
特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

館山市
P2～P13

南房総市
P14～P27

鴨川市
P28～P33

鋸南町
P34～P35

①館山特別養護老人ホーム ②だん暖の郷

③-1微笑の里 ③-2微笑の里（ユニット型）

④ポピー（ユニット型） ⑤館山明光苑（ユニット型）

⑥アイリスの里 ⑦おもいやりの郷 ⑧千倉苑

⑨花の里 ⑩「伏姫の郷」

⑪三芳光陽園 ⑫リブ丸山

⑬千の風・清澄（ユニット型） ⑭めぐみの里

⑮南小町（ユニット型含）

⑯鋸南苑（ユニット型含）
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算表

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

〇

✕

要相談

〇

✕

要相談

要相談

要相談

備考

施設名 館山特別養護老人ホーム

館山市湊373

0470-23-4831

昭和50年

利用者負担（月額）

多床室 個室

96,666円 なし

内訳

22,072

加算

4,937

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

本人の状態を見て相談。

日中看護師がいる時間内での注射であれば受入可。

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

状態が安定していて、自己抜去等のリスク無い場合のみ受入
可。胃ろう

痰吸引

インスリン注射

状態が安定していて、日中看護師が対応できる場合のみ受入
可。

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

別紙参照

26,505

43,152

0
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特別養護老人ホーム

【別紙】館山特別養護老人ホーム *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

〇 福祉施設日常生活継続支援加算1 36 〇 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

〇 福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

〇 精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 ★ 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

〇

×

×

〇

×

〇

〇

×

備考

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

3,505

別紙参照 別紙参照

42,005 51,801

48,980 48,980

1,500 1,500

内訳

22,072 22,072

加算

3,505

利用者負担（月額）

多床室 個室

118,062円 127,858円

施設名 特別養護老人ホーム だん暖の郷

館山市波左間405

0470-20-8090

平成16年
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホームだん暖の郷 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他

医療
受入

〇

×

〇

要相談

×

×

×

×

備考

看取り介護の実施可能。

家電の持ち込みは可能ですが、電気代として毎月500円がかかります。

施設名 特別養護老人ホーム 微笑の里

館山市広瀬667番地1

0470-20-6070

平成24年

内訳

22,072 22,072

利用者負担（月額）

多床室 個室

114,962円 127,858円

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

48,980 48,980

預り金管理手数料：1500円

加算

3,505 3,505

別紙参照 別紙参照

38,905 51,801

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

受け入れ人数に制限あり。

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

6



特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム微笑の里 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他

医療
受入

〇

×

〇

要相談

×

×

×

×

備考

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

受け入れ人数に制限あり。

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

77,686

48,980

預り金管理手数料：1500円

ストーマ

家電の持ち込みは可能ですが、電気代として毎月500円がかかります。

看取り介護の実施可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施設名 ユニット型特別養護老人ホーム 微笑の里

館山市広瀬667番地1

0470-20-6070

平成24年

内訳

27,435

160,959円

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

5,358

別紙参照
加算

利用者負担（月額）

多床室 個室

なし
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特別養護老人ホーム

【別紙】ユニット型特別養護老人ホーム微笑の里 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

〇 福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

備考

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

全室個室。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

5,726

別紙参照

71,145

43,152

1,000

内訳

24,583

加算

利用者負担（月額）

多床室 個室

なし 145,606円

施設名 特別養護老人ホーム ポピー

館山市下真倉407-2

0470-29-5911

平成30年
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホームポピー *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

〇 福祉施設日常生活継続支援加算2 46 ★ 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 ★ 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

〇 福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

〇 福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 ★ 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 ★ 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 〇 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

★ 福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

★ 福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

★ 福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

★ 福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

★ 福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

★ 福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他

医療
受入

△

✕

△

〇

✕

△

✕

△

備考

胃ろう 食事が1日2回であれば受け入れ可。

痰吸引

インスリン注射 状態が安定して1日1回の施行であれば可。

ストーマ
対象者が現在いない為、実施に向けての研修を行ってからな
ら可。

バルーン

鼻腔経管栄養

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

在宅酸素
対象者が現在いない為、実施に向けての研修を行ってからな
ら可。

腎瘻・膀胱瘻

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

別紙参照

2,443

62,186

24,583

加算

自費

預かり金管理料100円/月
別途：テレビ等、持込み30円/日、散髪代　2,500円（利用時）

施設名 特別養護老人ホーム 館山明光苑

館山市大神宮巴井36-7

0470-20-7515

平成31年4月1日

多床室 個室

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

43,152

132,464円なし
利用者負担（月額）

内訳
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム館山明光苑 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

6月～ 福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

6月～ 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 7月～ 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

✕

✕

✕

要相談

✕

〇

〇

✕

備考

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

2,0002,000

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

施設名 特別養護老人ホーム アイリスの里

南房総市富浦町深名1170-1

0470-20-4060

平成11年

利用者負担（月額）

多床室 個室

119,007円 128,803円

内訳

22,072 22,072

加算

3,950 3,950

別紙参照 別紙参照

自費

42,005 51,801

48,980 48,980

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

在宅酸素

ストーマ

腎瘻・膀胱瘻

バルーン

鼻腔経管栄養

胃ろう

痰吸引

インスリン注射
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホームアイリスの里 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

〇 福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

〇

×

要相談

要相談

×

要相談

要相談

要相談

備考

看取り介護実施。

胃ろう 人員体制及び利用者様の状況により受入可。

痰吸引 人員体制及び利用者様の状況により受入可。

インスリン注射 人員体制及び利用者様の状況により受入可。

ストーマ 人員体制及び利用者様の状況により受入可。

バルーン

鼻腔経管栄養 人員体制及び利用者様の状況により受入可。

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

腎瘻・膀胱瘻

在宅酸素

施設名 特別養護老人ホーム おもいやりの郷

南房総市白浜町滝口7216-8

0470-30-5353

平成15年

内訳

22,072 22,072

加算

0

自費

26,505 36,301

43,152 43,152

0

3,749 3,749

別紙参照 別紙参照

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

利用者負担（月額）

多床室 個室

95,478円 105,274円
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホームおもいやりの郷 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

〇 福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 〇 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

★ 福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

×

×

×

○

要相談

×

×

×

備考

施設名 特別養護老人ホーム 千倉苑

南房総市千倉町瀬戸2712-24

0470-40-1811

平成15年6月1日

利用者負担（月額）

多床室 個室

127,500円 なし

内訳

22,072

加算

3,899

日勤及び夜勤帯　看護師在中

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

全身状態等の情報提供から、受入を相談させて頂きます。

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

別紙参照

26,505

53,754

21,270
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム千倉苑 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 ○ 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 ○ 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 ★ 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 ○ 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 ○ 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他

医療
受入

要相談

要相談

要相談

○

×

要相談

×

要相談

備考

加算

3,093

施設名 特別養護老人ホーム 花の里

南房総市和田町和田808

047-47-5193

平成10年

3,093

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

利用者負担（月額）

多床室 個室

99,410円 109,206円

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

手続代行手数料:1240円

在宅酸素 施設内の状況による。

内訳

22,072 22,072

別紙参照 別紙参照

自費

26,505 36,301

46,500 46,500

腎瘻・膀胱瘻 本人の状態による。

ストーマ 本人の状態による。

バルーン

鼻腔経管栄養

胃ろう 本人の状態による（吸引の有無や頻度等）。

痰吸引

インスリン注射 回数や時間による。

看取り介護の実施可能。
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム花の里 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

○ 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 ○ 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 ○ 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 ○ 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

要相談

×

要相談

〇

×

×

×

×

備考

看取り介護の実施可能。

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

ストーマ 個別の医療及び身体状況により、ご相談させて頂きます。

バルーン

鼻腔経管栄養

腎瘻・膀胱瘻

在宅酸素 個別の医療及び身体状況により、ご相談させて頂きます。

内訳

22,072

43,152 43,152

0

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

22,072

加算

3,611

0

施設名 特別養護老人ホーム「伏姫の郷」

南房総市平久里下字宮崎1129-2

0470-58-2011

平成14年

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

3,611

別紙参照 別紙参照

自費

26,505 36,301

利用者負担（月額）

多床室 個室

95,340円 105,136円
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム「伏姫の郷」 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

〇 福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

✕

✕

〇

〇

✕

✕

✕

✕

備考

看取り介護実施。

胃ろう 新規の受け入れは行わない。

痰吸引

インスリン注射

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

腎瘻・膀胱瘻

在宅酸素

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

内訳

22,072

加算

0

4,804

別紙参照

自費

26,505

43,152

施設名 特別養護老人ホーム 三芳光陽園

南房総市上堀280

0470-36-3211

平成2年

利用者負担（月額）

多床室 個室

96,533円 なし
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム三芳光陽園 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

〇 福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 18

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

〇 福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

〇 福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

〇 福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

〇 精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 〇 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 〇 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 ★ 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

〇 福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

★ 福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

○

×

○

○

×

×

○

要相談

備考

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

胃ろう

痰吸引

インスリン注射 見守りにて自己注射可能な方のみ受入可。

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

4,452

別紙参照 別紙参照

26,505 36,301

44,330 44,330

1,550 1,550

内訳

22,072 22,072

加算

4,452

利用者負担（月額）

多床室 個室

98,909円 108,705円

施設名 特別養護老人ホーム リブ丸山

南房総市川谷302-5

0470-46-4766

平成12年4月1日
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホームリブ丸山 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

○ 福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

○ 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 ○ 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ

27



特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

部屋代 部屋代

食費 食費

その他 その他

医療
受入

○

○

○

○

○

○

○

○

備考

別紙参照

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

施設名 特別養護老人ホーム 千の風・清澄

千葉県鴨川市天津3466

04-7099-5611

平成17年4月

利用者負担（月額）

多床室 個室

なし
135,371円〜
178,213円

腎瘻・膀胱瘻 過去に実績あり

自費

62,186～86,800

43,152〜61,380

内訳

24,583

加算

在宅酸素 過去に実績あり

5,450

0

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

ストーマ 過去に実績あり

バルーン 現在利用中

鼻腔経管栄養
現在利用中
※ただし、施設での管理上リスクのある事を周知のうえ。

第4段階の食費・居住費については、所得に応じた4階層の料金設定となります。

胃ろう 現在利用中

痰吸引 現在利用中

インスリン注射
現在利用中
※ただし、看護師のシフトの関係で、４回射ちは困難。
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム千の風・清澄 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

○ 福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

○ 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

○ 福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

○ 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 ★ 福祉施設認知症緊急対応加算 200

○ 福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

○ 福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

○ 精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 ○ 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 ★ 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 ○ 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設低栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 ○ 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ

29



特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

×

要相談

要相談

要相談

×

〇

要相談

要相談

備考

胃ろう

痰吸引
医療区分Ⅱ以上でない方。気管切開患者は不可。看護師の指
示を受けて口腔内のみであれば可能。

インスリン注射
看護師が実施、見守りの場合は看護師勤務内でかつ血糖コン
トロールが良い場合は可能。

ストーマ
ストーマだけなら問題ないが、認知症が併発している場合は
要相談。

バルーン 自己抜去が問題になっていない方。

鼻腔経管栄養

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

腎瘻・膀胱瘻 腎瘻不可。膀胱瘻は自己抜去が問題になっていない方。

在宅酸素

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３1日）にて試算しています。

内訳

22,072

加算

0

5,422

別紙参照

自費

26,505

49,600

施設名 特別養護老人ホーム めぐみの里

鴨川市大幡1222番地1

04-7098-1000

昭和63年4月1日

利用者負担（月額）

多床室 個室

103,599円 ＊地域密着型専用
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホームめぐみの里 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

〇 福祉施設日常生活継続支援加算1 36 ★ 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 ★ 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 ★ 福祉施設療養食加算 6

〇 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 ★ 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 ★ 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

〇 福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 ★ 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

〇 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

〇 福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 ★ 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 ★ 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

★ 福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 ★ 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

★ 福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 ★ 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 福祉施設若年性認知症受入加算 120 ★ 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 ★ 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 ★ 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 ★ 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 ★ 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

★ 福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

★ 福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

★ 福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

★ 福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

〇 福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

★ 福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他

医療
受入

×

×

〇

〇

×

×

要相談

×

備考

内訳

25,172 27,435

加算

2,091

施設名 特別養護老人ホーム 南小町

鴨川市南小町809番地1

04-7094-5558

平成27年4月1日

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

2,279

別紙参照 別紙参照

27,590

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

ご自分で外してしまわない方。ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

インスリン注射

吸入頻度により、応相談。

腎瘻・膀胱瘻

痰吸引

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

87,730

43,152 43,152

管理費：2,300

利用者負担（月額）

多床室（従来型） 個室（ユニット型）

100,305円 162,896円

自己抜去が無い方。

胃ろう
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム南小町 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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特別養護老人ホーム

住所

電話番号

開所年

料金

介護 サービス費 サービス費

加算 加算

加算名 加算名

居住費 居住費

食費 食費

その他 その他

医療
受入

✕

✕

✕

要相談

✕

✕

〇

要相談

備考

施設名 特別養護老人ホーム 鋸南苑

安房郡鋸南町保田854-1

0470-55-2727

平成11年

0

利用者負担（月額）

多床室（従来型） 個室（ユニット型）

92,867円 136,091円

内訳

20,213 26,939

加算

2,997

看取り介護は実施していません。

備考　（受入状況が要相談の場合は理由を記載）

事前に詳細を確認し、対応可能な場合。

事前に詳細を確認し、対応可能な場合。

ストーマ

バルーン

鼻腔経管栄養

在宅酸素

腎瘻・膀胱瘻

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

要介護3、1割負担、第4段階、１か月（３１日）にて試算しています。

自費

＊令和3年5月時点のものです。各施設に改めてお問い合わせください。

3,814

別紙参照 別紙参照

26,505 62,186

43,152 43,152

0
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特別養護老人ホーム

【別紙】特別養護老人ホーム鋸南苑 *毎月算定〇、該当者のみや一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

福祉施設日常生活継続支援加算1 36 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90

福祉施設日常生活継続支援加算2 46 福祉施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110

従来型 福祉施設看護体制加算Ⅰ1 6 福祉施設療養食加算 6

ユニット 福祉施設看護体制加算Ⅰ2 4 福祉施設配置医師緊急時対応加算1 650

福祉施設看護体制加算Ⅱ1 13 福祉施設配置医師緊急時対応加算2 1300

福祉施設看護体制加算Ⅱ2 8 福祉施設看取り介護加算Ⅰ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ1 22 福祉施設看取り介護加算Ⅰ2 144

従来型 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅰ2 13 福祉施設看取り介護加算Ⅰ3 680

ユニット 福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ1 27 福祉施設看取り介護加算Ⅰ4 1280

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅱ2 18 福祉施設看取り介護加算Ⅱ1 72

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ1 28 福祉施設看取り介護加算Ⅱ2 144

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅲ2 16 福祉施設看取り介護加算Ⅱ3 780

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ1 33 福祉施設看取り介護加算Ⅱ4 1580

福祉施設夜勤職員配置加算Ⅳ2 21 福祉施設在宅復帰支援機能加算 10

福祉施設準ユニットケア加算 5 福祉施設在宅入所相互利用加算 40

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅰ 100 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ1 200 福祉施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

福祉施設生活機能向上連携加算Ⅱ2 100 福祉施設認知症緊急対応加算 200

福祉施設個別機能訓練加算Ⅰ 12 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

福祉施設個別機能訓練加算Ⅱ 20 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

福祉施設ADL維持等加算Ⅰ 30 福祉施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

福祉施設ADL維持等加算Ⅱ 60 福祉施設排せつ支援加算Ⅰ 10

福祉施設若年性認知症受入加算 120 福祉施設排せつ支援加算Ⅱ 15

常勤医師配置加算 25 福祉施設排せつ支援加算Ⅲ 20

精神医療養指導加算 5 福祉施設排せつ支援加算Ⅳ 100

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26 福祉施設自立支援促進加算 300

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

★ 福祉施設外泊時費用 246 福祉施設科学的介護推進体制加算Ⅱ 50

福祉施設外泊時在宅サービス利用費用 560 福祉施設安全対策体制加算 20

★ 福祉施設初期加算 30 福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

福祉施設再入所時栄養連携加算 200 福祉施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

福祉施設退所前訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

福祉施設退所後訪問相談援助加算 460 〇 福祉施設処遇改善加算Ⅰ

福祉施設退所時相談援助加算 400 福祉施設処遇改善加算Ⅱ

福祉施設退所前連携加算 500 福祉施設処遇改善加算Ⅲ

福祉施設栄養マネジメント強化加算 11 福祉施設処遇改善加算Ⅳ

福祉施設経口移行加算 28 福祉施設処遇改善加算Ⅴ

福祉施設経口維持加算Ⅰ 400 福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ

福祉施設経口維持加算Ⅱ 100 〇 福祉施設特定処遇改善加算Ⅱ
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