
介護老人保健施設　ケアセンター八潮 利　用　単　価　表　　【　入所用　】（１割）
１、基本料金

　《多床室（４人部屋）》

①施設ｻｰﾋﾞｽ費 1割/日 居住費 526円 (*)

介護度１ 859円 食事利用料 1795円 (*)

介護度２ 935円

介護度３ 1001円 ＋ ×

介護度４ 1058円 教養娯楽費 211円

介護度５ 1115円 ③ 2743円

※小数点以下省略 ② 92円

　《個室》　　　 項目 料金

理美容代 ２６６０円他/1回

①施設ｻｰﾋﾞｽ費 1割/日 居住費 1870円 (*) 電気代 ５５円/1点

介護度１ 777円 特室料 1344円

介護度２ 851円 食事利用料 1795円 (*)

介護度３ 914円 ＋ × 日常消耗品費 211円

介護度４ 972円 教養娯楽費 211円

介護度５ 1030円 ③ 5431円

※小数点以下省略 ② 92円

※外泊の場合、外泊初日と最終日を除き、上記料金に代えて１日３７２円を自己負担分として加算します

※表示金額は税込みとなります。

２、各種加算

・安全管理体制未実施減算：-6円/日

2021(R3)・4・1　改訂

介護保険適用料金　（地域加算１０．２７円算定済み。小数点以下表記省略） 介護保険適用外料金

※この料金表は介護保険適
用単位数に地域加算（１０．２
７円）を掛けているため、小数
点以下の金額も発生してい
ますが表記を省略しておりま
す。

夜勤職員配置加算 25円
介護職員
処遇改善
加算（Ⅰ）
３．９％

日常消耗品費 211円

介護職員等
特定処遇改
善加算（Ⅰ）

2.1％ (*)介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は
居住費と食事利用料が減額になります。

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

48円

３、その他の料金

介護保険適用料金　（地域加算１０．２７円算定済み。小数点以下表記省略） 介護保険適用外料金

夜勤職員配置加算 25円
介護職員
処遇改善
加算（Ⅰ）
３．９％

（必要に応じて利用料金に加算される料金。１割負担で表示。地域別加算１０．２７円算定済み。小数点以下省略。 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）３．９％と介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）2.1％を掛ける）

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

48円

インフル
エンザ

５１６３円

肺炎球菌
ワクチン

８９４９円
介護職員等
特定処遇改
善加算（Ⅰ）

2.1％

コイン
ランドリー

２００円
(*)介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は
居住費と食事利用料が減額になります。 私物

洗濯代
４１９１円

・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)：19円/日

・経口維持加算（Ⅰ）：411円/回（Ⅱ）：103円/回・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)：7円/日

・口腔衛生管理加算（Ⅰ）：93円/月

・初期加算：31円/日 ・栄養マネジメント強化加算：12円/日

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)：23円/日

・経口移行加算：29円/日

・栄養ケア・マネジメントの未実施：　-15円/日

・若年認知症入所者受入加算：124円/日

・ターミナルケア加算（死亡日30日前～4日前）：165円/日

・短期集中リハビリテーション加算：247円/日

・口腔衛生管理加算（Ⅱ）：113円/月・認知症短期集中リハビリテーション加算：247円/日

・療養食加算：7円/回

・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)：62円/月

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)：103円/回

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)：247円/回　入所中1回

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)：103円/回

・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)： 3円/月

・認知症行動心理症状緊急対応加算：206円 ・退所時情報提供加算：514円

・外泊時費用：372円/日

・ターミナルケア加算（死亡日前2日又は前日）：843円/日

（外泊時、在宅サービスを利用する場合は、上記料金に

・緊急時治療加算：532円 ・ターミナルケア加算（死亡日）：1695円/日

・褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)：14円/月

・排せつ支援加算（Ⅰ）：11円/月

・排せつ支援加算（Ⅱ）：16円/月

・排せつ支援加算（Ⅲ）：21円/月

・ターミナルケア加算（死亡日45日前～31日前）：83円/日

・訪問看護指示加算：309円

・入退所前連携加算(Ⅰ)：617円

・入退所前連携加算(Ⅱ)：411円

・自立支援促進加算：309円/月

・安全対策体制加算：21円(入所時に1回限り）

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算：34円/月

・科学的介護推進体制加算(Ⅰ)：41円/月

代わり822円となります※在宅サービス費は徴収されず）

・所定疾患施設療養費（Ⅰ）：246円/回

・再入所時栄養連携加算：206円/回

・所定疾患施設療養費（Ⅱ）：493円/回

退所日

・試行的退所時指導加算：411円

・入所前後訪問指導加算（Ⅱ）：493円

・認知症ケア加算：78円/日



介護老人保健施設　ケアセンター八潮 利　用　単　価　表　　【　入所用　】（2割）
１、基本料金

　《多床室（４人部屋）》

①施設ｻｰﾋﾞｽ費 ２割/日 居住費 526円

介護度１ 1717円 食事利用料 1795円

介護度２ 1869円

介護度３ 2001円 ＋ ×

介護度４ 2116円 教養娯楽費 211円

介護度５ 2229円 ③ 2743円

※小数点以下省略 ② 182円

　《個室》　　　 項目 料金

理美容代 ２６６０円他/1回

①施設ｻｰﾋﾞｽ費 ２割/日 居住費 1870円 電気代 ５５円/1点

介護度１ 1553円 特室料 1344円

介護度２ 1701円 食事利用料 1795円

介護度３ 1828円 ＋ × 日常消耗品費 211円

介護度４ 1943円 教養娯楽費 211円

介護度５ 2060円 ③ 5431円

※小数点以下省略 ② 182円

※外泊の場合、外泊初日と最終日を除き、上記料金に代えて１日７４４円を自己負担分として加算します

※表示金額は税込みとなります。

２、各種加算

・安全管理体制未実施減算：-11円/日

2021(R3)・4・1　改訂

介護保険適用料金　（地域加算１０．２７円算定済み。小数点以下表記省略） 介護保険適用外料金

※この料金表は介護保険適
用単位数に地域加算（１０．２
７円）を掛けているため、小数
点以下の金額も発生してい
ますが表記を省略しておりま
す。

夜勤職員配置加算 50円
介護職員
処遇改善
加算（Ⅰ）
３．９％

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

95円

日常消耗品費 211円

介護職員等
特定処遇改
善加算（Ⅰ）

2.1％
３、その他の料金

介護保険適用料金　（地域加算１０．２７円算定済み。小数点以下表記省略） 介護保険適用外料金

夜勤職員配置加算 50円
介護職員
処遇改善
加算（Ⅰ）
３．９％

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

95円
介護職員等
特定処遇改
善加算（Ⅰ）

2.1％

コイン
ランドリー

２００円

私物
洗濯代

４１９１円

インフル
エンザ

５１６３円

肺炎球菌
ワクチン

８９４９円

（必要に応じて利用料金に加算される料金。2割負担で表示。地域別加算１０．２７円算定済み。小数点以下省略。 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）３．９％と介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）2.1％を掛ける）

・初期加算：62円/日 ・栄養マネジメント強化加算：23円/日

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)：493円

・短期集中リハビリテーション加算：493円/日

・経口移行加算：58円/日

・自立支援促進加算：617円/月

・経口維持加算（Ⅰ）：822円/回（Ⅱ）：206円/回

・口腔衛生管理加算（Ⅰ）：185円/月

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)：45円/日

・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)：37円/日

・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)：13円/日

・安全対策体制加算：41円(入所時に1回限り）

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算：68円/月

・科学的介護推進体制加算(Ⅰ)：82円/月

・栄養ケア・マネジメントの未実施：　-29円/日

・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)：124円/月

（外泊時、在宅サービスを利用する場合は、上記料金に

・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)： 6円/月

・褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)：27円/月

・排せつ支援加算（Ⅰ）：21円/月

・若年認知症入所者受入加算：247円/日

・療養食加算：13円/回

・外泊時費用：744円/日

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)：206円

・認知症短期集中リハビリテーション加算：493円/日

・ターミナルケア加算（死亡日45日前～31日前）：165円/日

・認知症ケア加算：156円/日

・口腔衛生管理加算（Ⅱ）：226円/月

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)：206円

・入退所前連携加算(Ⅰ)：1233円

・入退所前連携加算(Ⅱ)：822円 ・所定疾患施設療養費（Ⅱ）：986円/回

・認知症行動心理症状緊急対応加算：411円

・訪問看護指示加算：617円

・所定疾患施設療養費（Ⅰ）：491円/回

・試行的退所時指導加算：822円

・退所時情報提供加算：1027円

・緊急時治療加算：1064円

退所日

・ターミナルケア加算（死亡日）：3389円/日・入所前後訪問指導加算（Ⅱ）：986円

・再入所時栄養連携加算：411円/回

・排せつ支援加算（Ⅱ）：31円/月代わり1644円となります※在宅サービス費は徴収されず）

・ターミナルケア加算（死亡日前2日又は前日）：1685円/日・排せつ支援加算（Ⅲ）：41円/月

・ターミナルケア加算（死亡日30日前～4日前）：329円/日



介護老人保健施設　ケアセンター八潮 利　用　単　価　表　　【　入所用　】（3割）
１、基本料金

　《多床室（４人部屋）》

①施設ｻｰﾋﾞｽ費 3割/日 居住費 526円

介護度１ 2576円 食事利用料 1795円

介護度２ 2804円

介護度３ 2001円 ＋ ×

介護度４ 3174円 教養娯楽費 211円

介護度５ 3343円 ③ 2743円

※小数点以下省略 ② 272円

　《個室》　　　 項目 料金

理美容代 ２６６０円他/1回

①施設ｻｰﾋﾞｽ費 ３割/日 居住費 1870円 電気代 ５５円/1点

介護度１ 2330円 特室料 1344円

介護度２ 2551円 食事利用料 1795円

介護度３ 2742円 ＋ × 日常消耗品費 211円

介護度４ 2915円 教養娯楽費 211円

介護度５ 3090円 ③ 5431円

※小数点以下省略 ② 272円

※外泊の場合、外泊初日と最終日を除き、上記料金に代えて１１１６日円を自己負担分として加算します

※表示金額は税込みとなります。

２、各種加算

・安全管理体制未実施減算：-16円/日

2021(R3)・4・1　改訂

介護保険適用料金　（地域加算１０．２７円算定済み。小数点以下表記省略） 介護保険適用外料金

※この料金表は介護保険適
用単位数に地域加算（１０．２
７円）を掛けているため、小数
点以下の金額も発生してい
ますが表記を省略しておりま
す。

夜勤職員配置加算 74円
介護職員
処遇改善
加算（Ⅰ）
３．９％

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

142円

日常消耗品費 211円

介護職員等
特定処遇改
善加算（Ⅰ）

2.1％
３、その他の料金

介護保険適用料金　（地域加算１０．２７円算定済み。小数点以下表記省略） 介護保険適用外料金

夜勤職員配置加算 74円
介護職員
処遇改善
加算（Ⅰ）
３．９％

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算：102円/月

・科学的介護推進体制加算(Ⅰ)：123円/月

・栄養ケア・マネジメントの未実施：　-43円/日

インフル
エンザ

５１６３円

肺炎球菌
ワクチン

８９４９円
介護職員等
特定処遇改
善加算（Ⅰ）

2.1％
２００円

私物
洗濯代

４１９１円

コイン
ランドリー

・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)： 9円/月

・褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)：40円/月

・排せつ支援加算（Ⅰ）：31円/月

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)：309円

（必要に応じて利用料金に加算される料金。3割負担で表示。地域別加算１０．２７円算定済み。小数点以下省略。 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）３．９％と介護職員特定処遇改善加算（Ⅰ）2.1％を掛ける）

・初期加算：93円/日 ・栄養マネジメント強化加算：34円/日

・短期集中リハビリテーション加算：740円/日

・経口移行加算：87円/日

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)：68円/日

・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)：56円/日

・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)：19円/日 ・経口維持加算（Ⅰ）：1233円/回（Ⅱ）：309円/回

・口腔衛生管理加算（Ⅰ）：278円/月

・自立支援促進加算：925円/月

・安全対策体制加算：62円(入所時に1回限り）

・緊急時治療加算：1596円

・所定疾患施設療養費（Ⅱ）：1479円/回

・認知症行動心理症状緊急対応加算：617円

・認知症短期集中リハビリテーション加算：740円/日

・ターミナルケア加算（死亡日45日前～31日前）：247円/日

・認知症ケア加算：234円/日

・ターミナルケア加算（死亡日30日前～4日前）：493円/日

（外泊時、在宅サービスを利用する場合は、上記料金に

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)：309円

・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)：740円

・口腔衛生管理加算（Ⅱ）：339円/月 ・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)：185円/月

代わり2465円となります※在宅サービス費は徴収されず）

・若年認知症入所者受入加算：370円/日

・外泊時費用：1116円/日

・訪問看護指示加算：925円

・療養食加算：19円/回

・排せつ支援加算（Ⅱ）：47円/月

退所日

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

142円

・所定疾患施設療養費（Ⅰ）：737円/回

・試行的退所時指導加算：1233円

・再入所時栄養連携加算：617円/回

・退所時情報提供加算：1541円

・入所前後訪問指導加算（Ⅱ）：1479円

・入退所前連携加算(Ⅰ)：1849円

・入退所前連携加算(Ⅱ)：1233円

・排せつ支援加算（Ⅲ）：62円/月 ・ターミナルケア加算（死亡日前2日又は前日）：2527円/日

・ターミナルケア加算（死亡日）：5084円/日
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