
介護医療院・介護療養型医療施設

館山市
P56～P59

南房総市
P60～P61

鴨川市
P62～P69

①小林病院 ②北条病院

③中原病院

④エビハラ病院 ⑤小田病院

⑥鴨川市立国保病院 ⑦東条病院
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介護医療院

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

○

○

○

○

○

○

○

○

備考

小林病院に併設している介護医療院ですので、医療機関との連携が可能です。

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

腎瘻・膀胱瘻

在宅酸素

内訳

36,301

43,152

＊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）

加算

2,940

40,300

施設名 小林病院介護医療院

館山市船形909番地

0470-27-3811

令和2年4月1日

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。

別紙参照

自費

11,687

利用者負担（月額）

多床室 個室

134,380円 なし

56



介護医療院

【別紙】小林病院介護医療院 ＊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

医療院夜間勤務等看護加算Ⅰ 23 医療院長期療養生活移行加算 60

医療院夜間勤務等看護加算Ⅱ 14 医療院安全対策体制加算 20

医療院夜間勤務等看護加算Ⅰ 14 ○ 医療院サービス提供体制加算Ⅰ 22

○ 医療院夜間勤務等看護加算Ⅳ 7 医療院サービス提供体制加算Ⅱ 18

医療院若年性認知症受入加算 120 医療院サービス提供体制加算Ⅲ 6

医療院外泊時費用 362 ○ 医療院感染対策指導管理加算 6

★ 医療院試行的退院サービス費 800 ○ 医療院褥瘡対策指導管理加算Ⅰ 6

★ 医療院他科受診時費用 362 ○ 医療院処遇改善加算Ⅰ

★ 医療院初期加算 30 医療院処遇改善加算Ⅱ

★ 医療院再入所時栄養連携加算 200 医療院処遇改善加算Ⅲ

★ 医療院退院前訪問指導加算 460 医療院処遇改善加算Ⅳ

★ 医療院退院後訪問指導加算 460 医療院処遇改善加算Ⅴ

★ 医療院退院時指導加算 400 ○ 医療院特定処遇改善加算Ⅰ

★ 医療院退院時情報提供加算 500 医療院特定処遇改善加算Ⅱ

★ 医療院退院前連携加算 500

★ 医療院訪問看護指示加算 300

医療院低栄養マネジメント強化加算 11

★ 医療院経口移行加算 28

★ 医療院経口維持加算Ⅰ 400

★ 医療院経口維持加算Ⅱ 100

医療院口腔衛生管理加算Ⅰ 90

医療院口腔衛生管理加算Ⅱ 110

★ 医療院療養食加算 6

医療院在宅復帰支援機能加算 10

★ 医療院緊急時治療管理 518

医療院認知症専門ケア加算Ⅰ 3

★ 医療院認知症専門ケア加算Ⅱ 4

医療院認知症緊急対応加算 200

医療院重度認知症疾患療養体制加算Ⅰ1 140

医療院重度認知症疾患療養体制加算Ⅰ2 40

医療院重度認知症疾患療養体制加算Ⅱ1 200

医療院重度認知症疾患療養体制加算Ⅱ2 100

医療院排せつ支援加算Ⅰ 10

医療院排せつ支援加算Ⅱ 15

医療院排せつ支援加算Ⅲ 20

医療院排せつ支援加算Ⅳ 100

医療院自立支援促進加算 300

医療院科学的介護推進体制加算Ⅰ 40

医療院科学的介護推進体制加算Ⅱ 60
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介護療養型医療施設

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

〇

備考

837

施設名 医療法人博正会 北条病院

館山市北条1089

0470-23-1966

平成12年4月1日

個室

107,354円 なし

内訳

33,047

加算

0

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

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

11,470

62,000

利用者負担（月額）

多床室
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介護療養型医療施設

【別紙】北条病院　　　　　　　　　　　　　　　　＊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

療養型夜間勤務等看護加算Ⅰ 23 療養型感染対策指導管理加算 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅱ 14 療養型褥瘡対策指導管理加算Ⅰ 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅲ 14

療養型夜間勤務等看護加算Ⅳ 7

療養型若年性認知症受入加算 120

療養型外泊時費用 362

療養型過型試行的退院サービス費 800

★ 療養型他科受診時費用 362

★ 療養型初期加算 30

療養型退院前訪問指導加算 460

療養型退院後訪問指導加算 460

療養型退院時指導加算 400

療養型退院時情報提供加算 500

療養型退院前連携加算 500

療養型訪問看護指示加算 300

療養型低栄養リスク改善加算 300

療養型経口移行加算 28

療養型経口維持加算Ⅰ 400

療養型経口維持加算Ⅱ 100

療養型口腔衛生管理加算 90

療養型療養食加算 6

療養型在宅復帰支援機能加算 10

療養型認知症専門ケア加算Ⅰ 3

療養型認知症専門ケア加算Ⅱ 4

療養型認知症緊急対応加算 200

療養型排せつ支援加算 100

療養型安全対策体制加算 20

療養型サービス提供体制加算Ⅰ 22

療養型サービス提供体制加算Ⅱ 18

療養型サービス提供体制加算Ⅲ 6

〇 療養型処遇改善加算Ⅰ

療養型処遇改善加算Ⅱ

療養型処遇改善加算Ⅲ

療養型処遇改善加算Ⅳ

療養型処遇改善加算Ⅴ

療養型特定処遇改善加算Ⅰ

療養型特定処遇改善加算Ⅱ
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介護療養型医療施設

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

〇

〇

備考

施設名 医療法人美篶会 中原病院

南房総市和田町仁我浦19番地1

0470-47-2021

平成11年7月1日（病院開院）

利用者負担（月額）

多床室 個室

124,342円 なし

内訳

29,667

加算

1,768

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

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

人工透析

＊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

11,687

45,260

35,960
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介護療養型医療施設

【別紙】中原病院   ＊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

療養型夜間勤務等看護加算Ⅰ 23 〇 療養型感染対策指導管理加算 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅱ 14 〇 療養型褥瘡対策指導管理加算Ⅰ 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅲ 14 ★ 初期入院診療管理 250

療養型夜間勤務等看護加算Ⅳ 7 ★ 短期集中リハビリテーション 240

療養型若年性認知症受入加算 120 ★ 理学療法（Ⅱ） 73

★ 療養型外泊時費用 362

療養型過型試行的退院サービス費 800

★ 療養型他科受診時費用 362

★ 療養型初期加算 30

★ 療養型退院前訪問指導加算 460

★ 療養型退院後訪問指導加算 460

★ 療養型退院時指導加算 400

★ 療養型退院時情報提供加算 500

★ 療養型退院前連携加算 500

療養型訪問看護指示加算 300

療養型低栄養リスク改善加算 300

★ 療養型経口移行加算 28

療養型経口維持加算Ⅰ 400

療養型経口維持加算Ⅱ 100

〇 療養型口腔衛生管理加算 90

★ 療養型療養食加算 6

療養型在宅復帰支援機能加算 10

療養型認知症専門ケア加算Ⅰ 3

療養型認知症専門ケア加算Ⅱ 4

療養型認知症緊急対応加算 200

★ 療養型排せつ支援加算 100

療養型安全対策体制加算 20

療養型サービス提供体制加算Ⅰ 22

療養型サービス提供体制加算Ⅱ 18

〇 療養型サービス提供体制加算Ⅲ 6

〇 療養型処遇改善加算Ⅰ

療養型処遇改善加算Ⅱ

療養型処遇改善加算Ⅲ

療養型処遇改善加算Ⅳ

療養型処遇改善加算Ⅴ

療養型特定処遇改善加算Ⅰ

〇 療養型特定処遇改善加算Ⅱ
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介護療養型医療施設

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

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

腎瘻・膀胱瘻 膀胱瘻は可、腎瘻は不可。

在宅酸素

内訳

31,806

43,152 43,152

衣服等リース代：64,480
室料:　(個室)　259,811
　　　(特別室)422,189

＊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）

28,737

加算

1,594

衣服等リース代：64,480

施設名 医療法人社団宏和会 エビハラ病院

千葉県鴨川市太海630-10

04-7093-2626

昭和56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。

1,480

別紙参照 別紙参照

自費

11,687 51,708

利用者負担（月額）

多床室 個室

152,719円
 449,368円(個室)

611,746円(特別室)
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介護療養型医療施設

【別紙】エビハラ病院　　　　　　　　　　　　　　＊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

療養型夜間勤務等看護加算Ⅰ 23 療養型感染対策指導管理加算 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅱ 14 療養型褥瘡対策指導管理加算Ⅰ 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅲ 14

〇 療養型夜間勤務等看護加算Ⅳ 7

★ 療養型若年性認知症受入加算 120

療養型外泊時費用 362

療養型過型試行的退院サービス費 800

★ 療養型他科受診時費用 362

★ 療養型初期加算 30

★ 療養型退院前訪問指導加算 460

療養型退院後訪問指導加算 460

★ 療養型退院時指導加算 400

★ 療養型退院時情報提供加算 500

療養型退院前連携加算 500

★ 療養型訪問看護指示加算 300

療養型低栄養リスク改善加算 300

療養型経口移行加算 28

療養型経口維持加算Ⅰ 400

療養型経口維持加算Ⅱ 100

療養型口腔衛生管理加算 90

★ 療養型療養食加算 6

療養型在宅復帰支援機能加算 10

療養型認知症専門ケア加算Ⅰ 3

療養型認知症専門ケア加算Ⅱ 4

療養型認知症緊急対応加算 200

療養型排せつ支援加算 100

療養型安全対策体制加算 20

療養型サービス提供体制加算Ⅰ 22

療養型サービス提供体制加算Ⅱ 18

〇 療養型サービス提供体制加算Ⅲ 6

〇 療養型処遇改善加算Ⅰ

療養型処遇改善加算Ⅱ

療養型処遇改善加算Ⅲ

療養型処遇改善加算Ⅳ

療養型処遇改善加算Ⅴ

療養型特定処遇改善加算Ⅰ

〇 療養型特定処遇改善加算Ⅱ
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介護療養型医療施設

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

〇

備考

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。

1,431

別紙参照 別紙参照

11,470 11,470

42,780 42,780

レンタルセット：26,400
2人部屋料：82,500

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

胃ろう

レンタルセット：26,400
個室料：170,500

利用者負担（月額）

多床室 個室

113,887円(４人部屋)
196,387円(２人部屋) 284,387円

内訳

31,806 31,806

加算

1,431

施設名 医療法人三紫会 小田病院

鴨川市横渚880

04-7092-1128

昭和26年
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介護療養型医療施設

【別紙】小田病院   ＊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

療養型夜間勤務等看護加算Ⅰ 23 〇 療養型感染対策指導管理加算 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅱ 14 療養型褥瘡対策指導管理加算Ⅰ 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅲ 14

〇 療養型夜間勤務等看護加算Ⅳ 7

療養型若年性認知症受入加算 120

★ 療養型外泊時費用 362

療養型過型試行的退院サービス費 800

★ 療養型他科受診時費用 362

★ 療養型初期加算 30

★ 療養型退院前訪問指導加算 460

療養型退院後訪問指導加算 460

★ 療養型退院時指導加算 400

★ 療養型退院時情報提供加算 500

療養型退院前連携加算 500

療養型訪問看護指示加算 300

療養型低栄養リスク改善加算 300

療養型経口移行加算 28

★ 療養型経口維持加算Ⅰ 400

療養型経口維持加算Ⅱ 100

療養型口腔衛生管理加算 90

★ 療養型療養食加算 6

療養型在宅復帰支援機能加算 10

療養型認知症専門ケア加算Ⅰ 3

療養型認知症専門ケア加算Ⅱ 4

療養型認知症緊急対応加算 200

療養型排せつ支援加算 100

療養型安全対策体制加算 20

療養型サービス提供体制加算Ⅰ 22

療養型サービス提供体制加算Ⅱ 18

〇 療養型サービス提供体制加算Ⅲ 6

〇 療養型処遇改善加算Ⅰ

療養型処遇改善加算Ⅱ

療養型処遇改善加算Ⅲ

療養型処遇改善加算Ⅳ

療養型処遇改善加算Ⅴ

療養型特定処遇改善加算Ⅰ

療養型特定処遇改善加算Ⅱ
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介護療養型医療施設

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

〇

〇

〇

〇

〇

〇

備考

施設名 鴨川市立国保病院

鴨川市宮山233

04-7097-1221

平成17年2月（開院は昭和21年4月）

10,230

利用者負担（月額）

多床室 個室

なし 160,391円

内訳

27,559

加算

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

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。

1,082

別紙参照

55,800

65,720
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介護療養型医療施設

【別紙】鴨川市立国保病院　　　　　　　　　　　　＊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

療養型夜間勤務等看護加算Ⅰ 23 ○ 療養型感染対策指導管理加算 6

〇 療養型夜間勤務等看護加算Ⅱ 14 ○ 療養型褥瘡対策指導管理加算Ⅰ 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅲ 14

療養型夜間勤務等看護加算Ⅳ 7

療養型若年性認知症受入加算 120

療養型外泊時費用 362

療養型過型試行的退院サービス費 800

★ 療養型他科受診時費用 362

★ 療養型初期加算 30

★ 療養型退院前訪問指導加算 460

★ 療養型退院後訪問指導加算 460

★ 療養型退院時指導加算 400

★ 療養型退院時情報提供加算 500

★ 療養型退院前連携加算 500

★ 療養型訪問看護指示加算 300

療養型低栄養リスク改善加算 300

療養型経口移行加算 28

療養型経口維持加算Ⅰ 400

療養型経口維持加算Ⅱ 100

〇 療養型口腔衛生管理加算 90

★ 療養型療養食加算 6

療養型在宅復帰支援機能加算 10

療養型認知症専門ケア加算Ⅰ 3

療養型認知症専門ケア加算Ⅱ 4

療養型認知症緊急対応加算 200

療養型排せつ支援加算 100

★ 療養型安全対策体制加算 20

療養型サービス提供体制加算Ⅰ 22

療養型サービス提供体制加算Ⅱ 18

〇 療養型サービス提供体制加算Ⅲ 6

療養型処遇改善加算Ⅰ

療養型処遇改善加算Ⅱ

療養型処遇改善加算Ⅲ

療養型処遇改善加算Ⅳ

療養型処遇改善加算Ⅴ

療養型特定処遇改善加算Ⅰ

療養型特定処遇改善加算Ⅱ
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介護療養型医療施設

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

〇

備考

鼻腔経管栄養

看取り介護の実施可能。

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

腎瘻・膀胱瘻 腎瘻の受け入れはしていません。

ストーマ

バルーン

＊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）

在宅酸素

施設名 医療法人明星会 東条病院

鴨川市広場1615

04-7092-1207

平成12年4月

内訳

30,442 27,559

加算

732 687

別紙参照 別紙参照

自費

11,687 0

65,720 65,720

19,200
差額室料:57,970

　　　　　(2人部屋)

19,200
差額室料:92,070

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

127,781円(4人部屋)
185,751円(2人部屋) 205,236円
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介護療養型医療施設

【別紙】東条病院　　　　　　　　　　　　　　　　＊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

療養型夜間勤務等看護加算Ⅰ 23 療養型感染対策指導管理加算 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅱ 14 療養型褥瘡対策指導管理加算Ⅰ 6

療養型夜間勤務等看護加算Ⅲ 14

〇 療養型夜間勤務等看護加算Ⅳ 7

療養型若年性認知症受入加算 120

療養型外泊時費用 362

療養型過型試行的退院サービス費 800

療養型他科受診時費用 362

★ 療養型初期加算 30

療養型退院前訪問指導加算 460

療養型退院後訪問指導加算 460

療養型退院時指導加算 400

療養型退院時情報提供加算 500

療養型退院前連携加算 500

療養型訪問看護指示加算 300

療養型低栄養リスク改善加算 300

療養型経口移行加算 28

療養型経口維持加算Ⅰ 400

療養型経口維持加算Ⅱ 100

療養型口腔衛生管理加算 90

★ 療養型療養食加算 6

療養型在宅復帰支援機能加算 10

療養型認知症専門ケア加算Ⅰ 3

療養型認知症専門ケア加算Ⅱ 4

療養型認知症緊急対応加算 200

療養型排せつ支援加算 100

療養型安全対策体制加算 20

療養型サービス提供体制加算Ⅰ 22

療養型サービス提供体制加算Ⅱ 18

〇 療養型サービス提供体制加算Ⅲ 6

療養型処遇改善加算Ⅰ

療養型処遇改善加算Ⅱ

〇 療養型処遇改善加算Ⅲ

療養型処遇改善加算Ⅳ

療養型処遇改善加算Ⅴ

療養型特定処遇改善加算Ⅰ

療養型特定処遇改善加算Ⅱ
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