
(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　8月分)・

保険者番号:　11221

保険者名　:草加市

I 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 

ウ費用頼 

居宅(介護予防)サービス ��� �音l;6砧032 ����音 ��璃47;592 ���音　音　2;922;62 ����� � �音　　　l ��� �音　2;72約53 ����音 ��1占70;210 ���音　音　=6蛇82 �����音l忠23こ576 ��-　-　42虹72 ��-「6;309庸紺;9擁1 ����8廿 

訪問サービス �� �」音;0 ����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音　　　　音 ����� � �音　　　　音 ��� �音　音;0 ����音 ��音;0 ���音　音「;0 �����音　音」;0 ��音「音　し　0 ��音　し　音;帖　音　- ����0 

訪問介護 � �音　音;0 ����音l音;0 �����音　　　　音　　　　音 ����0 �【 ��音　　　　音 ���1　　　し　　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���音　音　音;0 �����∴　∴　∴:0 ��1,音;0 ��音　　　【　　i　　　音 ���!　　　音　　　】 �0 

訪問入浴介護 �l音　音;0 �����音　音　音「0 �����音　　　　音　　　　音 ����0 �i ��音　　　　音 ���i ��音 ��0 �音」音;0 �����i　　　音　　　　音 ����0 � �音　音;0 �音　　　】　　　音 �0 �音　　　)　　「 ��0 �,音　-10 

訪問看護 �音　音　音;0 �����∴　∴　∴:0 �����音　　　　音　　　　音 ����0 � � �音　　　　音 ���音 ��I ��0 �∴　∴　∴:0 �����】　　　音　　　　音 ����0 � �音　音;0 �音　　　i　　　音 �0 �:　　　-∴∴∴( ��0 �」音　-;0 

訪問リハビ)テーション �」音　-;0 �����-　音　音)0 �����I　　　音　　　I　　) ����� � �音　　　　音 ���音 �� � �0 �,音　音;0 �����音　　　　し　　　　音 ����0 �1音　音;0 ��音　　　　音　　　「 �0 �子　　　　音∴∴∴　- �� �音　-.音;0 

居宅療養管理指導 �∴　∴　∴:0 ����� �音　　　　音 ���0 �「　　　音　　　「　　) �����i　　」　　　音　　　　音 �����音 �� �;0 ��「　　　音 ���;0 ��音　　　I　　　音 ����0 �」音　音;0 ��音　音　-;0 ��音　　　　音　　　i �� �音「音;0 

適所サービス ��音　音「;0 ����� �音　　　　音 ���0 � �I ��1 ��音　　　l　　　音 ���� �音 �� �;0 �� �音 ��;0 ��音 ��音(0 ���音　音　音;0 ��音　音　-;0 �� �音　　　　音 � �音(音;0 

適所介護 �音　音,;0 ����� �音　　　i ���0 � �音 ��音 ��音 ��音 �� �音　　　」 ���;0 �� �音」!0 ����音 ��し;0 ���音　音　-;0 ��∴　∴　∴:0 �� �音　　音　　音　i ��音(音;0 

適所リハビ)テーション �音　　　　音 ���;0 �� �音　　　I ���0 � � �-;q ���」 ��し　　　　音 ���音　　　l ���;0 �� �音　音;0 ����音」音;0 �����音　音　し;0 ��∴　∴　∴:0 �� �音　　　　音　　　　音 ��音」音　こ　0 

短期入所サービス ��音　　　　音 ���;0 �� �音　　　「 ���0 � � � �;0 ��」　　　音　　　「 ���� �音l」;0 ����� �音　　　】 ���0 �音　　　」 ���;0 ��∴　∵　∴:0 ��「音　音;0 �� �音　　　　音　　　　音 ��∴　∴　∴:0 

短期入所生活介護 �音 �� �;0 ��∴　∴　∴:0 �����1 �� �音 ��音　　　　音 ��� � �音　音」;0 �����音　　　　音　　　　音 ����0 �音　　　　音 ���;0 ��音,　;0 ��-　音　音;0 �� �音　　　　音　　　　音 ��音　　　　音　　　　音 �0 

短期入所療養介護(介護老人保健施設) �音　　　I ��� �0 �音　　　　音 ���」0 �� �音 � �音 ��音　　　　音 ��� � �-　音　音;0 �����音　　　　音　　　　音 ����0 �音　　　　音 ���;0 ��音　　,こ　0 ��,音　音;0 ��)　　　音　　　　音　　　　音 ���音　　　　音　　　　音 �0 

短期入所療養介護(介護療養型医療施設等 �音 ��音 ��0 �音　　　　音 ���;0 ��音 �� �音 ��音　　　　音 ���」 �� �音　音;0 ����音 ��音;0 ���教　音,;0 ����� �音　音(0 �-　音　音　し　0 ��音　音　音;0 ���I　　　音　　　i �0 

福祉用具・住宅改修サービス ��i ��1:6了5 ��032 �音 ��l;247;592 ���音　-　2;922 ����62 �音　　　「∴∴∴」　　l ����� �音　2;728 ���953 �音 ��=701210 ��� �音l古6蛇82 ���� �音　忠2鵠76 �音,42相72 ��音　-　6;30虹93 ���-;9;23璃17 

福祉用具貸与 � �音　音;0 ����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ����0 �音 ��音　　　　音 ���1∴∴∴「 ��� �0 �音　-　音;0 ����� � �音!0 ��� �音　音;0 �音l音;0 ��子　　　　音∴∴∴1 ��0 �音　-　音;0 

福祉用具購入費 �1音　占9古943 �����音　音　机6458 �����音　音　408401 �����i ��音　　　　音 ���音　　　i ���715吊7 ��,音　400 ����170 �音 ��息70418 ���1音　古71440 ��音　音　占6鉦72 �� �音l;823 �31 �音)据3古718 

住宅改修費 �1音1483;089 ����� �音l;031古34 ����-　し　2机4;22 �����」∴∴∴l　　　音　　　「 �����音　音　2;ol掘36 �����」音;770 ����040 �音　　　l ���7叫864 ��音　-　膚5狙36 ��-　音　セ58;000 �� �;44渦876 ��-;7;000:099 

特定施設入居者生活介護 ��音　音　音;0 ����� �音　　　　音 ���0 �i音　し1q �����l　　　音 ���し ��「ll;0 �����1　　　音　　　l ����0 �音　　　　音 ���;0 ��音　′　-「0 ��-　音　音;0 �� �音　　　　音　　　　音 ��:　　:∴∴∴) �0 

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

地域密着型(介護予防)サービス ���音　　　「 ���「0 ��∴　∴　、　音　O ����� � � �音 ��音　　　　音 ��� � � �音　音　し　0 ����音　し　音;0 �����∴　∴　∴:0 �����∴　∵　、。0 ��「-　音;0 ��∴　∴　∴:0 ���i　　　音　　　) �0 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ��音 �� �こ　0 ��音　　　　音 ���;0 �� � �1　　　音 ���一一一一一一一 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ���音　音　音;0 �����音　音　音;0 ��1,音;0 ��:　　I∴∴∴　葛 ��0 �i　　　音　　　l �0 

夜間対応型訪問介護 ��音 ��1 ��0 �音　　　　し ���;0 �� � �音　　　　音 ���一一一一一一一 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �音　音;0 �音　　　l　　　音 �0 �音　　　　音　　　】 ��0 �」　　　音　　　　音 �;0 

地域密着型適所介護 ��音　　　l　　　音 ����0 �音 ��「;0 ���∴　∴　∴:0 �����一一一一一一 ����� �i　　　音 ���0 �音　音　-;0 ����� �音　　　　音 ���0 � �音　音;0 �音　　　l　　【 �0 �音　　　　音　　　」　　　し ���音　し　音;0 

認知症対応型適所介護 ��【　　1　　　音 ����0 �音 ��音;0 ���∴　∴　∴:0 �����音 ��音　　　　音 ���音,,(0 �����し∴∴∴1 ���;0 �� � �音 ��0 �1音　音;0 ��∴　∴　∴:0 ��音　　　　音　　　　音 �� �音　-　音;0 

I欄模多機能型居宅介護 ��-1音;0 �����「 ��1;0 ���音　　　　音　　　　音　　　i �����I ��音　　　　音 ���音 ��,;0 ��� �音 ��;0 �� � �音:0 ���音　音　音;0 ��音　音,;0 ��【　　　音　　　　音 �� �音　-　音　し　0 

認知症対応型共同生活介護 �� �1音」o ����音 ��音;0 ���音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一‾‾ �����音 �� �;0 �� �音 ��し　0 ��音lし;0 �����音　し　-;0 ��音　音　音;0 �� �音　　　　音　　　i ��音　　　i　　I �0 

地域密着型特定施設入居者生活介護 �� �音　音10 ����音　音　音;0 �����音　　　　音　　　　音 ���� �一一一一一一で �����音 ��葛;0 ��� �音　-;0 ����音　　　」 ���;0 ��音　　　-)0 ��-　音　音;0 �� �音　　　　音 �音 �言　　　、∴∴∴i �0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ��1音　音;0 �����-　音　音;0 �����【　　　音　　　i　　」 �����一一一一一一 �����音　音　音;0 �����∴　∴　∴:0 �����し　　　　音 ���;0 ��音　音　音:0 ��音　-　音　し　0 ��「-　-;0 ���i　　　音　　　】 �0 

複合型サービス傍訓、規模多機能型居宅介紛 ��-　音　-;0 ����� �音　　　I ���0 �言　　　、∴∴∴l　　: �����一一一一一で �����∴　∴　∴:0 �����音 ��音;0 ��� �音　音;0 ����音　音l;0 ��1,音;0 ��音)`!0 ���音　音　音」O 

施設サービス ���1音(;0 ����� �音　　　「 ���0 � �I ��音 ��一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音;0 ���� �音　音(0 �音　　　　看　　　「 �0 � �音,葛:0 ��1　　　音　　　　音 �;0 

介護老人福祉施設 ��音　　　　音 ���し　o �� �音　　　I ���0 � � � �音 ��一一一一一一一‾‾ ����� �音　　　　音 ���0 �音l音;0 ����� �音　音「0 ���� �音　音lO �音「I;0 �� �音　　　l　　l �0 �音　　　「　　　音 �;0 

介護老人保健施設 ��音　　　【 ���;0 ��音　　　　音 ���」0 ��1 �� �音 ��一一一一一一 ����� �音　　　　音 ���0 �音 ��音;0 ��� �音　音)0 ����∴　∴　∴:0 ��∴　∴　∴:0 �� �音　　　　音　　　　葛 � �音　　　I　　　音 �;0 

介護療養型医療施設 ��音 ��,)0 ���音　　　　音 ���10 ��1 �� �;0 ��一一一一一一で‾ �����音　　　　音　　　　し ����0 �音 ��し;0 ���i　　I　　　音 ����0 �音　音　音;0 ��音　音,;0 �� �音　　　　音 � �音　　　I　　　音 �0 

総　　　　　　　計 ���音 ��古6砧032 ���音　音　l ���;247;592 ��音　音　2;922;62 �����「　　【　　1　　　音 �����1音　裾28;953 �����音　音l占70祝0 �����1,1古62 ����講2 �1音;82掘76 ��音　音　4241172 �� �音　的0批9 ��∴;9:23 �庖17 


