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

負担段階 短期入所療養
介護費（Ⅳ） 居住費 食費 日用品費 教養娯楽費 日額 二人部屋（税込）

第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥2,200
要 第２段階 ¥600 ¥2,293 ¥2,200
介 第３段階① ¥1,000 ¥2,693 ¥2,200
護 第３段階② ¥1,300 ¥2,993 ¥2,200
1 第４段階 ¥3,377 ¥2,200

２割負担 ¥1,845 ¥4,299 ¥2,200
３割負担 ¥2,767 ¥5,221 ¥2,200
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥2,200

要 第２段階 ¥600 ¥2,373 ¥2,200
介 第３段階① ¥1,000 ¥2,773 ¥2,200
護 第３段階② ¥1,300 ¥3,073 ¥2,200
2 第４段階 ¥3,457 ¥2,200

２割負担 ¥2,005 ¥4,459 ¥2,200
３割負担 ¥3,007 ¥5,461 ¥2,200
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥2,200

要 第２段階 ¥600 ¥2,439 ¥2,200
介 第３段階① ¥1,000 ¥2,839 ¥2,200
護 第３段階② ¥1,300 ¥3,139 ¥2,200
3 第４段階 ¥3,523 ¥2,200

２割負担 ¥2,138 ¥4,592 ¥2,200
３割負担 ¥3,207 ¥5,661 ¥2,200
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥2,200

要 第２段階 ¥600 ¥2,499 ¥2,200
介 第３段階① ¥1,000 ¥2,899 ¥2,200
護 第３段階② ¥1,300 ¥3,199 ¥2,200
4 第４段階 ¥3,583 ¥2,200

２割負担 ¥2,258 ¥4,712 ¥2,200
３割負担 ¥3,387 ¥5,841 ¥2,200
第１段階 - - ¥300 ¥700 ¥2,200

要 第２段階 ¥600 ¥2,560 ¥2,200
介 第３段階① ¥1,000 ¥2,960 ¥2,200
護 第３段階② ¥1,300 ¥3,260 ¥2,200
5 第４段階 ¥3,644 ¥2,200

２割負担 ¥2,380 ¥4,834 ¥2,200
３割負担 ¥3,570 ¥6,024 ¥2,200

■個室 (円）

負担段階 短期入所療養
介護費（Ⅱ） 居住費 食費 日用品費 教養娯楽費 日額 個室料/日（税込）

第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥4,400
要 第２段階 ¥600 ¥2,327 ¥4,400
介 第３段階① ¥1,000 ¥3,547 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,300 ¥3,847 ¥4,400
1 第４段階 ¥4,486 ¥4,400

２割負担 ¥1,674 ¥5,323 ¥4,400
３割負担 ¥2,511 ¥6,160 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥4,400

要 第２段階 ¥600 ¥2,404 ¥4,400
介 第３段階① ¥1,000 ¥3,624 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,300 ¥3,924 ¥4,400
2 第４段階 ¥4,563 ¥4,400

２割負担 ¥1,828 ¥5,477 ¥4,400
３割負担 ¥2,742 ¥6,391 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥4,400

要 第２段階 ¥600 ¥2,471 ¥4,400
介 第３段階① ¥1,000 ¥3,691 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,300 ¥3,991 ¥4,400
3 第４段階 ¥4,630 ¥4,400

２割負担 ¥1,961 ¥5,610 ¥4,400
３割負担 ¥2,941 ¥6,590 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥4,400

要 第２段階 ¥600 ¥2,532 ¥4,400
介 第３段階① ¥1,000 ¥3,752 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,300 ¥4,052 ¥4,400
4 第４段階 ¥4,691 ¥4,400

２割負担 ¥2,083 ¥5,732 ¥4,400
３割負担 ¥3,124 ¥6,773 ¥4,400
第１段階 - ¥300 ¥1,190 ¥4,400

要 第２段階 ¥600 ¥2,591 ¥4,400
介 第３段階① ¥1,000 ¥3,811 ¥4,400
護 第３段階② ¥1,300 ¥4,111 ¥4,400
5 第４段階 ¥4,750 ¥4,400

２割負担 ¥2,201 ¥5,850 ¥4,400
３割負担 ¥3,301 ¥6,950 ¥4,400
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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
個別リハビリテーション実施加算/日 ¥253 ¥506 ¥759

総合医学管理加算（７日限度）/日 ¥290 ¥580 ¥870
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
緊急短期入所受け入れ加算（入所日より７日間限度）/日 ¥95 ¥190 ¥285
若年性認知症入所者受け入れ加算/日 ¥127 ¥253 ¥380
重度療養管理加算（要介護度4・5に限る）/日 ¥127 ¥253 ¥380
送迎加算/片道につき ¥194 ¥388 ¥582
療養食加算（１日に３回を限度）/回 ¥9 ¥17 ¥26
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
認知症専門ケア加算Ⅰ/日 ¥4 ¥7 ¥10

【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

【その他実費負担分】 (円）
項目
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