
令和4年10月１日現在

室料
日用品費

(希望者)

個室 ¥790 ¥1,668 ¥1,320 ¥6,129 ¥183,870

2人部屋 ¥874 ¥377 ¥660 ¥4,262 ¥127,860

多床室 ¥874 ¥377 ¥3,602 ¥108,060

個室 ¥866 ¥1,668 ¥1,320 ¥6,205 ¥186,150

2人部屋 ¥951 ¥377 ¥660 ¥4,339 ¥130,170

多床室 ¥951 ¥377 ¥3,679 ¥110,370

個室 ¥930 ¥1,668 ¥1,320 ¥6,269 ¥188,070

2人部屋 ¥1,018 ¥377 ¥660 ¥4,406 ¥132,180

多床室 ¥1,018 ¥377 ¥3,746 ¥112,380

個室 ¥989 ¥1,668 ¥1,320 ¥6,328 ¥189,840

2人部屋 ¥1,077 ¥377 ¥660 ¥4,465 ¥133,950

多床室 ¥1,077 ¥377 ¥3,805 ¥114,150

個室 ¥1,049 ¥1,668 ¥1,320 ¥6,388 ¥191,640

2人部屋 ¥1,134 ¥377 ¥660 ¥4,522 ¥135,660

多床室 ¥1,134 ¥377 ¥3,862 ¥115,860

居住費
(個室)

居住費
(多床室)

¥0

¥490 ¥370

¥1,310 ¥370

【備　　考】 ¥1,310 ¥370

¥251 ¥105

¥30 ¥251

¥418 ¥105

¥105 ¥502

¥7 ¥418

¥314 ¥523

¥21 ¥627

¥63 ¥418

¥35 ¥314

¥11 ¥209

¥16 ¥379

¥21

¥105

排せつの状態の改善が見込め、支援

計画を作成した場合

１点　　　　　　５５円 レンタルTV代 1日　１６５円

経口維持加算(Ⅰ)　/月

外泊時費用

経口維持加算(Ⅱ)　/月

試行的退所時指導加算　/退所時

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　/月

排せつ支援加算（Ⅰ）　/月

サービス内容 料金

教養娯楽費 １回　　　１１０円

嚥下障害のある方へ経口維持管理

医師、言語聴覚士歯科医師等の介入

療養食の提供

その他料金（自費：消費税込）

サービス内容

洗濯代

6種類以上の内服薬が処方されており、入所

時に1種類以上減少させた場合

¥12 ¥25 ¥48¥23

¥48¥23

介護職員等ベースアップ等支援加算　/月
施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

0.8％分に相当する金額

レンタル電気毛布代

（電気代込み）
１日　　　１００円

※下記は該当時のみサービス提供した場合、上記料金に加算されます。（退所時加算：入所期間が1月を超え在宅へ退所される方）

認知症短期集中リハビリテーション

実施加算（入所後3月以内、週3回）
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

かかりつけ医との連携、処方内容の変

更の可能性などの説明、合意

経口移行加算　/日

老人訪問看護指示加算　/退所時 訪問看護指示書を交付

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

/月

サービス内容 料金

排せつ支援加算（Ⅲ）　/月 排尿・排便の状態が改善している場合

入所者の心身の状況等に係る基本的な情

報の厚労省へのデータ提出

自立支援促進加算　/月

安全対策体制加算　/入所時
事故発生防止のための指針の整備、体制

の整備、研修の実施、担当者の設置

１種類１日　　５５円

療養食加算　/食

理美容費 １回　１，３２０円電気代

料金

退所後の主治医に対して情報

提供を行った場合

認知症と診断されている場合

経管栄養から経口へ移行する取り組

みを行った場合

医師による自立支援のための医学的

評価、計画、見直し

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）
厚労省へのデータ提出、フィードバック

の活用

試行的退所時に療養上の指導実施

¥650

¥48¥23 ¥160

第3段階①

¥390

第3段階② ¥1,360

退所時情報提供加算　/退所時

¥32 ¥251

要介護5 ¥1,800 ¥32 ¥251 ¥12 ¥25

第1段階

第2段階

※上記合計料金は地域加算10.45(5級地)が計算に含まれています。

介護保険負担限度額認定証をお持ちの方　食費・居住費負担限度額

(1日の料金・従来型多床室/従来型個室)

食費

¥300

¥251 ¥12 ¥25¥23

介護老人保健施設くるみ館　ご利用料金表

要介護度 居室タイプ
超強化型

基本料金
居住費
（第4段階)

食　費

（第4段階)

※おやつ代含

初期加算

(最初の

３０日間)

短期集中

リハビリ

加算

栄養

マネジメント

強化加算

夜勤職員

配置加算

在宅復帰・

在宅療養

支援機能

加算（Ⅱ）

サｰビス

提供体制

強化加算

(Ⅰ)

自費利用料 強化型

合計

（１日）

強化型

合計

（1ヶ月/30日）

要介護4 ¥1,800 ¥32 ¥251 ¥12 ¥25

¥48¥23 ¥160

¥48 ¥160

¥160

¥160

要介護3 ¥1,800

要介護1 ¥1,800 ¥32 ¥251 ¥12 ¥25

要介護2 ¥1,800 ¥32

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　/入所時
入所前後にご自宅訪問し指導実施し計

画作成

入退所前連携加算（Ⅰ）
入所時および退所前に居宅ケアマネと連携し

サービス調整などを行った場合

入退所前連携加算（Ⅱ）
退所前に居宅ケアマネと連携しサービス

調整を行った場合

外泊時に算定

排せつの状態の改善が見込め、支援

計画を作成した場合

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

そ
の
他
加
算
項
目
費
用

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

2.1％分に相当する金額の１割分

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

3.9％分に相当する金額の１割分

再入所時栄養連携加算
再入所時（退院後）に双方の管理栄養士

が連携し栄養ケア計画を策定

リハビリテーションマネジメント計

画書情報加算　/月

リハビリテーション実施計画の質の管

理、厚労省へのデータ提出など

排尿・排便の状態が改善している場合排せつ支援加算（Ⅱ）　/月

介護職員処遇改善加算　/月排せつ支援加算（Ⅳ）※経過措置



令和4年10月１日現在

室料
日用品費

(希望者)

個室 ¥1,580 ¥1,668 ¥1,320 ¥7,308 ¥219,240

2人部屋 ¥1,748 ¥377 ¥660 ¥5,525 ¥165,750

多床室 ¥1,748 ¥377 ¥4,865 ¥145,950

個室 ¥1,731 ¥1,668 ¥1,320 ¥7,459 ¥223,770

2人部屋 ¥1,902 ¥377 ¥660 ¥5,679 ¥170,370

多床室 ¥1,902 ¥377 ¥5,019 ¥150,570

個室 ¥1,860 ¥1,668 ¥1,320 ¥7,588 ¥227,640

2人部屋 ¥2,036 ¥377 ¥660 ¥5,813 ¥174,390

多床室 ¥2,036 ¥377 ¥5,153 ¥154,590

個室 ¥1,977 ¥1,668 ¥1,320 ¥7,705 ¥231,150

2人部屋 ¥2,153 ¥377 ¥660 ¥5,930 ¥177,900

多床室 ¥2,153 ¥377 ¥5,270 ¥158,100

個室 ¥2,097 ¥1,668 ¥1,320 ¥7,825 ¥234,750

2人部屋 ¥2,268 ¥377 ¥660 ¥6,045 ¥181,350

多床室 ¥2,268 ¥377 ¥5,385 ¥161,550

居住費
(個室)

居住費
(多床室)

¥0

¥490 ¥370

¥1,310 ¥370

【備　　考】 ¥1,310 ¥370

¥502 ¥209

¥59 ¥502

¥836 ¥209

¥209 ¥1,004

¥13 ¥836

¥627 ¥1,045

¥42 ¥1,254

¥126 ¥836

¥69 ¥627

¥21 ¥418

¥32 ¥757

¥42

¥209

その他料金（自費：消費税込）

サービス内容 料金 サービス内容 料金 サービス内容 料金

電気代 １種類１日　　５５円 理美容費 １回　１，３２０円
レンタル電気毛布代

（電気代込み）
１日　　　１００円

洗濯代 １点　　　　　　５５円 レンタルTV代 1日　１６５円 教養娯楽費 １回　　　１１０円

排せつ支援加算（Ⅲ）　/月 排尿・排便の状態が改善している場合
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　/月

介護職員等ベースアップ等支援加算　/月

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

2.1％分に相当する金額の１割分

排せつ支援加算（Ⅳ）※経過措置
排せつの状態の改善が見込め、支援

計画を作成した場合
介護職員処遇改善加算　/月

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

3.9％分に相当する金額の１割分

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

0.8％分に相当する金額

排せつ支援加算（Ⅰ）　/月
排せつの状態の改善が見込め、支援

計画を作成した場合
再入所時栄養連携加算

再入所時（退院後）に双方の管理栄養士

が連携し栄養ケア計画を策定

排せつ支援加算（Ⅱ）　/月 排尿・排便の状態が改善している場合 外泊時費用 外泊時に算定

リハビリテーションマネジメント計

画書情報加算　/月

リハビリテーション実施計画の質の管

理、厚労省へのデータ提出など
老人訪問看護指示加算　/退所時 訪問看護指示書を交付

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

/月

入所者の心身の状況等に係る基本的な情

報の厚労省へのデータ提出
入退所前連携加算（Ⅱ）

退所前に居宅ケアマネと連携しサービス

調整を行った場合

経口移行加算　/日
経管栄養から経口へ移行する取り組

みを行った場合
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

厚労省へのデータ提出、フィードバック

の活用

経口維持加算(Ⅰ)　/月 嚥下障害のある方へ経口維持管理 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）
6種類以上の内服薬が処方されており、入所

時に1種類以上減少させた場合

第3段階① ¥650

※下記は該当時のみサービス提供した場合、上記料金に加算されます。（退所時加算：入所期間が1月を超え在宅へ退所される方）

そ
の
他
加
算
項
目
費
用

認知症短期集中リハビリテーション

実施加算（入所後3月以内、週3回）
認知症と診断されている場合 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

かかりつけ医との連携、処方内容の変

更の可能性などの説明、合意

経口維持加算(Ⅱ)　/月 医師、言語聴覚士歯科医師等の介入

自立支援促進加算　/月
医師による自立支援のための医学的

評価、計画、見直し
退所時情報提供加算　/退所時

退所後の主治医に対して情報

提供を行った場合

安全対策体制加算　/入所時
事故発生防止のための指針の整備、体制

の整備、研修の実施、担当者の設置
入退所前連携加算（Ⅰ）

入所時および退所前に居宅ケアマネと連携し

サービス調整などを行った場合

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　/入所時
入所前後にご自宅訪問し指導実施し計

画作成

療養食加算　/食 療養食の提供 試行的退所時指導加算　/退所時 試行的退所時に療養上の指導実施

食費

第1段階 ¥300

第2段階 ¥390

¥50 ¥96 ¥160

※上記合計料金は地域加算10.45(5級地)が計算に含まれています。

介護保険負担限度額認定証をお持ちの方　食費・居住費負担限度額

(1日の料金・従来型多床室/従来型個室)

¥50 ¥96 ¥160

要介護5 ¥1,800 ¥63 ¥502 ¥23 ¥46

要介護4 ¥1,800 ¥63 ¥502 ¥23 ¥46

要介護3 ¥1,800 ¥63 ¥502 ¥23 ¥46

¥160要介護1 ¥1,800 ¥63 ¥502 ¥23 ¥46 ¥50 ¥96

サｰビス

提供体制

強化加算

(Ⅰ)

夜勤職員

配置加算

在宅復帰・

在宅療養

支援機能

加算（Ⅱ）

自費利用料 強化型

合計

（１日）

強化型

合計

（1ヶ月/30日）

第3段階② ¥1,360

介護老人保健施設くるみ館　ご利用料金表（介護保険2割負担）

要介護度 居室タイプ
超強化型

基本料金
居住費
（第4段階)

食　費

（第4段階)

※おやつ代含

初期加算

(最初の

３０日間)

短期集中

リハビリ

加算

栄養

マネジメント

強化加算

要介護2 ¥1,800 ¥63 ¥502 ¥23 ¥46 ¥50 ¥96 ¥160

¥50 ¥96 ¥160



令和4年10月１日現在

室料
日用品費

(希望者)

個室 ¥2,370 ¥1,668 ¥1,320 ¥8,488 ¥254,640

2人部屋 ¥2,621 ¥377 ¥660 ¥6,788 ¥203,640

多床室 ¥2,621 ¥377 ¥6,128 ¥183,840

個室 ¥2,596 ¥1,668 ¥1,320 ¥8,714 ¥261,420

2人部屋 ¥2,853 ¥377 ¥660 ¥7,020 ¥210,600

多床室 ¥2,853 ¥377 ¥6,360 ¥190,800

個室 ¥2,790 ¥1,668 ¥1,320 ¥8,908 ¥267,240

2人部屋 ¥3,054 ¥377 ¥660 ¥7,221 ¥216,630

多床室 ¥3,054 ¥377 ¥6,561 ¥196,830

個室 ¥2,966 ¥1,668 ¥1,320 ¥9,084 ¥272,520

2人部屋 ¥3,229 ¥377 ¥660 ¥7,396 ¥221,880

多床室 ¥3,229 ¥377 ¥6,736 ¥202,080

個室 ¥3,145 ¥1,668 ¥1,320 ¥9,263 ¥277,890

2人部屋 ¥3,402 ¥377 ¥660 ¥7,569 ¥227,070

多床室 ¥3,402 ¥377 ¥6,909 ¥207,270

居住費
(個室)

居住費
(多床室)

¥0

¥490 ¥370

¥1,310 ¥370

【備　　考】 ¥1,310 ¥370

¥753 ¥314

¥88 ¥753

¥1,254 ¥314

¥314 ¥1,505

¥19 ¥1,254

¥941 ¥1,568

¥63 ¥1,881

¥189 ¥1,254

¥104 ¥941

¥32 ¥627

¥47 ¥1,135

¥63

¥314

その他料金（自費：消費税込）

サービス内容 料金 サービス内容 料金 サービス内容 料金

電気代 １種類１日　　５５円 理美容費 １回　１，３２０円
レンタル電気毛布代

（電気代込み）
１日　　　１００円

洗濯代 １点　　　　　　５５円 レンタルTV代 1日　１６５円 教養娯楽費 １回　　　１１０円

排せつ支援加算（Ⅲ）　/月 排尿・排便の状態が改善している場合
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　/月

介護職員等ベースアップ等支援加算　/月

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

2.1％分に相当する金額の１割分

排せつ支援加算（Ⅳ）※経過措置
排せつの状態の改善が見込め、支援

計画を作成した場合
介護職員処遇改善加算　/月

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

3.9％分に相当する金額の１割分

施設ｻｰﾋﾞｽ費及び加算ｻｰﾋﾞｽ合計の

0.8％分に相当する金額

排せつ支援加算（Ⅰ）　/月
排せつの状態の改善が見込め、支援

計画を作成した場合
再入所時栄養連携加算

再入所時（退院後）に双方の管理栄養士

が連携し栄養ケア計画を策定

排せつ支援加算（Ⅱ）　/月 排尿・排便の状態が改善している場合 外泊時費用 外泊時に算定

リハビリテーションマネジメント計

画書情報加算　/月

リハビリテーション実施計画の質の管

理、厚労省へのデータ提出など
老人訪問看護指示加算　/退所時 訪問看護指示書を交付

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

/月

入所者の心身の状況等に係る基本的な情

報の厚労省へのデータ提出
入退所前連携加算（Ⅱ）

退所前に居宅ケアマネと連携しサービス

調整を行った場合

経口移行加算　/日
経管栄養から経口へ移行する取り組

みを行った場合
かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

厚労省へのデータ提出、フィードバック

の活用

経口維持加算(Ⅰ)　/月 嚥下障害のある方へ経口維持管理 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）
6種類以上の内服薬が処方されており、入所

時に1種類以上減少させた場合

第3段階① ¥650

※下記は該当時のみサービス提供した場合、上記料金に加算されます。（退所時加算：入所期間が1月を超え在宅へ退所される方）

そ
の
他
加
算
項
目
費
用

認知症短期集中リハビリテーション

実施加算（入所後3月以内、週3回）
認知症と診断されている場合 かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）

かかりつけ医との連携、処方内容の変

更の可能性などの説明、合意

経口維持加算(Ⅱ)　/月 医師、言語聴覚士歯科医師等の介入

自立支援促進加算　/月
医師による自立支援のための医学的

評価、計画、見直し
退所時情報提供加算　/退所時

退所後の主治医に対して情報

提供を行った場合

安全対策体制加算　/入所時
事故発生防止のための指針の整備、体制

の整備、研修の実施、担当者の設置
入退所前連携加算（Ⅰ）

入所時および退所前に居宅ケアマネと連携し

サービス調整などを行った場合

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）　/入所時
入所前後にご自宅訪問し指導実施し計

画作成

療養食加算　/食 療養食の提供 試行的退所時指導加算　/退所時 試行的退所時に療養上の指導実施

食費

第1段階 ¥300

第2段階 ¥390

¥75 ¥144 ¥160

※上記合計料金は地域加算10.45(5級地)が計算に含まれています。

介護保険負担限度額認定証をお持ちの方　食費・居住費負担限度額

(1日の料金・従来型多床室/従来型個室)

¥75 ¥144 ¥160

要介護5 ¥1,800 ¥94 ¥753 ¥35 ¥69

要介護4 ¥1,800 ¥94 ¥753 ¥35 ¥69

要介護3 ¥1,800 ¥94 ¥753 ¥35 ¥69

¥160要介護1 ¥1,800 ¥94 ¥753 ¥35 ¥69 ¥75 ¥144

サｰビス

提供体制

強化加算

(Ⅰ)

夜勤職員

配置加算

在宅復帰・

在宅療養

支援機能

加算（Ⅱ）

自費利用料 強化型

合計

（１日）

強化型

合計

（1ヶ月/30日）

第3段階② ¥1,360

介護老人保健施設くるみ館　ご利用料金表（介護保険3割負担）

要介護度 居室タイプ
超強化型

基本料金
居住費
（第4段階)

食　費

（第4段階)

※おやつ代含

初期加算

(最初の

３０日間)

短期集中

リハビリ

加算

栄養

マネジメント

強化加算

要介護2 ¥1,800 ¥94 ¥753 ¥35 ¥69 ¥75 ¥144 ¥160

¥75 ¥144 ¥160


