
介護老人保健施設

館山市
P37～P46

南房総市
P47～P52

鴨川市
P53～P54

①なのはな館みさき ②なのはな館なぎさ

③みやぎの郷

④-1館山ケアセンター夢くらぶ

④-2館山ケアセンター夢くらぶ（ユニット型）

⑤光栄館 ⑥晴耕苑 ⑦葵の園・南房総

⑧たいよう
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介護老人保健施設

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

備考

施設名 老人保健施設 なのはな館みさき

館山市浜田110-1

0470-29-2700

平成9年10月24日

11,470
室料：119,350

利用者負担（月額）

多床室 個室

108,950円(4人部屋)
177,150円(2人部屋) 274,516円

内訳

27,838 25,451

加算

3,922

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。

3,775

別紙参照 別紙参照

13,950 62,700

51,770 51,770

11,470
室料：68,200(2人部屋)
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設なのはな館みさき *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 保健施設夜勤職員配置加算 24 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

★ 保健施設認知症短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

★ 保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 ★ 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 保健施設自立支援促進加算 300

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 〇 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 〇 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

★ 保健施設訪問看護指示加算 300 〇 保健施設処遇改善加算Ⅰ

保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

〇 保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

〇 保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 〇 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

〇 保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

私物衣類洗濯・加湿器を希望される場合は外部業者との契約です。

胃ろう

痰吸引

インスリン注射

バルーン

鼻腔経管栄養

ストーマ

＊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

内訳

27,280 24,955

加算

3,510

教養娯楽費:12,400
日用品費:9,300

室料:(2床B)   85,250
       (2床A)102,300

教養娯楽費:12,400
日用品費:9,300
室料:272,800

3,370

別紙参照 別紙参照

自費

20,150 61,500

60,450 60,450

利用者負担（月額）

多床室 個室

133,090円   （3・4床室）
218,340円（2床Bタイプ）
235,390円（2床Aタイプ）

448,775円

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 サテライト型小規模介護老人保健施設なのはな館なぎさ

館山市北条2832

0470-24-2700

平成25年
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介護老人保健施設

【別紙】サテライト型小規模介護老人保健施設なのはな館なぎさ　＊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 保健施設夜勤職員配置加算 24 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

保健施設短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

保健施設認知症短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

★ 保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

★ 保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 ★ 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 保健施設自立支援促進加算 300

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 保健施設安全対策体制加算 20

保健施設退所時情報提供加算 500 〇 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

保健施設訪問看護指示加算 300 〇 保健施設処遇改善加算Ⅰ

〇 保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 〇 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

✕

要相談

○

○

✕

○

○

✕

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

＊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 家族で専門医の受診が可能な場合のみ受入可。

在宅酸素

施設名 介護老人保健施設 みやぎの郷

館山市宮城1088

0470-24-4165

平成23年

内訳

27,838 25,451

加算

18,258

自費

11,687 51,708

52,700 52,700

18,258
個室料金：68,200

3,002 2,869

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

113,485円 219,186円
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設みやぎの郷 *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

○ 保健施設夜勤職員配置加算 24 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

★ 保健施設認知症短期集中リハ加算 240 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

★ 保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

★ 保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 ★ 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

★ 保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 ★ 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 ★ 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 ★ 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 ★ 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 ○ 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 ○ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 ○ 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

★ 保健施設再入所時栄養連携加算 200 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 ★ 保健施設自立支援促進加算 300

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 ○ 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 ★ 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

★ 保健施設試行的退所時指導加算 400 ★ 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 ★ 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 ★ 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 ○ 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

★ 保健施設訪問看護指示加算 300 ○ 保健施設処遇改善加算Ⅰ

○ 保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

★ 保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

★ 保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

★ 保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

★ 保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 ○ 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

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）

膀胱瘻の受け入れ可。腎瘻は受診と管理面で相談が必要。

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。

4,707

別紙参照 別紙参照

11,470 50,840

51,150 51,150

12,400
12,400

室料：15,500

内訳

30,194 27,590

加算

5,638

利用者負担（月額）

多床室 個室

110,852円 162,187円

施設名 老人保健施設 館山ケアセンター夢くらぶ（従来型）

館山市山本392-1

0470-20-2000

平成18年5月1日
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設館山ケアセンター夢くらぶ　*毎月算定〇、該当者のみ一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

〇 保健施設夜勤職員配置加算 24 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

★ 保健施設認知症短期集中リハ加算 240 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

〇 保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 保健施設自立支援促進加算 300

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 〇 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

保健施設訪問看護指示加算 300 〇 保健施設処遇改善加算Ⅰ

保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

★ 保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

★ 保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 〇 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

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）

膀胱瘻の受け入れ可。腎瘻は受診と管理面で相談が必要。

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。

4,859

別紙参照

61,070

51,150

12,400
室料：15,500

内訳

30,318

加算

利用者負担（月額）

多床室 個室

なし 175,297円

施設名 老人保健施設 館山ケアセンター夢くらぶ（ユニット型）

館山市山本392-1

0470-20-2000

平成18年5月1日
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設館山ケアセンター夢くらぶ　*毎月算定〇、該当者のみ一時的に算定★

算定 サービス内容 単位数 算定 サービス内容 単位数

〇 保健施設夜勤職員配置加算 24 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

★ 保健施設認知症短期集中リハ加算 240 ★ 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

★ 保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 保健施設自立支援促進加算 300

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 〇 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

保健施設訪問看護指示加算 300 〇 保健施設処遇改善加算Ⅰ

保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

★ 保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

★ 保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 〇 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

×

×

要相談

×

備考

看取り介護の実施可能。

鼻腔経管栄養

胃ろう

痰吸引 吸引回数の頻度により要相談。

ストーマ

バルーン

インスリン注射

腎瘻・膀胱瘻

在宅酸素

内訳

27,838

49,600 49,600

12,400
室料:(1)51,150
       (2)68,200

＊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）

25,451

加算

4,299

12,400
室料:34,100(2人室)

施設名 医療法人光洋会 介護老人保健施設光栄館

南房総市谷向166-1

0470-36-2323

平成4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。

4,156

別紙参照 別紙参照

自費

12,400 51,770

利用者負担（月額）

多床室 個室

106,537円(4人室)
140,637円(2人室)

（1）194,527円
（2）211,577円
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設光栄館 *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 保健施設夜勤職員配置加算 24 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

★ 保健施設認知症短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

★ 保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

〇 保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

★ 保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 ★ 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 保健施設自立支援促進加算 300

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 〇 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

★ 保健施設訪問看護指示加算 300 〇 保健施設処遇改善加算Ⅰ

保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

★ 保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

★ 保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 〇 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

要相談

要相談

〇

〇

備考

施設名 介護老人保健施設 晴耕苑

南房総市千倉町忽戸692-1

0470-40-1231

平成12年

13,950
個室料：(1)31,930
            (2)63,860

利用者負担（月額）

多床室 個室

106,878円
（１）176,332円
（２）208,262円

内訳

27,838 25,451

加算

2,253

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

受入の枠が限られており状況により判断。

受入の枠が限られており状況により判断。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。

2,143

別紙参照 別紙参照

11,687 51,708

51,150 51,150

13,950
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設晴耕苑 *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

〇 保健施設夜勤職員配置加算 24 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

★ 保健施設認知症短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

★ 保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

★ 保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

★ 保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 保健施設自立支援促進加算 300

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 ★ 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 〇 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

保健施設訪問看護指示加算 300 保健施設処遇改善加算Ⅰ

保健施設栄養マネジメント強化加算 11 〇 保健施設処遇改善加算Ⅱ

保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 〇 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

×

×

○

○

×

○

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。

利用者負担（月額）

多床室 個室

115,279円 196,759円

内訳

27,838 25,451

加算

10,850

自費

15,810 51,770

57,350 57,350

10,850
室料：48,050

3,431 3,288

別紙参照 別紙参照

施設名 介護老人保健施設 葵の園・南房総

南房総市久枝1140

0470-50-3301

平成18年5月

＊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

ストーマ

バルーン 女性のみ。

鼻腔経管栄養

加算は入所者様の状態により変更となる場合があります。

胃ろう

痰吸引 吸引回数等による。

インスリン注射 昼１回打ち。
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設葵の園・南房総 *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

○ 保健施設夜勤職員配置加算 24 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

★ 保健施設認知症短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

★ 保健施設認知症ケア加算 76 ★ 保健施設緊急時治療管理1 518

保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

保健施設ターミナルケア加算21 160 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 ○ 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

保健施設ターミナルケア加算41 1650 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 ★ 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 ★ 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 〇 保健施設自立支援促進加算 300

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 ○ 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 ○ 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

保健施設訪問看護指示加算 300 ○ 保健施設処遇改善加算Ⅰ

保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

★ 保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 ○ 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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介護老人保健施設

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

要相談

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。

利用者負担（月額）

多床室 個室

125,995円(4人部屋)
174,665円(2人部屋)

（1）226,321円
（2）258,809円
（3）291,266円

内訳

27,838 25,451

加算

10,850
室料:48,670(2人部屋)

自費

32,550 54,250

51,150 51,150

10,850
室料:(1)81,158

(2)113,646(3)146,103

3,607 3,462

別紙参照 別紙参照

施設名 介護老人保健施設 たいよう

鴨川市西町1011-1

04-7093-7711

平成7年

＊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

ストーマ

バルーン 自己抜去の可能性がないこと。

鼻腔経管栄養

胃ろう

痰吸引 頻度により相談。

インスリン注射 回数により相談。
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介護老人保健施設

【別紙】介護老人保健施設たいよう *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 保健施設夜勤職員配置加算 24 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 100

★ 保健施設短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 240

保健施設認知症短期集中リハ加算 240 保健施設かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 100

保健施設認知症ケア加算 76 保健施設緊急時治療管理1 518

保健施設若年性認知症受入加算 120 保健施設緊急時治療管理2 518

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅰ 239

保健施設在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ 46 ★ 保健施設所定疾患施設療養費Ⅱ 480

★ 保健施設外泊時費用 362 保健施設認知症専門ケア加算Ⅰ 3

保健施設外泊時在宅サービス利用費用 800 保健施設認知症専門ケア加算Ⅱ 4

★ 保健施設ターミナルケア加算11 80 保健施設認知症緊急対応加算1 200

保健施設ターミナルケア加算12 80 保健施設認知症緊急対応加算2 200

★ 保健施設ターミナルケア加算21 160 保健施設認知症情報提供加算 350

保健施設ターミナルケア加算22 160 保健施設地域連携診療計画加算1 300

★ 保健施設ターミナルケア加算31 820 保健施設地域連携診療計画加算2 300

保健施設ターミナルケア加算32 850 保健施設リハビリマネジメント計画書情報加算 33

★ 保健施設ターミナルケア加算41 1650 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3

保健施設ターミナルケア加算42 1700 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅱ 13

保健施設療養体制維持特別加算Ⅰ 27 保健施設褥瘡マネジメント加算Ⅲ 10

保健施設療養体制維持特別加算Ⅱ 57 保健施設排せつ支援加算Ⅰ 10

★ 保健施設初期加算 30 保健施設排せつ支援加算Ⅱ 15

保健施設再入所時栄養連携加算 200 保健施設排せつ支援加算Ⅲ 20

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ1 450 保健施設排せつ支援加算Ⅳ 100

★ 保健施設入所前後訪問指導加算Ⅰ2 450 保健施設自立支援促進加算 300

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ1 480 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅰ 40

保健施設入所前後訪問指導加算Ⅱ2 480 〇 保健施設科学的介護促進体制加算Ⅱ 60

保健施設試行的退所時指導加算 400 ★ 保健施設安全対策体制加算 20

★ 保健施設退所時情報提供加算 500 〇 保健施設サービス提供体制加算Ⅰ 22

保健施設入退所前連携加算Ⅰ 600 保健施設サービス提供体制加算Ⅱ 18

★ 保健施設入退所前連携加算Ⅱ 400 保健施設サービス提供体制加算Ⅲ 6

保健施設訪問看護指示加算 300 〇 保健施設処遇改善加算Ⅰ

〇 保健施設栄養マネジメント強化加算 11 保健施設処遇改善加算Ⅱ

保健施設経口移行加算 28 保健施設処遇改善加算Ⅲ

保健施設経口維持加算Ⅰ 400 保健施設処遇改善加算Ⅳ

保健施設経口維持加算Ⅱ 100 保健施設処遇改善加算Ⅴ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅰ 90 〇 保健施設特定処遇改善加算Ⅰ

保健施設口腔衛生管理加算Ⅱ 110 保健施設特定処遇改善加算Ⅱ

★ 保健施設療養食加算 6

保健施設在宅復帰支援機能加算 10
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