
≪その他加算等≫

≪その他≫ ≪持込み家電≫

（第４段階）　　

※平成29年４月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 合計

要介護２ ¥28,016 ¥88,526

要介護３ ¥29,976 ¥90,486

要介護１ ¥25,676

¥11,100 ¥42,600 ¥6,810

¥86,186

要介護４ ¥31,747 ¥92,257

要介護５ ¥33,486 ¥93,996

（30日計）

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計 個室種類 個室料金

要介護１ ¥23,178

¥49,200 ¥42,600 ¥6,810

¥121,788

要介護３ ¥27,383 ¥125,993 一般個室 ¥110,160

＋
特室Ａ ¥217,350

要介護２ ¥25,423 ¥124,033 特室Ｂ ¥185,850

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 退所前訪問指導加算 ¥485円／回

要介護４ ¥29,154 ¥127,764 （30日計）

短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所後訪問指導加算 ¥485円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時指導加算 ¥422円／回

要介護５ ¥30,893 ¥129,503

栄養マネジメント加算 ¥15円／日 老人訪問看護指示加算 ¥317円／回

療養食加算 ¥19円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

外泊時費用 ¥382円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所前連携加算 ¥527円／回

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費 ¥322円／日

口腔衛生管理体制加算 ¥32円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 ¥29円／日

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥211円／日 緊急時治療管理 ¥539円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥13円／日

口腔衛生管理加算 ¥116円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／日 ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日

顔剃り ¥515円／回 加湿器・空気清浄機 ¥ 1400 円/月

カラー+カット ¥5,143円／回 電気毛布 ¥ 650 円/月

カット ¥2,058円／回 テレビ ¥ 700 円/月

シャンプー ¥515円／回 ノート型パソコン ¥ 150 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他 \50～200円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

パーマ+カット ¥5,143円／回 携帯電話 ¥ 50 円/月

私物洗濯 ¥648円／袋 ラジオ機器 ¥ 200 円/月

4人部屋入所料金【在宅強化型】 

個室入所料金【在宅強化型】 

入所料金表 



≪その他加算等≫

≪その他≫ ≪持込み家電≫

（第3段階）　　

※平成29年４月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 合計

要介護２ ¥28,016 ¥65,426

要介護３ ¥29,976 ¥67,386

要介護１ ¥25,676

¥11,100 ¥19,500 ¥6,810

¥63,086

要介護４ ¥31,747 ¥69,157

要介護５ ¥33,486 ¥70,896

（30日計）

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計 個室種類 個室料金

要介護１ ¥23,178

¥39,300 ¥19,500 ¥6,810

¥88,788

要介護３ ¥27,383 ¥92,993 一般個室 ¥110,160

＋
特室Ａ ¥217,350

要介護２ ¥25,423 ¥91,033 特室Ｂ ¥185,850

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 退所前訪問指導加算 ¥485円／回

要介護４ ¥29,154 ¥94,764 （30日計）

短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所後訪問指導加算 ¥485円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時指導加算 ¥422円／回

要介護５ ¥30,893 ¥96,503

栄養マネジメント加算 ¥15円／日 老人訪問看護指示加算 ¥317円／回

療養食加算 ¥19円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

外泊時費用 ¥382円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所前連携加算 ¥527円／回

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費 ¥322円／日

口腔衛生管理体制加算 ¥32円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 ¥29円／日

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥211円／日 緊急時治療管理 ¥539円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥13円／日

口腔衛生管理加算 ¥116円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／日 ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日

顔剃り ¥515円／回 加湿器・空気清浄機 ¥ 1400 円/月

カラー+カット ¥5,143円／回 電気毛布 ¥ 650 円/月

カット ¥2,058円／回 テレビ ¥ 700 円/月

シャンプー ¥515円／回 ノート型パソコン ¥ 150 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他 \50～200円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

パーマ+カット ¥5,143円／回 携帯電話 ¥ 50 円/月

私物洗濯 ¥648円／袋 ラジオ機器 ¥ 200 円/月

4人部屋入所料金【在宅強化型】 

個室入所料金【在宅強化型】 

入所料金表 



≪その他加算等≫

≪その他≫ ≪持込み家電≫

（第2段階）　　

※平成29年４月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 合計

要介護２ ¥28,016 ¥57,626

要介護３ ¥29,976 ¥59,586

要介護１ ¥25,676

¥11,100 ¥11,700 ¥6,810

¥55,286

要介護４ ¥31,747 ¥61,357

要介護５ ¥33,486 ¥63,096

（30日計）

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計 個室種類 個室料金

要介護１ ¥23,178

¥14,700 ¥11,700 ¥6,810

¥56,388

要介護３ ¥27,383 ¥60,593 一般個室 ¥110,160

＋
特室Ａ ¥217,350

要介護２ ¥25,423 ¥58,633 特室Ｂ ¥185,850

要介護５ ¥30,893 ¥64,103

要介護４ ¥29,154 ¥62,364 （30日計）

初期加算 ¥32円／日 退所時指導加算 ¥422円／回

外泊時費用 ¥382円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 退所前訪問指導加算 ¥485円／回

短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所後訪問指導加算 ¥485円／回

療養食加算 ¥19円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所前連携加算 ¥527円／回

栄養マネジメント加算 ¥15円／日 老人訪問看護指示加算 ¥317円／回

口腔衛生管理体制加算 ¥32円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日

口腔衛生管理加算 ¥116円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 ¥29円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費 ¥322円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥13円／日

カット ¥2,058円／回 テレビ ¥ 700 円/月

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／日 ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥211円／日 緊急時治療管理 ¥539円／日

カラー+カット ¥5,143円／回 電気毛布 ¥ 650 円/月

パーマ+カット ¥5,143円／回 携帯電話 ¥ 50 円/月

シャンプー ¥515円／回 ノート型パソコン ¥ 150 円/月

顔剃り ¥515円／回 加湿器・空気清浄機 ¥ 1400 円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

私物洗濯 ¥648円／袋 ラジオ機器 ¥ 200 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他 \50～200円/月

4人部屋入所料金【在宅強化型】 

個室入所料金【在宅強化型】 

入所料金表 



≪その他加算等≫

≪その他≫ ≪持込み家電≫

（第1段階）　　

※平成29年４月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 合計

要介護２ ¥28,016 ¥43,826

要介護３ ¥29,976 ¥45,786

要介護１ ¥25,676

¥0 ¥9,000 ¥6,810

¥41,486

要介護４ ¥31,747 ¥47,557

要介護５ ¥33,486 ¥49,296

（30日計）

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計 個室種類 個室料金

要介護１ ¥23,178

¥14,700 ¥9,000 ¥6,810

¥53,688

要介護３ ¥27,383 ¥57,893 一般個室 ¥110,160

＋
特室Ａ ¥217,350

要介護２ ¥25,423 ¥55,933 特室Ｂ ¥185,850

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 退所前訪問指導加算 ¥485円／回

要介護４ ¥29,154 ¥59,664 （30日計）

短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所後訪問指導加算 ¥485円／回

初期加算 ¥32円／日 退所時指導加算 ¥422円／回

要介護５ ¥30,893 ¥61,403

栄養マネジメント加算 ¥15円／日 老人訪問看護指示加算 ¥317円／回

療養食加算 ¥19円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥475円／回

外泊時費用 ¥382円／日 退所時情報提供加算 ¥527円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日 退所前連携加算 ¥527円／回

経口維持加算Ⅱ ¥ 106 円/月 所定疾患施設療養費 ¥322円／日

口腔衛生管理体制加算 ¥32円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日

経口移行加算 ¥30円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥506円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 422 円/月 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 ¥29円／日

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥211円／日 緊急時治療管理 ¥539円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥13円／日

口腔衛生管理加算 ¥116円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／日 ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日

顔剃り ¥515円／回 加湿器・空気清浄機 ¥ 1400 円/月

カラー+カット ¥5,143円／回 電気毛布 ¥ 650 円/月

カット ¥2,058円／回 テレビ ¥ 700 円/月

シャンプー ¥515円／回 ノート型パソコン ¥ 150 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他 \50～200円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

パーマ+カット ¥5,143円／回 携帯電話 ¥ 50 円/月

私物洗濯 ¥648円／袋 ラジオ機器 ¥ 200 円/月

4人部屋入所料金【在宅強化型】 

個室入所料金【在宅強化型】 

入所料金表 



≪その他≫

※平成29年４月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険1割負担 居住費 食費 日常生活費 小計

¥2,744

要支援２ ¥794 ¥2,891

要介護１

要支援１ ¥647

¥450 ¥1,420 ¥227

要介護５ ¥1,088 ¥3,185

¥831 ¥2,928

要介護２ ¥906 ¥3,003

要介護３ ¥971 ¥3,068

要介護４ ¥1,030 ¥3,127

（1日あたり）

老健短期(要介護） ≪その他の加算≫

夜勤職員配置加算 ¥ 26 /日 認知症緊急対応加算 ¥ 211 /日

個別リハビリ加算 ¥ 253 /日 緊急短期入所受入加算 ¥ 95 /日

療養食加算 ¥ 25 /日 緊急時治療管理 ¥ 539 /日

重度療養管理加算１ ¥ 127 /日
送迎加算（片道）
（必要時のみ）

¥ 194 /日

¥ 25 /日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥ 13 /日

予防短期(要支援） ≪その他の加算≫

予防短期夜勤職員配置加算 ¥ 26 /日 予防短期療養食加算

予防短期個別リハビリ加算 ¥ 253 /日 予防短期認知症緊急対応加算 ¥ 211 /日

予防短期緊急時治療管理 ¥ 539 /日
予防短期送迎加算（片道）

（必要時のみ） ¥ 194 /日

予防短期処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥ 13 /日

カット ¥2,058円／回 カラー+カット ¥5,143円／回

シャンプー ¥515円／回 パーマ+カット ¥5,143円／回

顔剃り ¥515円／回 私物洗濯 ¥648円／袋

個室料金【在宅強化型】 

ショートステイは在宅のサービスとなります。 
ご利用の際は、必ず担当のケアマネージャーにご相談下さい。 

ショートステイ料金表 



≪その他加算等≫

≪その他≫ ≪持込み家電≫

【２割負担】

※平成29年4月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険２割負担 居住費 食費 日常生活費 合計

要介護１ ¥51,351

¥11,100 ¥42,600 ¥6,810

¥111,861

要介護２ ¥56,031

要介護５ ¥66,971 ¥127,481

¥116,541

要介護３ ¥59,952 ¥120,462

（30日計）

介護度 介護保険２割負担 居住費 食費 日常生活費 小計

要介護４ ¥63,493 ¥124,003

個室種類 個室料金

要介護１ ¥46,355

¥49,200 ¥42,600 ¥6,810

¥144,965
＋

要介護３ ¥54,766 ¥153,376 一般個室 ¥110,160

特室Ａ ¥217,350

要介護２ ¥50,845 ¥149,455 特室Ｂ ¥185,850

要介護５ ¥61,786 ¥160,396

夜勤職員配置加算 ¥51円／日 退所前訪問指導加算 ¥970円／回

要介護４ ¥58,308 ¥156,918 （30日計）

外泊時費用 ¥763円／日 退所時情報提供加算 ¥1,054円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥506円／日 退所前連携加算 ¥1,054円／回

短期集中リハ加算 ¥506円／日 退所後訪問指導加算 ¥970円／回

初期加算 ¥64円／日 退所時指導加算 ¥844円／回

経口移行加算 ¥59円／日 入所前後訪問指導加算Ⅱ ¥1,012円／回

経口維持加算Ⅰ ¥ 844 円/月 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 ¥57円／日

栄養マネジメント加算 ¥30円／日 老人訪問看護指示加算 ¥633円／回

療養食加算 ¥38円／日 入所前後訪問指導加算Ⅰ ¥949円／回

口腔衛生管理加算 ¥232円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥1,729円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥633円／日 ターミナル加算4日～30日 ¥338円／日

経口維持加算Ⅱ ¥ 211 円/月 所定疾患施設療養費 ¥643円／日

口腔衛生管理体制加算 ¥64円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥3,479円／日

カット ¥2,058円／回 テレビ ¥ 700 円/月

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥422円／日 緊急時治療管理 ¥1,077円／日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥26円／日

カラー+カット ¥5,143円／回 電気毛布 ¥ 650 円/月

パーマ+カット ¥5,143円／回 携帯電話 ¥ 50 円/月

シャンプー ¥515円／回 ノート型パソコン ¥ 150 円/月

顔剃り ¥515円／回 加湿器・空気清浄機 ¥ 1400 円/月

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

私物洗濯 ¥648円／袋 ラジオ機器 ¥ 200 円/月

文書代（診療情報提供書等） ¥2,000 円/枚 その他 \50～200円/月

4人部屋入所料金【在宅強化

個室入所料金【在宅強化

入所料金表 



≪その他≫

【２割負担】

※平成29年4月１日よりこちらの料金になります

介護度 介護保険2割負担 居住費 食費 日常生活費 小計

要支援１ ¥1,293

¥450 ¥1,420 ¥227

¥3,390

要支援２ ¥1,588 ¥3,685

要介護１ ¥1,661 ¥3,758

要介護２ ¥1,811 ¥3,908

要介護３ ¥1,942 ¥4,039

要介護４ ¥2,060 ¥4,157

要介護５ ¥2,176 ¥4,273

（1日あたり）

老健短期(要介護） ≪その他の加算≫

夜勤職員配置加算 ¥ 51 /日 認知症緊急対応加算 ¥ 422 /日

個別リハビリ加算 ¥ 506 /日 緊急短期入所受入加算 ¥ 190 /日

療養食加算 ¥ 49 /日 緊急時治療管理 \ 1,077/日

重度療養管理加算１ ¥ 253 /日
送迎加算（片道）
（必要時のみ）

¥ 388 /日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥ 26 /日

予防短期(要支援） ≪その他の加算≫

予防短期夜勤職員配置加算 ¥ 51 /日 予防短期療養食加算 ¥ 49 /日

予防短期個別リハビリ加算 ¥ 506 /日 予防短期認知症緊急対応加算 ¥ 422 /日

予防短期緊急時治療管理 \ 1,077/日
予防短期送迎加算（片道）

（必要時のみ） ¥ 388 /日

予防短期処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制強化加算Ⅰ ¥ 26 /日

カット ¥2,058円／回 カラー+カット ¥5,143円／回

シャンプー ¥515円／回 パーマ+カット ¥5,143円／回

顔剃り ¥515円／回 私物洗濯 ¥648円／袋

個室料金【在宅強化型】 

ショートステイは在宅のサービスとなります。 
ご利用の際は、必ず担当のケアマネージャーにご相談下さい。 

ショートステイ料金表 


