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別紙 

    ※ 本書は変更・改定の都度、ご利用者にお渡し致します。 

認知症対応型共同生活介護 「琴弾の家」 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

 施  設  名      琴弾の家 

 開設年月日      平成１３年４月１日（新増築 平成２４年４月１日） 

 所  在  地      奈良県御所市大字池之内１０６４番地 

 電話番号        ０７４５－６４－２０６４     ＦＡＸ番号   ０７４５－６２－１０９２ 

管理者名        平井 基陽 

 介護保険指定番号   認知症対応型共同生活介護（２９７０８００１４６） 

 居室数          １８室 

 利用定員        １８名 

 

（２）琴弾の家の目的と運営方針 

琴弾の家は、認知症によって自立した生活が困難になった方々に対して、安心と尊厳

ある生活を営むことを支援するためのものです。それは、家庭的ななじみのある環境、

少人数の親しみのある人間関係、あるがままを受け入れる温かい雰囲気、それまで慣

れ親しんできた生活の継続と残された能力をできるだけ活かした生活の組み立てに

よってもたらされます。琴弾の家の利用者には、認知症についての正しい理解および

介護サービスについての専門的な知識と技術を持つ職員チームによって、一人ひとり

の状況と希望に合わせた適切な介護サービスを提供します。 

 

（３）職員体制 

    ・管理者（兼務）   １名（兼務先：医療法人 鴻池会 介護老人保健施設 鴻池荘） 

    ・計画作成担当者   ２名 

    ・介護従事者     常勤 １３名 

    ・看護師（兼務）   １名（兼務先：医療法人 鴻池会 介護老人保健施設 鴻池荘） 

    ・歯科衛生士（兼務） １名（兼務先：医療法人 鴻池会 介護老人保健施設 鴻池荘） 

 

（４）協力医療機関 

    ・秋津鴻池病院    ･･･ 奈良県御所市池之内１０６４番地 
 

 (５) 非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、自動火災報知器、誘導灯等 

・防災訓練  災害対策に備えて、火災・風水害・震災に対処する計画を作成し、 

年2回以上、避難・通報及び、消火訓練の実施 



２．費　用

◆認知症対応型共同生活介護費及び介護予防サービス費介護費給付費単位表（１日につき）

介護度 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

単位数 763 806 841 865 881 897

200単位/日

120単位/日

　　若年性認知症の方がご利用の場合（介護支援専門員が直接担当します）

・入院時費用加算（１月６日限度） 246単位/日

　　利用者が病院又は診療所への入院を要した場合

・初期加算 30単位/日

　　入居後30日以内は所定単位数が加算されます

400単位/回

　4単位/日

　　認知症日常生活自立度が重度（ランクⅢ以上）の方に専門的な認知症ケアを行った場合

200単位/月

　　生活機能の向上を目的とした介護を目的とした介護計画を作成した場合

30単位/月

5単位/回

・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

　 ている場合

総単位数の1000分の81に相当する単位数

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　 厚生労働大臣が定める基準に適合（勤続年数等）している介護職員の賃金の改善等を

　 奈良県に届出実施している場合

総単位数の1000分の31に相当する単位数
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    （１単位10.14円）

・栄養スクリーニング加算

　 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を奈良県に届出実施し

　　担当者に提供した場合

　　

・退居時相談援助加算(1回に限る)

　　認知症日常生活自立度が重度（ランクⅢ以上）であって、認知症行動・心理症状が認め

・若年性認知症利用者受入加算

・認知症専門ケア加算(Ⅱ)

　　１ヶ月以上の入居者の、退居後の相談援助を行った場合

※認知症対応型共同生活介護及び介護予防サービス費介護給付内費用（利用者ごとの負担割合）

　　計画作成担当者が併設老健の医師又はリハと利用者の身体状況等の評価を共同して行い、

　　歯科医師又は歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上

　　利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、情報を計画作成

・口腔衛生管理体制加算

　　行っている場合

・生活機能向上連携加算

※基準に適合しているため医療連携体制加算39単位（介護のみ）、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）18単位を含む

・認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日間）

　　られ在宅生活が困難であると医師が判断した場合

それぞれの
サービスを
提供した場
合上記に加
算させて頂
きます 



◆入居利用料金

◆業者委託リース

◆実　費
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　光熱水道下水処理等※

　理容・美容代

                      ２３０円／枚

            １２０円～２４０円／日
              (※セットにより異なる）

※認知症対応型共同生活介護及び介護予防サービス費介護給付外費用(利用者全額負担)

　家　  賃※

　食　材　費※

　クリーニング
  (ﾎﾜｲﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ)

                ４５，０００円／月 

                  １，３９２円／日

　オムツ代

　日 用 品 費※

　寝具リース一式

　防水シーツ

　共 益 費※

　敷  　金

　教養娯楽費※

　肌着リース

　※途中入退居の場合は、日割り計算

日　額　及　び　月　額項　　目

                      ２００円／日

実  費
（※上衣、下衣等）

　　１，８００円～４，５００円／回

 実  費

　※その他個別物品・嗜好品については実費

                      １５５円／日

                      １５５円／日

                ２２，２００円／月 (消費税別)

                  ６，０００円／月

              ２００，０００円



介護給付費内費用（利用者ごとの負担割合）

介護費給付費単位表（１日につき）

介護度 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

単位数 791 834 870 894 910 926

200単位/日

　　認められ在宅生活が困難であると医師が判断した場合

120単位/日

　　若年性認知症の方がご利用の場合（介護支援専門員が直接担当します）

200単位/月

　　生活機能の向上を目的とした介護を目的とした介護計画を作成した場合

・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

　 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を奈良県に届出実施し

　 ている場合

総単位数の1000分の81に相当する単位数

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　 厚生労働大臣が定める基準に適合（勤続年数等）している介護職員の賃金の改善等を

　 奈良県に届出実施している場合

総単位数の1000分の31に相当する単位数
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    （１単位10.14円）

※基準に適合しているため医療連携体制加算39単位（介護のみ）、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）18単位を含む

・認知症行動・心理症状緊急対応加算（７日間）

　　認知症日常生活自立度が重度（ランクⅢ以上）であって、認知症行動・心理症状が

　　

・若年性認知症利用者受入加算

◆短期認知症対応型共同生活介護及び介護予防短期認知症対応型共同生活介護サービス費

※短期認知症対応型共同生活介護及び介護予防短期認知症対応型共同生活介護サービス費

・生活機能向上連携加算

　　計画作成担当者が併設老健の医師又はリハと利用者の身体状況等の評価を共同して行い、

それぞれの
サービスを
提供した場
合上記に加
算させて頂
きます 



介護給付外費用(利用者全額負担)

◆入居利用料金

◆業者委託リース

◆実　費
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※短期認知症対応型共同生活介護及び介護予防短期認知症対応型共同生活介護サービス費

項　　目 日  　額　

　家　  賃                 １，５００円／日

　食　材　費                 １，３９２円／日

　日 用 品 費                     １５５円／日

　教養娯楽費                     １５５円／日

　光熱水道下水処理等                 　　７４０円／日 (消費税別)

　共 益 費                   　２００円／日 

　　１，８００円～４，５００円／回

　防水シーツ                       ２３０円／枚

　肌着リース
            １２０円～２４０円／日
              (※セットにより異なる）

　オムツ代  実  費

　※その他個別物品・嗜好品については実費

　寝具リース一式                       ２００円／日

　クリーニング
  (ﾎﾜｲﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ)

実  費
（※上衣、下衣等）

　理容・美容代
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３．利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 
  事業所又は施設名   琴 弾 の 家  
  申請するサービス種類   認知症対応型共同生活介護(介護予防サービス含む)  
 
                              措 置 の 概 要  
   
１．利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

 

   
      常設窓口   御所市大字池之内１０６４番地  
           グループホーム 「琴弾の家」  併設施設 鴻池荘内  
           電話  ０７４５－６４－２１８０  
           担当者  管理者     平井 基陽 

                             
 

 

   
 ２．円滑かつ迅速に苦情の処理を行うための体制・手順  
 （1） 苦情処理台帳に記載  
 （2） 苦情についての事実確認を行い対応方針を決める  
 （3） 苦情処理方法を記載し、管理者決裁  
  （4） 苦情処理について関係者との連携を行う（医療法人鴻池会と協議） 

（損害賠償が必要な場合は、迅速かつ円滑に対応できるようにする） 

 

  （5） 苦情の改善について利用者に確認を行う  
  （6） 苦情の処理は１日以内に行われることを原則とする  

  （7） 苦情・相談等について会議を行ない、サービスの改善、苦情・事故の再発を 

    防止する 

 

  （8） 苦情処理についての対策等を台帳に記録する   
   
 ３．その他参考事項  
 ・管理者及び支援相談員は、できうる限り定期的に利用者及び家族と面談し、

意見・要望・苦情等を伺う。 
 

・市町村  担当  住居地の市町村の介護相談･苦情窓口等 
      電話  ０７４５－６２－３００１（御所市） 

 
・奈良県国民健康保険団体連合会 

担当  奈良県国民健康保険団体連合会  介護苦情係 
電話  ０７４４－２９－８３２６ 
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