
利用者負担段階　１段階の場合

居室区分

個室 320 円/日 1,327 円/日 39,810 円/月

多床室 0 円/日 1,007 円/日 30,210 円/月

個室 320 円/日 1,403 円/日 42,090 円/月

多床室 0 円/日 1,083 円/日 32,490 円/月

個室 320 円/日 1,483 円/日 44,490 円/月

多床室 0 円/日 1,163 円/日 34,890 円/月

個室 320 円/日 1,560 円/日 46,800 円/月

多床室 0 円/日 1,240 円/日 37,200 円/月

個室 320 円/日 1,634 円/日 49,020 円/月

多床室 0 円/日 1,314 円/日 39,420 円/月

利用者負担段階　２段階の場合

居室区分

個室 420 円/日 1,517 円/日 45,510 円/月

多床室 370 円/日 1,467 円/日 44,010 円/月

個室 420 円/日 1,593 円/日 47,790 円/月

多床室 370 円/日 1,543 円/日 46,290 円/月

個室 420 円/日 1,673 円/日 50,190 円/月

多床室 370 円/日 1,623 円/日 48,690 円/月

個室 420 円/日 1,750 円/日 52,500 円/月

多床室 370 円/日 1,700 円/日 51,000 円/月

個室 420 円/日 1,824 円/日 54,720 円/月

多床室 370 円/日 1,774 円/日 53,220 円/月

利用者負担段階　３段階の場合

居室区分

個室 820 円/日 2,177 円/日 65,310 円/月

多床室 370 円/日 1,727 円/日 51,810 円/月

個室 820 円/日 2,253 円/日 67,590 円/月

多床室 370 円/日 1,803 円/日 54,090 円/月

個室 820 円/日 2,333 円/日 69,990 円/月

多床室 370 円/日 1,883 円/日 56,490 円/月

個室 820 円/日 2,410 円/日 72,300 円/月

多床室 370 円/日 1,960 円/日 58,800 円/月

個室 820 円/日 2,484 円/日 74,520 円/月

多床室 370 円/日 2,034 円/日 61,020 円/月

利用者負担段階　４段階の場合（非該当）

居室区分

個室 1,150 円/日 3,237 円/日 97,110 円/月

多床室 840 円/日 2,927 円/日 87,810 円/月

個室 1,150 円/日 3,313 円/日 99,390 円/月

多床室 840 円/日 3,003 円/日 90,090 円/月

個室 1,150 円/日 3,393 円/日 101,790 円/月

多床室 840 円/日 3,083 円/日 92,490 円/月

個室 1,150 円/日 3,470 円/日 104,100 円/月

多床室 840 円/日 3,160 円/日 94,800 円/月

個室 1,150 円/日 3,544 円/日 106,320 円/月

多床室 840 円/日 3,234 円/日 97,020 円/月

＊介護保険算定単位について、1単位10.45円で計算され端数は切り捨てとなります。(利用者1割,2割,3割負担）

*入所後30日間および長期入院（30日以上）後の退院については、初期加算として上記料金に30単位/日が加算されます。

*外泊・入院された場合には初日と最終日を除き、上記料金に代えて246単位/日（1ヶ月に最大6日間）となります。

特別養護老人ホーム洲原ほーむ料金表(平成30年4月～)

(介護保険事業者番号　　2372900056号）

基
本
料
金

介護保険算定単位数（介護費） 料　　　金

要介護度 基本サービス費
看護体制加
算   （Ⅰ）

夜勤職員配置
加算（Ⅰ）

１ヶ月あたり

介護費 食費 居住費 （３０日）

要介護１ 557 単位/日 4 単位/日

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
加算

日常生活継続
支援加算
（Ⅰ）

介護職員処遇
改善加算
（Ⅰ）

合計単位数
第1段階

１日あたり

707 円/日 300 円/日

要介護２ 625 単位/日 4 単位/日

36 単位/日 52 単位/日 676 単位/日13 単位/日 14 単位/日

円/日 300 円/日単位/日

要介護３ 695 単位/日 4 単位/日

単位/日 57 単位/日 749

36 単位/日

78313 単位/日 14 単位/日 36

300 円/日

要介護４ 763 単位/日 4 単位/日 13

63 単位/日 825 単位/日 863 円/日13 単位/日 14 単位/日

円/日

要介護５ 829 単位/日 4 単位/日 13 単位/日

単位/日 899 単位/日 940 円/日 300単位/日 14 単位/日 36 単位/日 69

970 単位/日 1,014 円/日 300 円/日14 単位/日 36 単位/日 74 単位/日

基
本
料
金

介護保険算定単位数（介護費） 料　　　金

要介護度 基本サービス費
看護体制加
算   （Ⅰ）

夜勤職員配置
加算（Ⅰ）

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
加算

日常生活継続
支援加算
（Ⅰ）

介護職員処遇
改善加算
（Ⅰ）

合計単位数
第2段階

１日あたり
１ヶ月あたり

介護費 食費 居住費 （３０日）

円/日 390 円/日

要介護２ 625 単位/日 4 単位/日

単位/日 52 単位/日 676 単位/日 70713 単位/日 14 単位/日 36要介護１ 557 単位/日 4 単位/日

390 円/日

要介護３ 695 単位/日 4 単位/日 13

57 単位/日 749 単位/日 783 円/日13 単位/日 14 単位/日 36 単位/日

円/日単位/日

要介護４ 763 単位/日 4 単位/日 13 単位/日

単位/日 825 863 円/日 390単位/日 14 単位/日 36 単位/日 63

単位/日

899 単位/日 940 円/日 390 円/日14 単位/日 36 単位/日 69 単位/日

円/日 390 円/日

基
本
料
金

介護保険算定単位数（介護費） 料　　　金

要介護度 基本サービス費
看護体制加
算   （Ⅰ）

単位/日 74 単位/日 970 単位/日 1,01413 単位/日 14 単位/日 36要介護５ 829 単位/日 4

１日あたり
１ヶ月あたり

介護費 食費 居住費 （３０日）

夜勤職員配置
加算（Ⅰ）

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
加算

日常生活継続
支援加算
（Ⅰ）

介護職員処遇
改善加算
（Ⅰ）

合計単位数
第3段階

円/日 650 円/日

要介護２ 625 単位/日 4 単位/日

単位/日 52 単位/日 676 単位/日 70713 単位/日 14 単位/日 36要介護１ 557 単位/日 4 単位/日

650 円/日

要介護３ 695 単位/日 4 単位/日 13

57 単位/日 749 単位/日 783 円/日13 単位/日 14 単位/日 36 単位/日

円/日単位/日 863 円/日 650単位/日 14 単位/日 36 単位/日 63

単位/日

899 単位/日 940 円/日 650単位/日 13 単位/日

単位/日 825

単位/日 970 単位/日 1,01413 単位/日要介護５ 829 単位/日 4

１日あたり
１ヶ月あたり

介護費

円/日14 単位/日 36 単位/日 69 単位/日

円/日 650 円/日

要介護４ 763 単位/日 4

看護体制加
算   （Ⅰ）

単位/日 7414 単位/日 36

食費 居住費 （３０日）

夜勤職員配置
加算（Ⅰ）

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
加算

日常生活継続
支援加算
（Ⅰ）

介護職員処遇
改善加算
（Ⅰ）

合計単位数
第4段階

円/日 1,380 円/日

要介護２ 625 単位/日 4 単位/日

単位/日 52 単位/日 676 単位/日 70713 単位/日 14 単位/日 36要介護１ 557 単位/日 4 単位/日

1,380 円/日

要介護３ 695 単位/日 4 単位/日 13

57 単位/日 749 単位/日 783 円/日13 単位/日 14 単位/日 36 単位/日

円/日単位/日 863 円/日

要介護４ 763 単位/日 4 単位/日 13 単位/日

単位/日 825 1,380単位/日 14 単位/日 36 単位/日 63

899 単位/日 940 円/日 1,380 円/日14 単位/日 36 単位/日 69 単位/日

円/日 1,380 円/日

   そのため、合計金額に若干の誤差が生じる場合があります。

＊利用者負担段階とは、所得の低い方へ食費･居住費の負担が低く抑えられ負担限度額が設けられ、第１段階～３段階が区分となり、該当者は申請

　をして「負担限度額認定証」の交付を受けます。「負担限度額認定証」の申請はお住まいの市長村の介護保険担当窓口で確認をしてください。

単位/日 74 単位/日 970 単位/日 1,01413 単位/日 14 単位/日 36要介護５ 829 単位/日 4 単位/日

基
本
料
金

介護保険算定単位数（介護費） 料　　　金

要介護度 基本サービス費


