅療養管理

指導事業所（指定居宅サービス基

準第 85条第１項第１号に規定す

る指定居宅療養管理指導事業所を

いう。以下この注から注４までに

おいて同じ。）の管理栄養士が，

（2）については次に掲げるいず

れの基準にも適合する指定居宅療

養管理指導事業所において当該指

定居宅療養管理指導事業所以外の

医療機関，介護保険施設（指定施

設サービス等に要する費用の額の

算定に関する基準（平成 12年厚

生省告示第 21号）別表指定施設

サービス等介護給付費単位数表

（以下「指定施設サービス等介護

給付費単位数表」という。）の介

護福祉施設サービスのヘ，介護保

健施設サービスのト若しくは介護

医療院サービスのヌに規定する厚

生労働大臣が定める基準に定める

管理栄養士の員数を超えて管理栄

養士を置いているもの又は常勤の

管理栄養士を１名以上配置してい

るものに限る。）又は栄養士会が

運営する栄養ケア・ステーション

との連携により確保した管理栄養

士が，計画的な医学的管理を行っ

ている医師の指示に基づき，当該

利用者を訪問し，栄養管理に係る

情報提供及び指導又は助言を行っ

た場合に，単一建物居住者（当該

利用者が居住する建物に居住する
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者のうち，当該指定居宅療養管理

指導事業所の管理栄養士が，同一

月に指定居宅療養管理指導を行っ

ているものをいう。）の人数に従

い，１月に２回を限度として，所

定単位数を算定する。

イ　別に厚生労働大臣が定める特別

食を必要とする利用者又は低栄養

状態にあると医師が判断した者に

対して，医師，歯科医師，管理栄

養士，看護師，薬剤師その他の職

種の者が共同して，利用者ごとの

摂食・嚥
えん

下機能及び食形態にも配

慮した栄養ケア計画を作成してい

ること。

ロ　利用者ごとの栄養ケア計画に従

い栄養管理を行っているととも

に，利用者又はその家族等に対し

て，栄養管理に係る情報提供及び

指導又は助言を行い，利用者の栄

養状態を定期的に記録しているこ

と。

ハ　利用者ごとの栄養ケア計画の進

捗状況を定期的に評価し，必要に

応じて当該計画を見直しているこ

と。

６　通所介護費
イ　通常規模型通所介護費

ロ　大規模型通所介護費（Ⅰ）
ハ　大規模型通所介護費（Ⅱ）
（以下，6イ～ハ共通）
●栄養アセスメント加算� 50 単位

注 15�　次に掲げるいずれの基準にも

適合しているものとして都道府

県知事に届け出た指定通所介護

事業所において，利用者に対し

て，管理栄養士が介護職員等と

共同して栄養アセスメント（利

用者ごとの低栄養状態のリスク

及び解決すべき課題を把握する

ことをいう。以下この注におい

て同じ。）を行った場合は，栄養

アセスメント加算として，１月

につき 50単位を所定単位数に

加算する。ただし，当該利用者

が栄養改善加算の算定に係る栄

養改善サービスを受けている間

及び当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月は，算定し

ない。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者ごとに，管理栄養士，

看護職員，介護職員，生活相

談員その他の職種の者（注 16

において「管理栄養士等」と

いう。）が共同して栄養アセス

メントを実施し，当該利用者

又はその家族に対してその結

果を説明し，相談等に必要に

応じ対応すること。

（3）�利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し，栄

養管理の実施に当たって，当

該情報その他栄養管理の適切

かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。

（4）�別に厚生労働大臣が定める基

準に適合している指定通所介

護事業所であること。

●栄養改善加算＊2� 200 単位

注 16�　次に掲げるいずれの基準にも

適合しているものとして都道府
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県知事に届け出て，低栄養状態

にある利用者又はそのおそれの

ある利用者に対して，当該利用

者の低栄養状態の改善等を目的

として，個別的に実施される栄

養食事相談等の栄養管理であっ

て，利用者の心身の状態の維持

又は向上に資すると認められる

もの（以下「栄養改善サービス」

という。）を行った場合は，栄養

改善加算として，３月以内の期

間に限り１月に２回を限度とし

て１回につき 200 単位を所定単

位数に加算する。ただし，栄養

改善サービスの開始から３月ご

との利用者の栄養状態の評価の

結果，低栄養状態が改善せず，

栄養改善サービスを引き続き行

うことが必要と認められる利用

者については，引き続き算定す

ることができる。

イ　当該事業所の従業者として又は

外部との連携により管理栄養士を

１名以上配置していること。

ロ　利用者の栄養状態を利用開始時

に把握し，管理栄養士等が共同し

て，利用者ごとの摂食・嚥
えん

下機能

及び食形態にも配慮した栄養ケア

計画を作成していること。

ハ　利用者ごとの栄養ケア計画に従

い，必要に応じて当該利用者の居

宅を訪問し，管理栄養士等が栄養

改善サービスを行っているととも

に，利用者の栄養状態を定期的に

記録していること。

ニ　利用者ごとの栄養ケア計画の進

捗状況を定期的に評価しているこ

と。

ホ　別に厚生労働大臣の定める基準

に適合している指定通所介護事業

所であること。

●口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

イ　口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ）� 20 単位

ロ　口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ）� ５単位

注 17�　別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する指定通所介護事業

所の従業者が，利用開始時及び

利用中６月ごとに利用者の口腔
くう

の健康状態のスクリーニング又

は栄養状態のスクリーニングを

行った場合に，口腔
くう

・栄養スク

リーニング加算として，次に掲

げる区分に応じ，１回につき次

に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし，次に掲げる

いずれかの加算を算定している

場合においては，次に掲げるそ

の他の加算は算定せず，当該利

用者について，当該事業所以外

で既に口腔
くう

・栄養スクリーニン

グ加算を算定している場合に

あっては算定しない。

７　通所リハビリテーション費
イ　通常規模型リハビリテーション費

ロ　大規模型通所リハビリテーション費（Ⅰ）
ハ　大規模型通所リハビリテーション費（Ⅱ）
（以下，7イ～ハ共通）
●栄養アセスメント加算� 50 単位

注 13�　次に掲げるいずれの基準にも

適合しているものとして都道府

県知事に届け出た指定通所リハ

ビリテーション事業所におい

て，利用者に対して，管理栄養
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士が介護職員等と共同して栄養

アセスメント（利用者ごとの低

栄養状態のリスク及び解決すべ

き課題を把握することをいう。

以下この注において同じ。）を

行った場合は，栄養アセスメン

ト加算として，１月につき 50

単位を所定単位数に加算する。

ただし，当該利用者が栄養改善

加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間及び当該栄

養改善サービスが終了した日の

属する月は，算定しない。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者ごとに，医師，管理栄

養士，理学療法士，作業療法

士，言語聴覚士，看護職員，

介護職員その他の職種の者が

共同して栄養アセスメントを

実施し，当該利用者又はその

家族に対してその結果を説明

し，相談等に必要に応じ対応

すること。

（3）�利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し，栄

養管理の実施に当たって，当

該情報その他栄養管理の適切

かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。

（4）�別に厚生労働大臣が定める基

準に適合している指定通所リ

ハビリテーション事業所であ

ること。

●栄養改善加算＊2� 200 単位

注 14　別に厚生労働大臣が定める基

準に適合しているものとして都道府

県知事に届け出て，低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある利用

者に対し，栄養改善サービスを行っ

た場合は，栄養改善加算として，３

月以内の期間に限り１月に２回を限

度として１回につき 200 単位を所

定単位数に加算する。ただし，栄養

改善サービスの開始から３月ごとの

利用者の栄養状態の評価の結果，低

栄養状態が改善せず，栄養改善サー

ビスを引き続き行うことが必要と認

められる利用者については，引き続

き算定することができる。

●口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

イ　口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ）� 20 単位

ロ　口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ）� ５単位

注 15�　別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する指定通所リハビリ

テーション事業所の従業者が，

利用開始時及び利用中６月ごと

に利用者の口腔
くう

の健康状態のス

クリーニング又は栄養状態のス

クリーニングを行った場合に，

口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

として，次に掲げる区分に応

じ，１回につき次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。た

だし，次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合において

は，次に掲げるその他の加算は

算定せず，当該利用者につい

て，当該事業所以外で既に口

腔
くう

・栄養スクリーニング加算を

算定している場合にあっては算

定しない。
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８　短期入所生活介護費（１日につき）
イ　短期入所生活介護費

ロ　ユニット型短期入所生活介護費

（以下，8イ，ロ共通）
●療養食加算＊3� 8 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして都道府県知事に届け

出て当該基準による食事の提供を行

う指定短期入所生活介護事業所が，

別に厚生労働大臣が定める療養食を

提供したときは，1日につき 3回を

限度として，所定単位数を加算す

る。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　利用者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合する指定短

期入所生活介護事業所において行

われていること。

９　短期入所療養介護費
イ　介護老人保健施設における短期入

所療養介護費

ロ　療養病床を有する病院における短

期入所療養介護費

ハ　診療所における短期入所療養介護

費

ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院における短期入所療養介護費

ホ　介護医療院における短期入所療養

介護費

（以下，9イ～ホ共通）
●療養食加算＊3� 8 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして都道府県知事に届け

出て当該基準による食事の提供を行

う指定短期入所療養介護事業所が，

別に厚生労働大臣が定める療養食を

提供したときは，1日につき 3回を

限度として，所定単位数を加算す

る。

（以下，8療養食加算のイ～ハと共通）
イ　食事の提供が管理栄養士又は栄養

士によって管理されていること。

ロ　利用者の年齢，心身の状況によっ

て適切な栄養量及び内容の食事の提

供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大臣

が定める基準に適合する指定短期入

所療養介護事業所において行われて

いること。
注）＊1〜＊3 p.628 ～ 630 を参照。

別表　�指定施設サービス等介護給付費単
位数表

１　介護福祉施設サービス
イ　介護福祉施設サービス費（１日につ

き）

ロ　ユニット型介護福祉施設サービス費

（１日につき）

（以下，1イ，ロ共通）
注６�　栄養管理について，別に厚生労

働大臣が定める基準を満たさない

（平成 12年 2月 10日厚生省告示第 21号）
（最終改正　令和３年３月 15日厚生労働省告示第 73号）

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（抜粋）
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場合は，１日につき 14単位を所

定単位数から減算する。［経過措

置：令和 6年３月 31日までは適

用しない］

●再入所時栄養連携加算� 200 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する指定介護老人福祉施設に入

所（以下この注において「一次入

所」という。）している者が退所し，

当該者が病院又は診療所に入院した

場合であって，当該者が退院した後

に再度当該指定介護老人福祉施設に

入所（以下この注において「二次入

所」という。）する際，二次入所に

おいて必要となる栄養管理が，一次

入所の際に必要としていた栄養管理

とは大きく異なるため，当該指定介

護老人福祉施設の管理栄養士が当該

病院又は診療所の管理栄養士と連携

し当該者に関する栄養ケア計画を策

定した場合に，入所者１人につき１

回を限度として所定単位数を加算す

る。ただし，イ及びロの注６を算定

している場合は，算定しない。

●栄養マネジメント強化加算� 11 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合するものとして都道府県知事に

届け出た指定介護老人福祉施設にお

いて，入所者ごとの継続的な栄養管

理を強化して実施した場合，栄養マ

ネジメント強化加算として，１日に

つき所定単位数を加算する。ただ

し，イ及びロの注６を算定している

場合は，算定しない。

●経口移行加算� 28 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定介護老人福祉施設

において，医師の指示に基づき，

医師，歯科医師，管理栄養士，看

護師，介護支援専門員その他の職

種の者が共同して，現に経管によ

り食事を摂取している入所者ごと

に経口による食事の摂取を進める

ための経口移行計画を作成してい

る場合であって，当該計画に従

い，医師の指示を受けた管理栄養

士又は栄養士による栄養管理及び

言語聴覚士又は看護職員による支

援が行われた場合は，当該計画が

作成された日から起算して 180

日以内の期間に限り，１日につき

所定単位数を加算する。ただし，

イ及びロの注６を算定している場

合は，算定しない。

注 2�　経口による食事の摂取を進める

ための経口移行計画に基づき，管

理栄養士又は栄養士が行う栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員が

行う支援が，当該計画が作成され

た日から起算して 180 日を超え

た期間に行われた場合であって

も，経口による食事の摂取が一部

可能な者であって，医師の指示に

基づき継続して経口による食事の

摂取を進めるための栄養管理及び

支援が必要とされるものに対して

は，引き続き当該加算を算定でき

るものとする。

●経口維持加算

（1）経口維持加算（Ⅰ）� 400 単位

（2）経口維持加算（Ⅱ）� 100 単位

注１�　（1）については，別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指

定介護老人福祉施設において，現

に経口により食事を摂取する者で

あって，摂食機能障害を有し，誤
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嚥
えん

が認められる入所者に対して，

医師又は歯科医師の指示に基づ

き，医師，歯科医師，管理栄養

士，看護師，介護支援専門員その

他の職種の者が共同して，入所者

の栄養管理をするための食事の観

察及び会議等を行い，入所者ごと

に，経口による継続的な食事の摂

取を進めるための経口維持計画を

作成している場合であって，当該

計画に従い，医師又は歯科医師の

指示（歯科医師が指示を行う場合

にあっては，当該指示を受ける管

理栄養士等が医師の指導を受けて

いる場合に限る。）を受けた管理

栄養士又は栄養士が，栄養管理を

行った場合に，１月につき所定単

位数を加算する。ただし，イ及び

ロの注６又は経口移行加算を算定

している場合は算定しない。

注 2�　（2）については，協力歯科医療

機関を定めている指定介護老人福

祉施設が，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

取を支援するための食事の観察及

び会議等に，医師（指定介護老人

福祉施設の人員，設備及び運営に

関する基準第 2条第 1項第一号

に規定する医師を除く。），歯科医

師，歯科衛生士又は言語聴覚士が

加わった場合は，１月につき所定

単位数を加算する。

●療養食加算＊3� 6 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして都道府県知事に届け

出た指定介護老人福祉施設が，別に

厚生労働大臣が定める療養食を提供

したときは，1日につき 3回を限度

として，所定単位数を加算する。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　入所者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合する指定介

護老人福祉施設において行われて

いること。

●褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合しているものとして都道府県知

事に届け出た指定介護老人福祉施設

において，継続的に入所者ごとの褥
じよく

瘡
そう

管理をした場合は，当該基準に掲

げる区分に従い，１月につき所定単

位数を加算する。ただし，次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場

合においては，次に掲げるその他の

加算は算定しない。

（1）褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算（Ⅰ）
� ３単位

（2）褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算（Ⅱ）
� 13 単位

２　介護保健施設サービス
イ　介護保健施設サービス費（１日につき）

ロ　ユニット型介護保健施設サービス費

（１日につき）

（以下，2イ，ロ共通）
注 5�　栄養管理について，別に厚生労

働大臣が定める基準を満たさない

場合は，１日につき 14単位を所

定単位数から減算する。［経過措

置：令和 6年３月 31日までは適
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用しない］

15�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する入所者については，

ターミナルケア加算として，イ

（1）及び（4）並びにロ（1）及

び（4）について，死亡日以前 31

日以上 45日以下については１日

につき 80単位を，死亡日以前４

日以上 30日以下については１日

につき 160 単位を，死亡日の前

日及び前々日については１日につ

き 820 単位を，死亡日について

は１日につき 1,650 単位を死亡

月に所定単位数に加算し，イ（2）

及び（3）並びにロ（2）及び（3）

について，死亡日以前 31日以上

45日以下については１日につき

80単位を，死亡日以前４日以上

30日以下については１日につき

160 単位を，死亡日の前日及び

前々日については１日につき 850

単位を，死亡日については１日に

つき 1,700 単位を死亡月に所定

単位数に加算する。ただし，退所

した日の翌日から死亡日までの間

は，算定しない。

●再入所時栄養連携加算� 200 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する介護老人保健施設に入所

（以下この注において「一次入所」

という。）している者が退所し，当

該者が病院又は診療所に入院した場

合であって，当該者が退院した後に

再度当該介護老人保健施設に入所

（以下この注において「二次入所」

という。）する際，二次入所におい

て必要となる栄養管理が，一次入所

の際に必要としていた栄養管理とは

大きく異なるため，当該介護老人保

健施設の管理栄養士が当該病院又は

診療所の管理栄養士と連携し当該者

に関する栄養ケア計画を策定した場

合に，入所者１人につき１回を限度

として所定単位数を加算する。ただ

し，イ及びロの注５を算定している

場合は，算定しない。

●栄養マネジメント強化加算� 11 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合するものとして都道府県知事に

届け出た介護老人保健施設におい

て，入所者ごとの継続的な栄養管理

を強化して実施した場合，栄養マネ

ジメント強化加算として，１日につ

き所定単位数を加算する。ただし，

イ及びロの注５を算定している場合

は，算定しない。

●経口移行加算� 28 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する介護老人保健施設にお

いて，医師の指示に基づき，医

師，歯科医師，管理栄養士，看護

師，介護支援専門員その他の職種

の者が共同して，現に経管により

食事を摂取している入所者ごとに

経口による食事の摂取を進めるた

めの経口移行計画を作成している

場合であって，当該計画に従い，

医師の指示を受けた管理栄養士又

は栄養士による栄養管理及び言語

聴覚士又は看護職員による支援が

行われた場合は，当該計画が作成

された日から起算して 180 日以

内の期間に限り，１日につき所定

単位数を加算する。ただし，イ及

びロの注 5を算定している場合

は，算定しない。
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注２�（以下、1介護福祉施設サービス

の経口移行加算と共通（略）

●経口維持加算

（1）経口維持加算（Ⅰ）� 400 単位

（2）経口維持加算（Ⅱ）� 100 単位

注１�　（1）については，別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する介

護老人保健施設において，現に経

口により食事を摂取する者であっ

て，摂食機能障害を有し，誤嚥
えん

が

認められる入所者に対して，医師

又は歯科医師の指示に基づき，医

師，歯科医師，管理栄養士，看護

師，介護支援専門員その他の職種

の者が共同して，入所者の栄養管

理をするための食事の観察及び会

議等を行い，入所者ごとに，経口

による継続的な食事の摂取を進め

るための経口維持計画を作成して

いる場合であって，当該計画に従

い，医師又は歯科医師の指示（歯

科医師が指示を行う場合にあって

は，当該指示を受ける管理栄養士

等が医師の指導を受けている場合

に限る。）を受けた管理栄養士又

は栄養士が，栄養管理を行った場

合に，１月につき所定単位数を加

算する。ただし，イ及びロの注 5

又は経口移行加算を算定している

場合は算定しない。

注 2�　（2）については，協力歯科医療

機関を定めている介護老人保健施

設が，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

支援するための食事の観察及び会

議等に，医師（介護老人保健施設

の人員，施設及び設備並びに運営

に関する基準第２条第１項第一号

に規定する医師を除く。），歯科医

師，歯科衛生士又は言語聴覚士が

加わった場合は，１月につき所定

単位数を加算する。

●療養食加算＊3� 6 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして都道府県知事に届け

出た介護老人保健施設が，別に厚生

労働大臣が定める療養食を提供した

ときは，１日につき３回を限度とし

て，所定単位数を加算する。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　入所者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合する介護老

人保健施設において行われている

こと。

●褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算

注　イ（1），ロ（1）について，別に

厚生労働大臣が定める基準に適合し

ているものとして都道府県知事に届

け出た介護老人保健施設において，

継続的に入所者ごとの褥
じよく

瘡
そう

管理を

した場合は，当該基準に掲げる区分

に従い，１月につき所定単位数を加

算する。ただし，次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合におい

ては，次に掲げるその他の加算は算

定しない。

（1）褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算（Ⅰ）
� ３単位

（2）褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算（Ⅱ）
� 13 単位
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３　介護療養施設サービス
イ　療養病床を有する病院における介護

療養施設サービス

（1）�療養型介護療養施設サービス費

（１日につき）

（2）�療養型経過型介護療養施設サー

ビス費（１日につき）

（3）�ユニット型療養型介護療養施設

サービス費（１日につき）

（4）�ユニット型療養型経過型介護療

養施設サービス費（１日につき）

注 9�　栄養管理について，別に厚生労

働大臣が定める基準を満たさない

場合は，１日につき 14単位を所

定単位数から減算する。［経過措

置：令和 6年３月 31日までは適

用しない］

●低栄養リスク改善加算� 300 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定介護療養型医療施

設において，低栄養状態にある入

院患者又は低栄養状態のおそれの

ある入院患者に対して，医師，歯

科医師，管理栄養士，看護師，介

護支援専門員その他の職種の者が

共同して，入院患者の栄養管理を

するための会議を行い，入院患者

ごとに低栄養状態の改善等を行う

ための栄養管理方法等を示した計

画を作成した場合であって，当該

計画に従い，医師又は歯科医師の

指示を受けた管理栄養士又は栄養

士（歯科医師が指示を行う場合に

あっては，当該指示を受けた管理

栄養士又は栄養士が，医師の指導

を受けている場合に限る。）が，

栄養管理を行った場合に，当該計

画が作成された日の属する月から

６月以内の期間に限り，１月につ

き所定単位数を加算する。ただ

し，（1）から（4）までの注９，

経口移行加算又は経口維持加算を

算定している場合は，算定しな

い。

注２�　低栄養状態の改善等を行うため

の栄養管理方法等を示した計画に

基づき，管理栄養士又は栄養士が

行う栄養管理が，当該計画が作成

された日から起算して６月を超え

た期間に行われた場合であって

も，低栄養状態の改善等が可能な

入所者であって，医師の指示に基

づき継続して栄養管理が必要とさ

れるものに対しては，引き続き当

該加算を算定できるものとする。

●経口移行加算� 28 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定介護療養型医療施

設において，医師の指示に基づ

き，医師，歯科医師，管理栄養

士，看護師，介護支援専門員その

他の職種の者が共同して，現に経

管により食事を摂取している入院

患者ごとに経口による食事の摂取

を進めるための経口移行計画を作

成している場合であって，当該計

画に従い，医師の指示を受けた管

理栄養士又は栄養士による栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員に

よる支援が行われた場合は，当該

計画が作成された日から起算して

180 日以内の期間に限り，１日

につき所定単位数を加算する。た

だし，（1）から（4）までの注９

を算定している場合は算定しな

い。
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注 2�　経口による食事の摂取を進める

ための経口移行計画に基づき，管

理栄養士又は栄養士が行う栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員が

行う支援が，当該計画が作成され

た日から起算して 180 日を超え

た期間に行われた場合であって

も，経口による食事の摂取が一部

可能な者であって，医師の指示に

基づき継続して経口による食事の

摂取を進めるための栄養管理及び

支援が必要とされるものに対して

は，引き続き当該加算を算定でき

るものとする。

●経口維持加算

（1）経口維持加算（Ⅰ）� 400 単位

（2）経口維持加算（Ⅱ）� 100 単位

注１�　（1）については，別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指

定介護療養型医療施設において，

現に経口により食事を摂取する者

であって，摂食機能障害を有し，

誤嚥
えん

が認められる入院患者に対し

て，医師又は歯科医師の指示に基

づき，医師，歯科医師，管理栄養

士，看護師，介護支援専門員その

他の職種の者が共同して，入院患

者の栄養管理をするための食事の

観察及び会議等を行い，入院患者

ごとに，経口による継続的な食事

の摂取を進めるための経口維持計

画を作成している場合であって，

当該計画に従い，医師又は歯科医

師の指示（歯科医師が指示を行う

場合にあっては，当該指示を受け

る管理栄養士等が医師の指導を受

けている場合に限る。）を受けた

管理栄養士又は栄養士が，栄養管

理を行った場合に，１月につき所

定単位数を加算する。ただし，

（1）から（4）までの注９又は経

口移行加算を算定している場合は

算定しない。

注 2�　（2）については，協力歯科医療

機関を定めている指定介護療養型

医療施設が，経口維持加算（Ⅰ）

を算定している場合であって，入

院患者の経口による継続的な食事

の摂取を支援するための食事の観

察及び会議等に，医師（健康保険

法等の一部を改正する法律附則第

130 条の 2第 1項の規定により

なおその効力を有するものとされ

た指定介護療養型医療施設の人

員，設備及び運営に関する基準

（平成 11年厚生省令第 41号。以

下「指定介護療養型医療施設基

準」という。）第 2条第 1項第一

号に規定する医師を除く。），歯科

医師，歯科衛生士又は言語聴覚士

が加わった場合は，1月につき所

定単位数を加算する。

●療養食加算＊3� 6 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして都道府県知事に届け

出た指定介護療養型医療施設が，別

に厚生労働大臣が定める療養食を提

供したときは，１日につき３回を限

度として，所定単位数を加算する。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　入所者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大
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臣が定める基準に適合する指定介

護療養型医療施設において行われ

ていること。

ロ　療養病床を有する診療所における介

護療養施設サービス

（1）診療所型介護療養施設サービス

費（１日につき）

（2）ユニット型診療所型介護療養施

設サービス費（１日につき）

注 8�　栄養管理について，別に厚生労

働大臣が定める基準を満たさない

場合は，１日につき 14単位を所

定単位数から減算する。［経過措

置：令和 6年３月 31日までは適

用しない］

●低栄養リスク改善加算� 300 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定介護療養型医療施

設において，低栄養状態にある入

院患者又は低栄養状態のおそれの

ある入院患者に対して，医師，歯

科医師，管理栄養士，看護師，介

護支援専門員その他の職種の者が

共同して，入院患者の栄養管理を

するための会議を行い，入院患者

ごとに低栄養状態の改善等を行う

ための栄養管理方法等を示した計

画を作成した場合であって，当該

計画に従い，医師又は歯科医師の

指示を受けた管理栄養士又は栄養

士（歯科医師が指示を行う場合に

あっては，当該指示を受けた管理

栄養士又は栄養士が，医師の指導

を受けている場合に限る。）が，

栄養管理を行った場合に，当該計

画が作成された日の属する月から

６月以内の期間に限り，１月につ

き所定単位数を加算する。ただ

し，（1）及び（2）の注 8，経口

移行加算又は経口維持加算を算定

している場合は，算定しない。

注２�　（イの低栄養リスク改善加算と

共通（略））　

●経口移行加算� 28 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定介護療養型医療施

設において，医師の指示に基づ

き，医師，歯科医師，管理栄養

士，看護師，介護支援専門員その

他の職種の者が共同して，現に経

管により食事を摂取している入院

患者ごとに経口による食事の摂取

を進めるための経口移行計画を作

成している場合であって，当該計

画に従い，医師の指示を受けた管

理栄養士又は栄養士による栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員に

よる支援が行われた場合は，当該

計画が作成された日から起算して

180 日以内の期間に限り，１日

につき所定単位数を加算する。た

だし，（1）及び（2）の注 8を算

定している場合は，算定しない。

注２　（イの経口移行加算と共通（略））

●経口維持加算

（1）経口維持加算（Ⅰ）� 400 単位

（2）経口維持加算（Ⅱ）� 100 単位

注１�　（1）については，別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指

定介護療養型医療施設において，

現に経口により食事を摂取する者

であって，摂食機能障害を有し，

誤嚥
えん

が認められる入院患者に対し

て，医師又は歯科医師の指示に基

づき，医師，歯科医師，管理栄養
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士，看護師，介護支援専門員その

他の職種の者が共同して，入院患

者の栄養管理をするための食事の

観察及び会議等を行い，入院患者

ごとに，経口による継続的な食事

の摂取を進めるための経口維持計

画を作成している場合であって，

当該計画に従い，医師又は歯科医

師の指示（歯科医師が指示を行う

場合にあっては，当該指示を受け

る管理栄養士等が医師の指導を受

けている場合に限る。）を受けた

管理栄養士又は栄養士が，栄養管

理を行った場合に，１月につき所

定単位数を加算する。ただし，

（1）及び（2）の注 8又は経口移

行加算を算定している場合は算定

しない。

注 2�　（2）については，協力歯科医療

機関を定めている指定介護療養型

医療施設が，経口維持加算（Ⅰ）

を算定している場合であって，入

院患者の経口による継続的な食事

の摂取を支援するための食事の観

察及び会議等に，医師（指定介護

療養型医療施設基準第 2条第２項

第一号に規定する医師を除く。），

歯科医師，歯科衛生士又は言語聴

覚士が加わった場合は，1月につ

き所定単位数を加算する。

●療養食加算＊3� 6 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして都道府県知事に届け

出た指定介護療養型医療施設が，別

に厚生労働大臣が定める療養食を提

供したときは，１日につき３回を限

度として，所定単位数を加算する。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　入所者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合する指定介

護療養型医療施設において行われ

ていること。

ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院における介護療養施設サービス

（1）認知症疾患型介護療養施設サー

ビス費（１日につき）

（2）認知症疾患型経過型介護療養施

設サービス費（１日につき）

（3）ユニット型認知症疾患型介護療

養施設サービス費（１日につき）

注 7�　栄養管理について，別に厚生労

働大臣が定める基準を満たさない

場合は，１日につき 14単位を所

定単位数から減算する。［経過措

置：令和 6年３月 31日までは適

用しない］

●低栄養リスク改善加算� 300 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定介護療養型医療施

設において，低栄養状態にある入

院患者又は低栄養状態のおそれの

ある入院患者に対して，医師，歯

科医師，管理栄養士，看護師，介

護支援専門員その他の職種の者が

共同して，入院患者の栄養管理を

するための会議を行い，入院患者

ごとに低栄養状態の改善等を行う

ための栄養管理方法等を示した計

画を作成した場合であって，当該

計画に従い，医師又は歯科医師の
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指示を受けた管理栄養士又は栄養

士（歯科医師が指示を行う場合に

あっては，当該指示を受けた管理

栄養士又は栄養士が，医師の指導

を受けている場合に限る。）が，

栄養管理を行った場合に，当該計

画が作成された日の属する月から

６月以内の期間に限り，１月につ

き所定単位数を加算する。ただ

し，（1）から（3）までの注 7，

経口移行加算又は経口維持加算を

算定している場合は，算定しな

い。

注２�（イの低栄養リスク改善加算と共

通（略））　

●経口移行加算� 28 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定介護療養型医療施

設において，医師の指示に基づ

き，医師，歯科医師，管理栄養

士，看護師，介護支援専門員その

他の職種の者が共同して，現に経

管により食事を摂取している入院

患者ごとに経口による食事の摂取

を進めるための経口移行計画を作

成している場合であって，当該計

画に従い，医師の指示を受けた管

理栄養士又は栄養士による栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員に

よる支援が行われた場合は，当該

計画が作成された日から起算して

180 日以内の期間に限り，１日

につき所定単位数を加算する。た

だし，（1）から（3）までの注 7

を算定している場合は，算定しな

い。

注２�　経口による食事の摂取を進める

ための経口移行計画に基づき，管

理栄養士又は栄養士が行う栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員が

行う支援が，当該計画が作成され

た日から起算して 180 日を超え

た期間に行われた場合であって

も，経口による食事の摂取が一部

可能な者であって，医師の指示に

基づき継続して経口による食事の

摂取を進めるための栄養管理及び

支援が必要とされるものに対して

は，引き続き当該加算を算定でき

るものとする。

●経口維持加算

（1）経口維持加算（Ⅰ）� 400 単位

（2）経口維持加算（Ⅱ）� 100 単位

注１�　（1）については，別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指

定介護療養型医療施設において，

現に経口により食事を摂取する者

であって，摂食機能障害を有し，

誤嚥
えん

が認められる入院患者に対し

て，医師又は歯科医師の指示に基

づき，医師，歯科医師，管理栄養

士，看護師，介護支援専門員その

他の職種の者が共同して，入院患

者の栄養管理をするための食事の

観察及び会議等を行い，入院患者

ごとに，経口による継続的な食事

の摂取を進めるための経口維持計

画を作成している場合であって，

当該計画に従い，医師又は歯科医

師の指示（歯科医師が指示を行う

場合にあっては，当該指示を受け

る管理栄養士等が医師の指導を受

けている場合に限る。）を受けた

管理栄養士又は栄養士が，栄養管

理を行った場合に，１月につき所

定単位数を加算する。ただし，
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（1）から（3）までの注 7又は経

口移行加算を算定している場合は

算定しない。

注 2�　（2）については，協力歯科医療機

関を定めている指定介護療養型医療

施設が，経口維持加算（Ⅰ）を算定

している場合であって，入院患者の

経口による継続的な食事の摂取を支

援するための食事の観察及び会議等

に，医師（指定介護療養型医療施設

基準第２条第３項第一号に規定する

医師を除く。），歯科医師，歯科衛生

士又は言語聴覚士が加わった場合

は，1月につき所定単位数を加算す

る。

●療養食加算＊3� 6 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして都道府県知事に届け

出た指定介護療養型医療施設が，別

に厚生労働大臣が定める療養食を提

供したときは，１日につき３回を限

度として，所定単位数を加算する。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　入所者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合する指定介

護療養型医療施設において行われ

ていること。

４　介護医療院＊5 サービス
イ　Ⅰ型介護医療院サービス費（１日に
つき）

ロ　Ⅱ型介護医療院サービス費（１日に
つき）

ハ　特別介護医療院サービス費（１日に

つき）

ニ　ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス
費（１日につき）

ホ　ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス
費（１日につき）

ヘ　ユニット型特別介護医療院サービス

費（１日につき）

（以下，4イ～ヘ共通）
注 5�　栄養管理について，別に厚生労

働大臣が定める基準を満たさない

場合は，１日につき 14単位を所

定単位数から減算する。［経過措

置：令和 6年３月 31日までは適

用しない］

●再入所時栄養連携加算� 200 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する介護医療院に入所（以下こ

の注において「一次入所」という。）

している者が退所し，当該者が病院

又は診療所に入院した場合であっ

て，当該者が退院した後に再度当該

介護医療院に入所（以下この注にお

いて「二次入所」という。）する際，

二次入所において必要となる栄養管

理が，一次入所の際に必要としてい

た栄養管理とは大きく異なるため，

当該介護医療院の管理栄養士が当該

病院又は診療所の管理栄養士と連携

し当該者に関する栄養ケア計画を策

定した場合に，入所者１人につき１

回を限度として所定単位数を加算す

る。ただし，イからヘまでの注５を

算定している場合は，算定しない。

●栄養マネジメント強化加算� 11 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合するものとして都道府県知事に

届け出た介護医療院において，入所
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者ごとの継続的な栄養管理を強化し

て実施した場合，栄養マネジメント

強化加算として，１日につき所定単

位数を加算する。ただし，イからヘ

までの注５を算定している場合は，

算定しない。

●経口移行加算� 28 単位

注 1，2（略）

●経口維持加算

（1）経口維持加算（Ⅰ）� 400 単位

（2）経口維持加算（Ⅱ）� 100 単位

注 1，2（略）

●療養食加算� 6 単位

　注，イ～ロ（略）
注）＊3，＊5 p.629，630 を参照。

別表　�指定介護予防サービス介護給付費
単位数表

４　介護予防居宅療養管理指導費＊4

ニ　管理栄養士が行う場合

（１）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（一）�単一建物居住者１人に対して行

う場合� 544 単位

（二）�単一建物居住者２人以上９人以

下に対して行う場合� 486 単位

（三）�（一）及び（二）以外の場合

� 443 単位

（２）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（一）�単一建物居住者１人に対して行

う場合� 524 単位

（二）�単一建物居住者２人以上９人以

下に対して行う場合� 325 単位

（三）�（一）及び（二）以外の場合

� 294 単位

注１�　在宅の利用者であって通院又は

通所が困難なものに対して，（1）

については次に掲げるいずれの基

準にも適合する指定介護予防居宅

療養管理指導事業所（指定介護予

防サービス基準第 88条第１項第

１号に規定する指定介護予防居宅

療養管理指導事業所をいう。以下

この注から注４までにおいて同

じ。）の管理栄養士が，（2）につ

いては次に掲げるいずれの基準に

も適合する指定介護予防居宅療養

管理指導事業所において当該指定

介護予防居宅療養管理指導事業所

以外の医療機関，介護保険施設

（指定施設サービス等に要する費

用の額の算定に関する基準（平成

12年厚生省告示第 21号）別表

指定施設サービス等介護給付費単

位数表（以下「指定施設サービス

等介護給付費単位数表」という。）

の介護福祉施設サービスのヘ，介

護保健施設サービスのト若しくは

介護医療院サービスのヌに規定す

る厚生労働大臣が定める基準に定

める管理栄養士の員数を超えて管

理栄養士を置いているもの又は常

勤の管理栄養士を１名以上配置し

ているものに限る。）又は栄養士

会が運営する栄養ケア・ステー

ションとの連携により確保した管

理栄養士が，計画的な医学的管理

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（抜粋） 
（平成 18年 3月 14日厚生労働省告示第 127 号）

（最終改正　令和３年３月 15日厚生労働省告示第 73号）
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を行っている医師の指示に基づ

き，当該利用者を訪問し，栄養管

理に係る情報提供及び指導又は助

言を行った場合に，単一建物居住

者（当該利用者が居住する建物に

居住する者のうち，当該指定介護

予防居宅療養管理指導事業所の管

理栄養士が，同一月に指定介護予

防居宅療養管理指導を行っている

ものをいう。）の人数に従い，１

月に２回を限度として，所定単位

数を算定する。

イ　別に厚生労働大臣が定める特別

食を必要とする利用者又は低栄養

態にあると医師が判断した者に対

して，医師，歯科医師，管理栄養

士，看護師，薬剤師その他の職種

の者が共同して，利用者ごとの摂

食・嚥
えん

下機能及び食形態にも配慮

した栄養ケア計画を作成している

こと。

ロ　利用者ごとの栄養ケア計画に従

い栄養管理を行っているととも

に，利用者又はその家族等に対し

て，栄養管理に係る情報提供及び

指導又は助言を行い，利用者の栄

養状態を定期的に記録しているこ

と。

ハ　利用者ごとの栄養ケア計画の進

捗状況を定期的に評価し，必要に

応じて当該計画を見直しているこ

と。

２～４（略）

５�　介護予防通所リハビリテーション費
（１月につき）
●栄養アセスメント加算� 50 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

しているものとして都道府県知事に

届け出た指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所が，利用者に対し

て，管理栄養士が介護職員等と共同

して栄養アセスメント（利用者ごと

の低栄養状態のリスク及び解決すべ

き課題を把握することをいう。以下

この注において同じ。）を行った場

合は，１月につき所定単位数を加算

する。ただし，当該利用者が栄養改

善加算又は選択的サービス複数実施

加算の算定に係る栄養改善サービス

を受けている間及び当該栄養改善

サービスが終了した日の属する月

は，算定しない。

（1�）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者ごとに，医師，管理栄

養士，理学療法士，作業療法

士，言語聴覚士，看護職員，

介護職員その他の職種の者（ニ

において「管理栄養士等」と

いう。）が共同して栄養アセス

メントを実施し，当該利用者

又はその家族に対してその結

果を説明し，相談等に必要に

応じ対応すること。

（3）�利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し，栄

養管理の実施に当たって，当

該情報その他栄養管理の適切

かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。

（4）�別に厚生労働大臣の定める基

準に適合している指定介護予

防通所リハビリテーション事
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業所であること。

●栄養改善加算＊2� 200 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

しているものとして都道府県知事に

届け出て，低栄養状態にある利用者

又はそのおそれのある利用者に対し

て，当該利用者の低栄養状態の改善

等を目的として，個別的に実施され

る栄養食事相談等の栄養管理であっ

て，利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以

下「栄養改善サービス」という。）

を行った場合は，１月につき所定単

位数を加算する。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者の栄養状態を利用開始

時に把握し，管理栄養士等が

共同して，利用者ごとの摂食・

嚥
えん

下機能及び食形態にも配慮

した栄養ケア計画を作成して

いること。

（3）�利用者ごとの栄養ケア計画に

従い，必要に応じて当該利用

者の居宅を訪問し，管理栄養

士等が栄養改善サービスを

行っているとともに，利用者

の栄養状態を定期的に記録し

ていること。

（4）�利用者ごとの栄養ケア計画の

進捗状況を定期的に評価して

いること。

（5）�別に厚生労働大臣が定める基

準に適合している指定介護予

防通所リハビリテーション事

業所であること。

●口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（1）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ）� 20 単位

（2）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ）� ５単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所の従業者が，利用

開始時及び利用中６月ごとに利用者

の口腔
くう

の健康状態のスクリーニング

又は栄養状態のスクリーニングを

行った場合に，口腔
くう

・栄養スクリー

ニング加算として，次に掲げる区分

に応じ，１回につき次に掲げる所定

単位数を加算する。ただし，次に掲

げるいずれかの加算を算定している

場合においては，次に掲げるその他

の加算は算定せず，当該利用者につ

いて，当該事業所以外で既に口腔
くう

・

栄養スクリーニング加算を算定して

いる場合にあっては算定しない。

６�　介護予防短期入所生活介護費（１日
につき）
イ　介護予防短期入所生活介護費

ロ　ユニット型介護予防短期入所生活介

護費

（以下，6イ，ロ共通）
●療養食加算＊3� 8 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

しているものとして都道府県知事に

届け出て当該基準による食事の提供

を行う指定介護予防短期入所生活介

護事業所が，別に厚生労働大臣が定

める療養食を提供したときは，１日

につき３回を限度として所定単位数

を加算する。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄
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養士によって管理されているこ

と。

ロ　利用者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合する指定介

護予防短期入所生活介護事業所に

おいて行われていること。

７　介護予防短期入所療養介護費
イ　介護老人保健施設における介護予防

短期入所療養介護費

ロ　療養病床を有する病院における介護

予防短期入所療養介護費

ハ　診療所における介護予防短期入所療

養介護費

ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院における介護予防短期入所療養介

護費

ホ　介護医療院における介護予防短期入

所療養介護費（１日につき）

（以下，7イ～ホ共通）
●療養食加算＊3� 8 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

しているものとして都道府県知事に

届け出て当該基準による食事の提供

を行う指定介護予防短期入所療養介

護事業所が，別に厚生労働大臣が定

める療養食を提供したときは，1日

につき 3回を限度として，所定単

位数を加算する。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　利用者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合している指

定介護予防短期入所療養介護事業

所において行われていること。
注）＊2〜＊4�p.628 ～ 630 を参照。

別表　�指定地域密着型サービス介護給付
費単位数表

３　認知症対応型通所介護費
イ　認知症対応型通所介護費（Ⅰ）
ロ　認知症対応型通所介護費（Ⅱ）
（以下，3イ，ロ共通）
●栄養アセスメント加算� 50 単位

注 11�　次に掲げるいずれの基準にも

適合しているものとして市町村

長に届け出た単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所

又は共用型指定認知症対応型通

所介護事業所が，利用者に対し

て，管理栄養士が介護職員等と

共同して栄養アセスメント（利

用者ごとの低栄養状態のリスク

及び解決すべき課題を把握する

ことをいう。以下この注におい

て同じ。）を行った場合は，栄養

アセスメント加算として，１月

につき 50単位を所定単位数に

加算する。ただし，当該利用者

（平成 18年 3月 14日厚生労働省告示第 126 号）
（最終改正　令和３年３月 15日厚生労働省告示第 73号）

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（抜粋）
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が栄養改善加算の算定に係る栄

養改善サービスを受けている間

及び当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月は，算定し

ない。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者ごとに，管理栄養士，

看護職員，介護職員，生活相

談員その他の職種の者（注 12

において「管理栄養士等」と

いう。）が共同して栄養アセス

メントを実施し，当該利用者

又はその家族に対してその結

果を説明し，相談等に必要に

応じ対応すること。

（3）�利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し，栄

養管理の実施に当たって，当

該情報その他栄養管理の適切

かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。

（4）�別に厚生労働大臣が定める基

準に適合している単独型・併

設型指定認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定認知

症対応型通所介護事業所であ

ること。

●栄養改善加算＊2� 200 単位

注 12�　次に掲げるいずれの基準にも

適合しているものとして市町村

長に届け出て，低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある

利用者に対して，栄養改善サー

ビスを行った場合は，栄養改善

加算として，３月以内の期間に

限り１月に２回を限度として１

回につき 200 単位を所定単位数

に加算する。ただし，栄養改善

サービスの開始から３月ごとの

利用者の栄養状態の評価の結

果，低栄養状態が改善せず，栄

養改善サービスを引き続き行う

ことが必要と認められる利用者

については，引き続き算定する

ことができる。

（1）��当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を 1名以上配置している

こと。

（2）�利用者の栄養状態を利用開始

時に把握し，管理栄養士等が

共同して，利用者ごとの摂食・

嚥
えん

下機能及び食形態にも配慮

した栄養ケア計画を作成して

いること。

（3）�利用者ごとの栄養ケア計画に

従い，必要に応じて当該利用

者の居宅を訪問し，管理栄養

士等が栄養改善サービスを

行っているとともに，利用者

の栄養状態を定期的に記録し

ていること。

（4）�利用者ごとの栄養ケア計画の

進捗状況を定期的に評価して

いること。

（5）�別に厚生労働大臣の定める基

準に適合している単独型・併

設型指定認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定認知

症対応型通所介護事業所であ

ること。
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●口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（1）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ）� 20 単位

（2）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ）� ５単位

注 13�　別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業所

又は共用型指定認知症対応型通

所介護事業所の従業者が，利用

開始時及び利用中６月ごとに利

用者の口腔
くう

の健康状態のスク

リーニング又は栄養状態のスク

リーニングを行った場合に，口

腔
くう

・栄養スクリーニング加算と

して，次に掲げる区分に応じ，

１回につき次に掲げる単位数を

所定単位数に加算する。ただ

し，次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合において

は，次に掲げるその他の加算は

算定せず，当該利用者につい

て，当該事業所以外で既に口

腔
くう

・栄養スクリーニング加算を

算定している場合は算定しない。

５　認知症対応型共同生活介護費
イ　認知症対応型共同生活介護費（１日

につき）

●栄養管理体制加算� 30 単位

注　イについて，別に厚生労働大臣が

定める基準に適合する指定認知症対

応型共同生活介護事業所において，

管理栄養士（当該事業所の従業者以

外の管理栄養士を含む。）が，従業

者に対する栄養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

場合に，１月につき所定単位数を加

算する。

●口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

� 20 単位

注　イについて，別に厚生労働大臣が

定める基準に適合する指定認知症対

応型共同生活介護事業所の従業者

が，利用開始時及び利用中６月ごと

に利用者の口腔
くう

の健康状態のスク

リーニング及び栄養状態のスクリー

ニングを行った場合に，１回につき

所定単位数を加算する。ただし，当

該利用者について，当該事業所以外

で既に口腔
くう

・栄養スクリーニング加

算を算定している場合にあっては算

定しない。

７�　地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護費
イ　地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護費（１日につき）

ロ　ユニット型地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護費（１日につき）

ハ　経過的地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護費（１日につき）

ニ　経過的ユニット型経過的地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護費

（１日につき）

（以下，7イ～ニ共通）
注 6�　栄養管理について，別に厚生労

働大臣が定める基準を満たさない

場合は，１日につき 14単位を所

定単位数から減算する。［経過措

置：令和 6年３月 31日までは適

用しない］

●再入所時栄養連携加算� 200 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合する指定地域密着型介護老人福

祉施設に入所（以下この注において
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「一次入所」という。）している者が

退所し，当該者が病院又は診療所に

入院した場合であって，当該者が退

院した後に再度当該指定地域密着型

介護老人福祉施設に入所（以下この

注において「二次入所」という。）

する際，二次入所において必要とな

る栄養管理が，一次入所の際に必要

としていた栄養管理とは大きく異な

るため，当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の管理栄養士が当該病院

又は診療所の管理栄養士と連携し当

該者に関する栄養ケア計画を策定し

た場合に，入所者１人につき１回を

限度として所定単位数を加算する。

ただし，イからニまでの注６を算定

している場合は，算定しない。

●栄養マネジメント強化加算� 11 単位

注　別に厚生労働大臣が定める基準に

適合するものとして市町村長に届け

出た指定地域密着型介護老人福祉施

設において，入所者ごとの継続的な

栄養管理を強化して実施した場合，

栄養マネジメント強化加算として，

１日につき所定単位数を加算する。

ただし，イからニまでの注６を算定

している場合は，算定しない。

●経口移行加算� 28 単位

注１�　別に厚生労働大臣が定める基準

に適合する指定地域密着型介護老

人福祉施設において，医師の指示

に基づき，医師，歯科医師，管理

栄養士，看護師，介護支援専門員

その他の職種の者が共同して，現

に経管により食事を摂取している

入所者ごとに経口による食事の摂

取を進めるための経口移行計画を

作成している場合であって，当該

計画に従い，医師の指示を受けた

管理栄養士又は栄養士による栄養

管理及び言語聴覚士又は看護職員

による支援が行われた場合は，当

該計画が作成された日から起算し

て 180 日以内の期間に限り，１

日につき所定単位数を加算する。

ただし，イからニまでの注６を算

定している場合は，算定しない。

注 2�　経口による食事の摂取を進める

ための経口移行計画に基づき，管

理栄養士又は栄養士が行う栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員が

行う支援が，当該計画が作成され

た日から起算して 180 日を超え

た期間に行われた場合であって

も，経口による食事の摂取が一部

可能な者であって，医師の指示に

基づき継続して経口による食事の

摂取を進めるための栄養管理及び

支援が必要とされるものに対して

は，引き続き当該加算を算定でき

るものとする。

●経口維持加算

（1）経口維持加算（Ⅰ）� 400 単位

（2）経口維持加算（Ⅱ）� 100 単位

注１�　（1）については，別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指

定地域密着型介護老人福祉施設に

おいて，現に経口により食事を摂

取する者であって，摂食機能障害

を有し，誤嚥
えん

が認められる入所者

に対して，医師又は歯科医師の指

示に基づき，医師，歯科医師，管

理栄養士，看護師，介護支援専門

員その他の職種の者が共同して，

入所者の栄養管理をするための食

事の観察及び会議等を行い，入所
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者ごとに，経口による継続的な食

事の摂取を進めるための経口維持

計画を作成している場合であっ

て，当該計画に従い，医師又は歯

科医師の指示（歯科医師が指示を

行う場合にあっては，当該指示を

受ける管理栄養士等が医師の指導

を受けている場合に限る。）を受

けた管理栄養士又は栄養士が，栄

養管理を行った場合に，１月につ

き所定単位数を加算する。ただ

し，イからニまでの注６又は経口

移行加算を算定している場合は算

定しない。

注 2�　（2）については，協力歯科医療

機関を定めている指定地域密着型

介護老人福祉施設が，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の

食事の観察及び会議等に，医師

（指定地域密着型サービス基準第

131 条第 1項第一号に規定する

医師を除く。），歯科医師，歯科衛

生士又は言語聴覚士が加わった場

合は，1月につき所定単位数を加

算する。

●療養食加算＊3� 6 単位

注　次に掲げるいずれの基準にも適合

するものとして市町村長に届け出て

当該基準による食事の提供を行う指

定地域密着型介護老人福祉施設が，

別に厚生労働大臣が定める療養食を

提供したときは，1日につき 3回を

限度として，所定単位数を加算す

る。

イ　食事の提供が管理栄養士又は栄

養士によって管理されているこ

と。

ロ　入所者の年齢，心身の状況に

よって適切な栄養量及び内容の食

事の提供が行われていること。

ハ　食事の提供が，別に厚生労働大

臣が定める基準に適合する指定地

域密着型介護老人福祉施設におい

て行われていること。

８　複合型サービス費
イ　看護小規模多機能型居宅介護費（１

月につき）

ロ　短期利用居宅介護費（１日につき）

（以下，8イ・ロ共通）
●栄養アセスメント加算� 50 単位

注　イについて，次に掲げるいずれの

基準にも適合しているものとして市

町村長に届け出た指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所が，利用者に

対して，管理栄養士が介護職員等と

共同して栄養アセスメント（利用者

ごとの低栄養状態のリスク及び解決

すべき課題を把握することをいう。

以下この注において同じ。）を行っ

た場合は，１月につき所定単位数を

加算する。ただし，当該利用者が栄

養改善加算の算定に係る栄養改善

サービスを受けている間及び当該栄

養改善サービスが終了した日の属す

る月は，算定しない。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者ごとに，管理栄養士，

看護職員，介護職員，生活相

談員その他の職種の者（チに

おいて「管理栄養士等」とい
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う。）が共同して栄養アセスメ

ントを実施し，当該利用者又

はその家族等に対してその結

果を説明し，相談等に必要に

応じ対応すること。

（3）�利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し，栄

養管理の実施に当たって，当

該情報その他栄養管理の適切

かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。

（4�）別に厚生労働大臣が定める基

準に適合している指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所であ

ること。

●栄養改善加算＊2� 200 単位

注　イについて，次に掲げるいずれの

基準にも適合しているものとして市

町村長に届け出て，低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある利用

者に対して，栄養改善サービスを

行った場合は，栄養改善加算とし

て，３月以内の期間に限り１月に２

回を限度として１回につき所定単位

数を加算する。ただし，栄養改善

サービスの開始から３月ごとの利用

者の栄養状態の評価の結果，低栄養

状態が改善せず，栄養改善サービス

を引き続き行うことが必要と認めら

れる利用者については，引き続き算

定することができる。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者の栄養状態を利用開始

時に把握し，管理栄養士等が

共同して，利用者ごとの摂食・

嚥
えん

下機能及び食形態にも配慮

した栄養ケア計画を作成して

いること。

（3）�利用者ごとの栄養ケア計画に

従い，必要に応じて当該利用

者の居宅を訪問し，管理栄養

士等が栄養改善サービスを

行っているとともに，利用者

の栄養状態を定期的に記録し

ていること。

（4）�利用者ごとの栄養ケア計画の

進捗状況を定期的に評価して

いること。

（5）�別に厚生労働大臣が定める基

準に適合している指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所

であること。

●口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（1）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ）� 20 単位

（2）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ）� ５単位

注　イについて，別に厚生労働大臣が

定める基準に適合する指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の従業者

が，利用開始時及び利用中６月ごと

に利用者の口腔
くう

の健康状態のスク

リーニング又は栄養状態のスクリー

ニングを行った場合に，次に掲げる

区分に応じ，１回につき次に掲げる

所定単位数を加算する。ただし，次

に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては，次に掲げるそ

の他の加算は算定せず，当該利用者

について，当該事業所以外で既に口

腔
くう

・栄養スクリーニング加算を算定

している場合にあっては算定しな

い。
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●褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算

注　イについて，別に厚生労働大臣が

定める基準に適合しているものとし

て市町村長に届け出た指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所におい

て，継続的に利用者ごとの褥
じよく

瘡
そう

管

理をした場合は，当該基準に掲げる

区分に従い，１月につき次に掲げる

所定単位数を加算する。ただし，次

に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては，次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。

（1）褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算（Ⅰ）
� ３単位

（2）褥
じよく

瘡
そう

マネジメント加算（Ⅱ）
� 13 単位
注）＊2，＊3�p.628 ～ 630 を参照。

別表　�指定地域密着型介護予防サービス
介護給付費単位数表

１　介護予防認知症対応型通所介護費
イ　介護予防認知症対応型通所介護費

（Ⅰ）
ロ　介護予防認知症対応型通所介護費

（Ⅱ）
（以下，1イ・ロ共通）
●栄養アセスメント加算� 50 単位

注 10�　次に掲げるいずれの基準にも

適合しているものとして市町村

長に届け出た単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所

が，利用者に対して，管理栄養

士が介護職員等と共同して栄養

アセスメント（利用者ごとの低

栄養状態のリスク及び解決すべ

き課題を把握することをいう。

以下この注において同じ。）を

行った場合は，栄養アセスメン

ト加算として，１月につき 50

単位を所定単位数に加算する。

ただし，当該利用者が栄養改善

加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間及び当該栄

養改善サービスが終了した日の

属する月は，算定しない。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者ごとに，管理栄養士，

看護職員，介護職員，生活相

談員その他の職種の者（注 11

において「管理栄養士等」と

いう。）が共同して栄養アセス

メントを実施し，当該利用者

又はその家族等に対してその

結果を説明し，相談等に必要

に応じ対応すること。

（3）�利用者ごとの栄養状態等の情

報を厚生労働省に提出し，栄

養管理の実施に当たって，当

該情報その他栄養管理の適切

かつ有効な実施のために必要

な情報を活用していること。

（平成 18年 3月 14日厚生労働省告示第 126 号）
（最終改正　令和３年３月 15日厚生労働省告示第 73号）

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（抜粋）
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（4）�別に厚生労働大臣の定める基

準に適合している単独型・併

設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所又は共用型

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所であること。

●栄養改善加算＊2� 200 単位

注 11�　次に掲げるいずれの基準にも

適合しているものとして市町村

長に届け出て，低栄養状態にあ

る利用者又はそのおそれのある

利用者に対して，当該利用者の

低栄養状態の改善等を目的とし

て，個別的に実施される栄養食

事相談等の栄養管理であって，

利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの

（以下「栄養改善サービス」とい

う。）を行った場合は，栄養改善

加算として，１月につき 200 単

位を所定単位数に加算する。

（1）�当該事業所の従業者として又

は外部との連携により管理栄

養士を１名以上配置している

こと。

（2）�利用者の栄養状態を利用開始

時に把握し，管理栄養士等が

共同して，利用者ごとの摂食・

嚥
えん

下機能及び食形態にも配慮

した栄養ケア計画を作成して

いること。

（3）�利用者ごとの栄養ケア計画に

従い，必要に応じて当該利用

者の居宅を訪問し，管理栄養

士等が栄養改善サービスを

行っているとともに，利用者

の栄養状態を定期的に記録し

ていること。

（4）�利用者ごとの栄養ケア計画の

進捗状況を定期的に評価して

いること。

（5）�別に厚生労働大臣の定める基

準に適合している単独型・併

設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所又は共用型

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所であること。

●口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（1）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ）� 20 単位

（2）口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ）� ５単位

注 12�　別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介

護事業所又は共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所

の従業者が，利用開始時及び利

用中６月ごとに利用者の口腔
くう

の

健康状態のスクリーニング又は

栄養状態のスクリーニングを

行った場合に，口腔
くう

・栄養スク

リーニング加算として，次に掲

げる区分に応じ，１回につき次

に掲げる所定単位数を加算す

る。ただし，次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合に

おいては，次に掲げるその他の

加算は算定せず，当該利用者に

ついて，当該事業所以外で既に

口腔
くう

・栄養スクリーニング加算

を算定している場合にあっては

算定しない。
注）＊2 p.628 ～ 630 を参照。
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