
≪介護給付入所利用料≫ 

  （１）基本料金（以下は、日／月／回当りの１割自己負担額です。） 

① 施設利用料（入所基本療養費１割）／日 ※２割負担者は倍額、３割負担者は３倍額となります。 

（介護認定による要介護度別に利用料が異なります。） 

要介護度  入所療養費ⅲ多床室(２～４人)利用料金 入所療養費ⅰ従来型個室(１人)利用料金 

・要介護１           ８３１円           ７５３円 

・要介護２           ８８２円           ８００円 

・要介護３           ９４７円           ８６６円 

・要介護４          １００１円           ９２２円 

・要介護５          １０５８円           ９７５円 

※以下の要件に適合の場合、上記料金に下記金額が別途加算されます。 

◆施設の体制等により利用者全般に適応されるもの（１日又は１月当り） 

◆初期加算（入所後３０日を限度） ３２円   ◆夜勤体制加算   ２６円 

◆サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）／（Ⅱ）／（Ⅲ）   ２４円／１９円／7 円 

◆在宅復帰・在宅療養支援機能加算 （Ⅰ）／（Ⅱ）       ３６円／４９円 

◆排せつ支援加算／月 （Ⅰ）／（Ⅱ）／（Ⅲ）    １１円／１６円／２１円 

◆褥瘡マネジメント加算／月 （Ⅰ）／（Ⅱ）            ４円／１４円 

◆栄養マネジメント強化加算 １２円 ◆安全対策体制加算（入所中１回）１２円 

◆科学的介護推進体制加算／月 （Ⅰ）／（Ⅱ）          ４３円／６４円 

◇利用者の身心状態に応じて個別に適応されるもの（１日又は１月当り） 

◇療養食加算／食  ７円              ◇経口移行加算  ３０円 

◇経口維持加算／月 （Ⅰ）／（Ⅱ）                   ４２２円／１０６円 

◇口腔衛生管理加算／月 （Ⅰ）／（Ⅱ）           ９５円／１１６円 

◇認知症ケア加算  ８１円    ◇若年性認知症受入加算  １２７円 

◇認知症専門ケア加算 （Ⅰ）／（Ⅱ）             ４円／5 円 

◇リハビリテーションマネジメント計画提出料加算／月     ３５円 

◇短期集中リハビリテーション実施加算（入所後３ヶ月を限度） ２５３円 

◇認知症行動・心理症状緊急対応加算（入所後７日を限度）  ２１１円 

□要件発生時のみ適応されるもの（１回当り） 

□再入所時栄養連携加算（１人に付き１回限度）       ２１１円 

□かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）／（Ⅱ）／（Ⅲ）  １０６円／２５３円／１０６円 

□入所前後訪問指導加算 （Ⅰ）／（Ⅱ）        ４７５円／５０６円 

□地域連携診療計画情報提供加算              ３１７円 

□試行的退所時指導加算（月に１回、３ヶ月を限度）     ４２２円 

□退所時情報提供加算                   ５２７円 

□入退所前連携加算 （Ⅰ）／（Ⅱ）          ６３３円／４２２円 

□認知症情報提供加算                   ３６９円 

△一時的な状況等により適応されるもの（１日当り） 

△ターミナルケア加算 死亡日／２～３日／４～３０日／31～45 日 １７４０円／８６５円／１６９円／８５円 

△所定疾患施設療養費（Ⅰ：７日間限度）／（Ⅱ：１０日間限度） ２５２円／５０６円 

△緊急時治療管理（３日を限度）              ５３９円 

△特定治療                老人医科診療報酬点数表×１０円 

◎外泊された場合（基本療養費に代えて、外泊初日と最終日以外の外泊日に適応）  ３８２円 

 ★介護処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ ★介護等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ ★介護等ベースアップ等支援加算   介護報酬×法定割合分 

 

 

② 居住費、及び食費（以下は、日当りの自己負担額です。） 

（世帯収入等により負担の段階があります。詳細は各市町村にお尋ね下さい。） 

１）居住費／日     多床室(２～４人)居住費         個室(１人)居住費 

・利用者負担第１段階           ０円           ４９０円 

・利用者負担第２段階        ３７０円         ４９０円 

・利用者負担第３段階        ３７０円        １３１０円 

・利用者負担第４段階        ５００円        １８００円 

２）食費／日（おやつ代含む）                        食事費用 

・利用者負担第１段階                          ３００円 

・利用者負担第２段階                          ３９０円 

・利用者負担第３段階①／②              ①６５０円／②１３６０円 

・利用者負担第４段階                         ２０００円 

（２）その他の料金 ※(１)の基本料金に、以下の料金が別途加算されます。 

① 日常生活品費／日 重要事項説明書「別紙①／②」にて了承のうえ 実費 

② 特別な室料／日 １人部屋（認知症専門棟を除く）  税込２２００円 

２人部屋（認知症専門棟を除く）  税込１１００円 

③ 理美容代／回              実費：５００円～２０００円 

〓入所預り金〓 同意のうえ、入所期間中は１０万円をお預かり致します。 

利用契約解除の際は全額を返金致します。 

≪介護給付短期入所療養介護（ショートステイ）利用料≫ 

  （１）基本料金（以下は、日／月／回当りの１割自己負担額です。） 

① 施設利用料（短期入所基本療養費１割）／日 ※２割負担者は倍額、３割負担者は３倍額となります。 

（介護認定による要介護度別に利用料が異なります） 

要介護度 短期入所療養費ⅲ多床室(２～４人)利用料金 短期入所療養費ⅰ従来型個室(１人)利用料金 

・要介護１           ８７２円             ７９３円 

・要介護２           ９２４円             ８４３円 

・要介護３           ９９０円             ９０８円 

・要介護４           １０４５円             ９６４円 

・要介護５          １１０２円            １０１９円 

  ※以下の要件に適合の場合、上記料金に下記金額が別途加算となります。 

◆夜勤体制加算                        ２６円 

◆サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）／（Ⅱ）／（Ⅲ）  ２４円／１９円／7 円 

◇個別リハビリテーション実施加算              ２５３円 

◇療養食加算／食                        ９円 

◇認知症ケア加算                       ８１円 

◇若年性認知症受け入れ加算／回              １２７円 

◇認知症行動・心理症状緊急対応加算（入所後７日を限度）  ２１１円 

□重度療養管理加算／日                  １２７円 

□緊急短期入所受け入れ対応加算（入所後７日を限度）      ９５円 

□送迎加算（片道）                     １９４円 

△緊急時治療管理（３日を限度）              ５３９円 

※第３段階者以外の居住費・食費等料金については《入所利用料》に準じます。 

 ★介護処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ ★介護等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ ★介護等ベースアップ等支援加算   介護報酬×法定割合分 

 



≪介護給付通所リハビリテーション利用料≫ 

 （１）基本料金（以下は、日／月／回当りの１割自己負担額です。） 

（介護認定による要介護度、及び利用時間の別により利用料が異なります。） 

① 施設利用料（通所リハビリテーション費１割） 

※２割負担者は倍額、３割負担者は３倍額となります。 

通所リハビリテーション費：利用時間／要介護度 

【３時間以上４時間未満】        【４時間以上５時間未満】 

・要介護１      ４０９円      ・要介護 1     ５７６円 

・要介護２      ５９１円      ・要介護 2     ６６８円 

・要介護３      ６７２円      ・要介護 3     ７５８円 

・要介護４      ７７５円      ・要介護 4     ８７６円 

・要介護５      ８７９円      ・要介護 5     ９９４円 

【５時間以上６時間未満】         【６時間以上７時間未満】 

・要介護１      ６３９円       ・要介護１      ７４０円 

・要介護２      ７５６円       ・要介護２      ８７９円 

・要介護３      ８７３円      ・要介護３    １０１６円 

・要介護４     １０１３円      ・要介護４    １１７５円 

・要介護５     １１４８円      ・要介護５    １３３５円 

※以下の要件に適合の場合、上記料金に以下の料金が別途加算となります。 

◆利用者全般に適応されるもの 

   ◆サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）    ２４円／２０円／７円 

   ◆中重度ケア体制加算／日                  ２２円 

◆リハビリテーション提供体制加算（利用時間によりⅠ～Ⅳ適応） 

１３円／１７円／２２円／２６円 

   ◆科学的介護推進体制加算／月               ４３円 

◇希望や状態に応じて個別に加算されるもの 

◇リハビリテーションマネジメント加算／月 

          利用開始月～6 月内           ５９７円 

          利用開始月～6 月超           ２５６円 

  ◇生活行為向上リハビリテーション実施加算／月（６月内） １３３３円 

   ◇入浴加算／回                      ４３円 

   ◇短期集中個別リハビリテーション実施加算／回       １１８円 

◇重度療養加算／日 １０７円  ◇口腔機能向上加算／回 １６０円 

    ※送迎費用は基本料金に含まれます。 

※送迎を行わない場合、片道につき５１円が減額となります。 

   ▲介護予防給付通所リハビリテーション利用料 

   ・要支援１（概ね週に１回程度利用）         月額２１８９円 

・要支援２（概ね週に２回程度利用）         月額４２６３円 

   ◇運動機能向上加算／月                 ２４０円 

   ◇口腔機能向上加算／月                 １６０円 

   ◇選択的サービス複数実施加算／月            ５１２円 

 ★介護処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ ★介護等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ ★介護等ベースアップ等支援加算   介護報酬×法定割合分 

（２） その他の料金 ※(１)の基本料金に、以下の料金が別途加算されます。 

① 食費／回（昼食及びおやつ代含む）            ７００円 

② 排泄用品（紙パンツ・パット・オムツ等）          実費 

≪介護給付訪問介護利用料≫ 

  （１）基本料金（以下は、時間／月／回当りの１割自己負担額です。） 

（利用内容／時間の別により利用料が異なります。） 

    ・身体介護利用料１割 ※２割負担者倍額、３割負担者は３倍額となります。 

        利用時間                        利用料金 

    【２０分未満】                       １８３円 

【２０分～３０分未満】                             ２７１円 

【３０分以上１時間未満】                               ４２９円 

【１時間以上１時間３０分未満】               ６２８円 

【１時間３０分以上（３０分増す毎に）】             ９１円 

 ・生活援助利用料１割 ※２割負担者倍額、３割負担者は３倍額となります。 

       利用時間                         利用料金 

【２０分～４５分未満】                  １９８円 

     【４５分以上】                       ２４４円 

※以下の要件に適合の場合、上記料金に下記金額が別途加算となります。 

◆特定事業所加算                  介護報酬×１％ 

   ◆初回加算（初回利用時のみ）               ２１８円 

   ◇緊急時訪問介護加算／回                 １０８円 

   ★介護処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ ★介護等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ ★介護等ベースアップ等支援加算   介護報酬×法定割合分 
    

▲介護予防給付訪問介護利用料（総合事業） 

     （Ⅰ）概ね週に１回程度の利用            月額１５２６円 

    （Ⅱ）概ね週に２回程度の利用            月額３０４８円 

    （Ⅲ）概ね週に３回程度の利用            月額４８３３円 

 
 

▲介護予防給付短期入所療養介護（ショートステイ）利用料    
（１）基本料金（以下は１日当りの１割自己負担額です。） 

① 施設利用料（介護予防短入療養介護費１割） ※２割負担者は倍額、３割負担者は３倍額となります。 

（介護認定による要支援別に利用料が異なります。） 

要支援        多床室(２～４人)利用料金        従来型個室(１人)利用料金 

・要支援１           ６４３円             ６０９円 

・要支援２           ８１０円             ７６８円 

   ※その他、各種加算や居住費・食費等の料金については《入所利用料》に準じます。 

 
全ての利用料金は、令和４年１０月１日現在の金額です。 

介護老人保健施設 


