
介護老人保健施設 山梨ライフケア・ホーム 短期入所療養介護 料金表(Ⅰ) 

(基本サービス費)                                      令和 4 年 4 月 1 日～ 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
Ⅰ
） 

介護区分 
従来型個室 

(1 割) 

従来型個室 

(2 割) 

多床室 

(1 割) 

多床室 

(2 割) 

介護度 1 755 単位／日 1510 単位／日 827 単位／日 1654 単位／日 

介護度 2 801 単位／日 1601 単位／日 876 単位／日 1752 単位／日 

介護度 3 862 単位／日 1724 単位／日 939 単位／日 1878 単位／日 

介護度 4 914 単位／日 1828 単位／日 991 単位／日 1982 単位／日 

介護度 5 965 単位／日 1930 単位／日 1045 単位／日 2090 単位／日 

 

(その他加算) 

加算名 

単位数 

加算要件 

1 割 2 割 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費  日帰り利用の場合 

 (1)3 時間以上 4 時間未満 654 単位 1308 単位  

(2)4 時間以上 6 時間未満 905 単位 1810 単位  

(3)6 時間以上 8 時間未満 1257 単位 2514 単位  

夜勤職員勤務条件基準を満たさない場合の減算 97/100 減算 97/100 減算 
 

入所定員の超過、または職員等の欠員減算 70/100 減算 70/100 減算 
 

夜勤体制加算 24 単位 48 単位 20 名に 1 名以上、かつ利用者 41 名以上では 2 名を超えた場合 

個別リハビリテーション実施加算★ 240 単位 480 単位 
医師、理学療法士等が協同して個別リハビリテーション計画を作成し、

個別リハビリテーソンを実施した場合 

重度療養管理加算★ 120 単位 240 単位 
要介護４又は要介護５の利用者に対し、計画的な医学的管理を行い、療

養上必要な処置を行った場合 

重度療養管理加算(特定介護老人保健施設   

短期入所療養介護の場合) 

60 単位 120 単位 上記同様 

送迎加算（片道あたり）★ 184 単位 368 単位 当施設車で送迎を行った場合 

療養食加算（1 食）★ 8 単位 16 単位 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合（1 日 3 回を限度） 

緊急時治療管理★ 518 単位 1036 単位 
救命救急医療が必要となった事態に緊急的な治療管理（投薬、検査、注

射、処置等）を行った場合（1 月 1 回、3 日を限度） 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22 単位 44 単位 介護福祉士 80％以上、勤続 10 年以上の介護福祉士 35%以上配置 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18 単位 36 単位 介護福祉士 60%以上 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)★ 6 単位 12 単位 勤続年数 7 年以上の割合が 30％以上 

介護職員処遇改善加算★ 所定単位の 3.9％ 所定単位の 3.9％ 介護職員の資質向上と労働条件の改善を進めるもの 

介護職員特定処遇改善加算★ 所定単位の 1.7％ 所定単位の 1.7％ 介護職員の資質向上と労働条件の改善を進めるもの 

認知症行動・心理症状緊急対応加算※ 200 単位 400 単位 7 日を限度 

緊急短期入所受入対応加算 90 単位 180 単位 7 日を限度 ※を算定している場合は不可 特例で 14 日まで可。 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34 単位 68 単位 在宅復帰・在宅療養支援等指数が 40 を超え基本型を算定している場合 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46 単位 92 単位 
在宅復帰・在宅療養支援等指数が 70 を超え在宅強化型を算定している場

合 

認知症ケア加算 76 単位 152 単位 
日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又は M に該当し認知症専門等において処遇

を受けることが適当であると医師が認めた場合 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3 単位 6 単位 
認知症の方の割合が 1/2 以上であり、専門的な研修を終了している者が

適宜配置されている場合 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4 単位 8 単位 
上記条件に加え指導に係る研修修了者が 1 名以上、施設内で認知症に関

する研修計画を作成し実施した場合 

総合医学管理加算 275 単位 550 単位 
治療管理を目的とし、7 日を限度 

 

毎月毎の指針(評価)により料金が変更となる場合がございます。詳しくは支援相談員までお問い合わせ下さい。 



介護老人保健施設 山梨ライフケア・ホーム 短期入所療養介護 料金表(Ⅱ) 

 
（その他の費用） 

居住費 

段階区分 従来型個室 2、4 人部屋 対象となる人(世帯全員が非課税世帯) 

1段階 490円／日 0円／日 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等 

2段階 490円／日 370円／日 合計所得金額＋課税年金収入が年額で 80万円以下 

3段階 1,310円／日 370円／日 合計所得金額＋課税年金収入が年額で 80万円超 

4段階 1,700円／日 370円／日 上記に該当しない方、市町村民税課税世帯 

食費 

1段階 300円／日 

食材料として 

2段階 600円／日 

3段階① 1,000円／日 

3段階② 1,300円／日 

4段階 1,920円／日 

      

『負担限度額認定について』 

  老人保健施設入所サービス及び(介護予防)短期入所療養介護を利用するときに『負担限度額認定証を提示すると 

  食費・居住費のご利用者負担が軽減されます。 

 ※非課税世帯とは、世帯全員が市町村民税を課税されていない方を指します。 

 ※預貯金が(現金、有価証券なども含む)一定額を超えている場合は、軽減の対象外になります。 

  (配偶者なし 500～650万円超、配偶者あり 1,500～1,650万円超) 

 ※また、配偶者が市町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外になります。 

 ※この表の金額は目安です。ご自身の負担がどの段階に該当するかは、お住まいの市町村にてご確認下さい。 
 

     

内容 料金 内訳 

おやつ代(希望者) 80円／日 コーヒー、紅茶、和菓子、洋菓子等 

日用品費(希望者) 300円／日 タオル、おしぼり、バスタオル等 

教養娯楽費 実費 趣味材料費、年間行事等 

理美容費 2,200円～6,200円 調髪 2,200円 毛染め 4,000円 

私物洗濯物 550円／袋 （税込） セーター等は特別洗濯となり別料金がかかります 

文章作成費 3,000円～10,000円 特養提出書類 3,000円 保険会社 10,000円等 

特別な療養室 1,620円／日（税込） 個室、2人部屋 

電気器具使用料 70円／日 カセットデッキ、電気毛布等 

テレビ使用料 170円／日 電気使用料を含む 

携帯電話使用料 50円／日 充電料金として 

予防接種費 3,000円～ インフルエンザ、肺炎球菌等 

 



介護老人保健施設山梨ライフケア・ホーム 短期入所療養介護 3割負担料金表(Ⅰ) 

(基本サービス費)                                        令和 4 年 4 月 1 日～ 

 

(その他加算) 

加算名 

単位数 

加算要件 

３割 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費  日帰り利用の場合 

 (1)3 時間以上 4 時間未満 1962 単位  

(2)4 時間以上 6 時間未満 2715 単位  

(3)6 時間以上 8 時間未満 3771 単位  

夜勤職員勤務条件基準を満たさない場合の減算 97/100 減算 
 

入所定員の超過、または職員等の欠員減算 70/100 減算 
 

夜勤体制加算 72 単位 20 名に 1 名以上、かつ利用者 41 名以上では 2 名を超えた場合 

個別リハビリテーション実施加算★ 720 単位 
医師、理学療法士等が協同して個別リハビリテーション計画を作成し、

個別リハビリテーソンを実施した場合 

重度療養管理加算★ 360 単位 
要介護４又は要介護５の利用者に対し、計画的な医学的管理を行い、療

養上必要な処置を行った場合 

重度療養管理加算(特定介護老人保健施設   

短期入所療養介護の場合) 

180 単位 上記同様 

送迎加算（片道あたり）★ 552 単位 当施設車で送迎を行った場合 

療養食加算（1 食）★ 24 単位 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合（1 日 3 回を限度） 

緊急時治療管理★ 1533 単位 
救命救急医療が必要となった事態に緊急的な治療管理（投薬、検査、注

射、処置等）を行った場合（1 月 1 回、3 日を限度） 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 66 単位 介護福祉士 80％以上、勤続 10 年以上の介護福祉士 35%以上配置 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 54 単位 介護福祉士 60%以上 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)★ 18 単位 勤続年数 7 年以上の割合が 30％以上 

介護職員処遇改善加算★ 所定単位に 3.9％を乗じた単位 

 

介護職員の資質向上と労働条件の改善を進めるもの 

認知症行動・心理症状緊急対応加算※ 600 単位 7 日を限度 

緊急短期入所受入対応加算 270 単位 7 日を限度 ※を算定している場合は不可 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 102 単位 在宅復帰・在宅療養支援等指数が 40 を超え基本型を算定している場合 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 138 単位 
在宅復帰・在宅療養支援等指数が 70 を超え在宅強化型を算定している場

合 

認知症ケア加算 228 単位 
日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又は M に該当し認知症専門等において処遇

を受けることが適当であると医師が認めた場合 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 9 単位 
認知症の方の割合が 1/2 以上であり、専門的な研修を終了している者が

適宜配置されている場合 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 12 単位 
上記条件に加え指導に係る研修修了者が 1 名以上、施設内で認知症に関

する研修計画を作成し実施した場合 

総合医学管理加算 825 単位 
治療管理を目的とし、7 日を限度 

 

※毎月毎の指針(評価)により料金が変更となる場合がございます。詳しくは支援相談員までお問い合わせ下さい。 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
Ⅰ
） 

介護区分 
従来型個室 

(３割) 

多床室 

(３割) 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
Ⅳ
） 

介護区分 
従来型個室 

(３割) 

多床室 

(３割) 

介護度 1 2259 単位／日 2481 単位／日 介護度 1 2217 単位／日 2433 単位／日 

介護度 2 2394 単位／日 2628 単位／日 介護度 2 2349 単位／日 2574 単位／日 

介護度 3 2577 単位／日 2817 単位／日 介護度 3 2529 単位／日 2751 単位／日 

介護度 4 2733 単位／日 2973 単位／日 介護度 4 2682 単位／日 2901 単位／日 

介護度 5 2886 単位／日 3135 単位／日 介護度 5 2832 単位／日 3057 単位／日 



介護老人保健施設 山梨ライフケア・ホーム 短期入所療養介護 料金表(Ⅱ) 

 
（その他の費用） 

居住費 

段階区分 従来型個室 2、4 人部屋 対象となる人(世帯全員が非課税世帯) 

1段階 490円／日 0円／日 老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等 

2段階 490円／日 370円／日 合計所得金額＋課税年金収入が年額で 80万円以下 

3段階 1,310円／日 370円／日 合計所得金額＋課税年金収入が年額で 80万円超 

4段階 1,640円／日 370円／日 上記に該当しない方、市町村民税課税世帯 

食費 

1段階 300円／日 

食材料として 

2段階 600円／日 

3段階① 1,000円／日 

3段階② 1,300円／日 

4段階 1,920円／日 

      

『負担限度額認定について』 

  老人保健施設入所サービス及び(介護予防)短期入所療養介護を利用するときに『負担限度額認定証を提示すると 

  食費・居住費のご利用者負担が軽減されます。 

 ※非課税世帯とは、世帯全員が市町村民税を課税されていない方を指します。 

 ※預貯金が(現金、有価証券なども含む)一定額を超えている場合は、軽減の対象外になります。 

  (配偶者なし 500～650万円超、配偶者あり 1,500～1,650万円超) 

 ※また、配偶者が市町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外になります。 

 ※この表の金額は目安です。ご自身の負担がどの段階に該当するかは、お住まいの市町村にてご確認下さい。 

  

       

内容 料金 内訳 

おやつ代(希望者) 80円／日 コーヒー、紅茶、和菓子、洋菓子等 

日用品費(希望者) 300円／日 タオル、おしぼり、バスタオル等 

教養娯楽費 実費 趣味材料費、年間行事等 

理美容費 2,200円～6,200円 調髪 2,200円 毛染め 4,000円 

私物洗濯物 540円／袋 （税込） セーター等は特別洗濯となり別料金がかかります 

文章作成費 3,000円～10,000円 特養提出書類 3,000円 保険会社 10,000円等 

特別な療養室 1,620円／日（税込） 個室、2人部屋 

電気器具使用料 70円／日 カセットデッキ、電気毛布等 

テレビ使用料 170円／日 電気使用料を含む 

携帯電話使用料 50円／日 充電料金として 

予防接種費 3,000円～ インフルエンザ、肺炎球菌等 

 


