
1ヶ月（30日）あたりの目安

多床室 377 円 39,439 円～ 多床室 円～

個室 1,668 円 37,009 円～ 個室 円～

多床室 377 円 41,689 円～ 多床室 円～

個室 1,668 円 39,199 円～ 個室 円～

多床室 377 円 43,639 円～ 多床室 円～

個室 1,668 円 41,089 円～ 個室 円～

多床室 377 円 45,349 円～ 多床室 円～

個室 1,688 円 42,799 円～ 個室 円～

多床室 377 円 47,029 円～ 多床室 円～

個室 1,688 円 44,509 円～ 個室 円～

多床室 377 円 78,741 円～ 多床室 145,401 円～

個室 1,668 円 73,851 円～ 個室 209,241 円～

多床室 377 円 83,241 円～ 多床室 149,901 円～

個室 1,668 円 78,231 円～ 個室 213,621 円～

多床室 377 円 87,141 円～ 多床室 153,801 円～

個室 1,668 円 82,011 円～ 個室 217,401 円～

多床室 377 円 90,531 円～ 多床室 157,191 円～

個室 1,688 円 85,431 円～ 個室 220,821 円～

多床室 377 円 93,891 円～ 多床室 160,551 円～

個室 1,688 円 88,881 円～ 個室 224,271 円～

多床室 377 円 118,045 円～ 多床室 円～

個室 1,668 円 110,725 円～ 個室 円～

多床室 377 円 124,795 円～ 多床室 円～

個室 1,668 円 117,295 円～ 個室 円～

多床室 377 円 130,615 円～ 多床室 円～

個室 1,668 円 122,965 円～ 個室 円～

多床室 377 円 135,745 円～ 多床室 円～

個室 1,688 円 128,065 円～ 個室 円～

多床室 377 円 140,755 円～ 多床室 円～

個室 1,688 円 133,255 円～ 個室 円～

※上記金額は介護保険負担割合証１割負担、2割負担、3割負担それぞれの金額を表示しています。

介護保険基本サービス費の内訳

基本単位数・初期加算３０単位/日・サービ提供体制強化加算（Ⅲ）６単位/日・夜勤職員配置加算２４単位/日・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算33単位/月

　　　　　　 　　科学的介護推進体制加算40単位/月・褥瘡マネジメント加算13単位/月・排せつ支援加算加算10単位/月

　              短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月3０回）・認知症短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月約１２回）

　認知症専門棟に入所された場合は別途、認知症ケア加算７６単位/日を算定します。

※上記金額は２階の標準の金額を表示しています。

※上記の個室月額金額には個室代（1,000円/日）が含まれています。

※室料として、特別室(2,000円/日）は別途料金がかかる為、上記個室料金に（＋30,000円／月額）かかります。（認知症専門棟に入所の方は除く）

※室料として、2人部屋(500円/日）は別途料金がかかる為、上記多床室料金に（＋15,000円／月額）かかります。（認知症専門棟に入所の方は除く）

☆介護処遇改善加算（Ⅰ）が基本サービス費に加算されます。加算率3.9%

☆介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）が基本サービス費に加算されます。加算率1.7%

☆介護職員等ベースアップ等支援加算が基本サービス費に加算されます。加算率0.8%

☆居室の電気代、洗濯代、医療費自己負担分、訪問理美容等は実費です。

要介護５ 1,445 円 12,000 円
207,415

268,645

要介護４ 1,445 円 12,000 円
202,405

263,455

要介護３ 1,445 円 12,000 円
197,275

258,355

要介護２ 1,445 円 12,000 円
191,455

252,685

要介護１ 1,445 円 12,000 円
184,705

246,115

介護認定区分 居住費（日額） 食費（日額）
介護保険（月額）

（基本サービス費）
日用品費

教養娯楽費（月額）
月額（３０日計算）

要介護５ 1,445 円 12,000 円

【標準３割負担】古都の森入所サービス利用料金表（令和4年10月1日改定）

要介護３ 1,445 円 12,000 円

要介護４ 1,445 円 12,000 円

要介護１ 1,445 円 12,000 円

要介護２ 1,445 円 12,000 円

【標準2割負担】古都の森入所サービス利用料金表（令和4年10月1日改定）

介護認定区分 居住費（日額） 食費（日額）
介護保険（月額）

（基本サービス費）
日用品費

教養娯楽費（月額）
月額（３０日計算）

要介護５ 1,445 円 12,000 円
113,689

184,899

要介護４ 1,445 円 12,000 円
112,009

183,189

要介護３ 1,445 円 12,000 円
110,299

181,479

要介護２ 1,445 円 12,000 円
108,349

179,589

介護保険（月額）
（基本サービス費）

日用品費
教養娯楽費（月額）

月額（３０日計算）

要介護１ 1,445 円 12,000 円
106,099

177,399

老人保健施設　古都の森
お問い合わせは086-278-4600

ご利用料金表

【標準1割負担】古都の森入所サービス利用料金表（令和4年10月1日改定）

介護認定区分 居住費（日額） 食費（日額）



多床室 370 円 39,439 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 37,009 円～ 個室 円～

多床室 370 円 41,689 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 39,199 円～ 個室 円～

多床室 370 円 43,639 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 41,089 円～ 個室 円～

多床室 370 円 45,349 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 42,799 円～ 個室 円～

多床室 370 円 47,029 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 44,509 円～ 個室 円～

※上記金額は、２階の負担限度認定証第3段階①（1割負担）の金額を表示しています。

介護保険基本サービス費の内訳

基本単位数・初期加算３０単位/日・サービ提供体制強化加算（Ⅲ）６単位/日・夜勤職員配置加算２４単位/日・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算33単位/月

　　　　　　 　　科学的介護推進体制加算40単位/月・褥瘡マネジメント加算13単位/月・排せつ支援加算加算10単位/月

　認知症専門棟に入所された場合は別途、認知症ケア加算７６単位/日を算定します。

※上記の個室月額金額には個室代（1,000円/日）が含まれています。

※室料として、特別室(2,000円/日）・2人部屋（５００円/日）は別途料金がかかります。（認知症専門棟に入所の方は除く）

☆介護処遇改善加算（Ⅰ）が基本サービス費に加算されます。加算率3.9%

☆介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）が基本サービス費に加算されます。加算率1.7%

☆介護職員等ベースアップ等支援加算が基本サービス費に加算されます。加算率0.8%

☆居室の電気代、洗濯代、医療費自己負担分、訪問理美容等は実費です。

多床室 370 円 39,439 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 37,009 円～ 個室 円～

多床室 370 円 41,689 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 39,199 円～ 個室 円～

多床室 370 円 43,639 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 41,089 円～ 個室 円～

多床室 370 円 45,349 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 42,799 円～ 個室 円～

多床室 370 円 47,029 円～ 多床室 円～

個室 1,310 円 44,509 円～ 個室 円～

※上記金額は、２階の負担限度認定証第3段階②（1割負担）の金額を表示しています。

介護保険基本サービス費の内訳

基本単位数・初期加算３０単位/日・サービ提供体制強化加算（Ⅲ）６単位/日・夜勤職員配置加算２４単位/日・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算33単位/月

　　　　　　 　　科学的介護推進体制加算40単位/月・褥瘡マネジメント加算13単位/月・排せつ支援加算加算10単位/月

　　 　　　　　　短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月約３０回）・認知症短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月約１２回）

　認知症専門棟に入所された場合は別途、認知症ケア加算７６単位/日を算定します。

※上記の個室月額金額には個室代（1,000円/日）が含まれています。

※室料として、特別室(2,000円/日）・2人部屋（５００円/日）は別途料金がかかります。（認知症専門棟に入所の方は除く）

☆介護処遇改善加算（Ⅰ）が基本サービス費に加算されます。加算率3.9%

☆介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）が基本サービス費に加算されます。加算率1.7%

☆介護職員等ベースアップ等支援加算が基本サービス費に加算されます。加算率0.8%

☆居室の電気代、洗濯代、医療費自己負担分、訪問理美容等は実費です。

要介護５ 1,360 円 12,000 円
110,929

166,609

要介護４ 1,360 円 12,000 円
109,249

164,899

要介護３ 1,360 円 12,000 円
107,539

163,189

要介護２ 1,360 円 12,000 円
105,589

161,299

要介護１ 1,360 円 12,000 円
103,339

159,109

【負担限度額認定証第3段階②の方】古都の森入所サービス利用料金表（令和4年10月1日改定）

介護認定区分 居住費（日額） 食費（日額）
介護保険（月額）

（基本サービス費）
日用品費

教養娯楽費（月額）
月額（３０日計算）

要介護５ 650 円 12,000 円
89,629

165,309

要介護４ 650 円 12,000 円
87,949

163,599

要介護３ 650 円 12,000 円
86,239

161,889

要介護２ 650 円 12,000 円
84,289

159,999

要介護１ 650 円 12,000 円
82,039

157,809

【負担限度額認定証第3段階①の方】古都の森入所サービス利用料金表（令和4年10月1日改定）

介護認定区分 居住費（日額） 食費（日額）
介護保険（月額）

（基本サービス費）
日用品費

教養娯楽費（月額）
月額（３０日計算）

　　　　　　　　短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月約３０回）・認知症短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月約１２回）



多床室 370 円 39,439 円～ 多床室 74,239 円～

個室 490 円 37,009 円～ 個室 105,409 円～

多床室 370 円 41,689 円～ 多床室 76,489 円～

個室 490 円 39,199 円～ 個室 107,599 円～

多床室 370 円 43,639 円～ 多床室 78,439 円～

個室 490 円 41,089 円～ 個室 109,489 円～

多床室 370 円 45,349 円～ 多床室 80,149 円～

個室 490 円 42,799 円～ 個室 111,199 円～

多床室 370 円 47,029 円～ 多床室 81,829 円～

個室 490 円 44,509 円～ 個室 112,909 円～

※上記金額は、２階の負担限度額認定証第２段階（1割負担）の金額を表示しています。

介護保険基本サービス費の内訳

基本単位数・初期加算３０単位/日・サービ提供体制強化加算（Ⅲ）６単位/日・夜勤職員配置加算２４単位/日・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算33単位/月

　　　　　　 　　科学的介護推進体制加算40単位/月・褥瘡マネジメント加算13単位/月・排せつ支援加算加算10単位/月

               　短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月約３０回）・認知症短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日（月約１２回）

　認知症専門棟に入所された場合は別途、認知症ケア加算７６単位/日を算定します。

※上記の個室月額金額には個室代（1,000円/日）が含まれています。

※室料として、特別室(2,000円/日）・2人部屋（５００円/日）は別途料金がかかります。（認知症専門棟に入所の方は除く）

☆介護処遇改善加算（Ⅰ）が基本サービス費に加算されます。加算率3.9%

☆介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）が基本サービス費に加算されます。加算率1.7%

☆介護職員等ベースアップ等支援加算が基本サービス費に加算されます。加算率0.8%

☆居室の電気代、洗濯代、医療費自己負担分、訪問理美容等は実費です。

要介護５ 390 円 12,000 円

要介護３ 390 円 12,000 円

要介護４ 390 円 12,000 円

要介護１ 390 円 12,000 円

要介護２ 390 円 12,000 円

【負担限度額認定証第2段階の方】古都の森入所サービス利用料金表（令和4年10月1日改定）

介護認定区分 居住費（日額） 食費（日額）
介護保険（月額）

（基本サービス費）
日用品費

教養娯楽費（月額）
月額（３０日計算）


