
 

（１）介護サービス費の一部負担額（在宅強化型） （負担割合が１割の方）    令和 4年 10月 1日改定 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 892円/日 971円/日 1,040円/日 1,100円/日 1,158円/日 

個 室 807円/日 884円/日 950円/日 1,010円/日 1,071円/日 

その他加算（抜粋） 

・初期加算（入所日より 30日加算） 32 円/日  ・入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 512 円/回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 23 円/日  ・試行的退所時指導加算 427 円/回 

・夜勤職員配置加算 25 円/日  ・退所時情報提供加算 534 円/回 

・栄養マネジメント強化加算 11 円/日  ・入退所前連携加算Ⅰ 640 円/回 

・療養食加算 6 円/回  ・入退所前連携加算Ⅱ 427 円/回 

・口腔衛生管理加算（Ⅰ） 96 円/月  ・ターミナルケア加算   

・口腔衛生管理加算（Ⅱ） 117 円/月  死亡日以前 31日以上 45日以下 85 円/日 

・経口維持加算（Ⅰ） 427 円/月  死亡日以前 4日以上 30日以下 170 円/日 

・経口維持加算（Ⅱ） 106 円/月  死亡日の前日及び前々日 875 円/日 

・経口移行加算 29 円/日  死亡日 1,762 円/日 

・短期集中リハビリテーション実施加算 256 円/日  ・訪問看護指示加算 320 円/回 

・認知症短期集中リハビリテーション加算 256 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 42 円/月 

・認知症ケア加算 81 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 64 円/月 

・所定疾患施設療養費（Ⅱ） 512 円/日  ・褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3 円/月 

・地域連携診療計画情報提供加算 320 円/回  ・褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13 円/月 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 49 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅰ） 10 円/月 

・外泊時費用 386 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅱ） 16 円/月 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 35  円/月  ・排せつ支援加算（Ⅲ） 21 円/月 

・自立支援推進加算 320  円/月  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 106  円/回 

・安全対策体制加算 21  円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 256  円/回 

・再入所時栄養連携加算 213 円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 106  円/回 

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス     ※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、表記された負担額となります。 

居 住 費 （非課税） ・多床室※ 683 円/日 ・個室※ 1,723 円/日 

食 費 （非課税） 1,880円/日 ※ （朝、昼、おやつ、夕）   

教養娯楽費 （非課税） 206円/日       

日 用 品 費 （非課税） 206円/日       

室 料 （税込） ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

理 美 容 代 （税込） 
・カット 1,960 円 ・毛染め 4,400 円 ・パーマ 4,950 円 

・顔そり 770 円 ・洗髪 1,100 円  

電 気 代 （税込） ・テレビ 52円/日 ・電気毛布 30円/日 ・携帯充電器 30円/日 

そ の 他 （税込） ・委託洗濯 891円/回 ・個室電話通話料   実費 



 

（１）介護サービス費の一部負担額（基本型） （負担割合が１割の方）       令和 4年 10月 1日改定 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 841円/日 892円/日 959円/日 1,013円/日 1,071円/日 

個 室 762円/日 810円/日 876円/日 933円/日 987円/日 

その他加算（抜粋） 

・初期加算（入所日より 30日加算） 32 円/日  ・入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 512 円/回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 23 円/日  ・試行的退所時指導加算 427 円/回 

・夜勤職員配置加算 25 円/日  ・退所時情報提供加算 534 円/回 

・栄養マネジメント強化加算 11 円/日  ・入退所前連携加算Ⅰ 640 円/回 

・療養食加算 6 円/回  ・入退所前連携加算Ⅱ 427 円/回 

・口腔衛生管理加算（Ⅰ） 96 円/月  ・ターミナルケア加算   

・口腔衛生管理加算（Ⅱ） 117 円/月  死亡日以前 31日以上 45日以下 85 円/日 

・経口維持加算（Ⅰ） 427 円/月  死亡日以前 4日以上 30日以下 170 円/日 

・経口維持加算（Ⅱ） 106 円/月  死亡日の前日及び前々日 875 円/日 

・経口移行加算 29 円/日  死亡日 1,762 円/日 

・短期集中リハビリテーション実施加算 256 円/日  ・訪問看護指示加算 320 円/回 

・認知症短期集中リハビリテーション加算 256 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 42 円/月 

・認知症ケア加算 81 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 64 円/月 

・所定疾患施設療養費（Ⅱ） 512 円/日  ・褥創マネジメント加算（Ⅰ） 3 円/月 

・地域連携診療計画情報提供加算 320 円/回  ・褥創マネジメント加算（Ⅱ） 13 円/月 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 36 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅰ） 10 円/月 

・外泊時費用 386 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅱ） 16 円/月 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 35  円/月  ・排せつ支援加算（Ⅲ） 21 円/月 

・自立支援推進加算 320  円/月  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 106  円/回 

・安全対策体制加算 21  円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 256  円/回 

・再入所時栄養連携加算 213  円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 106  円/回 

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス     ※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、表記された負担額となります。 

居 住 費 （非課税） ・多床室※ 683 円/日 ・個室※ 1,723 円/日 

食 費 （非課税） 1,880円/日 ※ （朝、昼、おやつ、夕）   

教養娯楽費 （非課税） 206円/日       

日 用 品 費 （非課税） 206円/日       

室 料 （税込） ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

理 美 容 代 （税込） 
・カット 1,960 円 ・毛染め 4,400 円 ・パーマ 4,950 円 

・顔そり 770 円 ・洗髪 1,100 円  

電 気 代 （税込） ・テレビ 52円/日 ・電気毛布 30円/日 ・携帯充電器 30円/日 

そ の 他 （税込） ・委託洗濯 891円/回 ・個室電話通話料   実費 
 



 

（１）介護サービス費の一部負担額（在宅強化型） （負担割合が 2割の方）    令和 4年 10月 1日改定 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 1,785円/日 1,943円/日 2,080円/日 2,200円/日 2,317円/日 

個 室 1,614円/日 1,768円/日 1,901円/日 2,020円/日 2,142円/日 

その他加算（抜粋） 

・初期加算（入所日より 30日加算） 64 円/日  ・入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 1,025 円/回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 46 円/日  ・試行的退所時指導加算 854 円/回 

・夜勤職員配置加算 51 円/日  ・退所時情報提供加算 1,068 円/回 

・栄養マネジメント強化加算 23 円/日  ・入退所前連携加算Ⅰ 1,281 円/回 

・療養食加算 12 円/回  ・入退所前連携加算Ⅱ 854 円/回 

・口腔衛生管理加算（Ⅰ） 192 円/月  ・ターミナルケア加算   

・口腔衛生管理加算（Ⅱ） 234 円/月  死亡日以前 31日以上 45日以下 170 円/日 

・経口維持加算（Ⅰ） 854 円/月  死亡日以前 4日以上 30日以下 341 円/日 

・経口維持加算（Ⅱ） 213 円/月  死亡日の前日及び前々日 1,751 円/日 

・経口移行加算 59 円/日  死亡日 3,524 円/日 

・短期集中リハビリテーション実施加算 512 円/日  ・訪問看護指示加算 640 円/回 

・認知症短期集中リハビリテーション加算 512 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 85 円/月 

・認知症ケア加算 162 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 128 円/月 

・所定疾患施設療養費（Ⅱ） 1,025 円/日  ・褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 6 円/月 

・地域連携診療計画情報提供加算 640 円/回  ・褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 27 円/月 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 98 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅰ） 21 円/月 

・外泊時費用 773 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅱ） 32 円/月 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 70  円/月  ・排せつ支援加算（Ⅲ） 42 円/月 

・自立支援推進加算 640  円/月  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 213  円/回 

・安全対策体制加算 42  円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 512  円/回 

・再入所時栄養連携加算 427 円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 213  円/回 

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税） ・多床室※ 683 円/日 ・個室※ 1,723 円/日 

食 費 （非課税） 1,880円/日 ※ （朝、昼、おやつ、夕）   

教養娯楽費 （非課税） 206円/日       

日 用 品 費 （非課税） 206円/日       

室 料 （税込） ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

理 美 容 代 （税込） 
・カット 1,960 円 ・毛染め 4,400 円 ・パーマ 4,950 円 

・顔そり 770 円 ・洗髪 1,100 円  

電 気 代 （税込） ・テレビ 52円/日 ・電気毛布 30円/日 ・携帯充電器 30円/日 

そ の 他 （税込） ・委託洗濯 891円/回 ・個室電話通話料   実費 



 

（１）介護サービス費の一部負担額（基本型） （負担割合が 2割の方）      令和 4年 10月 1日改定 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 1,683円/日 1,785円/日 1,918円/日 2,027円/日 2,142円/日 

個 室 1,525円/日 1,621円/日 1,753円/日 1,866円/日 1,975円/日 

その他加算（抜粋） 

・初期加算（入所日より 30日加算） 64 円/日  ・入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 1,025 円/回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 46 円/日  ・試行的退所時指導加算 854 円/回 

・夜勤職員配置加算 51 円/日  ・退所時情報提供加算 1,068 円/回 

・栄養マネジメント強化加算 23 円/日  ・入退所前連携加算Ⅰ 1,281 円/回 

・療養食加算 12 円/回  ・入退所前連携加算Ⅱ 854 円/回 

・口腔衛生管理加算（Ⅰ） 192 円/月  ・ターミナルケア加算   

・口腔衛生管理加算（Ⅱ） 234 円/月  死亡日以前 31日以上 45日以下 170 円/日 

・経口維持加算（Ⅰ） 854 円/月  死亡日以前 4日以上 30日以下 341 円/日 

・経口維持加算（Ⅱ） 213 円/月  死亡日の前日及び前々日 1,751 円/日 

・経口移行加算 59 円/日  死亡日 3,524 円/日 

・短期集中リハビリテーション実施加算 512 円/日  ・訪問看護指示加算 640 円/回 

・認知症短期集中リハビリテーション加算 512 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 85 円/月 

・認知症ケア加算 162 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 128 円/月 

・所定疾患施設療養費（Ⅱ） 1,025 円/日  ・褥創マネジメント加算（Ⅰ） 6 円/月 

・地域連携診療計画情報提供加算 640 円/回  ・褥創マネジメント加算（Ⅱ） 27 円/月 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 72 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅰ） 21 円/月 

・外泊時費用 773 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅱ） 32 円/月 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 70  円/月  ・排せつ支援加算（Ⅲ） 42 円/月 

・自立支援推進加算 640  円/月  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 213  円/回 

・安全対策体制加算 42  円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 512  円/回 

・再入所時栄養連携加算 427 円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 213  円/回 

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税） ・多床室※ 683 円/日 ・個室※ 1,723 円/日 

食 費 （非課税） 1,880円/日 ※ （朝、昼、おやつ、夕）   

教養娯楽費 （非課税） 206円/日       

日 用 品 費 （非課税） 206円/日       

室 料 （税込） ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

理 美 容 代 （税込） 
・カット 1,960 円 ・毛染め 4,400 円 ・パーマ 4,950 円 

・顔そり 770 円 ・洗髪 1,100 円  

電 気 代 （税込） ・テレビ 52円/日 ・電気毛布 30円/日 ・携帯充電器 30円/日 

そ の 他 （税込） ・委託洗濯 891円/回 ・個室電話通話料   実費 
 



 

（１）介護サービス費の一部負担額（在宅強化型） （負担割合が 3割の方）    令和 4年 10月 1日改定 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 2,678円/日 2,915円/日 3,120円/日 3,300円/日 3,476円/日 

個 室 2,422円/日 2,652円/日 2,851円/日 3,030円/日 3,213円/日 

その他加算（抜粋） 

・初期加算（入所日より 30日加算） 96 円/日  ・入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 1,537 円/回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 70 円/日  ・試行的退所時指導加算 1,281 円/回 

・夜勤職員配置加算 76 円/日  ・退所時情報提供加算 1,602 円/回 

・栄養マネジメント強化加算 35 円/日  ・入退所前連携加算Ⅰ 1,922 円/回 

・療養食加算 19 円/回  ・入退所前連携加算Ⅱ 1,281 円/回 

・口腔衛生管理加算（Ⅰ） 288 円/月  ・ターミナルケア加算   

・口腔衛生管理加算（Ⅱ） 352 円/月  死亡日以前 31日以上 45日以下 256 円/日 

・経口維持加算（Ⅰ） 1,281 円/月  死亡日以前 4日以上 30日以下 512 円/日 

・経口維持加算（Ⅱ） 320 円/月  死亡日の前日及び前々日 2,627 円/日 

・経口移行加算 89 円/日  死亡日 5,286 円/日 

・短期集中リハビリテーション実施加算 768 円/日  ・訪問看護指示加算 961 円/回 

・認知症短期集中リハビリテーション加算 768 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 128 円/月 

・認知症ケア加算 243 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 192 円/月 

・所定疾患施設療養費（Ⅱ） 1,537 円/日  ・褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 9 円/月 

・地域連携診療計画情報提供加算 961 円/回  ・褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 41 円/月 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 147 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅰ） 31 円/月 

・外泊時費用 1,159 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅱ） 48 円/月 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 105  円/月  ・排せつ支援加算（Ⅲ） 63 円/月 

・自立支援推進加算 961  円/月  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 320  円/回 

・安全対策体制加算 63  円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 768  円/回 

・再入所時栄養連携加算 640 円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 320  円/回 

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税） ・多床室※ 683円/日 ・個室※ 1,723円/日 

食 費 （非課税） 1,880円/日 ※ （朝、昼、おやつ、夕）   

教養娯楽費 （非課税） 206円/日       

日 用 品 費 （非課税） 206円/日       

室 料 （税込） ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

理 美 容 代 （税込） 
・カット 1,960 円 ・毛染め 4,400 円 ・パーマ 4,950 円 

・顔そり 770 円 ・洗髪 1,100 円  

電 気 代 （税込） ・テレビ 52円/日 ・電気毛布 30円/日 ・携帯充電器 30円/日 

そ の 他 （税込） ・委託洗濯 891円/回 ・個室電話通話料   実費 



 

（１）介護サービス費の一部負担額（基本型） （負担割合が 3割の方）      令和 4年 10月 1日改定 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 2,524円/日 2,678円/日 2,877円/日 3,040円/日 3,213円/日 

個 室 2,287円/日 2,431円/日 2,630円/日 2,800円/日 2,963円/日 

その他加算（抜粋） 

・初期加算（入所日より 30日加算） 96 円/日  ・入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 1,537 円/回 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 70 円/日  ・試行的退所時指導加算 1,281 円/回 

・夜勤職員配置加算 76 円/日  ・退所時情報提供加算 1,602 円/回 

・栄養マネジメント強化加算 35 円/日  ・入退所前連携加算Ⅰ 1,922 円/回 

・療養食加算 19 円/回  ・入退所前連携加算Ⅱ 1,281 円/回 

・口腔衛生管理加算（Ⅰ） 288 円/月  ・ターミナルケア加算   

・口腔衛生管理加算（Ⅱ） 352 円/月  死亡日以前 31日以上 45日以下 256 円/日 

・経口維持加算（Ⅰ） 1,281 円/月  死亡日以前 4日以上 30日以下 512 円/日 

・経口維持加算（Ⅱ） 320 円/月  死亡日の前日及び前々日 2,627 円/日 

・経口移行加算 89 円/日  死亡日 5,286 円/日 

・短期集中リハビリテーション実施加算 768 円/日  ・訪問看護指示加算 961 円/回 

・認知症短期集中リハビリテーション加算 768 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 128 円/月   

・認知症ケア加算 243 円/日  ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 192 円/月 

・所定疾患施設療養費（Ⅱ） 1,537 円/日  ・褥創マネジメント加算（Ⅰ） 9 円/月 

・地域連携診療計画情報提供加算 961 円/回  ・褥創マネジメント加算（Ⅱ） 41 円/月 

・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 108 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅰ） 31 円/月 

・外泊時費用 1,159 円/日  ・排せつ支援加算（Ⅱ） 48 円/月 

・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書情報加算 105  円/月  ・排せつ支援加算（Ⅲ） 63 円/月 

・自立支援推進加算 961  円/月  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 320  円/回 

・安全対策体制加算 63  円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 768  円/回 

・再入所時栄養連携加算 640 円/回  ・かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 320  円/回 

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税） ・多床室※ 683円/日 ・個室※ 1,723円/日 

食 費 （非課税） 1,880円/日 ※ （朝、昼、おやつ、夕）   

教養娯楽費 （非課税） 206円/日       

日 用 品 費 （非課税） 206円/日       

室 料 （税込） ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

理 美 容 代 （税込） 
・カット 1,960 円 ・毛染め 4,400 円 ・パーマ 4,950 円 

・顔そり 770 円 ・洗髪 1,100 円  

電 気 代 （税込） ・テレビ 52円/日 ・電気毛布 30円/日 ・携帯充電器 30円/日 

そ の 他 （税込） ・委託洗濯 891円/回 ・個室電話通話料   実費 
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