
（１） 介護保険負担金【※金額は1割負担分。2割負担の方は下記金額×2】

施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による介護度の程度によって利用料が異なります。）

以下は１日あたりの自己負担分です。

 １日あたりの自己負担金

要介護１ 要介護２ 要介護３

812円 886円 948円

１日あたりの自己負担金

要介護１ 要介護２ 要介護３

733円 804円 866円

（２） 加算料金【※金額は1割負担分。2割負担の方は下記金額×2】

　夜勤職員配置加算

　栄養マネジメント加算

　サービス提供体制加算（Ⅰ）イ

（3） その他加算料金（必要に応じて）【※金額は1割負担分。2割負担の方は下記金額×2】

　初期加算（入所日より３０日間）

　認知症ケア加算

　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

　若年性認知症入所者受入加算

　退所時情報提供加算

　経口維持加算Ⅱ

　療養食加算

480円／１回につき

30円／日

4円／日

362円／日

3円／日

100円／月

922円 977円

要介護５

120円／日

76円／日

＜　入所料金表　＞

多床室

要介護４ 要介護５

1,004円

ご利用料金について

1,059円

平成29年4月1日より適用

24円／日

18円／日

利用料

14円／日

種　　類

従来型

個室

要介護４

200円／日

28円／日

400円／月

18円／日

　認知症行動・心理症状緊急対応加算

 （入所した日から起算して７日間を限度とする）

450円／１回につき

500円／１回につき

　外泊時費用（外泊中でも居住費はいただきます）

　 (６日間を限度とする)

　入所前後訪問指導加算（Ⅰ）（入所中１回を限度とする）　※

　経口移行加算

　経口維持加算Ⅰ

　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）（入所中１回を限度とする）　※



　退所前連携加算

　退所前訪問指導加算　　（※と同日不可）

　緊急時施設療養費

　短期集中リハビリテーション実施加算

　口腔衛生管理体制加算　

　口腔衛生管理加算（口腔ケアを月４回以上行った場合）

　在宅復帰・在宅療養支援機能加算

　所定疾患施設療養費

　ターミナルケア加算（死亡日以前４日～３０日）

　ターミナルケア加算（死亡日前日及び前々日）

　ターミナルケア加算（死亡日）

　介護職員処遇改善加算

（４） その他の料金（介護給付費以外のサービス費）

　診断書作成料

　領収書再発行 　１件につき

　コピー代 　１枚につき

　240円／１回につき

500円／１回につき

400円／１回につき

300円／１回につき

 

320円

備　考

　理美容代

夕　食

350円

種　　類

実費

　食費

朝　食

昼　食

460円／１回につき

※１、記載は第４段階の方のみ

※２、所得に応じて減額

　 　  される制度があります

　　   支援相談員にご相談

　　   下さい

460円／１回につき

27円／日

110円／月

30円／月

305円／１日につき

　多床室

　個　室

　150円/日

　教養娯楽費

　日用品費

　居住費

　　52円/日

　370円/日

　100円/日

160円／日

所定単位数×0.039

1,640円/日

640円

640円

　１点につき

100円

10円

　電気器具持込

511円／１日につき

1,650円／日

3,240円

820円／日

300円／１回のみ

　240円／１回につき

　地域連携診療計画情報提供加算（１回を限度）

料金

　認知症短期集中リハビリテーション実施加算（週３日を限度）

　退所時指導加算

 （入所期間が１月を超え居宅に退所。1回を限度とする）

　認知症情報提供加算

 （認知症疾患医療センター等への紹介）

　退所後訪問指導加算

 （退所後３０日以内の訪問。１回を限度とする）

　老人訪問看護指示加算

  （入所前後訪問指導加算を算定した月には算定できない）



（５） お支払い方法

・毎月１５日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払い下さい。

　ただし、１５日が土日祝日の場合は翌日となります。

・お支払い方法は、現金、銀行振り込み、口座引き落としのいずれかでお願いいたします。

（６） その他

 所得に応じて利用料が減免される制度があります。詳しくは支援相談員におたずね下さい。

社会福祉法人諏訪福祉会は第二種社会福祉事業の減免規定を設けています。

　詳しくは支援相談員にご相談下さい。

（７） 加算の算定要件

＜加算料金＞

　夜勤職員配置加算

　栄養マネジメント加算

　サービス提供体制加算（Ⅰ）

＜その他加算料金＞

　認知症ケア加算

　認知症専門ケア加算（Ⅰ）

　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

第４段階 施設との契約金額 施設との契約金額

第１段階 300円  　0円

第３段階 650円 370円

第２段階

食費

多床室

＜国が定める利用者負担限度額段階（第１～４段階）に該当する利用者等の負担額＞

居住費

従来型個室

　　　　　　　種　　類 　　　　　　　　　　　　　　説　　明

　初期加算

認知症専門棟に入所した場合。

①認知症日常生活自立度がⅢ以上の者が入所者の1/2以上

②認知症介護実践リーダー研修者を、認知症日常生活自立度Ⅲ以

上の者が20人未満の場合は1名以上配置し、20人以上の場合は10又

はその端数を増すごとに1名以上配置

③職員間で認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導会

議を定期的に開催

管理栄養士を１名以上配置。

※管理栄養士配置加算は本体報酬に包括

入所者の数が２０又はその端数を増すごとに１以上の数の夜勤を行う

介護職員・看護職員を２名を超えて配置していること。

　490円390円 370円

介護職のうち介護福祉士が60％以上

①認知症ケア加算Ⅰの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者研修

修了者を１名以上配置（認知症日常生活自立度Ⅲ以上のものが10人

未満の場合は、実践リーダー研修修了者と指導者研修修了者は同一

人で可）

②介護、看護職員ごとの研修計画を作成し、実施

入所日から30日間に限り上記の施設サービス費に加算する

1,310円

　490円

医師により認知症の行動・心理症状が認められた利用者について、

緊急に介護保険施設サービスを行った場合

ただし、入所した日から起算して７日間を限度とする

　 認知症行動・心理症状

   緊急対応加算



　若年性認知症入所者受入加算

　経口維持加算Ⅰ

　経口維持加算Ⅱ

　療養食加算

　退所時情報提供加算

　退所前連携加算

　退所前訪問指導加算

　退所後訪問指導加算

　退所時指導加算

　老人訪問看護指示加算

　緊急時施設療養費

　口腔衛生管理体制加算

　外泊時費用

　経口移行加算

経口により食事を摂取している方で摂食機能障害を有し、誤嚥が認め

られる入所者に対し、月１回以上、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

職種の者が共同して食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに経

口維持計画を作成し、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士

が栄養管理を行った場合

経口により食事を摂取している方で摂食機能障害を有し、誤嚥が認め

られる入所者に対し、食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、又

は言語聴覚士のいずれか1名以上が加わった場合

医師の指示に基づき、特別な療養食を提供する場合

（糖尿病食、腎臓病食等）

退所に先立って介護支援専門員、支援相談員等が居宅を訪問し、

入所者、家族等に退所後の利用について相談援助を行った場合。

退所時に、入所者・家族等に対して退所後の在宅療養に関する指導

を行った場合

　短期集中リハビリテーション

　実施加算

　認知症短期集中

　リハビリテーション実施加算

退所に先立ち、入所者が希望する居宅介護支援事業者へ、退所後の

サービス利用について文書による情報を提供し、連携して調整を行っ

た場合

　入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

 （入所中１回を限度とする）　※

入所予定日３０日前又は入所後７日以内に居宅を訪問し、退所を目的とした

施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的

な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に

口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行い、入所者の

口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成していること

入所日より３ヶ月以内に集中的にリハビリテーションを行った場合

※リハビリテーションマネジメント加算は本体報酬に包括化する

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情

により行われる医療行為に対して算定する

軽度の認知症に対し、入所日より３ヶ月以内に限り、１週間に３回を

限度として集中的にリハビリテーションを行った場合

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている

こと

　入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

 （入所中１回を限度とする）　※

入所予定日３０日前又は入所後７日以内に居宅を訪問し、退所を目的とした

施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合

月6日間を限度とする

認知症の恐れがあり、施設内での診断が困難であると判断された入所

者を診療状況を示す文書を添付して、認知症疾患医療センター等に

対して紹介を行った場合

退所後訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに対し医師

が訪問看護指示書を交付した場合

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の者が共同して、現に経管により食事を摂

取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移

行計画を作成している場合。また、当該計画に従い、医師の指示を受

けた管理栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による

支援が行われた場合。

　認知症情報提供加算

　（入所中１回を限度とする）

退所後３０日以内に、居宅を訪問し、入所者、家族等に相談援助を

行った場合。退所後１回を限度とする。

退所後の入所者の主治医に対して、診療状況を示す文書を添えて

紹介を行った場合



　所定疾患施設療養費

　介護職員処遇改善加算

入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った時に算定する

１月に１回、連続７日間を限度とする。

　ターミナルケア加算

　（死亡日以前４～３０日）

　口腔衛生管理加算

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行する為の、例外

的かつ経過的な取り扱いとしての創設

労働大臣が定める基準を満たした場合、所定単位数に加算する

　ターミナルケア加算

　（死亡日前日及び前々日）

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回以上行った場合。ただし、口腔機能維持管理体制加算を算定して

いる場合のみとする

　在宅復帰・在宅療養

  支援機能加算

①医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診した者である

こと

②入所者またその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに

係る　　　計画が作成されていること

③医師、看護士、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の

求め等に応じ随時本人又はその家族への説明を行い、同意を得て

ターミナルケアが行われていること

※退所日の翌日から死亡日までの間は算定しない

診療報酬の地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時

指導料を算定して、保険医療機関を退院した入所者に対して、診療

計画に基づいて治療等を行い、翌月までに地域連携診療計画管理料

を算定する病院に診療情報を提供した場合

　ターミナルケア加算

　（死亡日）

　地域連携診療計画情報

  提供加算（１回を限度）


