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     介護老人保健施設サービス（入所）利用料一覧表 
●介護保険施設サービス費（保険給付の利用者負担分／１日あたり） 

①基本型（～39 点） 

      

②加算型（４０～５９点）※在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ（34 単位）が加算されます。 

 

    従来型個室 多床室 ユニット型個室 

要介護度 負担割合 単位 利用料 単位 利用料 単位 利用料 

要介護１ 1 割負担 714 ¥779 788 ¥859 796 ¥868 

2 割負担 ¥1,557 ¥1,718 ¥1,736 

3 割負担 ¥2,335 ¥2,577 ¥2,603 

要介護２ 1 割負担 759 ¥828 836 ¥912 841 ¥917 

2 割負担 ¥1,655 ¥1,823 ¥1,834 

3 割負担 ¥2,482 ¥2,734 ¥2,750 

要介護３ 1 割負担 821 ¥895 898 ¥979 903 ¥985 

2 割負担 ¥1,790 ¥1,958 ¥1,969 

3 割負担 ¥2,685 ¥2,937 ¥2,953 

要介護４ 1 割負担 874 ¥953 949 ¥1,035 956 ¥1,042 

2 割負担 ¥1,906 ¥2,069 ¥2,084 

3 割負担 ¥2,858 ¥3,104 ¥3,126 

要介護５ 1 割負担 925 ¥1,009 1003 ¥1,094 1009 ¥1,100 

2 割負担 ¥2,017 ¥2,187 ¥2,200 

3 割負担 ¥3,025 ¥3,280 ¥3,300 

③在宅強化型（60～69 点） 

     

④超強化型（７０点～）※在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ（46 単位）が加算されます。 

    従来型個室 多床室 ユニット型個室 

要介護度 負担割合 単位 利用料 単位 利用料 単位 利用料 

要介護１ 1 割負担 756 ¥824 836 ¥912 841 ¥917 

2 割負担 ¥1,648 ¥1,823 ¥1,834 

3 割負担 ¥2,472 ¥2,734 ¥2,750 

要介護２ 1 割負担 828 ¥903 910 ¥992 915 ¥998 

2 割負担 ¥1,805 ¥1,984 ¥1,995 

3 割負担 ¥2,708 ¥2,976 ¥2,992 

要介護３ 1 割負担 890 ¥971 974 ¥1,062 978 ¥1,066 

2 割負担 ¥1,941 ¥2,124 ¥2,132 

3 割負担 ¥2,911 ¥3,185 ¥3,198 

要介護４ 1 割負担 946 ¥1,032 1030 ¥1,123 1035 ¥1,129 

2 割負担 ¥2,063 ¥2,246 ¥2,257 

3 割負担 ¥3,094 ¥3,369 ¥3,385 

要介護５ 1 割負担 1003 ¥1,094 1085 ¥1,183 1090 ¥1,189 

2 割負担 ¥2,187 ¥2,366 ¥2,377 

3 割負担 ¥3,280 ¥3,548 ¥3,565 
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●加算利用料 

費目
算定
単位

単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明

初期加算
1日に
つき

30 ¥33 ¥66 ¥99 入所から30日に限り加算されます。

サービス提供体制強化加
算（Ｉ）

1日に
つき

22 ¥24 ¥48 ¥72
以下のいずれかに該当する場合。
①介護福祉士が80%以上
②勤続10年以上の介護福祉士が35％以上

サービス提供体制強化
加算（Ⅱ）

1日に
つき

18 ¥20 ¥40 ¥59
直接介護を提供する職員のうち、介護福祉士
が60%以上配置されている場合。

サービス提供体制強化加
算（Ⅲ）

1日に
つき

6 ¥7 ¥13 ¥20

以下のいずれかに該当する場合。
①介護福祉士が50%以上
②勤続7年以上の介護職が30%以上
③常勤職員75%以上

夜勤職員配置加算
1日に
つき

24 ¥27 ¥53 ¥79
入所者の数が２０または、その端数を増すご
とに1以上の数の夜勤を行う介護・看護職員を
配置している場合。

栄養マネジメント強化加
算

1日に
つき

11 ¥12 ¥24 ¥36

管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50
（施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管
理を行っている場合は70）を除して得た数以
上配置している場合。

短期集中リハビリテー
ション実施加算

1回に
つき

240 ¥262 ¥524 ¥785
入所日から3か月以内の期間に集中的にリハビ
リテーションを行った場合。

認知症短期集中リハビ
リテーション実施加算

1回に
つき

240 ¥262 ¥524 ¥785
認知症の利用者に対し、入所日から3か月以内
の期間に集中的なリハビリテーションを行っ
た場合。（1週間に3回を限度）

リハビリテーションマ
ネジメント計画書情報
加算

1か月
につ
き

33 ¥36 ¥72 ¥108

以下の2つの要件を満たしている場合。
ア）リハビリテーション実施計画を入所者ま
たは、その家族等に説明し、継続的にリハビ
リテーションの質を管理している。
イ）入所者ごとのリハビリテーション実施計
画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リ
ハビリテーションの提供に当たって、造外情
報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用している。

科学的介護推進体制加
算（Ⅰ）

1か月
につ
き

40 ¥44 ¥88 ¥131

入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認
知症の状況その他の入所者の心身の状況等に
かかる基本的な情報を厚生労働省に提出して
いる場合。かつ、必要に応じてサービス計画
を見直すなど、サービスの提供に当たって前
述の情報を活用している場合。

科学的介護推進体制加
算（Ⅱ）

1か月
につ
き

60 ¥66 ¥131 ¥197
（Ⅰ）に加えて、疾病の状況や薬剤情報等の
情報を厚生労働省に提出している場合。

自立支援推進加算
1か月
につ
き

300 ¥327 ¥654 ¥981

以下の全ての要件を満たしている場合。
ア）医師が入所者ごとに、自立支援のために
特に必要な医学的評価を入所時に行うと共
に、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直
しを行い、自立支援にかかる支援計画等の策
定等に参加している。
イ）アの医学的評価の結果、特に自立支援の
ための対応が必要であるとされる者ごとに、
多職種が共同して、自立支援にかかる支援計
画を策定し、支援経過に従ったケアを実施し
ている。
ウ）アの医学的評価に基づき、少なくとも3月
に1回、入所者ごとに支援計画を見直してい
る。
エ）アの医学的評価の結果等を厚生労働省に
提出し、活用している。
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費目
算定
単位

単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明

療養食加算
1食に
つき

6 ¥7 ¥13 ¥20
医師の発行する食事箋に基づき、療養食を提
供した場合。

再入所時栄養連携加算
1回に
つき

200 ¥218 ¥436 ¥654

入所者が医療機関に入院し施設入所時とは、
大きく異なる栄養管理が必要になった場合に
ついて、再入所時の栄養管理に関する調整を
行った場合。

経口維持加算（Ｉ）
1か月
につ
き

400 ¥436 ¥872 ¥1, 308

水飲みテストや頚部聴診法等により誤嚥が認
められる利用者に対し、経口維持計画を作成
し、経口摂取を維持するための管理を行って
いる場合。

経口維持加算（Ⅱ）
1か月
につ
き

100 ¥109 ¥218 ¥327
経口維持計画を作成し、経口摂取を維持する
ための管理を行っている場合。

経口移行加算
1日に
つき

28 ¥31 ¥61 ¥92
経口維持計画を作成し、経管栄養から経口摂
取を進めるための栄養管理を行っている場
合。

口腔衛生管理加算（Ⅰ）
1か月
につ
き

90 ¥99 ¥197 ¥295
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔
ケアを月2回以上行った場合。

口腔衛生管理加算（Ⅱ）
1か月
につ
き

110 ¥120 ¥240 ¥360

（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理にか
かる計画の内容等の情報を厚生労働省に提出
し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当
該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有
効な実施のために必要な情報を活用している
場合。

褥瘡マネジメント加算
（Ⅰ）

1か月
につ
き

3 ¥4 ¥7 ¥10

褥瘡発生を予防するため、定期的な評価を実
施し、その結果に基づき計画的に管理をして
いる。かつ、少なくとも3月に1回、行った評
価の結果等を厚生労働省に提出し、情報を活
用している場合。

褥瘡マネジメント加算
（Ⅱ）

1か月
につ
き

13 ¥15 ¥29 ¥43

（Ⅰ）の算定要件を満たしており、施設入所
時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあ
るとされた入所者について、褥瘡の発生がな
い場合。※（Ⅰ）との併算不可。

排泄支援加算（Ⅰ）
1か月
につ
き

10 ¥11 ¥22 ¥33

以下の要件を全て満たしている場合。
ア）排せつに介護を要する利用者ごとに、要
介護状態の軽減の見込みについて、医師また
は、医師と連携した看護師が施設入所時に評
価するとともに少なくとも6月に1回、評価を
行い、その評価結果等を厚生労働省に提出
し、その情報等を活用している。
イ）アの評価の結果、適切な対応を行うこと
により、要介護状態の軽減が見込まれるもの
について、医師、看護師、介護支援専門員等
が共同して、排泄に介護を要する原因を分析
し、それにも度付いた支援計画を作成し、支
援を継続している。
ウ）少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援
計画を見直している。

排泄支援加算（Ⅱ）
1か月
につ
き

15 ¥17 ¥33 ¥49

（Ⅰ）の算定要件を満たしており、要介護状
態の軽減が見込まれるものについて、「施設
入所時と比較して、排尿・排便の状態の少な
くとも一方が改善するとともに、いずれにも
悪化がない」場合。

排泄支援加算（Ⅲ）
1か月
につ
き

20 ¥22 ¥44 ¥66

（Ⅰ）の算定要件を満たしており、要介護状
態の軽減が見込まれるものについて、「施設
入所時と比較して、排尿・排便の状態の少な
くとも一方が改善するとともに、いずれにも
悪化がない」かつ「オムツ使用ありから使用
なしに改善している」場合。  
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費目
算定
単位

単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明

若年性認知症受入加算
1日に
つき

120 ¥131 ¥262 ¥393
若年性認知症利用者を受け入れ、個別に担当
者を定めて、ニーズに応じたサービスを提供
した場合。

認知症情報提供加算
1回に
つき

350 ¥382 ¥763 ¥1, 145
認知症の確定診断を促進し、認知症疾患医療
センター等に紹介した場合。

認知症行動・心理症状緊
急対応加算

1日に
つき

200 ¥218 ¥436 ¥654

医師が、認知症の行動・心理症状が認めらる
ため在宅での生活が困難であり、緊急に入所
することが適当であると判断した者に対し施
設サービスを行った場合。（入所日から7日を
限度とする）

外泊時費用
1日に
つき

362 ¥395 ¥789 ¥1, 184
居宅において外泊された場合。（1か月に6日
を限度とする）

入所前後訪問指導加算
（Ｉ）

1回に
つき

450 ¥491 ¥981 ¥1, 472
入所予定日前30日以内または入所後7日以内に
居宅を訪問し、早期退所に向けた施設サービ
ス計画の策定及び診療方針を決定した場合。

入所前後訪問指導加算
（Ⅱ）

1回に
つき

480 ¥524 ¥1, 047 ¥1, 570

入所予定日前30日以内または入所後7日以内に
居宅を訪問し、早期退所に向けた施設サービ
ス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、
生活機能の具体的な改善目標を定めるととも
に、退所後の生活にかかる支援計画を策定し
た場合。

試行的退所時指導加算
1回に
つき

400 ¥436 ¥872 ¥1, 308

入所期間が1か月を超える入所者が試行的に退
所する場合において、当該入所者及びその家
族等に対して、退所後の療養の指導を行った
場合。

退所時情報提供加算
1回限
り

500 ¥545 ¥1, 090 ¥1, 635
主治医に診療状況を示す文書を添えて紹介を
行った場合。

入退所前連携加算
（Ⅰ）

1回限
り

600 ¥654 ¥1, 308 ¥1, 962

入所予定日前30日以内または入所後30日以内
に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介
護支援事業所と連携し、入所者の同意を得
て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定
めた場合。

入退所前連携加算
（Ⅱ）

1回限
り

400 ¥436 ¥872 ¥1, 308
入所期間1ヶ月を超える入所者が退所し、居宅
サービス等を利用する場合、居宅介護支援事
業所への情報提供と連携調整を行った場合。

かかりつけ医療連携薬剤
調整加算（Ⅰ）

1回限
り

100 ¥109 ¥218 ¥327

以下3つの要件を満たしている場合。
ア）介護老人保健施設の医師または薬剤師
が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の
薬物療法に関する研修を受講している。
イ）入所後1月以内に、かかりつけ医に状況に
応じて処方の内容を変更する可能性があるこ
とを説明・合意を得ている。
ウ）入所中に服用薬剤の総合的な評価を行
い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に
変更がある場合は変更の経緯について退所時
または、退所後1月以内にかかりつけ医に情報
提供を行い、内容を診療録に記録している場
合。

かかりつけ医療連携薬剤
調整加算（Ⅱ）

1回限
り

240 ¥262 ¥524 ¥785

（Ⅰ）を算定しており、入所者の服薬情報等
を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当
該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施
のために必要な情報を活用している場合。

かかりつけ医療連携薬剤
調整加算（Ⅲ）

1回限
り

100 ¥109 ¥218 ¥327

（Ⅰ）、（Ⅱ）を算定しており、6種類以上の
内服薬が処方されている入所者に対し、入所
中に処方内容を介護老人保健施設の医師とか
かりつけ医が共同し、総合的に評価調整し、
介護老人保健施設の入りが、入所時に内服薬
の種類を1種類以上減少させた場合。
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費目
算定
単位

単位数 1割負担 2割負担 3割負担 内容の説明

訪問看護指示加算
1回限
り

300 ¥327 ¥654 ¥981
老健の医師が訪問看護師辞書を交付した場
合。

在宅復帰在宅療養支援
機能加算（Ｉ）

1日に
つき

34 ¥37 ¥74 ¥111
在宅復帰・在宅療養支援等の指標が40点以上
である場合。（加算型）

在宅復帰在宅療養支援
機能加算（Ⅱ）

1日に
つき

46 ¥51 ¥101 ¥151
在宅復帰・在宅療養支援等の指標が70点以上
である場合。（超強化型）

緊急時治療管理
1日に
つき

518 ¥565 ¥1, 130 ¥1, 694
緊急医療必要時、施設で応急的な治療管理を
行った場合。

特定治療
対応
時

¥0 ¥0 ¥0
やむをえない事情により施設で行われた特定
の処置や手術等について診療報酬に準じて算
定される。

所定疾患施設療養費
（Ｉ）

1日に
つき

239 ¥261 ¥521 ¥782

肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎につい
て、施設内で投薬、検査、注射、処置等を
行った場合。（1回につき連続する7日間を限
度として算定する）

所定疾患施設療養費
（Ⅱ）

1日に
つき

480 ¥524 ¥1, 047 ¥1, 570

肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎につい
て、施設内で投薬、検査、注射、処置等を
行った場合で介護老人保健施設の医師が感染
症対策に関する研修を受けている場合。（1回
につき連続する10日間を限度として算定す
る）

地域連携診療計画情報提
供加算

1回に
つき

300 ¥327 ¥654 ¥981

大腿骨頸部骨折又は脳卒中について、医科診
療報酬の所定の点数を算定して保険医療機関
を退院した入所者に対し、地域連携診療計画
に基づいて作成された診療計画に基づき、入
所者の治療等を行うとともに、入所者の同意
を得た上で、当該退院した日の属する月の翌
月までに、地域連携診療計画管理料を算定す
る病院に診療情報を文書により提供した場
合。（１回を限度）

介護職員処遇改善加算
Ｉ

1か月
につ
き

介護職員の賃金の改善等を実施しているもの
として、都道府県知事に届け出た場合に、1か
月において算定した単位数の1000分の39に相
当する単位数。

介護職員等特定処遇改
善加算Ⅰ

1か月
につ
き

介護職員の賃金の改善等を実施しているもの
として、一定の条件をみたし、都道府県知事
に届け出た場合に、1か月において算定した単
位数の1000分の21に相当する単位数。

介護職員等特定処遇改善
加算Ⅱ

1か月
につ
き

介護職員の賃金の改善等を実施しているもの
として、一定の条件をみたし、都道府県知事
に届け出た場合に、1か月において算定した単
位数の1000分の17に相当する単位数。  

 

●居住費・食費（１日あたり） 

費  目 第１段階 第２段階 第３段階① 第 3 段階② 第４段階 

居住費 

多 床 室 0 円 370 円 370 円 370 円 370 円 

従来型個室 490 円 490 円 1310 円 1310 円 1640 円 

ユニット型個室 820 円 820 円 1310 円 1310 円 1970 円 

食  費 300 円 390 円 650 円 1360 円 1500 円 

 

●特別な室料（1 日） 

費  目 金  額 

従来型個室（さくら･ぷらたなすの個室） 2750 円 

ユニット型個室（いちょう･はなみずき） 3300 円 

※居住費とは別にお支払いいただきます。尚、外泊時にも室料をいただきます。 
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●日常生活費 １日 100円（ 利用する ・ 利用しない ） 

施設サービスの提供において供与される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる経費で

あって入所者等に負担させることが適当と認められるもの。（内訳は次頁参照） 

日常生活費の口腔ケア用品について A ・ B ・ C ・ D セットを希望します。 

日常生活費（内訳）  （税抜き）   

品目 単位 単価 1 日使用量 1 日 

ティッシュペーパー 1 箱（180 組 360 枚） 83 円 0.15 箱 12.5 円 

ペーパータオル 1 ケース（200 枚） 126 円 35 枚 22.1 円 

除菌ケアタオル 1 ロール（30ｍ） 682.5 円 150ｃｍ 34. 

1 円 

ベビーローション 1 本（125ｍｌ） 500 円 8.5ｍｇ 9.7 円 

   小計  78.4 円 

＜口腔ケア用品内訳＞  （税抜き）   

Ａセット（自歯のみ） 単位 単価 1 日使用量 1 日 

歯ブラシ 1 本 140 円 0.03 本 4.2 円 

歯間ブラシ 1 箱（8 本） 480 円 0.14 本 8.4 円 

歯磨き粉 1 本（30ｇ） 86 円 4ｇ 11.5 円 

   小計  24.1 円 

     

Ｂセット（自歯＋義歯） 単位 単価 1 日使用量 1 日 

歯ブラシ 1 本 140 円 0.03 本 4.2 円 

歯磨き粉 1 本（30ｇ） 86 円 4ｇ 11.5 円 

義歯洗浄剤 1 箱（48 錠） 520 円 1 個 10.8 円 

   小計  26.5 円 

     

Ｃセット（総義歯） 単位 単価 1 日使用量 1 日 

義歯用ブラシ 1 本 600 円 0.03 本 18 円 

義歯洗浄剤 1 箱（48 錠） 520 円 1 個 10.8 円 

   小計  28.8 円 

     

Ｄセット（自歯・義歯なし） 単位 単価 1 日使用量 1 日 

コンクール F 1 本（100ｍｌ） 916 円 3.2ｍｌ 29.5 円 

   小計  29.5 円 

  

①口腔ケア用品以外の物品代合計 

   

78.4 円 

 ②口腔ケア用品代（Ａ～Ｄのうち、最低料金であるＡセットの金額） 24.1 円 

   1 日 合計 

  ①＋②＝ 102.5 円 

                  上記により、日常生活費を 1 日 100 円と設定する。 

※上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。 
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※その他、健康管理費、理美容費、文書料（3300 円）、複写物（白黒：10 円/1 枚 カラー：50 円/1 枚）は実費と

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


