
令和1年10月1日現在

（単位：円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護5

6,460 7,140 7,870 8,570 9,250

254,745 277,389 301,698 325,008 347,652

25,475 27,739 30,170 32,501 34,765

50,949 55,478 60,340 65,002 69,530

76,424 83,217 90,509 97,502 104,296

第１段階 9,000 （ 300 ／日　　）

第２段階 11,700 （ 390 ／日　　）

第３段階 19,500 （ 650 ／日　　）

第４段階 41,760 （ 1,392 ／日　　）

第１段階 24,600 （ 820 ／日　　）

第２段階 24,600 （ 820 ／日　　）

第３段階 39,300 （ 1,310 ／日　　）

第４段階 60,180 （ 2,006 ／日　　）

第１段階 59,075 61,339 63,770 66,101 68,365

第２段階 61,775 64,039 66,470 68,801 71,065

第３段階 84,275 86,539 88,970 91,301 93,565
第４段階

(1割負担の方) 127,415 129,679 132,110 134,441 136,705
第４段階

(2割負担の方) 152,889 157,418 162,280 166,942 171,470
第４段階

(3割負担の方) 178,364 185,157 192,449 199,442 206,236

⑦介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ：⑥の算定により、経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、他職員も含めて

　処遇改善及びスキルアップを行うための計画を策定し当該計画に基づき適切な措置を講じることにより算定いたします。

　努めています。

⑤口腔衛生管理体制加算：ご利用される方々に対して計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師又は

　歯科衛生士による口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を受けています。

⑥介護職員処遇改善加算Ⅰ：介護職員の処遇改善及び質の向上のための計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置

　を講じることにより算定いたします。

（※加算については要件により変更することがあります。その際は文書でお知らせをいたします。）

②看護体制加算Ⅰ：常勤の看護職員を１名以上配置し、ご利用される方々の健康状態の把握を行います。

③日常生活継続支援加算：前6か月間の新規入居者の総数のうち、要介護４もしくは要介護５の割合が７０％以上、また

　は日常生活に支障をきたし介護が必要な認知症（認知症高齢者自立度Ⅲa以上）の方の割合が６５％以上、または痰の吸

　引等が必要な方の占める割合が１５％以上いる場合において、入居者６名に対し介護福祉士を１名以上配置して安定的

　な介護サービスを行っています。

④夜勤職員配置加算Ⅱ：夜勤職員を標準人数以上配置し、介護が困難な方に対する質の高いケアを実施できるように

※電気代として、テレビ、冷蔵庫、パソコン、加湿器、充電式携帯電話及び髭剃り、扇風機、CDラジカセ等につきまして

　は1か月あたり1台300円、電気毛布や電気ヒーター等につきましては1か月あたり1台1,500円をご負担いただきま

　す。また個別に酸素濃縮装置、吸入器等の医療機器を使用する場合は、別途電気代をいただきます。酸素濃縮装置につ

≪介護保険給付の対象となるサービス体制の加算≫

①栄養マネジメント加算：常勤の管理栄養士を配置し、他の専門職が共同してご利用者ごとの摂食機能を考慮した

　栄養ケア計画を作成しています。

　いては1ℓまで月1500円・2ℓまで3000円・3ℓまで4500円、吸入器については1日10円をご負担いただきます。

自
己
負
担
分

食費（30日）

居住費（30日）

ご利用者負担額計（30日）

　日の8日目以降は、居住費（1,330円/日）をお支払いいただきます。

※外泊及び入院中も居住費をお支払いいただきます。なお、利用者負担第1段階及び第2段階の方は、外泊及び入院された

介護給付額計（30日）

1割負担額

2割負担額

3割負担額

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ （介護保険分合計の2.7％）

460

夜勤職員配置加算Ⅱ 460

口腔衛生管理体制加算（月額） 300

介護職員処遇改善加算Ⅰ （介護保険分合計の8.3％）

［運営規程及び重要事項説明書別紙１]

　　地域密着型　特別養護老人ホーム　養生の杜カムイ（ユニット型）　ご利用料金　

介
護
保
険
給
付

介護保険施設ｻｰﾋﾞｽ費

栄養マネジメント加算 140

看護体制加算Ⅰ 120

日常生活継続支援加算



●利用者負担段階について

看取り介護
加算1

死亡日以前
4日～30日

1,440円／日

看取り介護
加算2

死亡日前日、
前々日

6,800円／日

看取り介護
加算3

死亡日 12,800円／日

看取り介護
加算1

死亡日以前
4日～30日

1,440円／日

看取り介護
加算2

死亡日前日、
前々日

7,800円／日

看取り介護
加算3

死亡日 15,800円／日

退所前訪問
相談援助加算

退所後訪問
相談援助加算

退所時援助加算

退所前連携加算

若年性認知症利用者受入加算
個別に担当者を決め、若年性認知症利用者の特性やニーズに応じ
た、サービス提供を行います 1,200円／日

経口維持加算Ⅱ
経口維持加算Ⅰにおいて行う食事の観察及び会議等に医師、歯科
医師、歯科衛生士又は言語聴覚士を加えた場合 1,000円／月

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生
活が困難であり、緊急に入所の必要があると判断した者に対し
て、施設サービスを行った場合(7日限度)

2,000円／日

口腔衛生維持管理加算
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケア
を月4回以上行なった場合 1,100円／月

経口維持加算Ⅰ

経口により食事を摂取されている方のうち、摂食機能障害や誤嚥
の恐れがある方について医師又は歯科医師の指示に基づき、医
師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職
種が共同して食事の観察及び会議等を行い、経口維持計画を作成
した上で栄養管理を行う場合

4,000円／月

在宅復帰支援機能加算 在宅復帰支援を積極的に行い、一定割合以上の在宅復帰を実現し
ている場合 100円／日

在宅・入所相互利用加算 複数の利用者が在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計
画的に利用する場合 400円／日

退
所
時
等
相
談
援
助
加
算

退所に先立ち居宅を訪問し、退所後の保健医療福祉サービスにつ
いて、家族等に相談援助を行った場合(入所中1回又は2回) 4,600円／回

退所後に居宅等を訪問し、家族等に相談援助を場合(退所後1回限
り) 4,600円／回

退所時に相談援助を行った場合(1回限り) 4,000円／回

退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合(1回限り) 5,000円／回

経口移行加算 経管により食事を摂取する方が、経口摂取を進めるために、医師
又は歯科医師の指示に基づく栄養管理を行う場合(180日を限度) 280円／日

看取り
介護加算Ⅰ

医師が終末期であると判断した方について、医師、看護師、介護
職員等が共同し、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を
行ない、当該施設以外の介護保険施設又は医療機関において死亡
した場合(30日限度)

看取り
介護加算Ⅱ

医師が終末期であると判断した方について、医師、看護師、介護
職員等が共同し、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護を
行ない、当該施設内において死亡した場合(30日限度)

褥瘡マネジメント加算
褥瘡発生を予防する為に定期的評価を行い、医師、看護師、介護
職員等の多職種が共同し褥瘡ケア計画を作成し、計画に基づき褥
瘡管理を行う場合

100円／３ヶ月に1回

排せつ支援加算
適切な対応により排せつの要介護状態を軽減できると医師、医師
と連携した看護師が判断した方に対し、医師、看護師、介護職員
等が共同し支援計画を作成し、計画に基づき支援を行う場合

1,000円／月

再入所時栄養連携加算
1度退所された方が、医療機関に入院し再入所される際で、以前
入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、医療機関
の管理栄養士と当管理栄養士が連携し栄養計画を立案した場合

4,000円／回

低栄養リスク改善加算
低栄養状態の方に対し、医師、看護師、管理栄養士等の多職種が
共同して栄養改善の為の計画を作成し、計画に基づき栄養管理を
行う場合

3,000円／月

入院、外泊時加算 外泊又は入院をされた場合。(入院日(外泊日)の翌日から6日間加
算。また、月をまたがる場合は、最大12日間加算) 2,460円／日

口腔衛生管理加算 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケア
を月2回以上行なった場合 900円／月

療養食加算 医師の指示に基づく療養食を提供した場合 60円／回

初期加算 新規入居や30日以上の入院から戻ってきた場合(30日間加算) 300円／日

看護体制加算Ⅱ
看護職員を基準人数以上配置し、また看護職員による24時間の連
絡体制を確保し、利用される方々の重度化に伴う医療ニーズに対
応する場合

230円／日

個別機能訓練加算 理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練を
行う場合 120円／日

第3段階
・世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階に該当しない方。
・配偶者が非課税の方。
・預貯金等の合計が1,000万円(配偶者がいる場合は夫婦合計で2,000万円)以下の方。

第4段階
・市町村民税課税世帯の方。
・配偶者が市町村民税課税の方。
・預貯金等の合計が1,000万円(配偶者がいる場合は夫婦合計で2,000万円)以上の方。

　加算の種類 加算条件 費用

第1段階

・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
・配偶者が非課税の方。
・預貯金等の合計が1,000万円(配偶者がいる場合は夫婦合計で2,000万円)以下の方。
・生活保護の方。

第2段階

・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額、課税年金、非課税年金すべての
　収入額の合計が年間80万円以下の方。
・配偶者が非課税の方。
・預貯金等の合計が1,000万円(配偶者がいる場合は夫婦合計で2,000万円)以下の方。


