
742 円／日 814 円／日 876 円／日 932 円／日 988 円／日

24 24 24 円／日 24 24

18 18 18 円／日 18 18

46 46 46 円／日 46 46

日用品費 290 290 290 円／日 290 290

教養娯楽費 230 230 230 円／日 230 230

1,350 円 1,422 円 1,484 円 1,540 円 1,596 円

40,500 円 42,660 円 44,520 円 46,200 円 47,880 円

30 円／日 （入所日から30日間のみ加算されます。）

※別途、特別な食事やリハビリの内容等、ご利用に応じて料金を加算する場合があります。

■食費・居住費（負担段階は所得に応じて変わります。）

300 円 390 円 650 円 1,890 円

居住費（個室） 490 円 490 円 1,310 円 1,890 円

１日当たりの合計 790 円 880 円 1,960 円 3,780 円

23,700 円 26,400 円 58,800 円 113,400 円

■特別な室料

2,200 円／日 66,000 円／月 ※消費税込

上記①+➁+③が１ヶ月あたり（30日）のご利用金額となります。

822 円／日 896 円／日 959 円／日 1,015 円／日 1,070 円／日

24 24 24 円／日 24 24

18 18 18 円／日 18 18

46 46 46 円／日 46 46

日用品費 290 290 290 円／日 290 290

教養娯楽費 230 230 230 円／日 230 230

1,430 円 1,504 円 1,567 円 1,623 円 1,678 円

42,900 円 45,120 円 47,010 円 48,690 円 50,340 円

30 円／日 （入所日から30日間のみ加算されます。）

※別途、特別な食事やリハビリの内容等、ご利用に応じて料金を加算する場合があります。

■食費・居住費（負担段階は所得に応じて変わります。）

300 円 390 円 650 円 1,890 円

居住費（多床室） 0 円 370 円 370 円 1,364 円

１日当たりの合計 300 円 760 円 1,020 円 3,254 円

9,000 円 22,800 円 30,600 円 97,620 円

■特別な室料

1,100 円／日 33,000 円／月 ※消費税込

上記④+⑤が１ヶ月あたり（30日）の４人部屋、④+⑤+⑥が二人部屋のご利用金額となります。

■【従来型個室・在宅強化型】利用料金

介護老人保健施設やすらぎの家　利用料金表

食費

⑤ １ヶ月あたりの合計

第１段階 第２段階

要介護１ 要介護２

第３段階 第４段階

夜勤職員配置加算

サービス提供体制強化加算

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ

実費負担

１日当たりの合計

① １ヶ月あたりの合計

初期加算

要介護３ 要介護４ 要介護５

サービス費

要介護５

サービス費

夜勤職員配置加算

サービス提供体制強化加算

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

第２段階 第３段階 第４段階

⑤ １ヶ月あたりの合計

令和２年10月改定

第１段階

③１人部屋

食費

⑥２人部屋

実費負担

１日当たりの合計

④ １ヶ月あたりの合計

初期加算

■【従来型多床室・在宅強化型】利用料金

１割



☆入所

表1）

240 円／日

240 円／日

76 円／日

160 円／日

820 円／日

1650 円／日

14 円／日

400 円／日

6 円／日

518 円／日

480 円／回

500 円／回

500 円／回

362 円／日

480 円／日

4 円／日

200 円／日

300 円／日

10 円／日

100 円／日

所定単位×0.29 円

所定単位×0.21 円

※上記の加算項目につきましては、個別にご説明させていただきます。

　〈保険給付の対象とならない手数料等（税込）〉

　〇電気代１１０円／日　　〇診断書料２，２００円／日

〈１ヶ月あたりの基本利用料金〉※概算

■個室　①+②+③

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 ¥130,200 ¥132,360 ¥134,220 ¥135,900 ¥137,580

第２段階 ¥132,900 ¥135,060 ¥136,920 ¥138,600 ¥140,280

第３段階 ¥165,300 ¥167,460 ¥169,320 ¥171,000 ¥172,680

第４段階 ¥219,900 ¥222,060 ¥223,920 ¥225,600 ¥227,280

■２人部屋　④+⑤+⑥

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 ¥84,900 ¥87,120 ¥89,010 ¥90,690 ¥92,340

第２段階 ¥98,700 ¥100,920 ¥102,810 ¥104,490 ¥106,140

第３段階 ¥106,500 ¥108,720 ¥110,610 ¥112,290 ¥113,940

第４段階 ¥173,520 ¥175,740 ¥177,630 ¥179,310 ¥180,960

■４人部屋　④+⑤

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 ¥51,900 ¥54,120 ¥56,010 ¥57,690 ¥59,340

第２段階 ¥65,700 ¥67,920 ¥69,810 ¥71,490 ¥73,140

第３段階 ¥73,500 ¥75,720 ¥77,610 ¥79,290 ¥80,940

第４段階 ¥140,520 ¥142,740 ¥144,630 ¥146,310 ¥147,960

介護職員処遇改善加算Ⅱ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

令和2年10月改定

短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症ケア加算

ターミナルケア加算（１）

ターミナルケア加算（２）

ターミナルケア加算（３）

栄養マネジメント加算

経口維持加算Ⅰ

療養食加算

緊急時施設療養費

入所前後訪問指導加算２

退所時情報提供加算

退所前連携加算

褥瘡マネジメント加算

排せつ支援加算

外泊時費用

所定疾患施設療養費Ⅱ

認知症専門ケア加算Ⅱ

認知症行動・心理症状緊急対応加算

地域連携診療計画情報提供加算

１割

負担段階

介護度

負担段階

介護度

負担段階

介護度




