
 

介護老人保健施設ひまわり【短期入所】サービス利用料金表 

 

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１ 619 

○夜勤職員配

置加算 

24 

○サービス提

供体制加算Ⅰ

（イ） 

18 

○在宅復帰・

在宅療養支援

機能加算Ⅱ 

46 

707 ¥717 ¥1,434 

要支援２ 759 847 ¥859 ¥1,718 

要介護１ 794 882 ¥895 ¥1,790 

要介護２ 865 953 ¥967 ¥1,934 

要介護３ 927 1015 ¥1,030 ¥2,060 

要介護４ 983 1071 ¥1,086 ¥2,172 

要介護５ 1038 1126 ¥1,142 ¥2,284 

多

床

室 

要支援１ 658 746 ¥757 ¥1,514 

要支援２ 813 901 ¥914 ¥1,828 

要介護１ 873 961 ¥975 ¥1,950 

要介護２ 947 1,035 ¥1,050 ¥2,100 

要介護３ 1,009 1,097 ¥1,113 ¥2,226 

要介護４ 1,065 1,153 ¥1,170 ¥2,340 

要介護５ 1,120 1,208 ¥1,225 ¥2,450 

 

基本型介護報酬基準                          （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１ 578 

○夜勤職員配

置加算 

24 

○サービス提

供体制加算Ⅰ

（イ） 

18 

○在宅復帰・

在宅療養支援

機能加算Ⅰ 

34 

666 ¥676 ¥1,352 

要支援２ 719 807 ¥819 ¥1,638 

要介護１ 698 786 ¥797 ¥1,594 

要介護２ 743 831 ¥843 ¥1,686 

要介護３ 804 892 ¥905 ¥1,810 

要介護４ 856 944 ¥958 ¥1,916 

要介護５ 907 995 ¥1,009 ¥2,018 

多

床

室 

要支援１ 611 699 ¥709 ¥1,418 

要支援２ 765 853 ¥865 ¥1,730 

要介護１ 771 859 ¥871 ¥1,742 

要介護２ 819 907 ¥920 ¥1,840 

要介護３ 880 968 ¥982 ¥1,964 

要介護４ 931 1,019 ¥1,034 ¥2,068 

要介護５ 984 1,072 ¥1,087 ¥2,174 

 



 

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 

個別リハビリテーション実施加算  240 ¥244／回 ¥488／回 

若年性認知症入所者受入加算 120 ¥122／日 ¥244／日 

療養食加算 8 ¥9／食 ¥18／食 

送迎加算 184 ¥187／回 ¥374／回 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 ¥203／日 ¥406／日 

緊急短期入所受入加算 90 ¥92／日 ¥184／日 

重度療養管理加算         120 ¥122／日 ¥244／日 

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 

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。 

 ○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（※入所サービスに準ずる）      （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 

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 

 


