
利 用 料 金 表 
 

 

 

※ 地域区分別単位の単価（6 級地、10.27 円）にて、表記してあります。 

また、一定以上所得のある方は、負担割合が１割から２割又は３割になります。 

（下記、負担割合 1 割にて表記） 

 

※ 上記、１日あたりの施設利用料 

要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。 

※  個室の場合、＜特別な室料＞として、別途 １日 １３１８円（税込） 

※  食費について １食でも１日当たりの料金となります。 

※  ただし、上記については、基本型として標記してあります。体制により異なる 

場合がありますのでご了承ください。 

 

＊居住費及び食費の減額について 

住所地の市区町村から負担額減額認定を受けている場合には、負担額減額認定証に 

記載されている居住費及び食費の負担限度額が１日にお支払いいただく上限となり 

ます。（※１が減額されます。） 

 

 

＜加算＞  ※施設サービス費に各種加算が、別途算定されます。 

 

夜間職員配置加算     夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たした場合 

                                   ２５円（1 日） 

 

介護度  施設サービス費 居住費 食 費 日用品費 教養娯楽費 

要介護１  

個 

 

室 

７１７円  

 

１８５０円 

※1 

 

 

１７３０円 

※1 

 

 

２１０円 

 

 

２１０円 

要介護２ ７６３円 

要介護３ ８２６円 

要介護４ ８８０円 

要介護５ ９３２円 

要介護１  

多

床

室 

７９２円  

 

４５０円 

※1 

 

 

１７３０円 

※1 

 

 

２１０円 

 

 

２１０円 

要介護２ ８４２円 

要介護３ ９０４円 

要介護４ ９５７円 

要介護５ １０１１円 

平成３０年４月１日より 

医療法人社団 愛友会 

介護老人保健施設 三郷ケアセンター 

介護老人保健施設サービス 



短期集中リハビリ実施加算 

            多職種が共同により計画を立て集中的にリハビリを実施した 

場合（入所日から３ヵ月以内）         ２４７円（1 日） 

 

認知症短期集中リハビリ実施加算  

            認知症の方に対し、生活機能の改善が見込まれると判断し多職

種が共同により計画を立て集中的にリハビリを実施した場合 

（入所日から３ヵ月以内、週３日まで）   ２４７円（1 日） 

 

認知症ケア加算     介護を必要とする認知症の利用者に対して、サービスを提供し

た場合（認知症棟 利用者）         ７８円（1 日） 

 

若年性認知症利用者受入加算                          

            若年性認知症利用者に対し、入所療養を行った場合                               

１２４円（1 日） 

 

外泊時費用       居宅における外泊を認めた場合 

（１月に６日限度・初日及び終了日は除く） 

個室の場合 ３７２円＋居住費（1 日）＋特別な室料（1 日） 

多床室の場合 ３７２円＋居住費（1 日） 

 

外泊時在宅サービス利用費用     

   居宅における外泊を認め施設が在宅サービスを提供した場合 

（１月に６日限度・初日及び終了日は除く） 

個室の場合 ８２２円＋居住費（1 日）＋特別な室料（1 日） 

多床室の場合 ８２２円＋居住費（1 日） 

 

ターミナルケア加算   ターミナルケアの対応をした場合 

                          死亡日    １６９５円（1 日） 

                 死亡日の前日及び前々日     ８４３円（1 日） 

               死亡日以前 4 日以上 30 日以下     １６５円（1 日） 

 

在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅰ ※１ 

            在宅復帰に関する基準を満たした場合     ３５円（1 日） 

 

在宅復帰・在宅療養支援加算Ⅱ ※２ 

            在宅復帰に関する基準を満たした場合     ４８円（1 日） 



上記“※１”と“※２”は、基準を満たした場合いずれか一つのみ算定 

 

初期加算        入所日から３０日間の加算          ３１円（1 日） 

再入所時栄養連携加算  再入所時、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となり 

当該施設の管理栄養士が、当該医療機関の管理栄養士と相談し 

計画を作成した場合       ４１１円（入所中 1 回限り） 

   

入所前後訪問指導加算  入所予定日前３０日以内又は、入所後７日以内に退所後生活す

る居宅を訪問し、退所を目的とした計画を作成した場合 

                               ４６３円（入所中 1 回） 

            上記かつ、生活機能の具体的な改善目標に向けての支援計画を

作成した場合             ４９３円（入所中 1 回） 

 

試行的退所時指導加算  退所時に、入所者及び、家族等に対し退所後の療養上の指導を

行った場合            ４１１円（１人につき 1 回） 

 

退所時情報提供加算   退所後の主治医に対して診療情報を提供し、紹介した場合 

                             ５１４円(１人につき 1 回） 

 

退所前連携加算     居宅介護支援事業所に対して、情報の提供および、連携して退

所後の居宅サービス利用に関する調整を行った場合  

５１４円(１人につき 1 回） 

 

老人訪問看護支持加算 

                       入所者の退所時に施設の医師が、訪問看護などの利用が必要であ

ると認め、看護サービスに係る指示書を交付した場合 

                             ３０９円(１人につき 1 回） 

 

栄養マネジメント加算  利用者の栄養状態を適切に把握し、その状態に応じて関連職種

が共同で、栄養ケア計画を作成し実施した場合 

                                  １５円（1 日） 

低栄養リスクマネジメント加算 

低栄養リスクの高い入所者に多職種が協働して低栄養状態を 

改善するための計画を作成し低栄養リスクの改善を行った場合 

３０９円(１月につき） 

 

経口移行加算      経管により食事を摂取されている利用者に対し、経口移行計画



書を作成し経口による食事摂取を進めるための、栄養管理を行

った場合          

２９円（1 日） 

経口維持加算      摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に対し、摂食・嚥下 

機能に配慮した栄養管理を行い、当該計画を作成し、実施した 

場合 

（Ⅰ）関連職種が共同で、入所者の栄養管理をする為の食事の

観察、会議等を実施した場合      ４１１円（1 月）   

            （Ⅱ）上記(Ⅰ)に加え、医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚

士のいずれかの者が、支援を行った場合 

                                 １０３円（1 月） 

 

口腔衛生管理体制加算  歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員

に、利用者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導を行って

いる場合                   ３１円（1 月） 

 

口腔衛生管理加算    歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者に対し、口腔 

            ケアを行った場合               ９３円（1 月） 

 

療養食加算         療養食を提供したとき                     ７円（1 回） 

 

緊急時施設療養費（緊急時治療管理）                                

               利用者の症状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得な 

い事情による 医療行為を行った場合 

（１月に１回、３日限度）         ５２５円（1 日) 

 

かかりつけ医連携調整加算 

かかりつけ医と当該施設の医師が連携し薬剤に対し調整した 

場合                １２９円（1 回限り） 

 

所定疾患施設療養費Ⅰ   利用者の下記の状態に対し、投薬、検査、注射、処置等を 

行った場合（肺炎、尿路感染症、帯状疱疹） 

（１月に１回、７日限度）         ２４２円（1 日） 

 

所定疾患施設療養費Ⅱ   上記、所定疾患施設療養費Ⅰに対し診断名及び診断に至った 

根拠が確定された場合 

（１月に１回、７日限度）         ４８８円（1 日） 



 

認知症情報提供加算    認知症の方の情報提供を行った場合 

３６０円（1 回につき） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

              認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が 

困難であり、緊急に入所することが望ましい利用者に、施設 

サービスを行った場合                  ２０６円（1 日） 

（入所した日から起算して７日限度） 

 

地域連携診療計画情報提供加算   

保険医療機関を退院した利用者に対し、診療計画に基づき、 

利用者の治療などを行い病院に診療情報を提供した場合        

３０９円（1 人につき 1 回） 

 

褥瘡マネジメント加算   褥瘡発生を予防するために褥瘡の発生と関連の強い項目に 

ついて定期的な評価を実施し、その結果に基づき管理した 

場合                    １１円（1 月） 

 

排せつ支援加算     排泄障害等の為、排泄に介護を要する入所者に対し、多職種が 

協議して支援計画を作成、その計画に基づき支援した場合 

 １０３円（1月） 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 介護職員の総数の、介護福祉士の占める割合が 60％以上                  

１９円（1 日） 

 

介護職員処遇改善加算     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を作成する等、厚 

生労働大臣が定める基準に適合し、利用者に対し介護保険施 

設サービスを行った場合、所定単位数にサービス別加算率を 

乗じた金額 

＜その他費用＞ 

・写真代            ２０円（税込）（１枚） 

・理美容料         別紙料金表による（曜日限定・予約制） 

・電気代（居室における電化製品１点あたり 1 日） ５４円（税込） 

・予防接種代       別紙料金表による  

・文書料         別紙料金表による 

・嗜好品         別紙料金表による 

  ・エンゼルセット     ５４００円（税込） 


