
要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 ¥4,184 ¥4,464 ¥4,614 ¥4,766 ¥4,930 ¥5,082 ¥5,234 ¥6,068 ¥6,488 ¥6,711 ¥6,939 ¥7,186 ¥7,416 ¥7,643

第２段階 ¥4,364 ¥4,644 ¥4,794 ¥4,946 ¥5,110 ¥5,262 ¥5,414 ¥6,338 ¥6,758 ¥6,981 ¥7,209 ¥7,456 ¥7,686 ¥7,913

第３段階 ¥5,864 ¥6,144 ¥6,294 ¥6,446 ¥6,610 ¥6,762 ¥6,914 ¥8,588 ¥9,008 ¥9,231 ¥9,459 ¥9,706 ¥9,936 ¥10,163

上記以外 ¥8,720 ¥9,000 ¥9,150 ¥9,302 ¥9,466 ¥9,618 ¥9,770 ¥13,266 ¥13,686 ¥13,909 ¥14,137 ¥14,384 ¥14,614 ¥14,841

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 ¥3,014 ¥3,254 ¥3,382 ¥3,534 ¥3,692 ¥3,848 ¥3,996 ¥4,311 ¥4,674 ¥4,863 ¥5,094 ¥5,330 ¥5,561 ¥5,788

第２段階 ¥3,394 ¥3,634 ¥3,762 ¥3,914 ¥4,072 ¥4,228 ¥4,376 ¥4,881 ¥5,244 ¥5,433 ¥5,664 ¥5,900 ¥6,131 ¥6,358

第３段階 ¥4,714 ¥4,954 ¥5,082 ¥5,234 ¥5,392 ¥5,548 ¥5,696 ¥6,861 ¥7,224 ¥7,413 ¥7,644 ¥7,880 ¥8,111 ¥8,338

上記以外 ¥6,150 ¥6,390 ¥6,518 ¥6,670 ¥6,828 ¥6,984 ¥7,132 ¥9,409 ¥9,772 ¥9,961 ¥10,192 ¥10,428 ¥10,659 ¥10,886

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階 ¥2,374 ¥2,614 ¥2,742 ¥2,894 ¥3,052 ¥3,208 ¥3,356 ¥3,351 ¥3,714 ¥3,903 ¥4,134 ¥4,370 ¥4,601 ¥4,828

第２段階 ¥3,294 ¥3,534 ¥3,662 ¥3,814 ¥3,972 ¥4,128 ¥4,276 ¥4,731 ¥5,094 ¥5,283 ¥5,514 ¥5,750 ¥5,981 ¥6,208

第３段階 ¥3,814 ¥4,054 ¥4,182 ¥4,334 ¥4,492 ¥4,648 ¥4,796 ¥5,511 ¥5,874 ¥6,063 ¥6,294 ¥6,530 ¥6,761 ¥6,988

上記以外 ¥5,530 ¥5,770 ¥5,898 ¥6,050 ¥6,208 ¥6,364 ¥6,512 ¥8,479 ¥8,842 ¥9,031 ¥9,262 ¥9,498 ¥9,729 ¥9,956

上記の料金は入所日の朝食、及び退所日の夕食は含まれておりません。

基本単位数、サービスコードは裏面を参照下さい。

従来型多床室

利用者
負担段階

利用料
（例：１泊２日　施設送迎を利用した場合）

利用料
（例：2泊3日　施設送迎を利用した場合）

従来型個室

利用者
負担段階

利用料
（例：１泊２日　施設送迎を利用した場合）

利用料
（例：2泊3日　施設送迎を利用した場合）

ユニット型個室

利用者
負担段階

利用料
（例：１泊２日　施設送迎を利用した場合）

利用料
（例：2泊3日　施設送迎を利用した場合）
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サービスコード 単位数 サービスコード サービス内容略称 単位数

242411 514単位 216004 機能訓練体制加算 12単位

242421 638単位 246100 予短期生活サービス提供体制加算Ⅰ１ 18単位

249200 予短期入所生活介護送迎加算 184単位

246108 予短期生活処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の8.3％加算

246111 予短期生活特定処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の2.7％加算

212411 684単位 216004 機能訓練体制加算 12単位

212421 751単位 246100 予短期生活サービス提供体制加算Ⅰ１ 18単位

212431 824単位 216125 短期生活夜勤職員配置加算　Ⅳ 20単位

212441 892単位 249200 予短期入所生活介護送迎加算 184単位

212451 959単位 216108 短期生活処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の8..3％加算

246111 予短期生活特定処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の2.7％加算

サービスコード 単位数 サービスコード サービス内容略称 単位数 サービスコード サービス内容略称 単位数

242111 438単位 242115 予併設短期生活Ⅱ１ 438単位 216004 機能訓練体制加算 12単位

242121 545単位 242125 予併設短期生活Ⅱ２ 545単位 246100 予短期生活サービス提供体制加算Ⅰ１ 18単位

249200 予短期入所生活介護送迎加算 184単位

246108 予短期生活処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の8.3％加算

246111 予短期生活特定処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の2.7％加算

212111 586単位 212115 併設短期生活Ⅱ１ 586単位 216004 機能訓練体制加算 12単位

212121 654単位 212125 併設短期生活Ⅱ２ 654単位 216100 短期生活サービス提供体制加算Ⅰ１ 18単位

212131 724単位 212135 併設短期生活Ⅱ３ 724単位 216123 短期生活夜勤職員配置加算Ⅲ 15単位

212141 792単位 212145 併設短期生活Ⅱ４ 792単位 219200 短期入所生活介護送迎加算 184単位

212151 859単位 212155 併設短期生活Ⅱ５ 859単位 216108 短期生活処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の8.3％加算

216111 短期生活特定処遇改善加算Ⅰ 合計単位数の2.7％加算

ユニット型個室

820
820

1,310
2,390

第３段階 650
その他 1,392

利用者
負担段階 従来型個室 従来型多床室

食
費

第１段階 300
第２段階 390

居
住
費

第１段階 320 0

その他 1,190 880

420 370
第３段階 820 370
第２段階

要介護５ 併設短期生活Ⅰ５

要介護１ 併設短期生活Ⅰ１

要介護２ 併設短期生活Ⅰ２

要介護３ 併設短期生活Ⅰ３

要介護４ 併設短期生活Ⅰ４

要支援２ 予併設短期生活Ⅰ２

要介護４ 併ユ短期生活Ⅰ４

①　従来型個室

要介護５ 併ユ短期生活Ⅰ５

特別養護老人ホーム高麓　　(短期入所生活介護　・　介護予防短期入所生活）　事業所番号：2275100044

②　加算

サービス内容略称

要支援１ 予併設短期生活Ⅰ１

①　従来型多床室

要介護１ 併ユ短期生活Ⅰ１

要介護２ 併ユ短期生活Ⅰ２

要介護３ 併ユ短期生活Ⅰ３

要支援２ 予併ユ短期生活Ⅰ２

ユニット型特別養護老人ホーム高麓　（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）　事業所番号：2275101281 

要支援１ 予併ユ短期生活Ⅰ１　

①　ユニット型個室 ②　加算

サービス内容略称

①＋②介護保険分、③＋④保険外分

③介護保険外

１単位＝10.17（7級地）

①～④の合計が利用料金となります。

④ その他 費用

バスタオル・フェイスタオル・シャンプー

入浴時保湿剤・入浴時綿球・綿棒等
歯ブラシ・歯磨き粉・コップ・入れ歯ケース

義歯洗浄剤・スポンジブラシ等

●スキンケアサポート１００円/日 ●デンタルサポート５０円/日
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