
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

施設
サービス費

個室/多床室 559 627 697 765 832

小計 個室/多床室 646 714 784 852 919

655円 723円 794円 863円 931円

320円 0円

420円 370円

820円 370円

1150円 840円

利用者負担
第１段階 1275円 1343円 1414円 1483円 1551円

利用者負担
第２段階 1465円 1533円 1604円 1673円 1741円

利用者負担
第３段階 2125円 2193円 2264円 2333円 2401円

上記以外 3218円 3286円 3357円 3426円 3494円

利用者負担
第１段階 955円 1023円 1094円 1163円 1231円

利用者負担
第２段階 1415円 1483円 1554円 1623円 1691円

利用者負担
第３段階 2125円 1743円 1814円 1883円 1951円

上記以外 2902円 2970円 3041円 3110円 3178円

おやつ代

飲料代

金銭管理費

入出金代行手数料

買い物代行手数料

電化製品使用料

送迎代行

その他の日用品費

居室維持費

初期加算

外泊時費用（246円）

若年性認知症受入加算（120円/日）初老期における認知症の方が入所された場合。

経口移行加算（28円/日）経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき、経口摂取を進めるための栄養管理が必要な場合。

経口維持加算Ⅰ（400円/月）摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対して医師又は歯科医師の指示の元管理栄養士が栄養管理を行った場合。

排泄支援加算（100円/月、6ケ月以内）各専門職が共同して、当該者が排泄に介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成、実施した場合

配置医師緊急時対応加算　配置医師が施設の求めにより施設にて診療した場合。（早朝・夜間650円/回）（深夜1300円/回）

口腔衛生管理加算（90円/月）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回以上行った場合。

褥瘡マネジメント加算（10円/３ケ月に1回）継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合。

介護保険１割負担分の合計が一定額を超えると高額介護サービス費の対象となる場合があり、申請により後日還付されます。

特別養護老人ホームつつじ苑　事業所番号2170500066

認知症行動・心理症状緊急対応加算（200円/日）認知症のため在宅生活が困難で緊急に入所した場合（原則7日間）

口腔衛生管理体制加算（30円/月）歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言、指導を月1回以上行っている場合。

在宅・入所相互利用加算（40円/日）在宅と施設を相互に利用することにより在宅生活を継続する支援をおこなった場合。

在宅復帰支援機能加算（10円/日）退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った際。

退所時等相談援助加算　退所前訪問460円/回　退所後訪問460円/回　退所時相談援助400円/回　退所前連携加算500円/回

看取り介護加算Ⅰ（医師からの説明後）1日につき144円・（前日2日間）680円・（当日のみ）1280円

看取り介護加算Ⅱ（医師からの説明後）施設内で死亡時1日につき144円・（前日2日間）780円・（当日のみ）1580円

再入所時栄養連携加算（400円/回）管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合。

（片道1500円）ご本人又はご家族からの依頼による外出時送迎と苑への入退所時の送迎の際。

個人で使用される物品や食品についての購入は、実費での購入となります。

病院へ入院されてから7日目より居室維持費として4段階の請求額が発生します。

（30円/日）入所日から３０日間、または１ヶ月を超える入院後の再入所も３０日間加算されます。

外泊や入院された場合、翌日からの６日間（保険内）

　※下記についての加算は当該者のみ算定時に介護職員処遇改善加算として介護報酬の8．3％が加算されます。

　　※下記についての加算は当該者のみ特定処遇改善加算として介護報酬の2．7％が加算されます。

一日の利用料

自己負担額
合計

（個室）

自己負担
合計

（多床室）

そ
の
他
の
費
用

（100円/日）希望者におやつを提供しております。

（70円/日）自立支援介護の一環からコーヒー紅茶、イオン飲料、寒天ゼリー（複数種類有）の別途提供分。

毎年４月１日の通帳残高に応じて算定いたします。２５００円～４０００円／月

（200円/1回）医療費、処方薬印字代、床屋代、日用品購入時等の通帳出し入れ手数料。

（200円/1回）ご本人もしくはご家族から依頼され、代わりに日用品費等を買いにいく手数料。

（50円/日）居室内にてラジカセや扇風機、電気アンカ等使用される際の電気使用料。

上記以外 1380円

居住費
自己負担額
（保険外）

利用者負担
第１段階

個室　　 多床室

利用者負担
第２段階

利用者負担
第３段階

上記以外

介護保険外

特定処遇改加算　Ⅰ 上記介護報酬の2．7％が加算されます。

食費
自己負担額
（保険外）

利用者負担　　第１段階 300円

利用者負担　　第２段階 390円

利用者負担　　第３段階 650円

8
夜勤職員配置加算 13

介護保険内

算定項目
　
介
護
保
険
内
単
位
数

日常生活継続支援加算

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 上記介護報酬の8．3％が加算されます。

上記までの合計
※地域単価・加算を含む

令和2年4月1日

36
看護体制加算　Ⅰ

栄養マネジメント加算 14
個別機能訓練加算 12

特別養護老人ホームつつじ苑　入所 1割負担料金表（日額）　　

4
看護体制加算　Ⅱ



要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

個室

多床室

個室

多床室

個室/多床室 1454円 1606円 1764円 1918円 2068円

個室　 1150円 多床室 840円

3984円 4136円 4294円 4448円 4598円

3674円 3826円 3984円 4138円 4288円

119,520¥     124,080¥     128,820¥     133,440¥     137,940¥     

110,220¥     114,780¥     119,520¥     124,140¥     128,640¥     

おやつ代

飲料代

金銭管理費

入出金代行手数料

買い物代行手数料

電化製品使用料

送迎代行

その他の日用品費

居室維持費

初期加算

外泊時費用（246円）

退所時等相談援助加算　退所前訪問460円/回　退所後訪問460円/回　退所時相談援助400円/回　退所前連携加算500円/回

　事業所番号2170500066　電話番号　058-371-5141
　担当：生活相談員  安藤　幸一郎　介護支援専門員　鈴木敦子

認知症行動・心理症状緊急対応加算（200円/日）認知症のため在宅生活が困難で緊急に入所した場合（原則7日間）

若年性認知症受入加算（120円/日）初老期における認知症の方が入所された場合。

口腔衛生管理体制加算（30円/月）歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言、指導を月1回以上行っている場合。

口腔衛生管理加算（90円/月）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回以上行った場合。

経口移行加算（28円/日）経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき、経口摂取を進めるための栄養管理が必要な場合。

配置医師緊急時対応加算　配置医師が施設の求めにより施設にて診療した場合。（早朝・夜間650円/回）（深夜1300円/回）

看取り介護加算Ⅰ（医師からの説明後）1日につき144円・（前日2日間）680円・（当日のみ）1280円

看取り介護加算Ⅱ（医師からの説明後）施設内で死亡時1日につき144円・（前日2日間）780円・（当日のみ）1580円

在宅・入所相互利用加算（40円/日）在宅と施設を相互に利用することにより在宅生活を継続する支援をおこなった場合。

在宅復帰支援機能加算（10円/日）退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った際。

そ
の
他
の
費
用

※下記についての加算は当該者のみ算定時に介護職員処遇改善加算として介護報酬の8．3％が加算されます。

病院へ入院されてから7日目より居室維持費として4段階の請求額が発生します。

（30円/日）入所日から３０日間、または１ヶ月を超える入院後の再入所も３０日間加算されます。

（片道1500円）ご本人又はご家族からの依頼による外出時送迎と苑への入退所時の送迎の際。

個人で使用される物品や食品についての購入は、実費での購入となります。

再入所時栄養連携加算（400円/回）管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合。

経口維持加算Ⅰ（400円/月）摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対して医師又は歯科医師の指示の元管理栄養士が栄養管理を行った場合。

外泊や入院された場合、翌日からの６日間（保険内）

排泄支援加算（100円/月、6ケ月以内）各専門職が共同して、当該者が排泄に介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成、実施した場合

褥瘡マネジメント加算（10円/３ケ月に1回）継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合。

自己負担額
合計（個室）

自己負担
合計（多床室）

上記以外にかかる個別の費用
（100円/日）希望者におやつを提供しております。

（70円/日）自立支援介護の一環からコーヒー紅茶、イオン飲料、寒天ゼリー（複数種類有）の別途提供分。

毎年４月１日の通帳残高に応じて算定いたします。２５００円～４０００円／月

（200円/1回）医療費、処方薬印字代、床屋代、日用品購入時等の通帳出し入れ手数料。

（200円/1回）ご本人もしくはご家族から依頼され、代わりに日用品費等を買いにいく手数料。

（50円/日）居室内にてラジカセや扇風機、電気アンカ等使用される際の電気使用料。

居住費自己負担額

利用料　1日の2割負担分

自己負担額
合計（個室）1日分

自己負担
合計（多床室）1日分

利用料　1ヵ月（30日間）の2割負担分

食費
自己負担額

朝食 300円

昼食 520円

夕食 560円

一日の食事代 1380円

個別機能訓練加算 12

小計

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 上記介護報酬の8.3％が加算されます。

介護保険外

特定処遇改善加算　Ⅰ 上記介護報酬の2.7％が加算されます。

上記までの合計※地域
単価・加算を含む

919

看護体制加算　Ⅱ 8

夜勤職員配置加算 13

栄養マネジメント加算 14

特別養護老人ホームつつじ苑　入所 ２割負担料金表（日額） 令和2年4月1日

介護保険内

算定項目

介
護
保
険
内

施設
サービス費

日常生活継続支援加算 36

看護体制加算　Ⅰ 4

※下記についての加算は当該者のみ算定時に特定処遇改善加算として介護報酬の2．7％が加算されます。

559 627 697 765 832

646 714 784 852



要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

個室

多床室

個室

多床室

個室/多床室 2181円 2403円 2616円 2877円 3102円

個室　 1150円 多床室 840円

4711円 4933円 5146円 5407円 5632円

4401円 4623円 4836円 5097円 5322円

141,330¥     147,990¥     154,380¥     162,210¥     168,960¥     

132,030¥     138,690¥     145,080¥     152,910¥     159,660¥     

おやつ代

飲料代

金銭管理費

入出金代行手数料

買い物代行手数料

電化製品使用料

送迎代行

その他の日用品費

居室維持費

初期加算

外泊時費用（246円）

特別養護老人ホームつつじ苑　入所 3割負担料金表（日額） 令和2年4月1日

介護保険内

算定項目

介
護
保
険
内

施設
サービス費

559 627 697 765 832

日常生活継続支援加算 36

看護体制加算　Ⅰ 4

看護体制加算　Ⅱ 8

夜勤職員配置加算 13

栄養マネジメント加算 14

個別機能訓練加算 12

小計 646 714 784 852 919

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 上記介護報酬の8.3％が加算されます。

特定処遇改善加算　Ⅰ 上記介護報酬の2.7％が加算されます。

上記までの合計※地
域単価・加算を含む

介護保険外

食費
自己負担額

朝食 300円

昼食 520円

夕食 560円

一日の食事代 1380円

居住費自己負担額

利用料　1日の3割負担分

自己負担額
合計（個室）1日分

自己負担
合計（多床室）1日分

利用料　1ヵ月（30日間）の3割負担分

自己負担額
合計（個室）

自己負担
合計（多床室）

上記以外にかかる個別の費用

そ
の
他
の
費
用

（100円/日）希望者におやつを提供しております。

（70円/日）自立支援介護の一環からコーヒー紅茶、イオン飲料、寒天ゼリー（複数種類有）の別途提供分。

毎年４月１日の通帳残高に応じて算定いたします。２５００円～４０００円／月

（200円/1回）医療費、処方薬印字代、床屋代、日用品購入時等の通帳出し入れ手数料。

（200円/1回）ご本人もしくはご家族から依頼され、代わりに日用品費等を買いにいく手数料。

（50円/日）居室内にてラジカセや扇風機、電気アンカ等使用される際の電気使用料。

（片道1500円）ご本人又はご家族からの依頼による外出時送迎と苑への入退所時の送迎の際。

個人で使用される物品や食品についての購入は、実費での購入となります。

※下記についての加算は当該者のみ算定時に介護職員処遇改善加算として介護報酬の8．3％が加算されます。

病院へ入院されてから7日目より居室維持費として4段階の請求額が発生します。

（30円/日）入所日から３０日間、または１ヶ月を超える入院後の再入所も３０日間加算されます。

外泊や入院された場合、翌日からの６日間（保険内）

看取り介護加算Ⅰ（医師からの説明後）1日につき144円・（前日2日間）680円・（当日のみ）1280円

看取り介護加算Ⅱ（医師からの説明後）施設内で死亡時1日につき144円・（前日2日間）780円・（当日のみ）1580円

認知症行動・心理症状緊急対応加算（200円/日）認知症のため在宅生活が困難で緊急に入所した場合（原則7日間）

若年性認知症受入加算（120円/日）初老期における認知症の方が入所された場合。

口腔衛生管理体制加算（30円/月）歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言、指導を月1回以上行っている場合。

口腔衛生管理加算（90円/月）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回以上行った場合。

経口移行加算（28円/日）経口摂取が一部可能で医師の指示に基づき、経口摂取を進めるための栄養管理が必要な場合。

経口維持加算Ⅰ（400円/月）摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対して医師又は歯科医師の指示の元管理栄養士が栄養管理を行った場合。

在宅・入所相互利用加算（40円/日）在宅と施設を相互に利用することにより在宅生活を継続する支援をおこなった場合。

在宅復帰支援機能加算（10円/日）退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った際。

退所時等相談援助加算　退所前訪問460円/回　退所後訪問460円/回　退所時相談援助400円/回　退所前連携加算500円/回

　事業所番号2170500066　電話番号　058-371-5141
　担当：生活相談員  安藤　幸一郎　介護支援専門員　鈴木敦子

※下記についての加算は当該者のみ算定時に特定処遇改善加算として介護報酬の2．7％が加算されます。

排泄支援加算（100円/月、6ケ月以内）各専門職が共同して、当該者が排泄に介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成、実施した場合

褥瘡マネジメント加算（10円/３ケ月に1回）継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合。

再入所時栄養連携加算（400円/回）管理栄養士が当該医療機関の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合。

配置医師緊急時対応加算　配置医師が施設の求めにより施設にて診療した場合。（早朝・夜間650円/回）（深夜1300円/回）
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