
［別紙２］ 重要事項（利用者負担）説明書

1 ご負担いただく利用料の区分

①  施設サービス費・各種加(減)算（法定額）の１割、また一定以上所得がある方は２～３割負担（負担割合証による）

※なお、地域区分別単位の単価（７級地 1単位＝ 10.14円）にて表記してあります。

②   保険給付対象外の居住費・食費及び日常生活費等の費用額

2 介護保険法に定める利用者の負担額

(1) 施設サービス費の額 (在宅強化型)（※令和3年9月まで0.1％上乗せされます。）

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

施設サービス費の額 (在宅強化型以外)（※令和3年9月まで0.1％上乗せされます。）

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

次のいずれかに該当する場合は、多床室（２人部屋）の額になります。

この場合、特別な室料は必要ありません。
①

②

(2) 各種加（減）算と額

①

②

③

⑤

⑥ 入所日から30日以内の期間

⑧

⑨

入所　Ｒ3/08

区　分 従来型個室 多床室（２人部屋含む）

要介護 1 756 766 836 847

2 828 839 910 922

3 890 902 974 987

4 946 959 1030 1,044

要介護 1 714 723 788 799

5 1003 1,017 1085 1,100

区　分 従来型個室 多床室（２人部屋含む）

2 759 769 836 847

3 821 832

5 925 937 1003 1,017

【註】

898 910

4 874 886 949 962

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算
（週3日を限度）

243 円/回

認知症の方に、リハビリテーションによって生活
機能の改善が見込まれると判断された者に対し、
３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを
個別に行った場合

若年性認知症利用者受入加算 121 円/日
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当
者を定めている場合

感染症や治療上の必要性など、施設側の事情により一定期間（３０日以内）個室への入所が必要と医
師が判断した場合

著しい精神症等により多床室では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼす恐れが高く、個室以外で
の対応が不可能である者と医師が判断した場合

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算 243 円/回
入所日から起算して３月以内の期間に集中的にリ
ハビリテーションを行った場合

夜勤職員配置加算 24 円/日 夜勤時のスタッフ配置が手厚い条件の場合

初期加算 30 円/日

④
在宅復帰・
在宅療養支援機能加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 34 円/日
加算型で在宅復帰等に関する条件を満たしている
場合

（Ⅱ） 46 円/日
強化型で在宅復帰等に関する条件を満たしている
場合

（Ⅱ） 486 円/回

入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を目的
とした施設サービスの策定及び診療方針の決定に
あたり、生活機能の改善目標及び退所後も含めた
支援計画を作成した場合

⑦
入所前後訪問指導加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（入所中に1回を限度）

（Ⅰ） 456 円/回
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を目的
とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決
定を行った場合

試行的退所時指導加算
（1月1回を限度）

405 円/回
入所期間が１月を超える入所者が試行的に退所す
る場合において当該入所者及びその家族等に対し
て退所後の療養指導を行った場合

退所時情報提供加算
（退所時に1回を限度）

507 円/回
入所期間が1月を超える入所者が居宅や他の社会
福祉施設へ退所する際、退所後の主治医に対して
診療情報を提供した場合



⑪

⑭

⑮

⑯

⑱

⑲

（Ⅲ） 10 円/月
褥創発生予防のために定期的な評価を実施し、そ
の結果に基づき計画的に管理している場合
（令和4年3月31日まで）（3月に1回）

⑩
入退所前連携加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（退所時に1回を限度）

（Ⅰ） 608 円/回

(Ⅱ)に加え、入所予定日前後30日以内に退所後に
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
用方針を定めた場合

（Ⅱ） 405 円/回

入所期間が１月を超える入所者が居宅に退所する
際、居宅介護支援事業者と退所前から連携し、入
所者の同意を得て情報提供と居宅ｻｰﾋﾞｽの調整を
行った場合

訪問看護指示加算
（退所時に1回を限度）

304 円/回 退所時に訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝに指示書を交付した場合

⑬ 排せつ支援加算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の同時算定不可

（Ⅰ） 10 円/月

排泄にかかる要介護状態が軽減の見込みについて
評価し、評価結果等を厚生労働省に提出し、軽減
できると判断した入所者に対し原因の分析・支援
計画の作成及び支援を行っている場合

（Ⅱ） 15 円/月

（Ⅰ）の要件を満たしている施設において要介護
状態の軽減が見込まれる入所者について、排尿・
排便の状態の少なくとも一方が改善し悪化がな
い、又は、おむつ使用ありからおむつ使用なしに
改善した場合

⑫ 褥創マネジメント加算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の同時算定不可

（Ⅰ） 3 円/月

入所者毎の褥瘡の発生と関連のあるリスクについ
て評価し、評価結果を厚生労働省に提出し、褥瘡
発生のリスクがある入所者毎に褥瘡ケア計画を作
成している場合

（Ⅱ） 13 円/月
（Ⅰ）の要件を満たしている施設において褥瘡が
発生するリスクがあるとされた入所者において褥
瘡の発生がない場合

リハビリテーション
マネジメント計画提出料加算

33 円/月

医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が
共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又
は家族に説明し、継続的にリハビリテーションの
質を管理し、リハビリテーション実施計画の内容
等の情報を厚労省に提出している場合

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算 11 円/日

管理栄養士を(当施設の場合)1.8人場合配置し、
低栄養状態のリスクが高い入所者に対し栄養ケア
計画に従って週3回食事を観察し食事の調整を行
い、栄養状態等の情報を厚労省に提出している場
合

（Ⅲ） 20 円/月

（Ⅰ）の要件を満たしている施設において要介護
状態の軽減が見込まれる入所者について、排尿・
排便の状態の少なくとも一方が改善し悪化がな
い、かつ、おむつ使用ありからおむつ使用なしに
改善した場合

自立支援推進加算 304 円/月

医師が入所者毎に自立支援のために必要な医学的
評価を行い、自立支援に係る支援計画等の策定に
参加し、医学的評価の結果などを厚生労働省に提
出している事。

⑰ 科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 40 円/月
入所者毎のADL値・栄養状態・口腔機能・認知症
の状況・その他心身の状況に係る基本的な情報を
厚生労働省に提出している場合

（Ⅱ） 60 円/月
（Ⅰ）に加えて疾病の状況や服薬情報などを厚生
労働省に提出した場合

経口移行加算 28 円/日

経管により食事を摂取している入所者の摂食・嚥
下障害を踏まえ経口移行計画を作成し、医師の指
示を受けた管理栄養士及び言語聴覚士又は看護職
員による支援を実施した場合

療養食加算 6 円/回 医師の指示箋に基づく療養食の提供



㉑

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

⑳ 経口維持加算

（Ⅰ） 405 円/月

経口により食事を摂取する者であって、摂食機能
障害や誤嚥を有する入所者に対して、医師の指示
に基づき、その他の職種の者が共同して、食事の
観察及び会議等を行い、入所者毎に経口維持計画
を作成し、管理栄養士等が栄養管理を行った場合

（Ⅱ） 111

（Ⅱ） 101 円/月

当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合で
あり、経口維持加算（Ⅰ）において行う食事の観
察及び会議等に、医師、言語聴覚士が加わった場
合、経口維持加算（Ⅰ）に加えて算定

円/月
（Ⅰ）に加えて口腔衛生等の管理に係る計画の内
容の情報を厚生労働省に提出している場合

再入所時栄養連携加算 202 円/回

医療機関からの再入所時、前回の入所時と比べて
大きく異なる栄養管理が必要であり、当施設の管
理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携を図り栄
養管理の調整を行った場合

㉓

緊急時施設療養費

（1）緊急時治療管理
（1月1回連続する3日を限度）

525 円/日
入所者の状態が危篤になり救命救急医療が必要と
なった際、緊急的な治療管理としての投薬、検
査、注射、処置等を行った場合

（2）特定療養
第一医科診療報酬点数
表により算定
10円を乗じる

保健医療機関が行った場合に算定されるリハビリ
テーション・処置・手術・麻酔又は放射線治療を
行った場合

㉒ 口腔衛生管理加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 91 円/月

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助
言・指導に基づき口腔衛生等の管理に係る計画を
作成し、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入
所者に対し口腔ケアを月2回以上行った場合

（Ⅲ） 101 円/回

（Ⅰ）と（Ⅱ）に加え、6種類以上の内服薬が処
方されている方の処方内容を施設医師とかかりつ
け医が共同し、入所時に処方されていた内服薬の
種類を1種類以上減少させた場合

所定疾患施設療養費（Ⅱ）
（1月1回連続する10日を限度）

486 円/日
肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎の入所者に
対し、投薬・検査・注射・処置等を行った場合

㉔
かかりつけ医
連携薬剤調整加算
（それぞれ退所時1回を限度）

（Ⅰ） 101 円/回

施設医師または薬剤師が規定の研修を受講し、入
所後1月以内にかかりつけ医に状況に応じて処方
内容を変更する可能性がある事を説明し合意を
得、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に
情報提供を行った場合

（Ⅱ） 243 円/回
（Ⅰ）に加えて服薬情報等を厚生労働省に提出し
ている場合

地域連携診療計画情報提供加算 304 円/回

地域連携診療計画加算を算定して保健医療機関を
退院した入所者に対し、地域連携診療計画に基づ
き作成した診療計画に基づき入所者の治療を行う
とともに、地域連携診療計画管理料を算定する病
院に診療情報を文書で提供した場合

外泊時費用
（１月に６日が限度）

367 円/日 居宅における外泊を認めた場合

認知症行動・
心理症状緊急対応加算
（入所日を起算として7日を限度）

202 円/日
認知症の行動・心理症状のため緊急入所が適当と
医師が判断した場合

認知症情報提供加算
（入所中1回を限度）

354 円/日
当該入所者の診断情報を示す文書を添えて「認知
症疾患医療ｾﾝﾀｰ」「認知症の鑑別診断等に係る専
門機関」に紹介をした場合

外泊時費用
（在宅サービスを利用する場合）
（1月に6日が限度）

811 円/日
居宅における外泊を認めた場合  １月に６日が限
度認め、介護老人保健施設により提供される在宅
サービスを利用した場合

㉛

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算 医師が回復の見込みがないと診断した者で、本人
の意思を尊重しつつ医師・看護職員・介護職員・
支援相談員・管理栄養士等が共同して規定のｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ等に沿った医療・ｹｱが実施出来る施設ｻｰﾋﾞｽ
計画を作成し、本人又はご家族の求め等に応じ随
時説明を行い同意を得てｹｱが行われている場合

死亡日以前　31日以上45日以下 81 円/日

死亡日 1,673 円/日

死亡日以前　4日以上30日以下 162 円/日

死亡日の前日及び前々日 831 円/日



㉜

㉞

㉟

3 保険給付対象外のご利用者の費用額

（１）非課税

室料と光熱水費相当額の合計

光熱水費相当額

(a) 居住費

(b) 食　費

（２）課税（税込）

(b) 利用者の申出による ご希望の方に限ります

特別な食事 (バイキング等）

(c) おやつ代（軽減税率） ご希望の方に限ります

(e) 教養娯楽費

(f) 理美容代 ご利用になった場合の費用

(g) 洗濯代 実　費（1ネット715円）

(h) 行事費

(i) 健康管理費 インフルエンザ予防接種等にかかる費用

(j) その他の費用 診断書等の文書料の費用

(k) 電気代/日 ・テレビ ・ラジオ ・冷蔵庫

・扇風機 ・電気ポット ・電気あんか

・電気掛毛布 ・電気敷毛布 ・携帯電話

・パソコン

4 お支払い方法

毎月15日から翌月14日 月曜から土曜日（祝日も可）　9時～17時

・

事務所窓口

・ 毎月15日以降に、事務所窓口にてお支払いをお願いいたします。

・

（Ⅱ） 18 円/日
介護職員総数のうち介護福祉士60％以上配置し
ている場合

安全対策体制加算
（入所中1回を限度）

20 円/日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 毎月(1)及び(２)①から㉝までにより算定した単位×３９/1000

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 毎月(1)及び(２)①から㉝までにより算定した単位×２１/1000

（個　室） 1,668 円/日

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に
安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施
する体制が整備されている場合

(a)　　　　　　　　　　特別な室料　
（個　室） 1,100 円/日

＊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日当た
りの上限となります（別途資料参照）

（多　床） 377 円/日

＊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日当たり
の上限となります（別途資料参照）

㉝ ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 22 円/日
介護職員総数のうち介護福祉士を80％以上、又
は、勤続10年以上の介護福祉士を35％以上配置
している場合

(石鹸、ｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾘﾝｽ、歯ブラシ、化粧品、タオル等）

外泊時にも室料をいただくことになります　　
（２人室） 550 円/日

実　費

108 円/日

お支払（問合）場所
事前のご請求額のお問い合わせも同様にお願いいたします。
（お電話でのお問い合わせも可能です）

・ また、直接のお支払いが困難な方につきましては、銀行（阿波銀行に限る）
からの引落・振込にも対応いたしますので、事前にご相談くださいますよう
お願いいたします。

1,445 円/日

実　費

所定額

[使用される電気機器等のリー
ス代金及び当該機器使用にか
かる電気代]

１台５5円/日　

お支払（問合）期間 ご利用料金の計算は、月末締めで翌月15日に確定いたします。施設側
からは原則、ご家族様への請求書を送付いたしておりません。

実　費 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、クラブ活動等で使用する材料等の費用

実　費

契約業者にて洗濯依頼される場合

実　費
小旅行や観劇、外部講師による料理教室等に参加
された場合の費用

(d) 日用品費 実　費
個別に利用した日用品費


