
　　

714 単位/日 788 単位/日 756 単位/日 836 単位/日

759 単位/日 836 単位/日 828 単位/日 910 単位/日

821 単位/日 898 単位/日 890 単位/日 974 単位/日

874 単位/日 949 単位/日 946 単位/日 1,030 単位/日

925 単位/日 1,003 単位/日 1,003 単位/日 1,085 単位/日

24 単位/日 90 単位/月

240 単位/回 110 単位/月

240 単位/回 6 単位/食

34 単位/日 100 単位/回

46 単位/日 240 単位/回

362 単位/日 100 単位/回

800 単位/日 518 単位/日

1,650 単位/日 239 単位/日

820 単位/日 480 単位/日

160 単位/日 200 単位/日

80 単位/日 350 単位/回

30 単位/日 300 単位/回

200 単位/回 33 単位/月

450 単位/回 3 単位/月

480 単位/回 13 単位/月

400 単位/回 10 単位/月

500 単位/回 15 単位/月

600 単位/回 20 単位/月

400 単位/回 300 単位/月

300 単位/回 40 単位/月

11 単位/日 60 単位/月

28 単位/日 20 単位/回

400 単位/月 22 単位/日

100 単位/月 18 単位/日

★介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×39/1000　（１か月の合計単位に加算）

★介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×21/1000　（１か月の合計単位に加算）

経口移行加算
☆安全対策体制加算

※入所中1回

経口維持加算（Ⅰ）
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
※介護職員の8割以上が介護福祉士

経口維持加算（Ⅱ）
★サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
※介護職員の６割以上が介護福祉士

入退所前連携加算（Ⅱ） 自立支援推進加算

訪問看護指示加算 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

栄養マネジメント強化加算 ★科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

試行的退所時指導加算 排せつ支援加算（Ⅰ）

退所時情報提供加算 排せつ支援加算（Ⅱ）

入退所前連携加算（Ⅰ） 排せつ支援加算（Ⅲ）

再入所時栄養連携加算 ★リハビリテーションマネジメント計画情報加算

☆入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）

ターミナルケア加算（死亡4～30日前） 認知症行動・心理症状緊急対応加算

ターミナルケア加算（死亡31～45日前）
認知症情報提供加算

※認知症疾患医療センター等への紹介

初期加算
※入所後30日間

地域連携診療計画情報提供加算

外泊時費用（在宅サービスを利用する場合） 緊急時治療管理

ターミナルケア加算（死亡当日）
所定疾患施設療養費（Ⅰ）

※7日間/月まで

ターミナルケア加算（死亡前日、前々日）
所定疾患施設療養費（Ⅱ）

※10日間/月まで

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

外泊時費用 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

単位

★夜勤職員配置加算 口腔衛生管理加算（Ⅰ）

☆短期集中リハビリテーション実施加算
※入所後３か月間のみ

口腔衛生管理加算（Ⅱ）

☆認知症短期集中リハビリテーション加算
※入所後３か月間のみ

療養食加算（１食）

要介護４

要介護５ 要介護５

その他加算 単位 その他加算

基本型

要介護1

★
強化型

要介護1

要介護２ 要介護２

要介護３ 要介護３

要介護４

　豊明第二老人保健施設　利用料金表

①　介護保険サービスの一部負担 ※１単位＝10.27　 2021.12

多床室施設介護サービス費 個室 多床室 施設介護サービス費 個室



2021.12

②食費及び居住費

第4段階 第3段階② 第3段階① 第2段階 第1段階

1670円 1360円 650円 390円 300円

521円 370円 370円 370円 無料

1717円 1310円 1310円 490円 490円

③その他

金額 備考 非課税項目 金額 備考

167.2円/日 教養娯楽費 156円/日

66円/日 日用品費 115円/日

1,925円/日 テレビ付き 理容代(調髪) 1,990円/回

33円/日 充電器・ラジオ等 理容代(顔剃) 523円/回

77円/日 電気毛布・あんか等 委託洗濯代 628円/ネット 入浴日に洗濯

【多床室】

　　　負担割合

要介護度
1割負担

（第4段階）
1割負担

（第3段階②）
1割負担

（第3段階①）
1割負担

（第2段階）
2割負担 3割負担

要介護1 ¥112,334 ¥98,043 ¥76,033 ¥67,973 ¥142,066 ¥171,797

要介護2 ¥114,832 ¥100,541 ¥78,531 ¥70,471 ¥147,061 ¥179,290

要介護3 ¥116,990 ¥102,699 ¥80,689 ¥72,629 ¥151,379 ¥185,767

要介護4 ¥118,881 ¥104,590 ¥82,580 ¥74,520 ¥155,160 ¥191,439

要介護5 ¥120,737 ¥106,446 ¥84,436 ¥76,376 ¥158,872 ¥197,006

【個室】

　　　負担割合

要介護度
1割負担

（第4段階）
1割負担

（第3段階②）
1割負担

（第3段階①）
1割負担

（第2段階）
2割負担 3割負担

要介護1 ¥206,384 ¥184,157 ¥162,147 ¥128,667 ¥233,415 ¥260,445

要介護2 ¥208,814 ¥186,587 ¥164,577 ¥131,097 ¥238,274 ¥267,735

要介護3 ¥210,907 ¥188,680 ¥166,670 ¥133,190 ¥242,460 ¥274,014

要介護4 ¥212,797 ¥190,570 ¥168,560 ¥135,080 ¥246,240 ¥279,683

要介護5 ¥214,720 ¥192,493 ¥170,483 ¥137,003 ¥250,087 ¥285,454

豊明第二老人保健施設　利用料金表

テレビリース料

冷蔵庫使用料

特別室料

持ち込み電気代A

持ち込み電気代B

※オムツ代は介護保険サービス費に含まれますので利用者負担はありません。

31日利用した場合の合計金額

※合計金額＝①介護保険サービスの一部負担＋②食費及び居住費＋③その他

施設サービス費は基本型です。★項目を合計に含みます。☆項目は対象の方のみ加算します。

教養娯楽費￥4,836、日用品費￥3,565、委託洗濯代（10回分）￥6,280が含まれます。

個室は、特別室室料￥59,675が含まれます。

課税項目(税込み表示)

負担段階

食費

居住費（4人部屋）

居住費（個室）

※第1～3段階に対象の方は市町村から交付された「介護保険負担限度額認定証」を施設にご提示
ください。申請には預貯金等の認定要件があります。
※個室の方は居住費以外に下記の特別室料がかかります。


