
■入所利用料金表

多床室（４人・２人室）

栄養マネジメント強化加算

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ

■□■利用料のご案内■□■
介護保険法に基づき、要介護度に応じてお支払い頂く介護保険給付によるサービス費用と、ご利用の
場合のみに加算される介護保険給付外サービスの合計額をご負担頂きます。

(令和３年４月１日 現在）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

介
護
保
険

935円 ～ 1,009円 ～ 1,073円 ～ 1,129円

在宅復帰・在宅療養復帰加
算（Ⅱ） 46円

11円

基本単位

18円

自
己
負
担

食費（1日3食分） 1,650円 

介
護
保
険

基本単位

夜勤職員配置加算 24円

その他状況に応じて別途加算請求

小計 855円 ～ 927円 ～

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ 18円

栄養マネジメント強化加算 11円
在宅復帰・在宅療養復帰加

算（Ⅱ） 46円

～

～ 1,003円 ～

要介護4 要介護5

日常生活費（1日） 300円

食費（1日3食分） 1,650円 

※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、

　認定証に記載されている食費の負担限度額が１日にお支払い

～

107,370円

～

～ 109,020円

～ 1,184円

～

要介護1 要介護2 要介護3

101,550円 ～ 103,770円 ～

小計

夜勤職員配置加算 24円

従来型個室

836円 ～ 910円

～1日の目安

月額の目安（30日）

特別室料金（1日） 　2人部屋：550円

その他状況に応じて別途加算請求

自
己
負
担

　いただく食費の上限となります。

居住費（1日） 500円

※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、

　認定証に記載されている居住費の負担限度額が１日にお支払い

～

1日の目安

170,760円 ～

※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、

　認定証に記載されている食費の負担限度額が１日にお支払い

　いただく食費の上限となります。

日常生活費（1日） 300円

居住費（1日） 1,650円

※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、

　認定証に記載されている居住費の負担限度額が１日にお支払い

　いただく居住費の上限となります。

月額の目安（30日）

5,445円 ～

特別室料金（1日） 　個室：990円

その他状況に応じて別途加算請求

163,350円 ～

1,085円

　いただく居住費の上限となります。

その他状況に応じて別途加算請求

3,459円 ～ 3,523円 3,579円 ～ 3,634円

105,690円 ～

※各利用料の負担割合に応じた額をご負担頂きます。

5,692円 ～

989円 ～ 1,045円 ～ 1,102円

3,385円 ～

756円 ～ 828円 ～ 890円 ～ 946円

～ 974円 ～ 1,030円 ～
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165,510円 ～ 167,370円 ～ 169,050円 ～

5,517円 ～ 5,579円 ～ 5,635円 ～



金 額
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経管により食事を摂取される方について、経口摂取を進めるために医師の指示に基づく栄養管理を行う場合

継続して経口による食事の摂取を進めるために特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けた場合

入所者1人につき1回を限度

死亡日以前4日以上30日以下

入退所前連携加算（Ⅱ）

訪問看護指示加算

栄養マネジメント強化加算

経口移行加算

経口維持加算（Ⅰ）

ターミナルケア加算

初期加算

再入所時栄養連携加算

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し誤燕が認められ、特別な管理が必要であるものとして、医師の指
示を受けた場合

医師の指示せんに基づく食事を提供した場合1回につき6単位を加算（1日に3回を限度）

入所者1人につき 入所期間中1回限度

月に３日まで

死亡日以前31日以上45日以下

「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を
計画的に行わなければならない」ことを規定。

死亡日以前2日又は3日

死亡日

入所日から30日間に限る

入所者1人につき1回を限度

入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合

入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、活機能の改善目
標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合

入所期間が１月を超える入所者が退所する場合において入所者及び家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

退所後の主治の医師に対して書面にて入所者の情報提供を行った場合に加算

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者と連携し、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る。

入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を
希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供
し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行う。

経口維持加算（Ⅱ）

かかりつけ医療連携薬剤調整加算

 緊急時治療管理

療養食加算

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

試行的退所時指導加算

退所時情報提供加算

入退所前連携加算（Ⅰ）

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

若年性認知症入所者受入加算

外泊時費用

試行的外泊時費用（在宅サービスを利用する場合）

■□■ 利用料のご案内 ■□■ 
■入所利用料金表 ※各利用料の負担割合に応じた額をご負担頂きます。    

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 入所した日から3月以内の実施した日に加算

入所した日から3月以内の実施した日に加算

若年性認知症利用者（65歳未満）に対し、個別の担当者を定め入所サービスを行った場合

外泊された場合、初日と最終日を除いて基本料金に変えて、外泊時費用として頂く(1ヶ月6日間を限度)

外泊中に施設が在宅サービスを提供した場合(1ヶ月6日間を限度)

(令和3年8月１日 現在）
項   目 内   容



金 額
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負担段階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階

第１段階 300 390 650 1,360 1,650

第２段階 個室 490 490 1,310 1,310 1,650

第３段階① 多床室 0 370 370 370 500

第３段階②

第４段階～

・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

・市町村民税本人非課税 ・世帯課税
・市町村民税本人課税者       など

・本人年金収入等80万円以下

・市町村民税世帯非課税であって、本人年金収入等80万円超120万円以下

居住費

食費

・市町村民税世帯非課税であって、本人年金収入等120万円超

自立支援推進加算
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ともに、少なくとも６月に１回、医学的評価の
見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加する。

対    象

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）
利用者ごとのＡＤＬ価、栄養状態・口腔機能・認知症所の状態やその他の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提
出する。

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）に加えて、疾病の状況や服薬情報等を厚生労働省に提出する。

安全対策体制加算
介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等について、施設内において安全管理対策
部門を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備して
いることが必要である。

排泄支援加算（Ⅰ）
排せつに介護を要する入所者等ごとに、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等
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、排せつ支援に当たって当該
情報等を活用する

排泄支援加算（Ⅱ）
排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を行うことで、要介護状態の軽減が見込まれる人につい
て、施設入所時等と比較して、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。またはおむつ
使用ありから使用なしに改善していること。

排泄支援加算（Ⅲ）
排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等で、適切な対応を行うことで、要介護状態の軽減が見込まれる者につい
て、・施設入所時等と比較して、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、おむ
つ使用ありから使用なしに改善していること。

入所者ごとのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画書の内容等を入所者およびご家族へ説明し、その情報を厚生労働省に提出し、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの提供に
当たって、当該情報その他ﾘﾊﾋﾞ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こと

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ）
入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも３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、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用する。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ）
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等で、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあると
された入所者等に、褥瘡の発生のないこと。
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(令和3年8月１日 現在）

■□■ 利用料のご案内 ■□■ 
■入所利用料金表 ※各利用料の負担割合に応じた額をご負担頂きます。    

項   目 内   容

所定疾患施設療養費
肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、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、1月に1回を限度
として算定

認知症行動･心理症状緊急対応加算 入所した日から起算して7日を限度として算定

認知症情報提供加算 入所者1人 入所期間中1回限度

地域連携診療計画情報提供加算 医療機関からの退院後、診療計画に基づく療養と提供、情報提供を行った場合

リハビリテーションマネジメント計画提出料加算


