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説明

□ サービス提供時間と前後に行なった日常生活上の世話の所要時間が、8時間以上とな
り、9時間未満の場合。

□ 入浴を行った場合

□ リハビリ計画の進捗状況を定期的に評価、見直し、継続的にリハビリの質を管理した場
合。

□ 利用者に対して、個別リハビリテーションを集中的に行った場合。

□ 認知症と医師が判断し、リハビリにより生活機能の改善が見込まれると判断された者に
対して、集中的に個別リハビリを行なった場合。（週2回を限度）

□ 認知症と医師が判断し、実施頻度、場所、時間等が記載されたリハビリ計画を作成し、
集中的に生活機能の向上に資するリハビリを1ヶ月に4回以上行なっている場合。

□ 若年性認知症利用者ごとに、個別に担当者を定め、通所リハビリを行った場合。
（65歳の誕生日前々日までが対象）

□ 口腔機能の低下、又はその恐れのある者に対し、口腔機能サービスを行った場合。
(月2回を限度）

□ 低栄養状態またはその恐れのある者に対し、栄養改善サービスを行った場合。
（月2回を限度）

□ 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに栄養状態について確認を行ない、当該利用者の栄
養状態に係る情報を介護支援専門員に文書で共有した場合。

□ 介護度3・4・5であり厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対し計画的な医学的
管理のもと通所リハビリを行った場合。

□ 事業所が送迎を行なわない場合。

□ 常時、理学療法士等の合計数が、当該事業所の利用者の数が25またはその端数を増
すごとに1以上配置されていること。

□ 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が50％以上の場合。

※

※

※

※

上記表内の1割負担は、各基本単位に、処遇改善加算（1単位未満の端数四捨五入）、地域単価（1円未満の端数切捨て）を含めて「円」にて表記しています。

【利用者負担額】

(基本単位＋加算減算単位)×4.7％[介護職員処遇改善加算Ⅰ］×10.55［地域単価］－保険請求額

地域単価　伊勢原市（5級地）は10.55です。

上記料金表は、2018年4月1日　介護保険改定後の料金表です。提供させていただいたサービスのみの請求となります。

詳細は厚生省令による。

リハビリテーション
提供体制加算

所要時間6時間以上
7時間未満 24単位／日 27円／日

サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ） 18単位／日 20円／日

重度療養管理加算 100単位／日 111円／日

送迎減算（片道） ▲47単位／片道 ▲52円／片道

栄養改善加算 150単位／回 166円／回

栄養スクリーニング加算 5単位／回 6円／回

若年性認知症利用者受入加算 60単位／日 67円／日

口腔機能向上加算 150単位／回 166円／回

生活行為向上リハビリ
テーション実施加算

開始月から
3ヶ月以内 2,000単位／月 2,210円／月 生活行為の充実を図る目標を定めた計画を作成、利用者の有する能力の向上を支援

し、提供終了日前1ヶ月以内にリハビリ会議を開催し目標の達成状況、結果を報告。
※実施後、同一の利用者に対し、引き続き通所リハビリを継続した場合は1日につき所
定単位数の100分の15を減算する。

開始月から
3ヶ月超6ヶ月以内 1,000単位／月 1,105円／月

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算（Ⅰ）

退院(所）日又は
開始日から3ヶ月以内 240単位／日 265円／日

認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算（Ⅱ）

退院(所）日又は
開始日から3ヶ月以内 1,920単位／月 2,121円／月

リハビリマネジメント（Ⅲ）の要件に適合し、通所リハビリテーション計画書等の内容に関
するデータを、厚生労働省に提出していること（3ヶ月に1回を限度とする）。開始月から

6ヶ月超 900単位／月 994円／月

短期集中個別リハビリ
テーション実施加算

退院（所）日又は認定日
から起算して3ヶ月以内 110単位／日 122円／日

800単位／月 884円／月

リハビリテーション
マネジメント加算（Ⅳ）

開始月から
6ヶ月以内 1,220単位／月 1,348円／月

マネジメント（Ⅰ）の要件に加えて、6ヶ月以内は1ヶ月に1回以上、6ヶ月以降は3ヶ月に1
回以上、リハビリ会議を開催し、利用者の状況等を構成員と共有、理学療法士等が説
明、同意を得て、説明した内容を医師へ報告する。開始月から

6ヶ月超 530単位／月 586円／月

リハビリテーション
マネジメント加算（Ⅲ）

開始月から
6ヶ月以内 1,120単位／月 1,238円／月

マネジメント（Ⅱ）の要件と同様だが、リハビリ計画については、医師が利用者又は家族
に対して説明し、同意を得る。開始月から

6ヶ月超

リハビリテーション
マネジメント加算（Ⅰ） 330単位／月 365円／月

リハビリテーション
マネジメント加算（Ⅱ）

開始月から
6ヶ月以内 850単位／月 939円／月

延長加算 8時間以上9時間未満 50単位／回 55円／回

入浴介助加算 50単位／回 55円／回

要介護5 1,195単位／日 1,320円／日

※サービス提供前から提供時間の短縮が決まっている場合は、その時間に応じた所定単位数を算定しますが、当日の体調不良等のやむを得ない
　 事由によるサービス提供時間の短縮があった場合、当初の通所リハビリ計画に位置付けられた時間で、所定単位数を算定する場合があります。

加算減算単位

基本単位 1割負担

大規模Ⅰ
【前年度の1ヶ月当たり平均延べ人数750人以上900名以内】

要介護2 　777単位／日 　859円／日

要介護3 　902単位／日 　996円／日

要介護4 1,049単位／日 1,159円／日

（別紙3）　
介護老人保健施設　ききょう苑

2018年4月1日適用

通所リハビリテーション　利　用　料　金　表

通所リハビリテーション費  （他の区分は裏面に記載）

基本単位 1割負担

□

□

□

□

※介護保険負担割合証に準じた割合となります。

【6時間以上～7時間未満】

項目

要介護1 　650単位／日 　719円／日
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内容

昼食　希望された場合。

夕食　希望された場合　延長時のみ適用。

施設備え付け以外の日用品を希望された場合。
※別紙参照(料金は一律となります）

おやつ・選択ドリンク　希望された場合。

希望者のみ実施された場合。

要介護5 1,024単位／日 1,131円／日

大規模Ⅰ
【前年度の1ヶ月当たり平均延べ人数750人以上900名以内】

要介護2 　665単位／日 　735円／日

要介護4 899単位／日 993円／日

974円／日

【5時間以上～6時間未満】 基本単位 1割負担

要介護1 　556単位／日 614円／日

要介護4 774単位／日 855円／日

要介護2 　583単位／日

要介護3 772単位／日 853円／日

要介護5 882単位／日

要介護1 　498単位／日 　550円／日

644円／日

要介護3 　667単位／日 737円／日

要介護5 777単位／日 859円／日

【4時間以上～5時間未満】 基本単位 1割負担

要介護2 　512単位／日 　566円／日

要介護4 682単位／日 754円／日

要介護3 587単位／日 　649円／日

要介護5 558単位／日 617円／日

【3時間以上～4時間未満】 基本単位 1割負担

要介護1 　437単位／日 　484円／日

　433円／日

要介護3 　448単位／日 　495円／日

要介護4 502単位／日 555円／日

要介護2 　392単位／日

441単位／日 488円／日

【2時間以上～3時間未満】 基本単位 1割負担

要介護1 　337単位／日 　373円／日

希望された場合。
※ 苑で貸し出しをした場合は、後日使用分をご返却下さい。

55円/1枚Ｂ簡易タイプ

37円/1枚Ｃポリマータイプ

35円/1枚Ｄ尿パット女性用

70円/1枚Ｅ尿パット男性用

要介護1 　323単位／日 　357円／日

要介護2 　354単位／日

73円/1枚Ｆハクパンツタイプ

教養娯楽費 １50円（1日）
手芸、工作、折り紙、書道、華道、写真、絵手紙、絵画、麻雀、囲碁、オセ
ロ、テーブルゲーム、テレビゲーム、DVD鑑賞、カラオケ、貼り絵、パズル、
塗り絵、読書等のクラブ活動を希望された場合。
※希望される活動が複数となった場合も料金は一律となります。

おやつ代 100円（1回）

行事費 実費

おむつ代

55円/1枚Ａ標準タイプ

昼食代 　　700円(１食）　　

夕食代 550円（1食）

日用品費 １00円（1日）

項　　目 日　　　　額

通所リハビリテーション費

【1時間以上～2時間未満】 基本単位 1割負担

要介護3 　382単位／日 422円／日

　392円／日

その他の日常生活費(介護保険外費用）

要介護4 411単位／日 454円／日

要介護5
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