
要介護度
自己負担

限度額認定
加算単位

（単価四捨五入）
食費 居住費

１日当たり
自己負担額

１日当たり
自己負担額

１段階 ¥300 ¥820 ¥1,906 ¥2,692

２段階 ¥390 ¥820 ¥1,996 ¥2,782

３段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,746 ¥3,532

４段階 ¥1,380 ¥1,970 ¥4,136 ¥4,922

１段階 ¥300 ¥820 ¥1,979 ¥2,838

２段階 ¥390 ¥820 ¥2,069 ¥2,928

３段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,819 ¥3,678

４段階 ¥1,380 ¥1,970 ¥4,209 ¥5,068

１段階 ¥300 ¥820 ¥2,058 ¥2,996

２段階 ¥390 ¥820 ¥2,148 ¥3,086

３段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,898 ¥3,836

４段階 ¥1,380 ¥1,970 ¥4,288 ¥5,226

１段階 ¥300 ¥820 ¥2,130 ¥3,140

２段階 ¥390 ¥820 ¥2,220 ¥3,230

３段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,970 ¥3,980

４段階 ¥1,380 ¥1,970 ¥4,360 ¥5,370

１段階 ¥300 ¥820 ¥2,203 ¥3,286

２段階 ¥390 ¥820 ¥2,293 ¥3,376

３段階 ¥650 ¥1,310 ¥3,043 ¥4,126

４段階 ¥1,380 ¥1,970 ¥4,433 ¥5,516

単価 単価 単価 単価
１２単位/日 １４単位/日 3単位/日
120単位/日 300単位/月 4単位/日
25単位/日 ２８単位/日 200単位/日

△１０％/日 5単位/日 ４００単位/月 10単位/３月回
36単位/日 26単位/日 １００単位/月 100単位/月
46単位/日 41単位/日 30単位/月 1８単位/日
６単位/日 246単位/日 90単位/月 12単位/日
４単位/日 560単位/日 6単位/回 6単位/日
13単位/日 650単位/回 6単位/日
８単位/日 1300単位/回 個別（0.083） 0.083

２２単位/日 30単位/日 個別（0.060）
１３単位/日 400単位/回 個別（0.033）
２７単位/日 460単位 個別（Ⅲ×0.9）
18単位/日 460単位 個別（Ⅲ×0.8）
5単位/日 400単位 10単位/日 加算 90

200単位/月 500単位 40単位/日
注8　準ユニット加算 ホ　退所時相談援助加算 ヨ　在宅復帰支援機能加算

注９　生活機能向上連携加算 ホ　退所前連携加算 タ　在宅・入所相互利用加算 

注7　夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ ホ　退所前訪問相談援助加算
カ　看取り介護加算（Ⅱ）

144、780、
1580単位/回

レ　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
注7　夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ ホ　退所後訪問相談援助加算 レ　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

注7　夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ ハ　初期加算
カ　看取り介護加算（Ⅰ）

144、680、
１２８０単位/回

レ　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
注7　夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ ニ　再入所時栄養連携加算 レ　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

注6　看護体制加算（Ⅱ）イ 注17 ワ　配置医師緊急時対応加算（早朝夜間） タ　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
注6　看護体制加算（Ⅱ）ロ 注18 ワ　配置医師緊急時対応加算（深夜） レ　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

注6　看護体制加算（Ⅰ）イ 注15　入院・外泊時費用 ル　口腔衛生管理加算 タ　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
注6　看護体制加算（Ⅰ）ロ 注16　外泊時在宅サービス利用費用 ヲ　療養食加算 タ　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

注5　日常生活継続支援加算（Ⅰ） 注14　障害者生活支援体制加算（Ⅰ） リ　経口維持加算（Ⅱ） ネ　排せつ支援加算
注5　日常生活継続支援加算（Ⅱ） 注14　障害者生活支援体制加算（Ⅱ） ヌ　口腔衛生管理体制加算 タ　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

注3 注12　常勤専従医師配置加算 チ　経口移行加算 ソ　認知症行動・心理症状緊急対応加算
注4　身体拘束廃止未実施減算 注13　精神科医療養指導加算 リ　経口維持加算（Ⅰ） ツ　褥瘡マネジメント加算

注1 注10　個別機能訓練加算 ヘ　栄養マネジメント加算 レ　認知症専門ケア加算（Ⅰ）
注2 注11　若年性認知症入所者受入加算 ト　低栄養リスク改善加算 レ　認知症専門ケア加算（Ⅱ）

¥91,290

¥132,990 ¥165,480

項目 項目 項目 項目

¥119,400

¥130,800 ¥161,100

要介護5 910 173

¥66,090 ¥98,580

¥68,790 ¥101,280

要介護4 843 167

¥63,900 ¥94,200

¥66,600 ¥96,900

¥89,100

¥123,780

¥152,040

要介護3 776 162

¥61,740 ¥89,880

¥64,440 ¥92,580

¥86,940 ¥115,080

要介護2 703 156

¥59,370 ¥85,140

¥62,070 ¥87,840

¥84,570 ¥110,340

¥126,270

¥128,640 ¥156,780

¥59,880 ¥83,460

¥82,380 ¥105,960

¥124,080 ¥147,660

平成30年4月改定　特養百年の里（ユニット型）料金表 2割負担者

基本単位
１ヶ月当りの

自己負担額（３０日）
１ヶ月当りの

自己負担額（３０日）

要介護1 636 150

¥57,180 ¥80,760


