
入 所 料 金 表 
介護老人保健施設 しんわ走水荘 

平成 29年 11 月 1 日改正 

入所料金（1 日あたり） 

要介護度 
要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 

単
位 

基本サービス 768 695 816 740 877 801 928 853 981 904 

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算 14 

夜勤職員配置加算 24 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ 6 

保険点数計 812 739 860 784 921 845 972 897 1,025 948 

地域単価 10.45 

金額 8,485  7,723  8,987  8,193  9,624  8,830  10,157  9,374  10,711  9,907  

利用者負担額 849 772 899 819 962 883 1,016 937 1,071 991 

 

各種加算料金(ご利用者の状況に応じて加算いたします） 

名   称 単 位 金   額 
利用者 

負担額 
備      考 

初期加算 30 313 円/日 32 円/日 入所日から 30 日間に限って算定します。 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ加算 240 2,508 円/回 251 円/回 入所日から 3 ヶ月以内の期間に集中的にﾘﾊﾋﾞﾘを行った場合。 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ加算 240 2,508 円/回 251 円/回 
認知症と診断された方に生活機能改善のﾘﾊﾋﾞﾘを行った場合（入所日から

3 ヶ月以内） 

外泊時施設療養費 362 3,782 円/日 379 円/日 外泊をした場合。月 6 回を限度。 

口腔衛生管理体制加算 30 313 円/月 32 円/月 
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対して口腔ケアに関す

る助言・指導を月一回以上行っている場合。 

経口移行加算 28 292 円/日 30 円/日 経管での食事利用者に経口移行計画を作成し、経口食事を提供した場合。 

経口維持加算Ⅰ 400 4,180 円/月 418 円/月 
摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し経口維持計画を作

成し経口摂取管理を行った場合。 

経口維持加算Ⅱ 100 1,045 円/月 105 円/月 
経口維持加算（Ⅰ）を算定した入所者に対して、外部医療機関が加わり経

口維持計画を作成し経口摂取管理を行った場合。 

療養食加算 18 188 円/日 19 円/日 施設医師の判断により療養食を提供した場合。 

入所前後訪問指導加算Ⅰ 450 4,703 円/回 471 円/回 
入所予定日前 30 日以内又は入所後 7 日以内に退所後生活する居宅を訪

問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合。 

入所前後訪問指導加算Ⅱ 480 5,016 円/回 502 円/回 
入所前後訪問指導加算Ⅰに加え生活機能の具体的な目標を定め、退所後

の生活に係る支援計画を策定した場合。 

地域連携診療計画情報提供加算 300 3,135 円 314 円 地域連携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を提供した場合。 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算 27 283 円/回 29 円/日 （Ⅰ-ⅰ、Ⅰ-ⅲのみ算定可能）  

所定疾患施設療養費 305 3,188 円 319 円 
肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行

った場合。（月 1 回、連続する 7 日間を限度） 

認知症情報提供加算 350 3,657 円 366 円 
医師が認知症のおそれが有ると判断し施設内で診断が困難とされ専門医

療機関に紹介した場合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 2,090 円 209 円 
認知症の行動・心理症状が認められた利用者について、緊急に介護老人

保健施設ｻｰﾋﾞｽを行った場合。（入所日から 7 日が限度） 

緊急時治療管理加算 511 5,340 円 534 円 
緊急的な治療管理として、投薬、注射、検査、処置等を行った場合（1 月に

連続する 3日間を限度） 

特定治療費 10 円/単位 やむを得ない事情によりﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・処置・手術・麻酔を行った場合。 

ターミナルケア加算(死亡日） 1650 17,242 円 1,725 円 
医師が医学的見解に基づき回復の見込みがなく、家族の同意を得て当該

施設でターミナルケアを実施した場合(死亡月にまとめて請求します） 
ターミナルケア加算(死亡日前日及び前々日） 820 8,569 円/日 857 円/日 

ターミナルケア加算(死亡日前 4～30 日） 160 1,672 円/日 168 円/日 

退
所
時
指
導
等 

退所前訪問指導加算 460 4,807 円 481 円 
退所に先立って、退所後生活する居宅を訪問し入所者・家族様等に退所後

の療養上の指導を行った場合。（入所中 1 回、入所後早期に相談援助の

必要がある場合は 2 回を限度） 

退所後訪問指導加算 460 4,807 円 481 円 
退所後 30 日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場

合（1 回を限度） 

退所時指導加算 400 4,180 円 422 円 入所者及び家族に対し、退所後の療養上の指導を行った場合。 

退所時情報提供加算 500 5,225 円 523 円 退所時に利用者の診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合。 

退所前連携加算 500 5,225 円 523 円 居宅介護支援事業所に対し情報提供と連携調整を行った場合。 

老人訪問看護指示加算 300 3,135 円 314 円 訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合 

※すべてのご利用額に介護職員処遇改善加算（3.9％）が加算されます。1 割がご利用者様負担になります。 
※一定以上所得者の方は利用者負担額が 2 倍になります。 



 

その他の料金 

名称 金額 備考 

食費  ※2,000 円/日 
※市町村で認定を受ける事で発行される｢介護保険負担額認定証」 

により減額されます。 居住費 
個室 ※1,800 円/日 

多床室（二人部屋・四人部屋） ※450 円/日 

特別室料 

個室料 
2,200 円/日 海側個室を利用した場合。 

2,000 円/日 山側個室を利用した場合。 

二人部屋 
1,700 円/日 海側二人部屋を利用した場合。 

1,500 円/日 山側二人部屋を利用した場合。 

私物洗濯代  4,500 円/月 希望によって利用した場合。 

日用品費  3,600 円/月 希望によって利用した場合。 

単品購入費  自費 日用品等を必要時のみ単品で購入される場合。 

ＴＶ視聴料（多床室のみ） 1,100 円/月 希望によって利用した場合。（個室、二人部屋利用の方は室料にお含まれてます） 

理美容代  自費 希望によって利用した場合。 

リハビリ用品代  自費 希望によりリハビリ用品を購入する場合。 

行事費   自費 施設行事への参加費。  

喫茶代  500 円/月 希望によって利用した場合。 

エンゼルケア料  20,000 円 死亡確認後、体の清拭、衛生処置、着替えを行う場合。 

診断書、文書料  自費 作成した場合。 

健康管理費  自費 予防接種などした場合。 

 


