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今回のテーマ：平成18年度介護報酬改定の影響

平成18年1月26日の社会保障審議会介護給付費分科会において、平成18年度介護報酬改

定の内容が決定しました。

各サービスの報酬単価については新聞等でも報道されていますので、ここでは下記サ

ービスを経営している施設における収入シミュレーションを試算しました。

①併設型通所介護（デイサービス）

②居宅介護支援

③認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

④特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

■併設型通所介護（デイサービス）

今回の改定の目玉は介護予防サービスの新設です。そして介護予防サービスが新設さ

れた事により一番影響を受けるのは通所介護（及び通所リハ）です。

通所介護に関する改訂後の報酬単価は下記の通りです。

介護予防通所介護 基本単位 要支援１ 2,226単位／月

要支援２ 4,353単位／月

各種加算 運動器機能向上加算 225単位／月

栄養改善加算 100単位／月

口腔機能向上加算 100単位／月

アクティビティ実施加算 81単位／月

事業所評価加算 100単位／月

※介護予防通所介護の基本単位には送迎、入浴が包括されています。

通所介護 小規模事業所 経過的要介護 707単位／日

※前年度の1月当たり平均 要介護１ 790単位／日

利用延人員が300人以内の 要介護２ 922単位／日

事業所 要介護３ 1,055単位／日

要介護４ 1,187単位／日

要介護５ 1,320単位／日

※単位は全て6時間以上8時間未満の場合
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通所介護 通常規模型事業所 経過的要介護 608単位／回

※前年度の1月当たり平均 要介護１ 677単位／回

利用延人員が300人を超え 要介護２ 789単位／回

る事業所 要介護３ 901単位／回

要介護４ 1,013単位／回

要介護５ 1,125単位／回

各種加算 栄養マネジメント加算 100単位／回 ※月2回まで

口腔機能向上加算 100単位／回 ※月2回まで

若年性認知症ケア加算 60単位／日

入浴介助加算 50単位／回

個別機能訓練加算 27単位／日

※通所介護の基本単位には送迎が包括されています。

併設型通所介護（デイサービス）の収入シミュレーションは下記の通りです。

現 在 改 定 後

1日当たりの利用者数30名 1日当たりの利用者数30名

要支援 5名×482単位＝ 2,410単位 要支援１ 5名×2,226単位＝ 11,130単位

要介護１ 13名×614単位＝ 7,982単位 要支援２ 9名×4,353単位＝ 39,177単位

要介護２ 7名×614単位＝ 4,298単位 運動器機能向上加算＋栄養改善加算＋口腔機能向上加算

要介護３ 3名×903単位＝ 2,709単位 14名×(225単位＋100単位＋100単位)＝

要介護４ 2名×903単位＝ 1,806単位 5,950単位

送迎加算30名×47単位×2＝ 2,820単位 小 計 56,257単位

入浴加算30名×60％×44単位＝792単位 要介護１ 4名×677単位＝ 2,708単位

合 計 22,817単位 要介護２ 7名×789単位＝ 5,523単位

22,817単位×10円×25日＝5,704,250円 要介護３ 3名×901単位＝ 2,703単位

要介護４ 2名×1,013単位= 2,026単位

入浴加算16名×60％×50単位＝ 480単位

小 計 13,440単位

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算＋口腔機能向上加算

16名×(100単位＋100単位)×2回

＝6,400単位

(56,287単位＋13,440単位×25日＋6,400単

位)×10円＝3,986,870円

試算の結果は、介護予防通所介護では運動器機能向上加算、栄養改善加算及び口腔機

能向上加算を算定し、通所介護では栄養マネジメント加算及び口腔機能向上加算を算定

したのにかかわらず一ヶ月の減収額は1,717,380円となります。



- 3/6 -

■居宅介護支援

居宅介護支援は今回の改定では数少ないプラス改定の一つ（取扱件数が40件未満の場

合）です。

居宅介護支援費 取扱件数が40件 要介護１・２ 1,000単位／月

未満 要介護３・４・５ 1,300単位／月

取扱件数が40件 要介護１・２ 600単位／月

以上60件未満 要介護３・４・５ 780単位／月

取扱件数が60件 要介護１・２ 400単位／月

以上 要介護３・４・５ 520単位／月

各種加算 初回加算(Ⅰ)〈初回時〉 250単位／月

初回加算(Ⅱ)〈退院・退所時〉 600単位／月

特定事業所加算 ※１ 500単位／月

特定事業所集中減算 ※２ ▲200単位／月

※１ 中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材

を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業者に加算

※２ 特定の事業者の割合が90％以上である場合に減算

居宅介護支援の収入シミュレーションは下記の通りです。

現 在 改 定 後

取扱件数が35件 取扱件数が35件

35件×850単位×10円＝297,500円 要介護１・２

24人×1,000単位×10円＝240,000円

要介護３・４・５

11人×1,300単位×10円＝143,000円

合 計

240,000円＋143,000円＝383,000円

試算の結果は、一ヶ月85,500円の増収となりますが、月に約38万円とまだまだ少ない

ですので、経営のポイントとしては①初回加算の算定と②取扱件数を限りなく39件にす

る事となります。注意しなければならないのは取扱件数が40件を超えただけで40％も報

酬単価が下がる点です。従って現在一人当たりの取扱件数が40件以上ある事業者は上手

にコントロールする必要があります。

■認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

平成18年度の改定によりグループホームは地域密着型サービスになります。これに伴

い短期利用共同生活介護費（ショートステイ）と、グループホームの共有スペースを活

用した少人数（３名以下）による認知症対応型通所介護費が新設されました。
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認知症対応型共同 基本単位 要支援２ 831単位／日

生活介護費 要介護１ 831単位／日

要介護２ 848単位／日

要介護３ 865単位／日

要介護４ 882単位／日

要介護５ 900単位／日

各種加算 医療連携体制加算 39単位／日

※夜勤が義務となり、現行の夜勤ケア加算は廃止されました。

短期利用共同生活 基本単位 要支援２ 861単位／日

介護費 要介護１ 861単位／日

要介護２ 878単位／日

要介護３ 895単位／日

要介護４ 912単位／日

要介護５ 930単位／日

認知症対応型通所 基本単位 要支援１ 435単位／回

介護費 要支援２ 460単位／回

介護予防認知症対 要介護１ 469単位／回

応型通所介護費 要介護２ 486単位／回

要介護３ 503単位／回

要介護４ 520単位／回

要介護５ 537単位／回

※単位は全て6時間以上8時間未満の場合

グループホームの収入シミュレーションは下記の通りです。

現 在 改 定 後

入所者数9名 入所者数9名

要介護１ 3名×796単位＝ 2,388単位 要介護１ 3名×831単位＝ 2,493単位

要介護２ 3名×812単位＝ 2,436単位 要介護２ 3名×848単位＝ 2,544単位

要介護３ 2名×828単位＝ 1,656単位 要介護３ 2名×865単位＝ 1,730単位

要介護４ 1名×844単位＝ 844単位 要介護４ 1名×882単位＝ 882単位

夜勤ケア加算9名×71単位＝ 639単位 医療連携体制加算9名×39単位＝351単位

合 計 7,963単位 合 計 8,000単位

7,963単位×10円×30日＝2,388,900円 通所介護の一日当たりの利用者数3名

要支援２ 3名×460単位＝ 1,380単位

8,000単位×10円×30日

＋1,380単位×10円×25日＝2,745,000円
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試算の結果は一ヶ月356,100円の増収となります。入所だけに限っても医療連携体制加

算が算定出来れば一ヶ月11,100の増収となります。

厚生労働省が認知症ケアの充実が重要としているだけあってグループホームはプラス

改定となりました。

■特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

特定施設に関する今回の改定の特徴は外部サービス利用型が創設された事です。外部

サービス利用型の報酬単価は紙面の都合上省略しますが、一ヶ月間の算定限度額は従来

型とほぼ変わりません。

従来型の施設に関しては夜間看護体制加算が新設されました。

特定施設入所者生 基本単位 要支援１ 214単位／日

活介護費 要支援２ 494単位／日

要介護１ 549単位／日

要介護２ 616単位／日

要介護３ 683単位／日

要介護４ 750単位／日

要介護５ 818単位／日

各種加算 夜間看護体制加算 10単位／日

有料老人ホームの収入シミュレーションは下記の通りです。

現 在 改 定 後

入所者数60名 入所者数60名

要支援 3名×238単位＝ 714単位 要支援２ 3名×494単位＝ 1,482単位

要介護１ 18名×549単位＝ 9,882単位 要介護１ 18名×549単位＝ 9,882単位

要介護２ 11名×616単位＝ 6,776単位 要介護２ 11名×616単位＝ 6,776単位

要介護３ 10名×683単位＝ 6,830単位 要介護３ 10名×683単位＝ 6,830単位

要介護４ 10名×750単位＝ 7,500単位 要介護４ 10名×750単位＝ 7,500単位

要介護５ 8名×818単位＝ 6,544単位 要介護５ 8名×818単位＝ 6,544単位

合 計 38,246単位 夜間看護体制加算60名×10単位＝600単位

38,246単位×10円×30日 合 計 39,614単位

＝11,473,800円 39,614単位×10円×30日＝11,884,200円

試算の結果は、一ヶ月410,400円の増収となりましたが、夜間看護体制加算が算定でき

る事と、現在の要介護１の入所者は、平成18年度改定以降も要支援ではなく要介護１に

該当する事が前提です。夜間看護体制加算の為には、常勤の看護師が１名以上配置され

ている事等（経過措置あり）の要件がありますので、これがクリア出来ている施設は増

収は間違いないと思います。
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特別養護老人ホーム、老人保健施設及び介護療養型医療施設の報酬単価の紹介及び収

入シミュレーションは省きますが、介護３施設の基本単位はユニット型はプラス改定、

多床室型はマイナス改定です。ただし加算は幾つか新設されたものがあり、介護３施設

に共通するものでは、経口維持加算（Ⅰ28単位／日、Ⅱ5単位／日）、在宅復帰支援機能加

算（10単位／日）等があり、各施設ごとに新設された加算としては特別養護老人ホーム

の重度化対応加算（10単位／日）、老人保健施設の試行的退所サービス費（800単位／日）

等があります。

しかし多床室型の場合は加算を上手に算定していっても全体的には、平成17年10月の

食事収入減収に続くマイナス改定になります。

平成18年度の介護報酬改定率は全体で▲0.5％としていますが、平成17年10月改定分を

含めると▲2.4％となっています。

しかも在宅軽度については平均▲5％とかなり厳しい内容です。また施設分については

±0％としていますが、ユニット型がプラスになった分、多床室型はマイナスになってい

ます。

つまり居宅系サービスにしても施設系サービスにしても従来型のままでは減収減益は

免れないという事です。特に通所介護（又は通所リハ）は従来型のままでは大幅な減収

となるのは確実ですので、介護予防サービスの提供及び利用者の確保が重要となります。

平成１８年１月３０日

西岡秀樹税理士事務所
http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/
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