
2021年8月時点

介護老人保健施設アイリス

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

第1段階 ¥95,880 ¥98,040 ¥99,900 ¥101,580 ¥103,290

第2段階 ¥98,580 ¥100,740 ¥102,600 ¥104,280 ¥105,990

第3段階 ¥130,980 ¥133,140 ¥135,000 ¥136,680 ¥138,390

第4段階 ¥176,880 ¥179,040 ¥180,900 ¥182,580 ¥184,290

¥199,560 ¥203,880 ¥207,600 ¥210,960 ¥214,380

¥222,240 ¥228,720 ¥234,300 ¥239,340 ¥244,470

※30日分（特別な室料:1,650円/日を含む）

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

第1段階 ¥34,080 ¥36,300 ¥38,220 ¥39,900 ¥41,550

第2段階 ¥47,880 ¥50,100 ¥52,020 ¥53,700 ¥55,350

第3段階 ¥55,680 ¥57,900 ¥59,820 ¥61,500 ¥63,150

第4段階 ¥87,180 ¥89,400 ¥91,320 ¥93,000 ¥94,650

¥112,260 ¥116,700 ¥120,540 ¥123,900 ¥127,200

¥137,340 ¥144,000 ¥149,760 ¥154,800 ¥159,750

※30日分

ユニット型介護老人保健施設アイリス

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

第1段階 ¥58,830 ¥61,050 ¥62,940 ¥64,650 ¥66,300

第2段階 ¥61,530 ¥63,750 ¥65,640 ¥67,350 ¥69,000

第3段階 ¥84,030 ¥86,250 ¥88,140 ¥89,850 ¥91,500

第4段階 ¥140,730 ¥142,950 ¥144,840 ¥146,550 ¥148,200

¥165,960 ¥170,400 ¥174,180 ¥177,600 ¥180,900

¥191,190 ¥197,850 ¥203,520 ¥208,650 ¥213,600

※30日分

介護老人保健施設　アイリス　利用料金表

個　室

1 割負担

2 割負担

個　室

1 割負担

2 割負担

3 割負担

3 割負担

多床室（4人部屋）

1 割負担

2 割負担

3 割負担



〇　料金内訳　〇

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

1 割負担 756単位/日 828単位/日 890単位/日 946単位/日 1,003単位/日

2 割負担 1,512単位/日 1,656単位/日 1,780単位/日 1,892単位/日 2,006単位/日

3 割負担 2,268単位/日 2,484単位/日 2,670単位/日 2,838単位/日 3,009単位/日

1 割負担 836単位/日 910単位/日 974単位/日 1,030単位/日 1,085単位/日

2 割負担 1,672単位/日 1,820単位/日 1,948単位/日 2,060単位/日 2,170単位/日

3 割負担 2,508単位/日 2,730単位/日 2,922単位/日 3,090単位/日 3,255単位/日

1 割負担 841単位/日 915単位/日 978単位/日 1,035単位/日 1,090単位/日

2 割負担 1,682単位/日 1,830単位/日 1,956単位/日 2,070単位/日 2,180単位/日

3 割負担 2,523単位/日 2,745単位/日 2,934単位/日 3,105単位/日 3,270単位/日

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 （基準費用額）

300円/日 390円/日 650円/日 1,650円/日 1,392円/日

従来型個室 490円/日 490円/日 1,310円/日 1,840円/日 1,668円/日

従来型多床室 0円/日 370円/日 370円/日 420円/日 377円/日

ユニット型個室 820円/日 820円/日 1,310円/日 2,200円/日 2,006円/日

（その他）

特別な室料

個　室 1,650円/日

2人部屋 550円/日

340円/日

60円/回

620円/回

従　来　型
個　室

介護保険施設サービス費

入　浴　代

洗濯代（外部発注の場合）

居　住　費

ユニット型
個　室

従　来　型
多　床　室

従来型

ユニット型　個室

自　　費

食　　費



加算（１割負担）
加算料金

\18／日

\46／日

\24／日

\240／回

\240／回

\11／日

\300／月

\60／月

\33／月

介護老人保健施設において、入所者ごとにリハビリテーション実
施計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出しており、必要に
応じてリハビリテーション実施計画の内容を見直す等、実施に当
たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実
施の為に必要な情報を活用している場合に算定される加算

夜間の人員基準より多い職員を配置し、より安心して生活できる
環境を作った事業所を評価する加算

入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して３月以
内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合に算定され
る加算

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、都道府
県知事に届け出た介護老人保健施設において、入所者ごとの継
続的な栄養管理を強化して実施した場合に算定される加算

入所者が尊厳を保持し、能力に応じて自立した日常生活を営む
ことができるよう、支援計画に基づく必要な取組みの実施を評価
する加算

入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の
状況、病状、その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な
情報を厚生労働省に提出しており、サービスの提供に当たって、
上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために
必要な情報を活用している場合に算定される加算

認知症であり医師が判断した者であって、リハビリテーションによ
り生活機能の改善が見込まれると判断した入所者に対し、医師
又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が、その入所の日から起算して３月以内の期間に集中的に
リハビリテーションを行った場合に算定される加算

科学的介護推進体制加算Ⅱ

リハビリテーションマネジメント
計画書情報加算

夜勤職員配置加算

短期集中リハビリテーション実
施加算

栄養マネジメント強化加算

自立支援促進加算

認知症短期集中リハビリテー
ション実施加算

説明

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が１００分の60以上

主な加算

サービス提供体制強化加算Ⅱ

在宅復帰在宅療養支援機能加
算Ⅱ

ご利用者が退所後の在宅生活についても、本人や家族の意向も
踏まえながら支援ができるように、施設と在宅の各担当者が情
報を提供し、支援を行った時に算定される加算



2021年8月時点

短期入所療養介護事業所アイリス

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

第1段階 ¥1,584 ¥1,657 ¥1,720 ¥1,778 ¥1,834

第2段階 ¥1,674 ¥1,747 ¥1,810 ¥1,868 ¥1,924

第3段階 ¥2,754 ¥2,827 ¥2,890 ¥2,948 ¥3,004

第4段階 ¥4,284 ¥4,357 ¥4,420 ¥4,478 ¥4,534

¥5,078 ¥5,224 ¥5,350 ¥5,466 ¥5,578

¥5,872 ¥6,091 ¥6,280 ¥6,454 ¥6,622

※1日分

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

第1段階 ¥1,175 ¥1,251 ¥1,314 ¥1,371 ¥1,429

第2段階 ¥1,635 ¥1,711 ¥1,774 ¥1,831 ¥1,889

第3段階 ¥1,895 ¥1,971 ¥2,034 ¥2,091 ¥2,149

第4段階 ¥2,945 ¥3,021 ¥3,084 ¥3,141 ¥3,199

¥3,820 ¥3,972 ¥4,098 ¥4,212 ¥4,328

¥4,695 ¥4,923 ¥5,112 ¥5,283 ¥5,457

※1日分

ユニット型短期入所療養介護事業所アイリス

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

第1段階 ¥1,999 ¥2,075 ¥2,138 ¥2,195 ¥2,253

第2段階 ¥2,089 ¥2,165 ¥2,228 ¥2,285 ¥2,343

第3段階 ¥2,839 ¥2,915 ¥2,978 ¥3,035 ¥3,093

第4段階 ¥4,729 ¥4,805 ¥4,868 ¥4,925 ¥4,983

¥5,608 ¥5,760 ¥5,886 ¥6,000 ¥6,116

¥6,487 ¥6,715 ¥6,904 ¥7,075 ¥7,249

※1日分

短期入所療養介護事業所　アイリス　利用料金表
（　シ ョ ー ト ス テ イ　）SSSSSSSSSSSSSSSS

個　室

1 割負担

2 割負担

個　室

1 割負担

2 割負担

3 割負担

3 割負担

多床室

1 割負担

2 割負担

3 割負担



〇　料金内訳　〇

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

1 割負担 794単位/日 867単位/日 930単位/日 988単位/日 1,044単位/日

2 割負担 1,588単位/日 1,734単位/日 1,860単位/日 1,976単位/日 2,088単位/日

3 割負担 2,382単位/日 2,601単位/日 2,790単位/日 2,964単位/日 3,132単位/日

1 割負担 875単位/日 951単位/日 1,014単位/日 1,071単位/日 1,129単位/日

2 割負担 1,750単位/日 1,902単位/日 2,028単位/日 2,142単位/日 2,258単位/日

3 割負担 2,625単位/日 2,853単位/日 3,042単位/日 3,213単位/日 3,387単位/日

1 割負担 879単位/日 955単位/日 1,018単位/日 1,075単位/日 1,133単位/日

2 割負担 1,758単位/日 1,910単位/日 2,036単位/日 2,150単位/日 2,266単位/日

3 割負担 2,637単位/日 2,865単位/日 3,054単位/日 3,225単位/日 3,399単位/日

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 （基準費用額）

300円/日 390円/日 650円/日 1,650円/日 1,392円/日

従来型個室 490円/日 490円/日 1,310円/日 1,840円/日 1,668円/日

従来型多床室 0円/日 370円/日 370円/日 420円/日 377円/日

ユニット型個室 820円/日 820円/日 1,310円/日 2,200円/日 2,006円/日

（その他）

60円/回

短期入所療養介護費

入　浴　代

従　来　型
多　床　室

ユニット型
個　室

自　　費

食　　費

居　住　費

従　来　型
個　室



加算（１割負担）
加算料金

\18／日

\24／日

\46／日

\240／回

\184／回

夜勤職員配置加算
夜間の人員基準より多い職員を配置し、より安心して生活できる
環境を作った事業所を評価する加算

在宅復婦在宅療養支援機能加
算Ⅱ

ご利用者が退所後の在宅生活についても、本人や家族の意向も
踏まえながら支援ができるように、施設と在宅の各担当者が情
報を提供し、支援を行った時に算定される加算

ご利用者の心身の状態や、ご家族の状況に応じて、短期入所生
活介護事業所等と居宅の間の送迎が必要な方へ、送迎サービ
スを提供した場合に算定できる加算

送迎加算

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテー
ションを行った場合に算定される加算

個別リハビリテーション実施加
算

主な加算 説明

サービス提供体制強化加算Ⅱ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が１００分の60以上


