
介護老人保健施設太陽　入所料金表

利用料（１日当たり自己負担額） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を含む

利用料加算（自己負担額）

/日 所定疾患施設療養費Ⅱ /日
/日 入所前後訪問指導加算
/日 退所時情報提供加算
/月 入退所前連携加算（Ⅰ）

短期集中リハビリテーション加算 /日 入退所前連携加算（Ⅱ）
認知症短期集中リハビリテーション加算　　　　 543円 /日 ターミナルケア加算31-45 /日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算   円 /日 ターミナルケア加算4-30 /日
初期加算（30日以内） 68円 /日 ターミナルケア加算2-3 /日
療養食加算 14円 /日 ターミナルケア加算1 /日
経口移行加算 63円 /日 外泊時加算（月６日限度） /日
経口維持加算Ⅰ 906円 /月
経口維持加算Ⅱ /月 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） /月
自立支援推進加算 /月 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） /月　
安全対策体制加算（入所時１回） /回 /月　※

/月　※
/月　※

居住費・食費・その他（１日当たり） ※　負担限度額認定証の段階

※

１カ月総費用目安（３０日）

※

円

円

円

円

円

円

注） ・入所後30日間は、初期加算として６８円／日がかかります。

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 136円
リハビリマネジメント計画書情報加算 75円

204,867
～

～

～

～

149,938

166,979

205,963

222,867

187,963

要介護５
４階個室

要介護１

要介護５
２，３階個室

要介護１
～

要介護５
４床室

要介護１
～

日用品費 ２００円

教養娯楽費 １００円

第１段階 第２段階 第３段階① 第４段階

特別室料（2,3階特別個室） ６００円

食　　　　費 ３００円 ３９０円 ６５０円 １,７２５円

１,３１０円 ２,２００円

４階個室 ４９０円 ４９０円 １,３１０円 ２,２００円

第４段階

居
住
費

４床室 ０円 ３７０円 ３７０円 ７５０円

２，３階特別個室 ４９０円 ４９０円

362円
1,857円
3,736円

820円
226円

226円 7円

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 204円 1,359円
543円 907円

181円

栄養マネジメント強化加算（未算定） 0円 1,087円
サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 50円 1,132円

要介護５ ２，４５７円 ２，２７１円

夜勤職員配置加算 54円 1,087円

要介護３ ２，２０５円 ２，０１５円

要介護４ ２，３３２円 ２，１４２円

要介護１ １，８９３円 １，７１２円

要介護２ ２，０６０円 １，８７５円

45円

・入所後90日間は、短期集中リハビリ・認知症短期集中リハビリ実施毎に５４３円／回かかります。

２割負担

４床室 個室

要
介
護
度

※　食費　第３段階② １，３６０円

679円 29円
科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 91円

第１段階 第２段階 第３段階①

2022年3月１日改定



その他費用

電化製品
レンタルテレビ・・・1日８０円　（第４段階で2,3階特別室入所の方は特別室料に含む）

レンタル冷蔵庫・・・1日８０円　（同上）

携帯電話の充電代・・・1ヶ月500円
その他持込み電化製品　電気代　・・・1日100円（使用量、使用時間にかかわらず）

洗濯
業者洗濯・・・　1回1ネット5２5円
コインランドリー・・・洗濯機1回200円、乾燥機30分100円

理美容 （1回あたり）
カット・・・2,000円 パーマ・・・5,000円
毛染め・・・4,500円 顔そり・・・700円

文書手数料
保険会社に提出する診断書・・・3,300円
その他の診断書、証明書・・・2,200円

予防接種
インフルエンザ予防接種・・・実費（市町村からの補助制度があります）
肺炎球菌ワクチン・・・4,000円

※第2・3段階で2・3階特別室入所の場合は備え付けのためご請求させていただきます

2022年3月１日改定



介護老人保健施設太陽　入所料金表

利用料（１日当たり自己負担額） 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を含む

利用料加算（自己負担額）

/日 所定疾患施設療養費Ⅱ /日
/日 入所前後訪問指導加算
/日 退所時情報提供加算
/月 入退所前連携加算（Ⅰ）

短期集中リハビリテーション加算 /日 入退所前連携加算（Ⅱ） /回　
認知症短期集中リハビリテーション加算　　　　 815円 /日 ターミナルケア加算31-45 /日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算   円 /日 ターミナルケア加算4-30 /日
初期加算（30日以内） 102円 /日 ターミナルケア加算2-3 /日
療養食加算 20円 /日 ターミナルケア加算1 /日
経口移行加算 95円 /日 外泊時加算（月６日限度） /日
経口維持加算Ⅰ 1,359円 /月
経口維持加算Ⅱ /月 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） /月
自立支援推進加算 /月 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） /月　

安全対策体制加算（入所時１回） /回 /月　※
/月　※
/月　※

居住費・食費・その他（１日当たり） ※　負担限度額認定証の段階

※

１カ月総費用目安（３０日）

※

円

円

円

円

円

円

注） ・入所後30日間は、初期加算として１０２円／日がかかります。

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
リハビリマネジメント計画書情報加算

204円
112円

３割負担

４床室 個室

要
介
護
度

要介護１ ２，８３９円 ２，５６８円

要介護２ ３，０９１円 ２，８１２円

要介護３ ３，３０８円 ３，０２３円

要介護４ ３，４９８円 ３，２１３円

要介護５ ３，６８５円 ３，４０６円

夜勤職員配置加算 82円 1,630円
栄養マネジメント強化加算（未算定） 0円 1,630円
サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 75円 1,698円
口腔衛生管理加算（Ⅰ） 306円 2,038円

815円 1,359円
272円
543円

2,785円
5,604円
1,229円

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ） 340円
340円 10円

1,019円 44円
科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 136円68円

第１段階 第２段階 第３段階① 第４段階

居
住
費

４床室 ０円 ３７０円 ３７０円 ７５０円

２，３階特別個室 ４９０円 ４９０円 １,３１０円 ２,２００円

４階個室 ４９０円 ４９０円 １,３１０円 ２,２００円

特別室料（2,3階特別個室） ６００円

食　　　　費 ３００円 ３９０円 ６５０円 １,７２５円

日用品費 ２００円

※　食費　第３段階② １，３６０円

教養娯楽費 １００円

第１段階 第２段階 第３段階① 第４段階

４床室
要介護１ 183,282

～ ～

要介護５ 208,843

２，３階個室
要介護１ 236,569

～ ～

要介護５ 261,925

218,569
～

・入所後90日間は、短期集中リハビリ・認知症短期集中リハビリ実施毎に８１５円／回かかります。

～

要介護５ 243,925
４階個室

要介護１

2022年3月１日改定



その他費用

電化製品
レンタルテレビ・・・1日８０円　（第４段階で2,3階特別室入所の方は特別室料に含む）

レンタル冷蔵庫・・・1日８０円　（同上）

携帯電話の充電代・・・1ヶ月500円
その他持込み電化製品　電気代　・・・1日100円（使用量、使用時間にかかわらず）

洗濯
業者洗濯・・・　1回1ネット5２5円
コインランドリー・・・洗濯機1回200円、乾燥機30分100円

理美容 （1回あたり）
カット・・・2,000円 パーマ・・・5,000円
毛染め・・・4,500円 顔そり・・・700円

文書手数料
保険会社に提出する診断書・・・3,300円
その他の診断書、証明書・・・2,200円

予防接種
インフルエンザ予防接種・・・実費（市町村からの補助制度があります）
肺炎球菌ワクチン・・・4,000円

※第2・3段階で2・3階特別室入所の場合は備え付けのためご請求させていただきます

2022年3月１日改定


