
社会福祉法人 容 風 会 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) おきなの杜 入居利用料金表 

 

１．保険給付（法定給付）分 

 

要介護度 

区  分  

 

介護給付 

基本単位  

（①） 

1日あたり 1 日  

あ た り   

（単位） 

（②） 

1月あたり（③） 

加  算（単位） 加算(単位) 

看護 

体制 

（Ⅰ） 

看護 

体制 

（Ⅱ） 

夜勤職 

員配置 

個別機 

能訓練 

栄養マネ

ジメント 

日常生活
継続支援
加算 

      
口腔衛生 

管理体制 

要介護１ ６３６ ４ ８ １８ １２ １４ ４６ ７３８ ３０ 

要介護２ ７０３ ４ ８ １８ １２ １４ ４６ ８０５ ３０ 

要介護３ ７７６ ４ ８ １８ １２ １４ ４６ ８７８ ３０ 

要介護４ ８４３ ４ ８ １８ １２ １４ ４６ ９４５ ３０ 

要介護５ ９１０ ４ ８ １８ １２ １４ ４６ １０１２ ３０ 

 

＜１割負担の場合＞ 

要介護度区分 

１日あたり １月あたり ３０日あたりの  

負担金 

（④×３０＋⑤） 

サービス費          

（１０割） 

④利用者負担金          

（１割） 

サービス費          

（１０割） 

⑤利用者負担金       

（１割） 

要介護１   ７，４８３円 ７４９円 ３０４円 ３１円 ２２，５０１円 

要介護２ ８，１６２円 ８１７円 ３０４円 ３１円 ２４，５４１円 

要介護３ ８，９０２円 ８９１円 ３０４円 ３１円 ２６，７６１円 

要介護４ ９，５８２円 ９５９円 ３０４円 ３１円 ２８，８０１円 

要介護５ １０，２６１円 １，０２７円 ３０４円 ３１円 ３０，８４１円 

 

＜２割負担の場合＞ 

要介護度区分 

１日あたり １月あたり ３０日あたりの  

負担金 

（⑥×３０＋⑦） 

サービス費           

（１０割） 

⑥利用者負担金         

（２割） 

サービス費         

（１０割） 

⑦利用者負担金       

（２割） 

要介護１ ７，４８３円 １，４９７円 ３０４円 ６１円 ４４，９７１円 

要介護２ ８，１６２円 １，６３３円 ３０４円 ６１円 ４９，０５１円 

要介護３ ８，９０２円 １，７８１円 ３０４円 ６１円 ５３，４９１円 

要介護４ ９，５８２円 １，９１７円 ３０４円 ６１円 ５７，５７１円 

要介護５ １０，２６１円 ２，０５３円 ３０４円 ６１円 ６１，６５１円 
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２．法定給付外サービス分 

利 用 者 

負 担 段 階 

利用者負担内訳（１日あたり）  

合 計 
３０日あたりの 

負担金 食 費 居 住 費 

第１段階 ３００円   ８２０円   １，１２０円  ３３，６００円 

第２段階 ３９０円   ８２０円   １，２１０円  ３６，３００円 

第３段階 ６５０円   １，３１０円   １，９６０円  ５８，８００円 

第４段階 １，３８０円   ２，０００円   ３，３８０円  １０１，４００円 

※ 外泊又は入院時にお部屋を確保している場合、居住費はご負担いただきます。 

  外泊時費用算定時はそれぞれの段階の負担限度額をいただきます。 

  ただし、それ以降の期間につきましては、すべてのご入居者の方に居住費１日２,０００円を 

ご負担していただきます。 

区 分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

朝 食 ――― ――― ――― ３８０円 

昼 食 ――― ――― ――― ５００円 

おやつ ――― ――― ――― ――― 

夕 食 ――― ――― ――― ５００円 

合 計 ３００円 ３９０円 ６５０円 １,３８０円 

※第１～第３段階までの食事区分の金額設定はありません。 

 

３．介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算とは、平成 24年度介護保険制度改正において介護職員の人材確保・ 

処遇安定により、介護保険サービス提供の質の向上を図る目的で創設された介護報酬の 

加算であり、合計単位数にサービス別加算率（介護老人福祉施設／８.３％）を乗じた単位数 

の１割または２割をご負担いただきます。 

 

計算方法〔（介護給付基本単位(①)＋各種加算合計単位(②)）×３０日(④) ＋ 口腔衛生管理 

体制加算(③)〕×サービス加算率（８.３％） 

要介護度

区 分 

単 位 数（３０日あたりの単位数） 

介護給付 
基本単位 
 （①) 

１日当た
りの加算
合計（②) 

（①+②） 
 ×３０ 
  ＝④ 

１ヶ月あ
たりの加
算（③) 

合計単位 
 

④+③ 

合計単位数（④+③） 
× 

サービス別加算率
（8.3％） 

要介護度１ ６３６ 102 ２２，１４０ 30 ２２，１７０ １８４０．１１ 

要介護度２ ７０３ 102 ２４，１５０ 30 ２４，１８０ ２００６．９４ 

要介護度３ ７７６ 102 ２６，３４０ 30 ２６，３７０ ２１８８．７１ 

要介護度４ ８４３ 102 ２８，３５０ 30 ２８，３８０ ２３５５．５４ 

要介護度５ ９１０ 102 ３０，３６０ 30 ３０，３９０ ２５２２．３７ 
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＜計算例＞ 

○要介護１の方の場合 

〔（６３６＋１０２）×３０＋３０〕×０．０８３＝１８４０．１１単位（小数点以下四捨五入） 

    １８４０単位×１０.１４円＝１８６５７．６円（端数切り捨て） 

介護保険給付額：１８，６５７円×９割＝１６７９１．３円（端数切り捨て） 

    利用者負担金  ：１８，６５７円－１６，７９１円＝１，８６６円 

要介護度区分 
介護職員処遇改善加算負担金 

１ 割 ２ 割 

要介護１ １，８６６円 ３，７３２円 

要介護２ ２，０３５円 ４，０７０円 

要介護３ ２，２２０円 ４，４４０円 

要介護４ ２，３８９円 ４，７７８円 

要介護５ ２，５５８円 ５，１１５円 

 

４．その他 

理美容代 

（１回につき） 

カット１,２００円、シャンプー＋カット１,８００円、顔そり１,５００円、 

ヘアカラー３,７００円、パーマ４,６００円 

日常生活に要する

費用で、本人負担

となるもの 

インフルエンザ等予防接種費用、医療機関への受診・入院に要する費用、 

本人の衣類や嗜好品費用、複写物（コピー）費用 等 

 

電気代 

個人専用家電の電気代は、常時使用するもの（テレビ・冷蔵庫・空気清浄機等）

を対象に１つの家電につき１日当たり５０円、上限を１００円とする。 

ただし、一時的利用の家電（ドライヤー・電気カミソリ等）は除く。 

 

 

その他の加算について 

 施設入居時や入院外泊時等の場合、介護保険制度により以下の各種加算が保険給付（法定給付）分 

として加算され、ご入居者本人様のご負担があります。 

 

初期加算  （全員） 

※ 入居した日から起算して３０日以内の期間は初期加算として、１日につき３０単位（１日／入居者 

負担：１割３１円・２割６１円）が加算されます。 

 なお、３０日を超える病院への入院後に再び入居した場合も同様の加算となります。 

 

外泊時費用  （該当者のみ） 

※ 外泊や入院された場合で施設に在居していない場合、外泊日又は入院日の翌日から６日間 

（月をまたいで連続した場合は最長１２日間）は、通常の費用（単位）に代わり、１日につき 

２４６単位（１日／入居者負担：１割２５０円・２割４９９円）が加算されます。 
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療養食加算 （該当者のみ） 

※ 医師の指示（食事箋）に基づく糖尿病食や腎臓病食等の治療食の提供が行われた方に、１食につき 

６単位（１日／入居者負担：１割６円・２割１２円）が加算されます。 

（ただし、経口移行加算、経口維持加算がある場合は除く。） 

 

口腔衛生管理体制加算  （全員） 

※ 介護職員が入居者にたいして計画的な口腔ケアを行うことができるよう、歯科医師又は歯科医師の 

指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対して、入居者の口腔ケアに係る技術的助言 

及び指導等を月１回以上行った場合に、月３０単位（１月／入居者負担：１割３１円・２割６１円）が 

加算されます。 

 

経口移行加算  （該当者のみ） 

※ 経管による栄養摂取をされている方で、経口摂取を進めるため医師の指示に基づく栄養管理を行う 

必要が生じた場合、実際に経口移行への取り組みを実施（経口移行計画に従った栄養管理）した方に、 

１日につき２８単位（１日／入居者負担：１割２９円・２割５７円）が加算されます。 

 

経口維持加算  （該当者のみ） 

※ 経口による食事摂取をされている方で、医師又は歯科医師の指示に基づき他職種共同で、摂食機能障害 

を有し誤嚥が認められる入居者ごとに摂食・嚥下機能に配慮し、継続して経口による食事の摂食を進め

るための特別な管理を実施した（経口維持計画に従った管理）方に、著しい摂食機能障害を有する（造

影撮影又は内視鏡検査により誤嚥が認められる）方は、１月につき４００単位（１月／入居者負担：１

割４０６円・２割８１２円）、摂食機能障害を有する（誤嚥が認められる）方は、１００単位（１月／入

居者負担：１割１０２円・２割２０３円）が加算されます。（経口移行加算対象者は除く。） 

 

看取り介護加算  （該当者のみ） 

※ 医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入居者について、 

医師、看護師、介護職員等が共同して随時本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護が行われた 

場合に、逝去前３０日を限度として１日につき逝去された日以前４日から３０日までは、１４４単位 

（１日／入居者負担：１割１４６円・２割２９２円）、逝去された日の前日・前々日は、６８０単位 

（１日／入居者負担：１割６９０円・２割１，３７９円）、逝去された日当日は、１,２８０単位 

（１日／入居者負担：１割１,２９８円・２割２，５９６円）が加算されます。 

 

日常生活継続支援加算  （全員） 

※ 新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護４若しくは要介護５の者の占める割合が 

１００分の７０以上、又は日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められる 

ことから介護を必要とする認知症の入所者の占める割合が１００分の６５以上である場合に、 

１日につき４６単位（入居者負担：１割４７円・２割９４円）が加算されます。 
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若年性認知症入所者受入加算  （全員） 

※ 若年性認知症の方（初老期における認知症によって要介護者となった方）を入居受入にてサービスを 

提供した場合に、１日につき１２０単位（１日／入居者負担：１割１２２円・２割２４４円）が加算 

されます。なお、入居者本人の年齢が満６５歳の誕生日の前々日までの算定となります。 

 

個別機能訓練体制加算  （全員） 

※ 専従の機能訓練指導員１名以上配置し、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に 

機能訓練を行なっている場合は、個別機能訓練加算として１日につき１２単位（１日/入居者負担： 

１割１３円・２割２５円）が加算されます。 

 

看護体制加算Ⅰ（ロ）  （全員） 

※ 入所者が３０～５１人以上 かつ常勤看護師１名以上配置している場合は、１日につき４単位 

（１日/入居者負担１割４円・２割８円）が加算されます。 

 

看護体制加算Ⅱ（ロ）  （全員） 

※ 看護体制加算Ⅰ（ロ）の条件に、入所者 25:1であり、端数を上回るごとに１名配置かつ 

配置基準よりも１名上回る配置かつオンコール体制では１日につき８単位（１日入居者負担： 

１割９円・２割１７円）が加算されます。 

 

夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ）  （全員） 

※ ユニット型で入所者が３０～５１人以上。夜勤を行う介護または看護職員が最低基準を 

1名以上上回る場合、１日につき１８単位（１日入居者負担：１割１９円・２割３７円）が 

加算されます。 

 

栄養マネジメント体制加算  （全員） 

※ 管理栄養士 1名以上の配置し、栄養状態を把握し、計画の策定と定期的な記録と評価、 

見直しを行った場合、１日につき１４単位（１日入居者負担：１割１５円・２割２９円）が 

加算されます。 

 

低栄養リスク改善加算  （該当者のみ） 

※低栄養状態にある入所者又は、低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養

士、看護師、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行

い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成し、栄養管理を

行った場合に、当該計画が作成された日の月から 6 ヶ月以内に限り月３００単位（月入居者負担１割３

０５円・２割６０９円）が加算されます。 
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口腔衛生管理加算  （該当者のみ） 

※歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを月２回以上行った場合、月９０単位 

（月１割９２円・２割１８３円）が加算されます。 

 

褥瘡マネジメント加算  （該当者のみ） 

※褥瘡がある入所者や、褥瘡のリスクが高い入所者に対して、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、

その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画、評価を行った場合３ヶ月に１回を限度とし

て１０単位（３ヶ月に１回１割１１円・２割２１円）が加算されます。 

 

排泄支援加算  （該当者のみ） 

※排泄に介護を要する入所者であり、適切な対応にて要介護状態の軽減や、悪化防止が見込まれる方 

（全介助の方が一部介助、一部介助が見守り等）が医師、看護師、介護支援専門員、その他の職種が共同

で入所者に対して、排泄に介護を要する原因を分析し、支援計画を作成した場合は６ヶ月以内に限り、

１ヶ月につき１００単位（月１割１０１円・２割２０３円）が加算されます。 


