
私たちは、皆様が住み慣れた地域で、健康で豊かな生活を過ごされるよう日常生活すべてを
リハビリと考え、当センターを開設致しました。経験豊富な専門スタッフが健康管理を行い、
皆様に喜ばれ、笑顔あふれるセンターになりたいと考えます。 

皆様と共に創り、地域に根ざしたセンターを目指します。 

理念 一般目標 

利用できる方、利用方法 

通所リハビリテーション利用料金表Ⅰ 

通所リハビリテーション利用料金表Ⅱ 

介護予防通所リハビリテーション利用料金表 サービス内容 

利用状況 お問い合わせ 

クリックしてください 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 



利用方法 

介護サービス計画に基づいたサービスとなり
ますので、皆様が契約されているケアマネー
ジャーに相談され、ご利用ください。 

利用できる方 

在宅で生活されており介護保険法により要支
援・要介護と認定された 方が対象となり ます。 

（認定度によりｻｰﾋﾞｽの利用回数に制限があります。） 

前のページに戻る 



通所リハビリテーション利用料金表Ⅰ 

  基  本  料  金           （円／日） 

利  用  時  間 

介護度 1時間以上 

２時間未満 

２時間以上 

３時間未満 

３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

８時間未満 

要介護１ 329 343 444 ５59 726 

要介護２ 358 398 520 ６66 875 

要介護３ 388 455 ５96 ７72 1022 

要介護４ 417 510 ６73 ８78 1173 

要介護５ 448 566 749 ９84 １321 

※介護保険による一部負担金の額 （要介護１～５） 

前のページに戻る 



通所リハビリテーション利用料金表Ⅱ 
※介護保険による一部負担金の額 （要介護１～５） 

前のページに戻る 

加算料金                  （円／日等） 

内容 金額 単位/月・日・回 備考 

入浴介助加算 50 /日 一般浴・器械浴の入浴介
助 

栄養改善加算 150 /月 月２回まで。原則３ヶ月 

口腔機能向上加算 150 /月 月２回まで。原則３ヶ月 

短期集中リハビリ加算
（１） 

110 /日 退院（所）日又は認定日から起算して３ヶ月
以内 

リハビリマネジメント加算
（Ⅰ） 
 

230 
 

/月 
 

月４回以上利用。新規利用月等に算定 

リハビリマネジメント加算
（Ⅱ） 

1020 /月 開始日から６ヶ月以内 

700 /月 開始から６ヶ月以降 

サービス提供体制加算 12 /日 介護福祉士が４０％配置されている 

理学療法士等体制強化
加算 

30 /日 理学療法士等２名以上配置（１時間
以上２時間未満利用） 

重度療養管理加算 100 /日 ２時間以上利用者、要介護３～５ 

中重度ケア体制加算 20 /日 要介護度３以上の利用者のしめる
割合が３０％以上 

生活行為向上リハビリテー
ション実施加算 

2000 /月 開始月から起算して３ヶ月以内の期
間におこなわれた場合 

1000 /月 開始から起算して３ヶ月超６ヶ月以



介護予防通所リハビリテーション利用料金表 

※介護保険による一部負担金の額 （要支援１、２） 

基 本 料 金    （円） 加 算 料 金    （円） 

介護度 １ヶ月毎 内容 １ヶ月毎 

要支援１ 1812 運動機能向上 

加算 
２２５ 

要支援２ 3715 栄養改善加算 １5０ 

口腔機能向上 

加算 
１5０ 

サービス提供体
制加算 

48（支援１） 

96（支援２） 

前のページに戻る 



介護予防通所リハビリテーション利用料金表 
加算料金 （円） 

内容 １ヶ月につき 

○運動器機能向上加算 225 

○栄養改善加算 150 

○口腔機能向上加算 150 

事業所加算 ※ 

サービス提供体制加算 
48（支援１） 

96（支援２） 

○印２項目選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 480 

○印３項目選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 
 

700 
 

※前年度の事業成績によって加算が決まります 



サービス内容 
☆リハビリテーション 

理学療法士、作業療法士による専門的な リハビリを、個人にあった方法で提供します。 

☆入浴 

浴場、器械浴を完備し、車椅子や寝たきりの方でも入浴が可能となっています。 

☆送迎 

朝・帰りの送迎を自宅からセンターまで行います。 

   ※送迎地によっては難しい場合もあるのでご相談ください。 

☆昼食 

栄養状態や飲み込みの状況に合わせた食事を提供します。 

☆レクリエーション 
介護福祉士がカラオケやゲームを通して楽しみの場を提供します 

☆口腔ケア 

食前・食後の口腔ケアを実施して、肺炎の予防や美味しく食事が取れるように努めます 

前のページに戻る 



私たちは、皆様が住み慣れた地域で、健康で豊かな生活を 

過ごされるよう、リハビリテーションによる活動能力の維持・ 

向上と、社会参加の機会の拡大に努めます。 

理   念 

【一般目標】 

個別リハビリテーションなどのリハビリテーション機能の充実によって、在宅での生活を考慮
した身体機能の向上に努めます。 

総合病院における機能を基盤に医療必要度の高い利用者にもサービスを提供し、在宅生活
の支援を行います。 

安全な医療・介護サービスの提供に努めます。 

介護予防事業を通し利用者が要介護状態とならないよう、運動機能・口腔機能・栄養状態の
改善に努めます。 

地域住民がいきいきと生活できる為に、社会参加の機会を拡大します。 

１． 

２． 

３． 

４． 

５． 

前のページに戻る 



利用状況 

月 火 水 木 金 

３３人 ３４人 ３４人 ３２人 ３２人 

※利用は1日30～35名を予定 

1日平均で30名の利用がありました 

※４月２１日現在で若干の余裕はありますが、利用待ち人数が５名程度おられますので、予約
待ちの状況となっています。 

前のページに戻る 

☆１月の利用状況 

☆２月の利用予定状況 



口腔機能向上加算の流れ 

口 

 

不要 

不要 

スクリーニング 

必要 

訪問調査時と既存の場合は適時 

アセスメント 

初回利用：3回目の利用時まで 

必要 

口腔機能改善管理指導計画書 

評価の実施・評価結果と指導方針をカルテに記載 

口腔機能向上プログラムの実践 

計画に沿ってプログラムを実施する 

実施内容をカルテに記載 
CW 

 カルテ記載（2回/月以上） デイケアNs. 

計画の再評価 

これまで実施してきた内容の評価 

プログラム実施の必要性が乏しい場合は、終了とする 

CW 

機能面：RH 

衛生面：CW 

口腔内の衛生：DH 

嚥下機能：ST 

口腔内の衛生：DH 

嚥下機能：ST 

本人・家族への説明・同意とサイン CW・RH 

Ns.の確認 

計画書の作成 Ns. 

NS：看護師 

ST：言語聴覚士 

DH：歯科衛生士 

CW：介護福祉士 

RH：リハビリスタッフ 


