
 

介護老人保健施設 ひまわり  短期入所療養介護サービス 

                      介護予防短期入所療養介護サービス 

（平成 29年 4月 1日現在） 

1. 利用料金 

在宅強化型介護報酬基準                        （一日につき） 

認定区分 基本単位 
施設体制加算

（全員） 
合計単位 

利用者負担金 

（１割負担の場合） 

利用者負担金 

（２割負担の場合） 

個

室 

要支援１ 613 

○夜勤職員配

置加算 

24 

○サービス提

供体制加算Ⅰ

（イ） 

18 

655 ¥665 ¥1,330 

要支援２ 753 795 ¥807 ¥1,614 

要介護１ 788 830 ¥842 ¥1,684 

要介護２ 859 901 ¥914 ¥1,828 

要介護３ 921 963 ¥977 ¥1,954 

要介護４ 977 1,019 ¥1,034 ¥2,068 

要介護５ 1,032 1,074 ¥1,089 ¥2,178 

多

床

室 

要支援１ 652 694 ¥704 ¥1,408 

要支援２ 807 849 ¥861 ¥1,722 

要介護１ 867 909 ¥922 ¥1,844 

要介護２ 941 983 ¥997 ¥1,994 

要介護３ 1,003 1,045 ¥1,060 ¥2,120 

要介護４ 1,059 1,101 ¥1,117 ¥2,234 

要介護５ 1,114 1,156 ¥1,173 ¥2,346 

従来型介護報酬基準                          （一日につき） 

認定区分 基本単位 
施設体制加算

（全員） 
合計単位 

利用者負担金 

（１割負担の場合） 

利用者負担金 

（２割負担の場合） 

個

室 

要支援１ 575 

○夜勤職員配

置加算 

24 

○サービス提

供体制加算Ⅰ

（イ） 

18 

617 ¥626 ¥1,252 

要支援２ 716 758 ¥769 ¥1,538 

要介護１ 750 792 ¥803 ¥1,606 

要介護２ 795 837 ¥849 ¥1,698 

要介護３ 856 898 ¥911 ¥1,822 

要介護４ 908 950 ¥964 ¥1,928 

要介護５ 959 1,001 ¥1,015 ¥2,030 

多

床

室 

要支援１ 608 650 ¥660 ¥1,320 

要支援２ 762 804 ¥816 ¥1,632 

要介護１ 823 865 ¥878 ¥1,756 

要介護２ 871 913 ¥926 ¥1,852 

要介護３ 932 974 ¥988 ¥1,976 

要介護４ 983 1,025 ¥1,040 ¥2,080 

要介護５ 1,036 1,078 ¥1,093 ¥2,186 

 

 

 



 

その他ご利用のサービス内容・状況に応じて下記の項目が加算されます。 

個別リハビリテーション実施加算  240／日 

               （480／日） 

若年性認知症入所者受入加算  120／日 

              （240／日） 

療養食加算             23／日 

               （46／日） 

送迎加算           184／回 

              （368／日） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200／日 

               （400／日） 

緊急短期入所受入加算      90／日 

              （180／日） 

重度療養管理加算         120／日 

               （240／日） 

認知症ケア加算         76／日 

              （152／日） 

介護職員処遇改善加算Ⅰ ～ 1ヵ月の総合計単位×3.9% 

     ＊（  ）の料金が 2割負担の場合になります。 

 

保険外自己負担                            （一日につき） 

適用・区分 【第 4段階】 【第 3段階】※ 【第 2段階】※ 【第 1段階】※ 

食 費 
¥1,380 ¥650 ¥390 ¥300 

内訳 朝 380円・昼 500円・夕 500円（自己負担は上記金額） 

おやつ代 50円 

居住費(個室) ¥1,640 ¥1,310 ¥490 ¥490 

居住費(多床室) ¥370 ¥0 

日用品費 ¥350 

特別室料 

(1泊・2階のみ) 

個室 

（シャワー付） 

個室 

（シャワー無） 

2人部屋 

（間仕切り有） 

2人部屋 

（間仕切り無） 

¥1,000 ¥1,000 ¥500 ¥500 

 

 ● 当施設の介護報酬（基本単位）は「在宅強化型」もしくは「従来型」いずれかの 

報酬体系の算定となります。（ひまわりは在宅復帰推進施設であり、在宅復帰者数 

の実績に応じて、基本報酬の算定が決まる為） 

   ※ その為、月ごとで在宅強化型算定⇔従来型算定と変わることがございますので、 

予めご了承ください。 

● 食費・居住費は利用者の属する世帯の所得状況に応じて【第 1段階】～【第 3段階】 

までの減免制度があります。→別途、負担限度額の認定が必要となります。 

 ● 合計単位数に 10.14を乗じた額の 1割が介護保険一部負担金となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

日用品提供サービス                  （別途利用申込表により選択） 

項  目 一日当 用 途 適    用 

タ

オ

ル

品 

バスタオル 50円 入浴・日常 1枚／日、お届け・引き取り・洗濯 

タオル 30円 日常 1枚／日、お届け・引き取り・洗濯 

フェイスタオル 60円 洗顔 2枚／日、お届け・引き取り・洗濯 

おしぼり 60円 日常 3枚／日、お届け・引き取り・洗濯 

入

浴

品 

シャンプー・リンス 40円 入浴 一日当換算、設置・補充・交換 

ボディソープ 30円 入浴 一日当換算、設置・補充・交換 

入浴タオル 50円 入浴 一日当換算、設置・補充・交換 

保

清

品 

歯ブラシセット 10円 洗顔 1回／月、歯ブラシ・歯磨きお届け 

乳液・保湿クリーム 10円 洗顔・入浴 1回／月。お届け・交換 

ウェットティッシュ 5円 日常 1箱／月、お届け・交換 

ティッシュ 5円 日常 2箱／月、お届け・交換 

合  計 350円／日 

 

 

その他実費によるサービス 

理美容料 実  費 委託理美容業者の料金表による 

洗濯機使用料 100円／回 2・3階洗濯室に設置 

乾燥機使用料 100円／回 2・3階洗濯室に設置 

コイン式冷蔵庫 100円／日 2階フロアーに設置 

家族介護教室寝具料 1,000円／日 宿泊した場合に貸出 

インフルエンザワクチン 3,500円／回 所得に応じて減免制度有 

牛乳 50円／本 希望者に食事と提供 

持込家電電気使用料 1つ 10円／日 テレビ・電気毛布等（大型品除く） 

文書料 実  費 健康診断書・入所証明書等 

行事費（参加時） 実  費 入場料・材料費・食事代等 

私物洗濯 実  費 クリーニング業者への取次代行 

 

 

 

 

 

 

 


