
介護老人保健施設ケーアイ　入所療養介護（在宅強化型）利用料金表 令和４年１０月
■多床室 (円）

負担段階 介護保健施設サー
ビス費（Ⅳ） 居住費 食費 日用品費 教養娯楽費 日額 月額(31日) 二人部屋/日(税込）

第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥21,700
要 第２段階 ¥390 ¥2,042 ¥63,302
介 第３段階① ¥650 ¥2,302 ¥71,362
護 第３段階② ¥1,360 ¥3,012 ¥93,372
1 第４段階 ¥3,336 ¥103,416

２割負担 ¥1,763 ¥4,217 ¥130,727
３割負担 ¥2,644 ¥5,098 ¥158,038
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥21,700

要 第２段階 ¥390 ¥2,120 ¥65,720
介 第３段階① ¥650 ¥2,380 ¥73,780
護 第３段階② ¥1,360 ¥3,090 ¥95,790
2 第４段階 ¥3,414 ¥105,834

２割負担 ¥1,919 ¥4,373 ¥135,563
３割負担 ¥2,878 ¥5,332 ¥165,292
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥21,700

要 第２段階 ¥390 ¥2,187 ¥67,797
介 第３段階① ¥650 ¥2,447 ¥75,857
護 第３段階② ¥1,360 ¥3,157 ¥97,867
3 第４段階 ¥3,481 ¥107,911

２割負担 ¥2,053 ¥4,507 ¥139,717
３割負担 ¥3,080 ¥5,534 ¥171,554
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥21,700

要 第２段階 ¥390 ¥2,246 ¥69,626
介 第３段階① ¥650 ¥2,506 ¥77,686
護 第３段階② ¥1,360 ¥3,216 ¥99,696
4 第４段階 ¥3,540 ¥109,740

２割負担 ¥2,172 ¥4,626 ¥143,406
３割負担 ¥3,257 ¥5,711 ¥177,041
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥21,700

要 第２段階 ¥390 ¥2,304 ¥71,424
介 第３段階① ¥650 ¥2,564 ¥79,484
護 第３段階② ¥1,360 ¥3,274 ¥101,494
5 第４段階 ¥3,598 ¥111,538

２割負担 ¥2,287 ¥4,741 ¥146,971
３割負担 ¥3,431 ¥5,885 ¥182,435

■個室 (円）

負担段階 介護保健施設サー
ビス費（Ⅱ） 居住費 食費 日用品費 教養娯楽費 日額 月額(31日) 個室料/日

（税込）

第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥36,890 ¥4,400
要 第２段階 ¥390 ¥2,077 ¥64,387 ¥4,400
介 第３段階① ¥650 ¥3,157 ¥97,867 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,360 ¥3,887 ¥120,497 ¥4,400
1 第４段階 ¥4,446 ¥137,826 ¥4,400

２割負担 ¥1,594 ¥5,243 ¥162,533 ¥4,400
３割負担 ¥2,391 ¥6,040 ¥187,240 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥36,890 ¥4,400

要 第２段階 ¥390 ¥2,153 ¥66,743 ¥4,400
介 第３段階① ¥650 ¥3,233 ¥100,223 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,360 ¥3,963 ¥100,223 ¥4,400
2 第４段階 ¥4,522 ¥140,182 ¥4,400

２割負担 ¥1,746 ¥5,395 ¥167,245 ¥4,400
３割負担 ¥2,619 ¥6,268 ¥194,308 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥36,890 ¥4,400

要 第２段階 ¥390 ¥2,218 ¥68,758 ¥4,400
介 第３段階① ¥650 ¥3,298 ¥102,238 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,360 ¥4,028 ¥124,868 ¥4,400
3 第４段階 ¥4,587 ¥142,197 ¥4,400

２割負担 ¥1,876 ¥5,525 ¥171,275 ¥4,400
３割負担 ¥2,814 ¥6,463 ¥200,353 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥36,890 ¥4,400

要 第２段階 ¥390 ¥2,277 ¥70,587 ¥4,400
介 第３段階① ¥650 ¥3,357 ¥104,067 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,360 ¥4,087 ¥126,697 ¥4,400
4 第４段階 ¥4,646 ¥144,026 ¥4,400

２割負担 ¥1,994 ¥5,643 ¥174,933 ¥4,400
３割負担 ¥2,991 ¥6,640 ¥205,840 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥36,890 ¥4,400

要 第２段階 ¥390 ¥2,338 ¥72,478 ¥4,400
介 第３段階① ¥650 ¥3,418 ¥105,958 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,360 ¥4,148 ¥128,588 ¥4,400
5 第４段階 ¥4,707 ¥145,917 ¥4,400

２割負担 ¥2,115 ¥5,764 ¥178,684 ¥4,400
３割負担 ¥3,172 ¥6,821 ¥211,451 ¥4,400
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介護老人保健施設ケーアイ　入所療養介護（在宅強化型）利用料金表 令和４年１０月

保険適用部分は、地域加算＜４級地：10.54円＞をかけて計算してあります。
(実際の金額は、端数処理の関係で合計金額が多少異なります)
料金は変更になる場合がございます。詳しくは相談員までお問い合わせください。

上記利用料金の他、次の料金が加算されます。

【全利用者に加算されるもの】 (円）
サービス内容 １割負担 ２割負担 ３割負担
夜勤職員配置加算/日 ¥26 ¥51 ¥76
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ/日 ¥49 ¥97 ¥146
サービス提供体制強化加算Ⅰ/日 ¥24 ¥47 ¥70
介護職員処遇改善加算Ⅰ/月 3.9% 3.9% 3.9%
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ/月 2.1% 2.1% 2.1%
介護職員等ベースアップ等支援加算/月 0.8% 0.8% 0.8%

【対象者のみ加算されるもの】 (円）
サービス内容 １割負担 ２割負担 ３割負担
短期集中リハビリテーション実施加算/日 ¥253 ¥506 ¥759
認知症短期集中リハビリテーション実施加算/日 ¥253 ¥506 ¥759
若年性認知症入所者受け入れ加算/日 ¥127 ¥253 ¥380
外泊時費用(月6日限度)/日 ¥382 ¥763 ¥1,145
ターミナルケア加算(死亡日前31日以上45日以下)/日 ¥85 ¥169 ¥253
ターミナルケア加算(死亡日前4～30日)/日 ¥169 ¥338 ¥506
ターミナルケア加算(死亡前日・前々日)/日 ¥865 ¥1,729 ¥2,593
ターミナルケア加算(死亡日)/日 ¥1,740 ¥3,479 ¥5,218
初期加算(入所後30日間)/日 ¥32 ¥64 ¥95
入所前後訪問指導加算Ⅱ(1回を限度)/回 ¥506 ¥1,012 ¥1,518
退所時情報提供加算/回 ¥527 ¥1,054 ¥1,581

入退所前連携加算Ⅰ/回 ¥633 ¥1,265 ¥1,898

入退所前連携加算Ⅱ/回 ¥422 ¥844 ¥1,265
訪問看護指示加算/回 ¥317 ¥633 ¥949
経口移行加算/日 ¥30 ¥59 ¥89
経口維持加算Ⅰ/月 ¥422 ¥844 ¥1,265
経口維持加算Ⅱ/月 ¥106 ¥211 ¥317
口腔衛生管理体制加算(Ⅰ)/月 ¥95 ¥190 ¥285
口腔衛生管理体制加算(Ⅱ)/月 ¥116 ¥232 ¥348
療養食加算（１日に３回を限度）/回 ¥7 ¥13 ¥19
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ/回 ¥106 ¥211 ¥317
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ/回 ¥253 ¥506 ¥759
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ/回 ¥106 ¥211 ¥317
緊急時治療管理(月1回、1回につき連続で3日間限度)/日 ¥546 ¥1,092 ¥1,638
所定疾患施設療養費Ⅱ(10日間を限度)/回 ¥506 ¥1,012 ¥1,518
認知症専門ケア加算Ⅰ/日 ¥4 ¥7 ¥10
認知症行動・心理症状緊急対応加算(入所日より7日間限度)/日 ¥211 ¥422 ¥633
認知症情報提供加算/回 ¥369 ¥738 ¥1,107
地域連携診療計画情報提供加算/回 ¥317 ¥633 ¥949

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算/月 ¥35 ¥70 ¥105

褥瘡マネジメント加算Ⅰ/月 ¥4 ¥7 ¥10

褥瘡マネジメント加算Ⅱ/月 ¥14 ¥28 ¥42

褥瘡マネジメント加算Ⅲ/月 ¥11 ¥21 ¥32

排せつ支援加算Ⅰ/月 ¥11 ¥21 ¥32

排せつ支援加算Ⅱ/月 ¥16 ¥32 ¥48

排せつ支援加算Ⅲ/月 ¥21 ¥42 ¥63

排せつ支援加算Ⅳ/月 ¥106 ¥211 ¥317

自立支援促進加算/月 ¥317 ¥633 ¥949

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）/月 ¥43 ¥85 ¥127

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）/月 ¥64 ¥127 ¥190

安全対策体制加算（入所時に限り１回） ¥21 ¥42 ¥63

【その他実費負担分(税別)】 (円）
項目

個室（一人部屋）料金/日 ¥4,400 税込
二人部屋料金/日 ¥2,200 税込
文書料/通 ¥2,200 税込
文書料（検査を伴うもの）/通 ¥5,500 税込
エプロン代/日 ¥20 -

加
算

料金
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