
 

介護老人保健施設ひまわり【入所】サービス利用料金表 

 

在宅強化型介護報酬                            （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 

要介護１ 739 ○夜勤職員配置加算

24 

○栄養マネジメント

加算     14 

○サービス提供体制

強化加算Ⅰ（イ）18 

○口腔衛生管理体制

加算      30 

○在宅復帰・在宅療

養支援機能加算Ⅱ46 

871 ¥884 ¥1,768 

要介護２ 810 942 ¥956 ¥1,912 

要介護３ 872 1004 ¥1,018 ¥2,036 

要介護４ 928 1060 ¥1,075 ¥2,150 

要介護５ 983 1115 ¥1,131 ¥2,262 

多

床

室 

要介護１ 818 950 ¥964 ¥1,928 

要介護２ 892 1,024 ¥1,039 ¥2,078 

要介護３ 954 1,086 ¥1,102 ¥2,204 

要介護４ 1,010 1,142 ¥1,158 ¥2,316 

要介護５ 1,065 1,197 ¥1,214 ¥2,428 

 

基本型介護報酬                             （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 

要介護１ 698 ○夜勤職員配置加算

24 

○栄養マネジメント

加算     14 

○サービス提供体制

強化加算Ⅰ（イ）18 

○口腔衛生管理体制

加算      30 

○在宅復帰・在宅療

養支援機能加算Ⅰ34 

818 ¥830 ¥1,660 

要介護２ 743 863 ¥875 ¥1,750 

要介護３ 804 924 ¥937 ¥1,874 

要介護４ 856 976 ¥990 ¥1,980 

要介護５ 907 1027 ¥1,042 ¥2,084 

多

床

室 

要介護１ 771 891 ¥904 ¥1,808 

要介護２ 819 939 ¥953 ¥1,906 

要介護３ 880 1,000 ¥1,014 ¥2,028 

要介護４ 931 1,051 ¥1,066 ¥2,132 

要介護５ 984 1,104 ¥1,120 ¥2,240 

 



 

その他利用者ごとにサービス内容・状況に応じて下記の項目が加算されます。 

加算項目名 単位 1割負担 2割負担 

短期集中リハビリテーション加算 240 ¥244／回 ¥488／回 

認知症短期集中リハビリテーション加算 240 ¥244／回 ¥488／回 

初期加算 30 ¥31／日 ¥62／日 

療養食加算 6 ¥6／食 ¥12／食 

認知症ケア加算 76 ¥77／日 ¥154／日 

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 ¥3／日 ¥6／日 

入所前後訪問指導加算 450 ¥457／回 ¥914／回 

退所時情報提供加算 500 ¥507／回 ¥1,014／回 

退所前連携加算 500 ¥507／回 ¥1,014／回 

老人訪問看護指示加算 300 ¥305／回 ¥610／回 

試行的退所時指導加算 400 ¥406／日 ¥812／日 

経口移行加算 28 ¥29／日 ¥58／日 

経口維持加算Ⅰ 400 ¥406／日 ¥812／日 

経口維持加算Ⅱ 100 ¥102／日 ¥204／日 

口腔衛生管理加算 90 ¥92／月 ¥184／月 

若年性認知症入所者受入加算 120 ¥122／日 ¥244／日 

所定疾患施設療養費 235~475 ¥239~482／日 ¥478~964／日 

緊急時治療管理加算 511 ¥519／日 ¥1,038／日 

ターミナルケア加算 

・死亡日以前 4日～30日 

・死亡日以前 2日～3日 

・死亡日 

 

160 

820 

1,650 

 

¥163／日 

¥832／日 

¥1,674／日 

 

¥326／日 

¥1,664／日 

¥3,348／日 

再入所時栄養連携加算 400 ¥406／回 ¥812／回 

低栄養リスク改善加算 300 ¥305／回 ¥610／回 

かかりつけ医連携薬剤調整加算 125 ¥127／回 ¥254／回 

褥瘡マネジメント加算 10 ¥11／月 ¥22／月 

排せつ支援加算 100 ¥102／月 ¥204／月 

介護職員処遇改善加算Ⅰイ 

（1ヵ月の総合計単位×3.9%） 

合計の

3.9％ 

合計×3.9% 

×1割 

合計×3.9% 

×2割 

 

 



 

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泊につき 

2階のみ） 

個室 
2人部屋 

（間仕切り有） 

2人部屋 

（間仕切り無） 

¥1,000 ¥500 ¥500 

 

○当施設は在宅復帰を推進しております。そのため、介護報酬（基本単位）は 

「在宅強化型」となります。 

  ※ 在宅復帰の実績に応じて月ごとで在宅強化型算定⇔基本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課税状況に応じて【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。 

  ○高額介護サービス費として、一カ月の介護保険一部負担金の上限は【第 1～4段階】 

で、該当区分に応じて 15,000円・24,600円・44,400円の適用があります。 

→ 当施設では法定代理受領を行っております。（詳しくは受付窓口までお問い合わせ 

ください） 

  ○外泊時は 362～800単位／日での算定となります。（出発・帰着日は除く・月 6日まで） 

  ○合計単位数に 10.14 を乗じた額の 1割または 2 割が介護保険一部負担金となります。 

 



 

実費料金表 

 

 

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 

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 

 


