
令和 1 年 10 月現在

単位884

≪介護老人保健施設 ウェルピア白寿　　入所料金表≫

基本サービス費
１日あたりの所定単位数　／　１割負担額　（1単位10.45円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従 来 型 個 室 733 円 780 円

施設サービス費（ⅰ） 701 単位

円

施 設 サ ー ビ ス 費 （ ⅲ ）
775 単位 単位

単位 860 単位 911746 単位

845 円 899 円 952

単位 935 単位 989

●加算 １日 (回) あたりの単位数 １割負担額（1単位10.45円）

初期加算　＊入所日から起算して30日間算定 30 単位/日 31 円/日

924 円 977 円 1,034 円
多床室（２人・４人部屋）

810 円 860 円

823

入所前後訪問指導加算Ⅱ 480 単位/回 502 円/回

試行的退所時指導加算 400 単位/回 418 円/回

退所前連携加算 500 単位/回 523 円/回

夜勤職員配置加算 24 単位/日 25 円/日

退所時情報提供加算 500 単位/回 523 円/回

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 34 単位/日 36 円/日

サービス提供体制強化加算Ⅰイ 18 単位/日 19

栄養マネジメント加算 14 単位/日 15 円/日

療養食加算　*治療の為特別な食事を提供した場合 6 単位/回 7 円/回

認知症ケア加算　＊認知症専門棟に入所した場合 76 単位/日 79 円/日

短期集中リハビリ加算　＊入所日から3ヶ月以内 240 単位/回 251 円/回

認知症短期集中リハ加算 240 単位/回 251 円/回

褥瘡マネジメント加算 10 単位/月 11 円/月

ターミナルケア加算　＊死亡日前4～30日 160 単位/日 167 円/日

排せつ支援加算 100 単位/月 105 円/月

口腔衛生管理体制加算
＊歯科医師の管理のもと､口腔機能の維持･管理を行う場合

30 単位/月 31 円/月

94 円/月

1,650 単位/日 1,725 円/日

378 円/日

特定処遇改善加算Ⅱ 1ヶ月に利用した合計単位数の1.7％に相当する単位数
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単位808

処遇改善加算Ⅱ 1ヶ月に利用した合計単位数の2.9％に相当する単位数

円/日

口腔衛生管理加算
＊歯科衛生士が､口腔ケアを月２回以上行った場合

90 単位/月

外泊時費用
＊外泊初日と最終日を除く

362 単位/日

ターミナルケア加算　＊死亡前日・前々日 820 単位/日 857 円/日

ターミナルケア加算　＊死亡日当日



朝食650円　・　昼食750円　・　夕食750円

別紙　おやつ代申込書にて申し込みをした方のみ。

洗濯した衣類をアイロン掛けし、居室に収納までを一回とします。

カット 1,500円　・　顔剃り 600円

ホーム喫茶 350円　・　グループ外出 150円 など実費相当額

介護保険の認定更新の際に、当施設で代行申請した場合。

他科受診時に当施設の主治医が紹介状を発行した場合。

当施設で死亡診断され、主治医が死亡診断書を作成した場合。

施設に入所していることを明らかにするための証明書の発行。

一般棟の多床室を利用した場合の３０日あたりの料金例
　（ おやつ込み・日用品プレミアム ・ 洗濯×10回 ・ 理美容カット×1回 ）

食費・居住費の負担限度額が第四段階の方

食費・居住費の負担限度額が第三段階の方

食費・居住費の負担限度額が第二段階の方

　当施設では、入所する際に最初に必要となる費用（入所一時金・前払金 等）はありませんので
上記金額以外に費用が発生することはございません。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


　


◆個室料　※一般棟の個室を利用した場合のみ

要介護５

78,674 円

洗　濯　代 500円/回

日 用 品 費 スタンダード 180円 ・ プレミアム 300円 ・ プレミアム＋ 380円　※プランの詳細については別紙参照

訪問理美容 （委託）

1,640　円／１日あたり 850　円／１日あたり 2,800　円／１日あたり 1,400　円／１日あたり

食　　　費 2,100円/日

代行申請手数料

紹介状発行料

死亡診断書の作成

利用証明書の発行

380円

2,000円/回

5,000円

1,000円/回

教養娯楽費

要介護４ 要介護５

70,614 円 72,145 円

80,205 円

30日間の料金

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

138,504 円 140,035 円 円

30日間の料金

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

【本件に関するお問い合わせ】
介護老人保健施設ウェルピア白寿　相談室　TEL：042-597-6231
E-Mail : wellpia@hakujyu.or.jp
LINEアプリでもご質問承っております。LINE ID：@509thbpv

おやつ代 150円/日
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74,091 円 75,718 円 77,440 円

82,151 円 83,778 円 85,500 円

141,981 円 143,608

30日間の料金

要介護１ 要介護２ 要介護３

円 145,330

多床室（２人・４人部屋） 従来型個室（一般棟） ２人部屋（一般棟）

◆居住費
従来型個室


