
平成30年4月改訂版 （必要時のみ）

療養食加算 ¥ 9 /食

要支援１ ¥653

¥450 ¥1,620 ¥324

¥3,047
要支援２ ¥800 ¥3,194
要介護１

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計

要介護３ ¥977 ¥3,371

¥837 ¥3,231
要介護２ ¥912 ¥3,306

要介護５ ¥1,094 ¥3,488
要介護４ ¥1,036 ¥3,430

要支援１ ¥694

¥370 ¥1,620 ¥324

¥3,008
要支援２ ¥857 ¥3,171

¥3,313
要介護３ ¥1,064 ¥3,378

要介護１ ¥921 ¥3,235
要介護２ ¥999

要介護５ ¥1,181 ¥3,495
要介護４ ¥1,123 ¥3,437

（1日あたり） （1日あたり）

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計 介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計

要介護１ ¥837 ¥2,261 要介護１ ¥921 ¥2,265
要支援２ ¥800 ¥2,224 要支援２ ¥857 ¥2,201

¥650
¥2,408
¥2,343¥324

¥2,038

¥2,525
要介護４ ¥1,036 ¥2,460 要介護４ ¥1,123 ¥2,467

要支援１ ¥653

¥450 ¥650 ¥324

¥2,077 要支援１ ¥694

¥370
要介護３ ¥977 ¥2,401 要介護３ ¥1,064
要介護２ ¥912 ¥2,336 要介護２ ¥999

要介護５ ¥1,094 ¥2,518 要介護５ ¥1,181
（1日あたり） （1日あたり）

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計 介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計

要介護１ ¥837 ¥2,001 要介護１ ¥921 ¥2,005
要支援２ ¥800 ¥1,964 要支援２ ¥857 ¥1,941

¥390
¥2,148
¥2,083¥324

¥1,778

¥2,265
要介護４ ¥1,036 ¥2,200 要介護４ ¥1,123 ¥2,207

要支援１ ¥800

¥450 ¥390 ¥324

¥1,964 要支援１ ¥694

¥370
要介護３ ¥977 ¥2,141 要介護３ ¥1,064
要介護２ ¥912 ¥2,076 要介護２ ¥999

要介護５ ¥1,094 ¥2,258 要介護５ ¥1,181
（1日あたり） （1日あたり）

介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計 介護度 介護保険1割負担 滞在費 食費 日常生活費 小計
要支援１ ¥653

¥450 ¥300 ¥324

¥1,727
要支援２ ¥800 ¥1,874

要介護２ ¥912 ¥1,986
要介護１ ¥837 ¥1,911

要介護４ ¥1,036 ¥2,110
要介護３ ¥977 ¥2,051

要介護５ ¥1,094 ¥2,168

要支援２ ¥857 ¥1,481
要支援１ ¥694

¥0 ¥300 ¥324

¥1,318

要介護２ ¥999 ¥1,623
要介護１ ¥921 ¥1,545

要介護４ ¥1,123 ¥1,747
要介護３ ¥1,064 ¥1,688

要介護５ ¥1,181 ¥1,805

夜勤職員配置加算 ¥ 26 /日 送迎加算（片道） ¥ 194 /日 夜勤職員配置加算 ¥ 26 /日 送迎加算（片道） ¥ 194 /日

老健短期(要支援） 老健短期(要介護）≪その他の加算≫ （1日あたり） ≪その他の加算≫ （1日あたり）

重度療養管理加算１ ¥ 127 /日

療養食加算 ¥ 9 /食 介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9% サービス提供体制加算 ¥ 13 /日 介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

個別リハビリ加算 ¥ 253 /日 サービス提供体制強化加算 ¥ 13 /日 個別リハビリ加算 ¥ 253 /日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算
（Ⅰ） ￥36/日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算
（Ⅱ） ￥49/日 緊急短期入所受入加算 \95/日

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

3段階

個室料金 多床室料金ショートステイ料金表(１割負担)

2段階

1段階

3段階

2段階

1段階



平成30年4月改訂版 （必要時のみ）

（必要時のみ）

療養食加算 ¥ 17 /食

個別リハビリ加算¥ 506 /日

¥ 51 /日 送迎加算（片道）

老健短期(要支援）

夜勤職員配置加算 ¥ 51 /日 送迎加算（片道）

サービス提供体制強化加算 ¥ 506 /日 重度療養管理加算１

療養食加算 介護職員処遇改善加算Ⅰ ¥ 26 /日

個別リハビリ加算 ¥ 26 /日

介護職員処遇改善加算Ⅰ

（1日あたり）

在宅復帰・在宅療養支援
機能加算（Ⅰ）

￥72/日
在宅復帰・在宅療養支援機

能加算（Ⅱ）
￥97/日

3.9%

滞在費 食費 日常生活費

¥450

¥2,361

≪その他の加算≫ 老健短期(要介護） ≪その他の加算≫

¥ 388 /日 夜勤職員配置加算

3.9% サービス提供体制加算

¥1,997 ¥4,311

¥ 388 /日

¥ 17 /食

¥4,336 要介護３ ¥2,127 ¥4,441

¥ 253 /日

滞在費 食費

¥3,701

¥324

要介護５

日常生活費

¥4,155

要支援２ ¥1,600 ¥3,994

¥4,559

¥4,570 ¥4,675

介護度 介護保険2割負担 小計 介護度 介護保険2割負担 小計

¥2,176 要介護５

要支援２ ¥1,714 ¥4,028

¥1,620 ¥324 ¥370 ¥1,620要介護２ ¥1,811 ¥4,205 要介護２

要介護３ ¥1,942

要支援１ ¥1,305 ¥3,699 要支援１ ¥1,387

要介護１ ¥1,662 ¥4,056

緊急短期入所受入加算 \190/日

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅰ）

￥72/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加

算（Ⅱ）
￥97/日

要介護１ ¥1,841

（1日あたり）

要介護４ ¥2,060 ¥4,454 要介護４ ¥2,245

個室料金 多床室料金
ショートステイ料金表(２割負担)
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≪その他加算等≫ ≪その他≫

　　

※介護報酬改定(修正)、行政の指導などにより、予告なく変更する場合がございます。

介護度 介護保険1割負担 食費(共通)
日常生活費・教養娯楽費

(共通) 居住費(４人部屋) ４人部屋合計 居住費(２人部屋) ２人部屋合計

１割負担

要介護１

¥48,600

¥9,720

¥12,000 ¥96,186 ¥30,600 ¥114,786

¥15,000

¥24,285

¥25,866

¥24,600

¥15,000

¥28,205

¥30,166

¥24,600

¥15,000

¥31,937

¥24,600

¥15,000

¥33,676

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

¥19,500 ¥11,100 ¥64,605 ¥11,100 ¥64,605

要介護２

¥48,600 ¥12,000 ¥98,525 ¥30,600 ¥117,125

¥19,500

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

¥47,520

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥119,086

¥19,500 ¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥48,600 ¥12,000 ¥100,486 ¥30,600

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100

要介護４

¥48,600 ¥12,000 ¥102,257 ¥30,600 ¥120,857

¥19,500

要介護３

¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

要介護５

¥48,600 ¥12,000 ¥103,996 ¥30,600 ¥122,596

¥19,500

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥24,600

¥15,000

公費負担 ¥9,000 ¥0 ¥18,720 ¥0 ¥18,720

¥11,100 ¥64,920 ¥11,100 ¥64,920

¥11,700 ¥11,100 ¥47,520 ¥11,100 ¥47,520

（30日計）

個室種類 個室料金

介護度 介護保険1割負担 食費 日常生活費・教養娯楽費 居住費 個室合計 ２人部屋

¥39,300 ¥90,496 （30日計）

¥11,700 ¥14,700 ¥51,120

¥32,400

要介護１

¥48,600

¥9,720

¥49,200 ¥130,888 個室 ¥64,800

¥19,500

¥23,368

¥21,976

¥15,000

¥25,613

¥23,399

¥15,000

¥27,573

¥24,600

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

要介護２

¥48,600 ¥49,200 ¥133,133

¥19,500 ¥39,300 ¥91,919

¥11,700 ¥14,700 ¥51,120

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

要介護３

¥48,600 ¥49,200 ¥135,093

¥11,700 ¥14,700 ¥51,120¥15,000

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

¥19,500 ¥39,300 ¥93,120

¥49,200 ¥136,864

¥19,500 ¥39,300 ¥93,120

¥29,344

¥24,600

¥15,000 ¥11,700 ¥14,700 ¥51,120

公費負担 ¥9,000 ¥14,700 ¥33,420

¥31,083

¥24,600

¥15,000

夜勤職員配置加算 ¥26円／日 カット ¥2,160円／回

¥51,120

公費負担 ¥9,000

要介護４

¥48,600

¥14,700 ¥33,420 （30日計）

要介護５

¥48,600 ¥49,200 ¥138,603

¥19,500 ¥39,300 ¥93,120

¥11,700 ¥14,700

初期加算 ¥32円／日

試行的退所時指導加算 ¥422円／回

顔剃り ¥540円／回

短期集中リハ加算 ¥253円／日 シャンプー ¥540円／回

退所前連携加算 ¥527円／回

パーマ+カット ¥5,400円／回

外泊時費用 ¥382円／日

退所時情報提供加算 ¥527円／回

カラー+カット ¥5,400円／回訪問看護指示加算 ¥317円／回

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ¥49円／日

文書代（診療情報提供書等） ¥2,160円／枚

療養食加算 ¥7円／食

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ¥475円／回

テレビカード ￥200／日

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ¥506円／回栄養マネジメント加算 ¥15円／日 私物洗濯 ¥648円／回

認知症短期集中リハ加算 ¥253円／日

経口維持加算Ⅱ ¥106円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥1,740円／日

経口維持加算Ⅰ ¥422円／月

所定疾患施設療養費（Ⅰ） ¥248円／日

所定疾患施設療養費（Ⅱ） ¥501円／日

経口移行加算 ¥30円／日

地域連携診療計画情報提供加算 ¥317円／回

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥211円／日介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

口腔衛生管理体制加算 ¥32円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥865円／日

ターミナル加算4日～30日 ¥169円／日

平成30年4月改訂版

多床室入所料金(４人部屋・２人部屋)

個室入所料金

入所料金表



段階

＋

段階 ＋

≪その他加算等≫ ≪その他≫

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

¥44,000

¥48,600

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

（30日計）

¥32,400

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

¥114,320

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

¥114,320

¥30,600

¥132,920

¥37,200 ¥107,520 ¥126,120

地域連携診療計画情報提供加算 ¥633円／回

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥422円／日介護職員処遇改善加算Ⅰ 3.9%

*これらの料金は必要時にのみに発生するものです。

口腔衛生管理体制加算 ¥64円／月 ターミナル加算2日～3日 ¥1,729円／日

ターミナル加算4日～30日 ¥388円／日

経口維持加算Ⅱ ¥211円／月 ターミナル加算(死亡日） ¥3,479円／日

経口維持加算Ⅰ ¥844円／月

所定疾患施設療養費（Ⅰ） ¥496円／日

所定疾患施設療養費（Ⅱ） ¥1,002円／日

経口移行加算 ¥59円／日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ¥97円／日

文書代（診療情報提供書等） ¥2,160円／枚

療養食加算 ¥13円／食

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ¥1,012円／回

テレビカード ￥200／日

栄養マネジメント加算 ¥30円／日 私物洗濯 ¥648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

パーマ+カット ¥5,400円／回入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ¥949円／回

¥5,400円／回

初期加算 ¥64円／日

試行的退所時指導加算 ¥844円／回

顔剃り ¥540円／回

短期集中リハ加算 ¥506円／日 シャンプー ¥540円／回

¥51円／日 カット ¥2,160円／回

訪問看護指示加算 ¥633円／回

（30日計）

要介護３

要介護５

夜勤職員配置加算

要介護４

外泊時費用 ¥763円／日

退所時情報提供加算 ¥1,054円／回

カラー+カット

要介護１

¥9,720

個室 ¥64,800

要介護２

（30日計）

個室種類 個室料金

介護度 介護保険2割負担 食費 日常生活費・教養娯楽費 居住費 個室合計 ２人部屋

¥44,000

¥48,600 ¥49,200

¥151,520

¥37,200 ¥144,720

4

4

4

要介護２

２人部屋合計

要介護１

¥9,720

要介護５

要介護４

要介護３

4

¥44,000

¥48,600 ¥12,000

　　

※介護報酬改定(修正)、行政の指導などにより、予告なく変更する場合がございます。

介護度 介護保険２割負担 食費(共通)
日常生活費・教養娯楽費

(共通) 居住費(４人部屋) ４人部屋合計 居住費(２人部屋)

２割負担

平成30年4月改訂版

多床室入所料金(４人部屋・２人部屋)

個室入所料金

入所料金表



≪その他≫

（必要時のみ）

顔剃り ¥515円／回 特別な食事代 ¥206円／回

キャンセル料（前日） ¥600円／回 キャンセル料（当日） ¥1,000円／回

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

口腔機能向上加算 ¥ 159 円/月 複数サービス実施加算 ¥ 507 円/月

複数サービス実施加算Ⅱ ¥ 739 円/月 予防短期処遇改善加算Ⅰ 1.7%

予防通所リハビリ(要支援） ≪その他の加算≫

運動機能向上加算 ¥ 238 円/月 栄養改善加算 ¥ 159 円/月

理学療法士等体制強化加算 ¥ 32 /回 訪問指導等加算 ¥ 581 /回

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1.7% （必要時のみ）

短期集中リハ加算2 ¥ 64 /回 栄養改善加算 ¥ 159 /回

口腔機能向上加算 ¥ 159 /回 重度療養管理加算 ¥ 106 /回

入浴介助加算 ¥ 53 /回 リハマネジメント加算 ¥ 243 /月

個別リハビリ加算 ¥ 85 /回 短期集中リハ加算1 ¥ 127 /回

（1月あたり）

通所リハビリ(要介護） ≪その他の加算≫

要支援１ ¥2,567
¥618 ¥227

¥3,412

要支援２ ¥5,138 ¥5,983

介護度 介護保険1割負担 食費 日常生活費 小計

要介護５ ¥1,385 ¥2,085

（1日あたり）

¥1,774

要介護４ ¥1,228 ¥1,928

要介護１ ¥762

¥600 ¥100

¥1,462

要介護２ ¥918 ¥1,618

要介護３ ¥1,074

※平成27年5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 食費 日常生活費 小計

介護給付（6時間から8時間）

通所（予防）リハビリテーション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。

通所リハビリテーション料金表

予防給付


