
(様式2)
2.保険給付決定状況
(1)介護給付・予防給付

(D総　数

介護保険事業状況報告
(平成　29年　7月分)

保険者番号:　11221

保険者名　:草加市

種　　　　　　類 ��予防給付 ��������������介護給付 �������������������������������音 　合計 

要支援1 �����要支援2 �����計 ����経過的 要介護 ����要介護1 �����要介護2 ����要介護3 ����要介護4 �����要介護5 ����計 

ア件数 

居宅(介護予防)サービス ��音　音　音110 �����音l音;17 �����音　　　　音　　　　音 ���2 �音　　　i　　I　　　音 ����音　　　I ���〈39 �� �音　-　〉23 ���音　　　l　　　音 ���14 � �音 �� �8 �-1音　〉　4 ����音　　　l ���;8 �� �音　音　血5 

訪問サービス ��∴　∴　∴:0 �����音　-　音;0 �����音　　　　音　　　　音 ��� �i ��音　　　　音 ��音　　　「 ���;0 �� �音　　　　音 ��0 �音 ��音 �0 � �音 �� �0 �∴　∴　∴:0 ����」　　　音 ���音 �� �音　音　こ　0 

訪問介護 �音　音　音;0 �����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ��� � � �音　　　【 ��音　　　【 ���;0 �� �音　　　　音 ��0 �音 ��音 �0 � �音 �� �0 �l ��音;0 ��音　　　　音 ���音 �� �音　　　　音 ���0 

訪問入浴介護 �音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音　　　I ���� � �「　　　音 ��音　　　　音 ���〈　0 �� �1「;0 ���音 ��音 �0 � �音 �� �0 �1 ��音;0 ��」　　　i ���音 �� �音　　　　音 ���0 

訪問看護 �音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　i　　　音　　　【 ����音 ��音　　　　音 ��音　音　音;0 ����� �音　音;0 ���音 ��音 �0 �I �� � �0 �1 ��音;0 �� � � �音 �� �音　　　l ���0 

訪問リハビリテーション �∴　∴　∴:0 �����」 ��音;0 ���音　　　」　　　音　　　　音 ����音 ��音　　　　音 ��∴　∴　∴:0 ����� �音　音「0 ���音　　　【　　　音 ���0 �i �� �〉　0 ��( ��音;0 �� � � �音 ��漢　　　●音　　　】 ����0 

居宅療養管理指導 �音　　　i　　l ����0 �音　音　音」o �����音　　　】　　　音　　　「 ����音　　　　音　　　　音　　　　音 ����音　　　　音　　　「 ����0 �-1音;0 ����1　　【　　　音 ���0 �I ��「「0 ���i �� �;0 � � �「　　　音 ���「 �� � �0 

適所サービス ��音 ��i ��0 �音　音l〈　0 �����音 �音　　　　音 ���音 ��音　　　　音 ��音　　　　音 ��� �0 �∴　∴　∴:0 ����i∴∴i　　: ���0 �音 ��,;0 ��� � � �;0 � � �【　　」 ���音 �� � �0 

適所介護 �音 �� �;0 ��∴　∴　∴:0 �����音 �音　　　　音 ���音 ��音　　　　音 ��」　　　音 ��� �0 �-　-　音;0 ���� � �音 �0 �「 ��音;0 ��� � �-;0 �� � �「　　　音 ���∴　∴　∴」0 

適所リ八日)テーション �音 �� �!0 ��i　　I　　l ����0 �1 �音　　　　音 ���音　　　【　　　音　　　　音 ����音　　　　音　　　　音 ����0 � �」音;0 ��� � �音 �0 �音 ��し;0 ��� � �音;0 �� � �【　　　音 ���音　　　　音　　　i ����0 

短期入所サービス ��音 �� �;0 ��音　　　　音　　　l ����0 �i �音　　　　音 ���音　　　「　　　音　　　　音 ����∴　∴　∴:0 ����� �」音;0 ���音　　　　し　　　　音 ���0 � � �-!0 ��� � �「;0 ��) �� �音 ��「　　　音　　　　音 ����0 

短期入所生活介護 �音 �� �〉　0 ��音　　　【 ���10 ��」 �音　　　　音 ���音　　　【　　　音　　　　音 ����音　　　　音 ���;0 �� �」-;0 ���」 ��音 �0 � � �,;0 ��� � �音;0 ��1　　　1 ���音 ��i　　　音　　　」 ����0 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　　　i ���し　0 ��、∴∴∴i ���†0 ��音　　　)　　　音　　　　音 ����音　　　I　　　音　　　　音 ����音　　　　音 ���;0 �� �音　音　〉　0 ���音 ��音 �0 � � �,;0 ��� � �音;0 ��1 �� �音 �� �音　　　　音 ���0 

短期入所療養介護(介護療養型医簾施設等 �音　　　」 ���)0 �� �音　音」O ����音　　　l　　l　　　音 ����音　　　「　　　音　　　　音 ����音　音　-;0 ����� �音　音)0 ���1 ��音 �0 �「 �� � �0 � � �音;0 �� � � �音 �� �音　　　「 ���0 

福祉用具・住宅改修サービス ��音 �� �し10 �� �-1」17 ����十十　音　〉2 ����音　　　【　　　音　　　　音 ����音　音　-;39 ����� �-　音;23 ���音 ��音 �14 �「 �� � �8 � � �」;4 �� � � �;8 ��I　　　音　　　　音 ����115 

福祉用具貸与 �音　　　i ���こ　0 ��音 ��」;0 ���音　　　l　　　音　　　　音 ����音 ��音　　　　音 ��音　　　　音 ���;0 �� �音　　　「 ��0 �音 ��音;0 �� � � � �0 � � �音;0 �� � � �音 �� �音　　　　音 ���0 

福祉用具購入費 �音」1こ　4 �����1 ��』∴∴「6 ���音　　　「　　　音 ���1 �音 ��音　　　　音 ��音　　　　音 ���音15 �� �音　　　　し ��10 �音 ��音;9 �� �」 �� �5 �音l音;3 ����音　　　　　音 ���;42 �� �音　音」52 

住宅改修費 �音　　　」∴∴∴1 ����6 �音 ��∴　工1 ���音　　　　音　　　　音 ���1 � � �「　　i ��し ��,;24 ���音　　　　音　　　i ���13 �音　-　「　音　5 ���� �」 ��;3 ��」　音　音　-1 ����音　音」;4 ����� �音　音;63 

特定施設入居者生活介護 ��音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ��� � �】　　　　し　　　　i ��� � �音;0 ���∴　∴　∴:0 ����音　音I;0 ���� �音 ��;0 ��音　音　音;0 ����音　　　　音　　　　音　　　　音 �����葛　-　音;0 

介護予防支援・居宅介護支援 ��音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���I　　　音　　　i ��� � �音 ��i � � �音　し　0 ���音　-1;0 ����「音　-;0 ����1音　音;0 �����音　音　音;0 ����音　　　　音　　　　音　　　　音 �����音　　　i ���;0 

地域密着型(介護予防)サービス �� �音　音;0 ����∴　∴　∴:0 �����【　　　音　　　I∴∴∴」 ���� �音 ��i � �看　　　　音 ���0 �音,音;0 ����-　音　-;0 ����音　音　音;0 �����音　音　-;0 ���� �音　　　　音　　　I ����音 �� �;0 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 �� �音　音;0 ����音l音;0 �����音　　　　音　　　(　　1 ����一一一一一一 ���� �1　　　音 ���0 �音「音;0 ����し　音,;0 ����音　音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 � �音　　　　音 ����音 �� �;0 

夜間対応型訪問介護 ��-　音　音;0 �����音　音　-;0 �����音　　　　音 ��音 ��一一一一一一 ���� �-　音)0 ����音　-　音;0 ����,音」;0 ����音　音　音;0 �����音　　　　音 ���10 �音　　　　音　　　　音 ���� �音 �� �;0 

地域密着型適所介護 ��∴　∴　∴:0 �����∴　∴　∴:0 �����音　　　　音 ��音 ��一一一一一一 ���� �】音　〉　0 ����音 ��音;0 ��ー　音,;0 ����音　音　音;0 �����音　音I(0 ����音　　　　音　　　　音 ���� �音 �� �;0 

認知症対応型適所介護 ��-　音　音　〈　0 �����音　音　し「0 �����I∴∴∴「 ��1 ��】　　　音 ���】 � �音　音;0 ����音 ��音;0 ��-　音　音;0 ����音　音　音;0 �����∴　∴　∴」0 ����【　　　音　　　　音 ���� �音 �� �;0 

小規模多機能型居宅介護 ��-　音　音」O �����∴　∴　∴:0 �����音　　　　音 ��】 ��1　　　音 ���葛 � �i　　　音 ���0 �音 ��1;0 �� �音」;0 ���音　音　音;0 �����音　音　-;0 ����「　　　音　　　　音 ���� �音 ��「 ��0 

認知症対応型共同生活介護 ��ー　音　音lo �����∴　∴　∴:0 �����音　　　　音 ��音 ��一一一一一一一 ���� �看　　　　音 ���0 �∴　∴　∴:0 ���� �音,;0 ���音　音　音;0 �����音　　　　音 ���〈　0 �音　　　I　　　音 ���� �音 �� � �0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ��-　音　音(0 �����∴　∴　∴:0 �����し　　　　音 ��i ��一一一一一一一 ���� �音　　　　音 ���0 �音　-　音;0 ���� �音」;0 ���音　音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 �音　　　　音　　　　音 ���� �音 �� � �0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��∴　∴　∴:0 �����-」-;0 �����【　　　音 ��音 ��一一一一一一‾ ���� � �音 ��0 �音 ��音;0 �� �音　音;0 ���音　音　音;0 �����音　　　　音 ���;0 �音　　　I　　　音 ���� �音 �� � �0 

複合型サービス膚訓、規模多機能型居宅介閲 ��∴　∴　∴:0 �����し　　　　音 ���;0 ��「　　I ��i ��一一一一一で ���� � �音 ��0 �音 ��音;0 �� �音　　　」 ��0 �音　音　音;0 �����「　　【 ���;0 �i ��音 �� �音 �� � �0 

施設サービス �� �音　音;0 ����音　　　　音 ���;0 ��i　　【 ��音 ��一一〇一一一一‾‾ ����音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ��1　　　音　　　i ���0 �音,音;0 �����I �� �〈　0 � � �I　　」 ���音 �� � �0 

看介護老人福祉搬 �� �音　音;0 ���� �音 �� �0 �i �1　　　音 ���一一一一一一“‾ ����音　音　音;0 ����� �」音!0 ���i ��音 �0 � � � �;0 �� � � �;0 � � �「　　　音 ���i　　　音 ��� �0 

i介護老人髄搬 �� �一　一;0 ���� �音 �� �0 �1 �音　　　　音 ���一一一一一一一‾ ����∴　∴　∴」0 ����� �音　　　　漢 ��0 �音 ��音 �0 � � � �;0 �� � �」;0 �� � �I　　　音 ���し　　　　音 ��� �0 

i介護療養型医繍設 ��音 ��I;0 ��� �音 �� �0 �1 �1　　　音 ���一一一一一一‾ ����音　　　　音 ���;0 �� �音　　　　音 ��0 �音 ��音 �0 �「 �� �;0 �� � �音;0 �� �看 ��音 ��I　　　音　　　　音 ����0 

総　　　　　　　計 ��音 �� �;10 �� �音 �� �17 �」 �音;2 ���音　　　　音　　　　音　　　　音 ����音　　　　音 ���;39 �� �1　　　音 ��23 �音 ��音 �14 �i �� �;8 �� � �音;4 �� �】 ��;8 ��I　音　一　号15 


