
鹿児島県知事指定(許可）介護保険取扱事業所指定（許可）

・従事者（常勤） ・従事者（常勤） ・従事者（常勤） ・従事者（常勤）

管理者（医師）、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士 管理者（医師）、看護師 管理者 (医師）理学療法士、言語聴覚士 管理者（医師）、介護支援専門員

看護職員、介護福祉士、介護職員 看護職員、介護職員

・業務時間：月～土（曜日） ・利用定員：１日４０名以内 ・業務時間 ・業務時間：月～土（曜日）

月～金（曜日）　８：３０～１７：００ 　月～金（曜日）８：３０～１７：００ 　８：３０～１７：００

　　　土曜日　　８：３０～１２：３０ 合計人数とする 　　　　土曜日　８：３０～１２：３０ （但し祝祭日及び１２月３１日

・実施地域は知名町、和泊町の２町 から１月３日まで休み ・２４時間対応 ・２４時間対応

・業務時間：月～土（曜日） ・利用者又はその家族に関する

　８：３０～１７：００ 情報の守秘義務の徹底

・連絡先 ・連絡先

・連絡先 　台風時等天候により調整

業務時間内　(直通) ・サービス提供実施時間

（☎）０９９７－９３－５８０２ 　９：３０～１６：００ 　内線（１４０番） 担当　新村 内線（１９0番）　担当　高山

業務時間外

（☎）担当介護支援専門員携帯電話 ・連絡先 ２０分未満　　　　　　 　２６３単位 １コマ　２０分/回 ２９０単位/回 要介護１ ７５２単位 要支援１ ５８６単位

（☎）０９９７－９３－３０００ ３０分未満　　　　　　　 ３９６単位 ※当事業所では、１回の訪問で 要介護２ ８５５単位 要支援２ ７４１単位

３０分～１時間未満 ５６９単位 　原則２コマを実施 要介護３ １０７８単位 要介護１ ８０２単位

内線（５３３番）　担当　大山 内線（１９１番）　担当　内山 １時間～１時間３０分未満 　　　　　８３６単位 要介護４ １１７３単位 要介護２ ９０５単位

上記に対する加算 上記に対する加算 要介護５ １２５８単位 要介護３ １１２８単位

居宅介護支援費 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 夜間加算（１８時～２２時） 　２５％加算/回 短期集中リハビリテーション 要介護４ １２２３単位

　要介護１･２ １０５３単位/月 1～2時間未満 329 358 388 417 448 早朝加算（６時～８時） 　２５％加算/回 　実施加算 ２００単位/日 要介護５ １３０８単位

　要介護３･４･５ １３６８単位/月 2～3時間未満 343 398 455 510 566 深夜加算（２２時～６時） 　５０％加算/回 ※退院・退所日又は新たに要介護

3～4時間未満 444 520 596 693 789 特別地域訪問看護加算 　１５％加算/回 　認定を受けた日から３月以内 初期加算（入所後３０日以内）     ３０単位/日 サービス提供体制加算 １８単位/日

上記に対する加算・減算 4～5時間未満 508 595 681 791 900 緊急時訪問看護加算 ３１５単位/月 　（週２回以上・１回４０分以上） サービス提供体制加算 １８単位/日 送迎加算 片道１８４単位

特別地域加算 １５％加算/月 5～6時間未満 576 688 799 930 1060 特別管理加算1 　２５０単位/月 経口移行加算 ２８単位/日 緊急短期入所受け入加算 ９０単位

運営基準減算 ５０％減算/月 6～7時間未満 667 797 924 1076 1225 特別管理加算2 ５００単位/月 （利用開始より７日目まで）

３０％減算/月 介護予防リハビリテーション費 初回加算 　３００単位/回 ２３０単位/月 療養食加算 ６単位/日 療養食加算 ８単位/日

特定事業所集中減算 －２００単位/月 ターミナルケア加算　   ２０００単位/月 短期集中リハビリテーション実施加算

初回加算 ３００単位/月 （加算）　通所リハビリテーション １５％加算/回 （入所後３月以内）２４０単位/日

入院時情報連携加算Ⅰ ２００単位/回 ５０単位/回 理学療法（Ⅱ） ７３単位/回 理学療法（Ⅱ） ７３単位/回

入院時情報連携加算Ⅱ １００単位/回 ３３０単位/月 ※リハビリ計画を立て、１回/３ヶ月 理学療法（Ⅱ）減算 ５１単位/回 理学療法（Ⅱ）減算 ５１単位/回

退院・退所加算 ８５０単位/月 ・従事者（常勤） 管理者(医師） 　でリハビリ評価を行う。 作業療法 １２３単位/日 作業療法 １２３単位/日

　　　　　　　　Ⅰイ ４５０単位/回 ５３０単位/月 ・実施地域は知名町、和泊町の２町 摂食機能療法 　 摂食機能療法 　

　　　　　　　　Ⅰロ・Ⅱイ ６００単位/回 短期集中個別リハビリテーション実施加算 ・業務時間 ２０８単位/日（月４回まで） ２０８単位/日（月４回まで）

　　　　　　　　Ⅱロ ７５０単位/回 　退院日又は認定日より３ヶ月以内１１０単位 　月・火・水（曜日）１４：００～１６：００ 外泊時費用 ３６２単位/日

　　　　　　　　Ⅲ ９００単位/回 　１８単位/回 褥瘡対策指導管理加算 ６単位/日 褥瘡対策指導管理加算 ６単位/日

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 感染対策指導管理加算 ６単位/日 感染対策指導管理加算 ６単位/日

　　　　　　　　　 ３００単位/回 １２単位/回 重度療養管理加算 １２３単位/日 重度療養管理加算 １２３単位/日

緊急時等居宅カンファレンス加算 １６単位/回 医師による居宅療養管理指導 介護職員処遇改善加算 0.011％ 介護職員処遇改善加算 0.011％

２００単位/回 ２０単位/回 同一建物居住者以外の者への実施

ターミナルケアマネジメント加算 ４００単位/回 ２４単位/回 　５０７単位 上記に対する減算 上記に対する減算

送迎減算 片道に付き４７単位減算 同一建物居住者に対しての実施 身体拘束未実施減算 －５単位 身体拘束未実施減算 －５単位

（加算）　介護予防通所リハビリテーション ４８３単位

要支援1 　７２単位 ※２回/月限度

要支援2 　１４４単位

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 単位数の4.7％

★但し緊急時においては、２４時間対応の体制とする。

但し通所リハビリテーション・介護予防リハビリテーション

※居宅介護支援費用に関しては全て介護保険制
度より支払われるため、利用者様の自己負担金
は発生致しません。

要支援２　３６１５単位/月要支援１　１７１２単位/月 特別地域訪問リハビリテーション加算

入浴介助加算 居宅療養管理指導

（但し祝祭日及び１２月３１日から１月３日まで休み）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ　要介護1～5共通

事業所番号（４６１３２１０９６４）

（短期入所療養介護/予防短期入所療養介護）
居宅介護支援事業所

介護予防通所リハビリテーション　

・定休日：年末年始（１２月３１日から１月３日）

・実施地域は知名町、和泊町の２町・実施地域は知名町、和泊町の２町

事業所番号（４６１３２１０９６４） 事業所番号（４６１３２１０９６４）

・利用者又はその家族に関する情報の守秘義務の徹底

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

上記に対する加算 上記に対する加算

（ＦＡＸ）０９９７－９３－２６７２

（☎）０９９７－９３－３０００

（☎）０９９７－９３－３０００ （☎）０９９７－９３－３０００ （☎）０９９７－９３－３０００

（ＦＡＸ）０９９７－９３－２６７２

内線（５０８番）　担当　宗岡

・見学・問い合わせいつでも対応可能

・連絡先

・見学・問い合わせいつでも対応可能

（☎）０９９７－９３－３０００

・連絡先

内線（５０８番）　担当　宗岡

（ＦＡＸ）０９９７－９３－２６７２

医療法人　　徳洲会　沖永良部徳洲会病院・介護センター　介護保険取扱事業一覧

通所リハビリテーション
訪問看護事業 訪問リハビリテーション 介護療養型医療施設

・実施地域は知名町、和泊町の２町

　療養病床の空床で対応

・実施地域は知名町、和泊町の２町

事業所番号（４６７９５００１６７） 事業所番号（４６１３２１０９６４）

管理者（主任介護支援専門員）、介護支援専門員

・従事者（常勤）

看護職員、介護職員

・利用定員

　２０床（介護療養施設サービス）

・利用定員

管理者（医師）、介護支援専門員

・実施地域は知名町、和泊町の２町

（事業所番号４６７９５００11８）

・従事者（常勤）

介護療養型医療施設

・利用者又はその家族に関する情報の 守秘義務の徹底

（但し祝祭日及び１２月３１日から１月３日まで休み）

・利用者又はその家族に関する情報の守秘義務の徹底

療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）ⅳ夜勤Ⅳ 療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）ⅳ夜勤Ⅳ

・利用者又はその家族に関する情報の守秘義務の徹底 ・利用者又はその家族に関する情報の守秘義務の徹底

4～5時間未満

居宅介護支援費用

・利用者又はその家族に関する情報の守秘義務の徹底

5～6時間未満

6～7時間未満

所要時間に対する費用

通所リハビリテーション費（基本6～7時間）　以下単位数記載

（ＦＡＸ）０９９７－９３－２６７２

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）６ヶ月以内

（但し祝祭日及び１２月３１日から１月３日まで休み）

事業所番号（４６１３２１０９６４）

居宅療養管理指導（Ⅰ）

リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーション提供体制加算

3～4時間未満

訪問リハビリテーション費

（ＦＡＸ）０９９７－９３－２６７２

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）６ヶ月以上

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）


