
基本料金（介護保険給付の１割負担の方） 居住費及び食費（実費）

各種加算一例（介護保険給付の１割負担の方）
/回 室料差額料
/日 /日

/日 /日

/日 /日

/食 /日

/回
/３月 その他費用（実費）
/回 /日

/日 /日

【例】介護保険１割負担の方、多床室１ヶ月の料金（下記料金に、利用日数分の食費や居住費等の実費部分の料金が加算されますのでご注意ください。）

基本料金
初期加算
夜勤職員体制加算
サービス提供体制加算（Ⅰ）イ
短期集中リハビリテーション実施加算
栄養マネジメント加算
口腔衛生管理体制加算
口腔衛生管理加算
経口維持加算Ⅰ
経口維持加算Ⅱ
療養食加算
入所前後訪問指導加算（Ⅰ）
褥瘡マネジメント加算

４２４１４円

※上記料金表については、大まかに想定される分の加算を盛り込んだものになります。その為、あくまでも参考程度の概算であるとお考えください。実際の金
額については、請求書上で確定となりますが、さらに詳細な金額が必要であれば、若山荘事務所までお問い合わせください。

３月１回 １１円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 日 ３５円

合計 ３４７９４円 ３７０７４円 ３８９９４円 ４０７３４円

月 １０３円
食 ７円
回 ４６３円

月 ３１円
月 ９３円
月 ４１１円

２５円
日 １９円
回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４７円（※週３回～４回程度行います）
日 １５円

日 ８４５円 ９２１円 ９８５円 １０４３円 １０９９円
日 ３１円
日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ ３５円 教養娯楽費 ５５円

計算
単価 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

褥瘡マネジメント加算 １１円
退所時情報提供加算 ５１４円 日用品費 １１０円

療養食加算 ７円 二人部屋 １１００円
入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４６３円

口腔衛生管理体制加算 ３１円 特別室Ｂ ３３００円
口腔衛生管理加算 ９３円 個室 ２２００円

※介護保険負担減額認定証をお持ちの方のみ

短期集中リハビリテーション実施加算 ２４７円
栄養マネジメント加算 １５円 特別室Ａ ５５００円

３９０円
要介護　５ １０９９円 １０１５円 第一段階 ０円 ４９０円 ３００円
要介護　４ １０４３円 ９５８円 第二段階 ３７０円 ４９０円

１６９５円
要介護　３ ９８５円 ９００円 第三段階 ３７０円 １２９０円 ６５０円

個室
要介護　２ ９２１円 ８３６円 一般 ４９４円 １３２７円

入所料金表（２０１９年１０月１日～）

要介護度 多床室 個室 居住費
食費

要介護　１ ８４５円 ７６２円 多床室



基本料金（介護保険給付の２割負担の方） 居住費及び食費（実費）

各種加算一例（介護保険給付の１割負担の方）
/回 室料差額料
/日 /日

/日 /日

/日 /日

/食 /日

/回
/３月 その他費用（実費）
/回 /日

/日 /日

【例】介護保険２割負担の方、多床室１ヶ月の料金（下記料金に、利用日数分の食費や居住費等の実費部分の料金が加算されますのでご注意ください。）

基本料金
初期加算
夜勤職員体制加算
サービス提供体制加算（Ⅰ）イ
短期集中リハビリテーション実施加算
栄養マネジメント加算
口腔衛生管理体制加算
口腔衛生管理加算
経口維持加算Ⅰ
経口維持加算Ⅱ
療養食加算
入所前後訪問指導加算（Ⅰ）
褥瘡マネジメント加算

８４６５９円

※上記料金表については、大まかに想定される分の加算を盛り込んだものになります。その為、あくまでも参考程度の概算であるとお考えください。実際の金
額については、請求書上で確定となりますが、さらに詳細な金額が必要であれば、若山荘事務所までお問い合わせください。

３月１回 ２１円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 日 ７０円

合計 ６９３８９円 ７３９４９円 ７７８１９円 ８１２６９円

月 ２０６円
食 １３円
回 ９２５円

月 ６２円
月 １８５円
月 ８２２円

５０円
日 ３７円
回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９３円（※週３回～４回程度行います）
日 ２９円

日 １６８９円 １８４１円 １９７０円 ２０８５円 ２１９８円
日 ６２円
日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ ７０円 教養娯楽費 ５５円

計算
単価 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

褥瘡マネジメント加算 ２１円
退所時情報提供加算 １０２７円 日用品費 １１０円

療養食加算 １３円 二人部屋 １１００円
入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ９２５円

口腔衛生管理体制加算 ６２円 特別室Ｂ ３３００円
口腔衛生管理加算 １８５円 個室 ２２００円

※介護保険負担減額認定証をお持ちの方のみ

短期集中リハビリテーション実施加算 ４９３円
栄養マネジメント加算 ２９円 特別室Ａ ５５００円

３９０円
要介護　５ ２１９８円 ２０３０円 第一段階 ０円 ４９０円 ３００円
要介護　４ ２０８５円 １９１５円 第二段階 ３７０円 ４９０円

１６９５円
要介護　３ １９７０円 １８００円 第三段階 ３７０円 １２９０円 ６５０円

１５２４円 多床室 個室
要介護　２ １８４１円 １６７２円 一般 ４９４円 １３２７円

入所料金表（２０１９年１０月１日～）

要介護度 多床室 個室 居住費
食費

要介護　１ １６８９円



基本料金（介護保険給付の３割負担の方） 居住費及び食費（実費）

各種加算一例（介護保険給付の１割負担の方）
/回 室料差額料
/日 /日

/日 /日

/日 /日

/食 /日

/回
/３月 その他費用（実費）
/回 /日

/日 /日

【例】介護保険３割負担の方、多床室１ヶ月の料金（下記料金に、利用日数分の食費や居住費等の実費部分の料金が加算されますのでご注意ください。）

基本料金
初期加算
夜勤職員体制加算
サービス提供体制加算（Ⅰ）イ
短期集中リハビリテーション実施加算
栄養マネジメント加算
口腔衛生管理体制加算
口腔衛生管理加算
経口維持加算Ⅰ
経口維持加算Ⅱ
療養食加算
入所前後訪問指導加算（Ⅰ）
褥瘡マネジメント加算

※上記料金表については、大まかに想定される分の加算を盛り込んだものになります。その為、あくまでも参考程度の概算であるとお考えください。実際の金
額については、請求書上で確定となりますが、さらに詳細な金額が必要であれば、若山荘事務所までお問い合わせください。

３月１回 ３１円
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 日 １０５円

合計 １０４００１円 １１０８４１円 １１６６６１円 １２１８５１円

月 ３０９円
食 １９円
回 １３８７円

１２６９２１円

月 ９３円
月 ２７８円
月 １２３３円

７４円
日 ５６円
回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７４０円（※週３回～４回程度行います）
日 ４３円

日 ２５３３円 ２７６１円 ２９５５円 ３１２８円 ３２９７円
日 ９３円
日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ １０５円 教養娯楽費 ５５円

計算
単価 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

褥瘡マネジメント加算 ３１円
退所時情報提供加算 １５１４円 日用品費 １１０円

療養食加算 １９円 二人部屋 １１００円
入所前後訪問指導加算（Ⅰ） １３８７円

口腔衛生管理体制加算 ９３円 特別室Ｂ ３３００円
口腔衛生管理加算 ２７８円 個室 ２２００円

※介護保険負担減額認定証をお持ちの方のみ

短期集中リハビリテーション実施加算 ７４０円
栄養マネジメント加算 ４３円 特別室Ａ ５５００円

３９０円
要介護　５ ３２９７円 ３０４４円 第一段階 ０円 ４９０円 ３００円
要介護　４ ３１２８円 ２８７２円 第二段階 ３７０円 ４９０円

１６９５円
要介護　３ ２９５５円 ２６９９円 第三段階 ３７０円 １２９０円 ６５０円

２２８６円 多床室 個室
要介護　２ ２７６１円 ２５０８円 一般 ４９４円 １３２７円

入所料金表（２０１９年１０月１日～）

要介護度 多床室 個室 居住費
食費

要介護　１ ２５３３円


