
１割負担の方

個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室
¥628 ¥668
¥773 ¥829

¥767 ¥848 ¥806 ¥888 ¥23,010 ¥25,440
¥840 ¥923 ¥880 ¥965 ¥25,200 ¥27,690
¥903 ¥988 ¥943 ¥1,029 ¥27,090 ¥29,640
¥960 ¥1,045 ¥1,002 ¥1,086 ¥28,800 ¥31,350

¥1,017 ¥1,101 ¥1,059 ¥1,145 ¥30,510 ¥33,030

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（ⅱ） 必須

初期加算（３０日） 必須

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 必須

認知症ケア加算 利用時 ¥77
※療養食加算 該当者

※経口維持加算(Ⅰ) 該当者

送迎加算（片道） 利用時

※若年性認知症利用者受入加算 該当者

短期集中リハビリ実施加算 該当者

認知症短期集中リハビリ実施加算 該当者

個別リハビリテーション実施加算 該当者

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 実施時

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 実施時

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 必須

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 必須

居住費　基準入所者（第四段階） 必須 ¥1,668 ¥500 ¥1,668 ¥500 ¥50,040 ¥15,000
食費  基準入所者（第四段階） 必須

短期食費　基準入所者（第四段階） 必須

特室料（個室）１日 利用時 ¥1,000 ¥0 ¥30,000
特室料（２人室）１日 利用時 ¥500 ¥0 ¥15,000
教養娯楽費 希望時

日用消耗品費 希望時

理・美容代 希望時

私物洗濯代（１ｋｇ） 希望時

要介護3 ¥29,640 ＋ ¥87,480 （必須加算+実費）

☆計

要介護3 ¥27,090 + ¥152,520 （必須加算+実費）

☆計

要介護３ ¥1,029 ＋ ¥2,916 （必須加算+実費）

計

要介護３ ¥943 + ¥4,084 （必須加算+実費）

計

☆計

計

☆リハビリ＋
☆３つ合計 ¥187,507 (個室)

¥125,017 (多床室)

介護老人保健施設　みゆきの苑　料金表
介護保険適用　自己負担額

入所(１日） 短期入所（１日） 入所（３０日）

要支援 １
要支援 ２
要介護 １
要介護 ２
要介護 ３
要介護 ４
要介護 ５

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（６時間～８時間未満） ¥1,287
（ 加 算 ）

¥31 ¥930
¥19 ¥570

（認知症専門棟への入所者は必須加算） ¥2,310
¥18 ¥27 ¥540

￥406（月額） ¥406
¥187

¥244 実施回数

¥122 ¥3,660
¥244

5～6回/週　入所後３ヶ月限度
¥244

¥457
¥487

注1）介護保険サービス費及び加算額を合計した額の３．９％

介 護 保 険  適　用　外　の　サ ー ビ ス

¥1,950 ¥58,500
朝：￥570　　昼：￥750　　夕：￥630

注2）介護保険サービス費及び加算額を合計した額の２．１％

¥100 ¥3,000
¥300 ¥9,000

¥2,000 実施時

¥3,945

（例）個室　１日分の総支払額

¥5,027

¥350 利用時
施　　設　　入　　所　　サ　　ー　　ビ　　ス

（例）多床室　３０日分の総支払額

¥117,120

（例）個室　３０日分の総支払額

5,000円～6,000円

注1.2）要介護度３の方が３０日施設入所（多床室）を利用した場合の加算額（例） ¥1,897

注1.2）要介護度３の方が１週間、短期入所（多床室）を利用した場合の加算額（例） ¥458

¥47 ¥1,410

¥179,610

短　　期　　入　　所　　療　　養　　介　　護　　サ　　ー　　ビ　　ス
（例）多床室　１日分の総支払額　



２割負担の方

個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室
¥1,256 ¥1,335
¥1,546 ¥1,657

¥1,533 ¥1,696 ¥1,611 ¥1,775 ¥45,990 ¥50,880
¥1,679 ¥1,846 ¥1,759 ¥1,929 ¥50,370 ¥55,380
¥1,805 ¥1,976 ¥1,886 ¥2,057 ¥54,150 ¥59,280
¥1,919 ¥2,089 ¥2,004 ¥2,172 ¥57,570 ¥62,670
¥2,034 ¥2,201 ¥2,118 ¥2,290 ¥61,020 ¥66,030

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（ⅱ） 必須

初期加算（３０日） 必須

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 必須

認知症ケア加算 利用時 ¥154
※療養食加算 該当者

※経口維持加算(Ⅰ) 該当者

送迎加算（片道） 利用時

※若年性認知症利用者受入加算 該当者

短期集中リハビリ実施加算 該当者

認知症短期集中リハビリ実施加算 該当者

個別リハビリテーション実施加算 該当者

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 実施時

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 実施時

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 必須

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 必須

居住費　基準入所者（第四段階） 必須 ¥1,668 ¥500 ¥1,668 ¥500 ¥50,040 ¥15,000
食費  基準入所者（第四段階） 必須

短期食費　基準入所者（第四段階） 必須

特室料（個室）１日 利用時 ¥1,000 ¥0 ¥30,000
特室料（２人室）１日 利用時 ¥500 ¥0 ¥15,000
教養娯楽費 希望時

日用消耗品費 希望時

理・美容代 希望時

私物洗濯代（１ｋｇ） 希望時

要介護3 ¥59,280 ＋ ¥89,430 （必須加算+実費）

☆計

要介護3 ¥54,150 + ¥154,470 （必須加算+実費）

☆計

要介護３ ¥2,057 ＋ ¥2,981 （必須加算+実費）

計

要介護３ ¥1,886 + ¥4,149 （必須加算+実費）

計

☆計

計

☆リハビリ＋
☆３つ合計 ¥218,412 (個室)

¥158,502 (多床室)

注1.2）要介護度３の方が１週間、短期入所（多床室）を利用した場合の加算額（例） ¥918

5,000円～6,000円

（例）多床室　１日分の総支払額　

¥5,038

（例）個室　１日分の総支払額

¥6,035

注1.2）要介護度３の方が３０日施設入所（多床室）を利用した場合の加算額（例） ¥3,792

施　　設　　入　　所　　サ　　ー　　ビ　　ス
（例）多床室　３０日分の総支払額

¥148,710

（例）個室　３０日分の総支払額

¥208,620

短　　期　　入　　所　　療　　養　　介　　護　　サ　　ー　　ビ　　ス

¥300 ¥9,000
¥2,000 実施時
¥350 利用時

¥1,950 ¥58,500
朝：￥570　　昼：￥750　　夕：￥630

¥100 ¥3,000

¥974
注1）介護保険サービス費及び加算額を合計した額の３．９％

注2）介護保険サービス費及び加算額を合計した額の２．１％

介 護 保 険  適　用　外　の　サ ー ビ ス

¥487 実施回数
¥913

¥373
¥244 ¥7,320

¥487
5～6回/週　入所後３ヶ月限度

¥487

¥36 ¥51 ¥1,080
￥812（月額） ¥406

¥61 ¥1,830
¥37 ¥1,110

（認知症専門棟への入所者は必須加算） ¥4,620

要介護 ５
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（６時間～８時間未満） ¥2,574

（ 加 算 ）
¥94 ¥2,820

要支援 １
要支援 ２
要介護 １
要介護 ２
要介護 ３
要介護 ４

介護老人保健施設　みゆきの苑　料金表
介護保険適用　自己負担額

入所(１日） 短期入所（１日） 入所（３０日）



３割負担の方

個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室
¥1,883 ¥2,002
¥2,318 ¥2,486

¥2,300 ¥2,544 ¥2,416 ¥2,662 ¥69,000 ¥76,320
¥2,519 ¥2,769 ¥2,638 ¥2,893 ¥75,570 ¥83,070
¥2,708 ¥2,963 ¥2,829 ¥3,085 ¥81,240 ¥88,890
¥2,878 ¥3,134 ¥3,006 ¥3,258 ¥86,340 ¥94,020
¥3,051 ¥3,301 ¥3,176 ¥3,435 ¥91,530 ¥99,030

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（ⅱ） 必須

初期加算（３０日） 必須

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 必須

認知症ケア加算 利用時 ¥231
※療養食加算 該当者

※経口維持加算(Ⅰ) 該当者

送迎加算（片道） 利用時

※若年性認知症利用者受入加算 該当者

短期集中リハビリ実施加算 該当者

認知症短期集中リハビリ実施加算 該当者

個別リハビリテーション実施加算 該当者

入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 実施時

所定疾患施設療養費（Ⅱ） 実施時

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 必須

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 必須

居住費　基準入所者（第四段階） 必須 ¥1,668 ¥500 ¥1,668 ¥500 ¥50,040 ¥15,000
食費  基準入所者（第四段階） 必須

短期食費　基準入所者（第四段階） 必須

特室料（個室）１日 利用時 ¥1,000 ¥0 ¥30,000
特室料（２人室）１日 利用時 ¥500 ¥0 ¥15,000
教養娯楽費 希望時

日用消耗品費 希望時

理・美容代 希望時

私物洗濯代（１ｋｇ） 希望時

要介護3 ¥88,890 ＋ ¥91,350 （必須加算+実費）

☆計

要介護3 ¥81,240 + ¥156,390 （必須加算+実費）

☆計

要介護３ ¥3,085 ＋ ¥3,045 （必須加算+実費）

計

要介護３ ¥2,829 + ¥4,213 （必須加算+実費）

計

☆計

計

☆リハビリ＋
☆３つ合計 ¥249,313 (個室)

¥191,923 (多床室)

注1.2）要介護度３の方が１週間、短期入所（多床室）を利用した場合の加算額（例） ¥1,377

5,000円～6,000円

（例）多床室　１日分の総支払額　

¥6,130

（例）個室　１日分の総支払額

¥7,042

注1.2）要介護度３の方が３０日施設入所（多床室）を利用した場合の加算額（例） ¥5,683

施　　設　　入　　所　　サ　　ー　　ビ　　ス
（例）多床室　３０日分の総支払額

¥180,240

（例）個室　３０日分の総支払額

¥237,630

短　　期　　入　　所　　療　　養　　介　　護　　サ　　ー　　ビ　　ス

¥300 ¥9,000
¥2,000 実施時
¥350 利用時

¥1,950 ¥58,500
朝：￥570　　昼：￥750　　夕：￥630

¥100 ¥3,000

¥1,461
注1）介護保険サービス費及び加算額を合計した額の３．９％

注2）介護保険サービス費及び加算額を合計した額の２．１％

介 護 保 険  適　用　外　の　サ ー ビ ス

¥730 実施回数
¥1,369

¥560
¥365 ¥10,950

¥730
5～6回/週　入所後３ヶ月限度

¥730

¥54 ¥75 ¥1,620
￥1,217（月額） ¥406

¥92 ¥2,760
¥55 ¥1,650

（認知症専門棟への入所者は必須加算） ¥6,930

要介護 ５
特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（６時間～８時間未満） ¥3,861

（ 加 算 ）
¥140 ¥4,200

要支援 １
要支援 ２
要介護 １
要介護 ２
要介護 ３
要介護 ４

介護老人保健施設　みゆきの苑　料金表
介護保険適用　自己負担額

入所(１日） 短期入所（１日） 入所（３０日）
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