
～グループホーム藤の木 料金表～（1 割負担） 
（単位：円） 

介護度 基本サービス費 
（介護保険適用分） 滞在費 食費※ 水道光熱費 合計 

（１日あたり） 
合計 

（30 日あたり） 

要支援２ 743 500 1,100 450 2,793 83,790 
要介護１ 747 500 1,100 450 2,797 83,910 

２ 782 500 1,100 450 2,832 84,960 
３ 806 500 1,100 450 2,856 85,680 
４ 822 500 1,100 450 2,872 86,160 
５ 838 500 1,100 450 2,880 86,640 

※ 食費内訳（朝食：300 円 昼食：400 円 夕食：400 円） 
※ 薬代等の医療費やリハビリパンツ等の日用品に関しましては、自己負担となりますのでご了承

下さい。 
 

～加算について～ 
※ 初期加算                           30 円/日 

 入居日から 30 日間のみ 
※ 退去時相談援助加算           400 円/回（１人につき１回を限度） 

 退居時に本人及びその家族等に対して退居後の居宅サービス等について相談援助を行

い、かつ、退居日から２週間以内に、退居後の居宅地を管轄する市町村等に対して必

要な情報を提供した場合 
  ※ 若年性認知症利用者受入加算                 120 円/日 

 受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めていること 
※1 夜間支援体制加算（Ⅱ）                    25 円/日 

 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を１ユニット１名配置することに加えて、夜

勤を行う介護従事者又は宿直勤務を行う者を１名以上配置すること 
※1 医療連携体制加算 ＊介護給付（要介護１～５）のみ加算     39 円/日 

 職員として看護師を１名以上配置すること。（准看護師は不可。）又は、病院、診療所、

訪問看護ステーションとの連携により看護師を１名以上配置すること。 
 看護師により２４時間連絡体制を確保していること。 
 「重度化した場合における対応に係る指針」を整備し、入居の際に入居者又は家族に

指針の内容を説明し、同意を得ること。 
  ※1 認知症専門ケア加算（Ⅰ）                   ３円/日 

 認知症生活自立度Ⅲ以上の者が、入居者の１/２以上であること 
 認知症介護実践リーダー研修修了者を、１名以上配置していること 
 職員間での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し

ていること 
※1 認知症専門ケア加算（Ⅱ）                   ４円/日 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件に加え、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配

置していること 
 看護・介護職員毎の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること 

 



※1 看取り看護加算             144 円/日（死亡日以前４～30 日） 
680 円/日（死亡日前日及び前々日） 

1,280 円/日（死亡日） 
・ 医師が回復の見込みがないと診断した者であること 
・ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下「医師等」という）が共同

で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な

者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受けた上

で、同意している者を含む）であること 
・ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の

相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用して行われる介護についての

説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族が説明を受け、同意した上

で介護を受けている者を含む）であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ               18 円/日 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 60％以上であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ               12 円/日 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 50％以上であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                ６円/日 

看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 75％以上であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                ６円/日 

認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の

者の占める割合が 30％以上であること 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数にサービス別加算率（8.3％）を乗じた単位数 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数にサービス別加算率（4.6％）を乗じた単位数 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）    介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 90/100 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）    介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 80/100 

 
※1 職員の配置や勤務状況により、加算内容が変わる場合があります。その際は事前に説明させて

頂きますのでご了承下さい。 



～グループホーム藤の木 料金表～（2 割負担） 
（単位：円） 

介護度 基本サービス費 
（介護保険適用分） 滞在費 食費※ 水道光熱費 合計 

（１日あたり） 
合計 

（30 日あたり） 

要支援２ 1,486 500 1,100 450 3,536 106,080 
要介護１ 1,494 500 1,100 450 3,544 106,320 

２ 1,564 500 1,100 450 3,614 108,420 
３ 1,612 500 1,100 450 3,662 109,860 
４ 1,644 500 1,100 450 3,694 110,820 
５ 1,676 500 1,100 450 3,726 111,780 

※ 食費内訳（朝食：300 円 昼食：400 円 夕食：400 円） 
※ 薬代等の医療費やリハビリパンツ等の日用品に関しましては、自己負担となりますのでご了承

下さい。 
 

～加算について～ 
※ 初期加算                           60 円/日 

 入居日から 30 日間のみ 
※ 退去時相談援助加算           800 円/回（１人につき１回を限度） 

 退居時に本人及びその家族等に対して退居後の居宅サービス等について相談援助を行

い、かつ、退居日から２週間以内に、退居後の居宅地を管轄する市町村等に対して必

要な情報を提供した場合 
  ※ 若年性認知症利用者受入加算                 240 円/日 

 受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めていること 
※1 夜間支援体制加算（Ⅱ）                    50 円/日 

 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を１ユニット１名配置することに加えて、夜

勤を行う介護従事者又は宿直勤務を行う者を１名以上配置すること 
※1 医療連携体制加算 ＊介護給付（要介護１～５）のみ加算     78 円/日 

 職員として看護師を１名以上配置すること。（准看護師は不可。）又は、病院、診療所、

訪問看護ステーションとの連携により看護師を１名以上配置すること。 
 看護師により２４時間連絡体制を確保していること。 
 「重度化した場合における対応に係る指針」を整備し、入居の際に入居者又は家族に

指針の内容を説明し、同意を得ること。 
  ※1 認知症専門ケア加算（Ⅰ）                   ６円/日 

 認知症生活自立度Ⅲ以上の者が、入居者の１/２以上であること 
 認知症介護実践リーダー研修修了者を、１名以上配置していること 
 職員間での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し

ていること 
※1 認知症専門ケア加算（Ⅱ）                   8 円/日 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件に加え、認知症介護指導者研修修了者を１名以上配

置していること 
 看護・介護職員毎の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること 

 



※1 看取り看護加算             288 円/日（死亡日以前４～30 日） 
1,360 円/日（死亡日前日及び前々日） 
2,560 円/日（死亡日） 

・ 医師が回復の見込みがないと診断した者であること 
・ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下「医師等」という）が共同

で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な

者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受けた上

で、同意している者を含む）であること 
・ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の

相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用して行われる介護についての

説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族が説明を受け、同意した上

で介護を受けている者を含む）であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ               36 円/日 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 60％以上であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ               24 円/日 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 50％以上であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                12 円/日 

看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 75％以上であること 
※1 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                12 円/日 

認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数３年以上の

者の占める割合が 30％以上であること 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数にサービス別加算率（8.3％）を乗じた単位数 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数にサービス別加算率（4.6％）を乗じた単位数 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）    介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 90/100 
※1 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）    介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 80/100 

 
※1 職員の配置や勤務状況により、加算内容が変わる場合があります。その際は事前に説明させて

頂きますのでご了承下さい。 


