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■通所リハ料金（日額） 

 金額 内容 

基
本
料
金 

基本ｻｰﾋﾞｽ費※ 

要介護１   ８０５円 

基本的なケアにかかる費用です。 

要介護２   ９６２円 

要介護３ １,１１８円 

要介護４ １,２７５円 

要介護５ １,４３２円 

食費   ６００円 食事の材料費や調理等にかかる費用です。 

日用品費・教養娯楽費   ２００円 身の回り品やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなどにかかる費用です。 

各
種
加
算 

入浴介助加算    ５６円 入浴された場合に加算されます。 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅰ（１月あたり）   ２５４円 
通所開始日から１月以内に居宅を訪問した上で、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画を作成し、個別のﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合に加算されます。 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅱ（１月あたり） 
(１) １,１２５円 

（2）  ７７２円 

下記の要件を全て満たした場合に同意を得てから、６ヶ月以内は（1）が、それ以降は

（2）が加算されます。 

通所リハビリテーション計画について、医師が利用者等に説明を行い、同意を得ること。

同意を得てから６月以内は月１回、それ以降は３月に１回リハビリテーション会議を 

開催し、計画を見直すこと 

理学療法士等が、介護支援専門員に対し、必要な支援方法と日常生活上の留意点を伝 

えること 

理学療法士等が、居宅を訪問し、家族に対して介護に関する指導と日常生活上の留意 

点を伝えること 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算   １２２円 
退院日から１月を超え３月以内の期間に、２０分以上の個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合に加

算されます。 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

実施加算 
  ２６５円 

認知症の方に対して、退院日から３ヶ月以内の期間に、２０分以上認知症個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

を行った場合に加算されます。 

若年性認知症利用者受入加算    ６６円 若年性認知症の方に対してｻｰﾋﾞｽを行った場合に加算されます。 

栄養改善加算   １６６円 栄養ｹｱ計画を作成し、ｻｰﾋﾞｽを提供した場合に加算されます。 

重度療養管理加算   １１０円 
要介護４・５の利用者の方で、「経腸栄養が行われている方」などに対してｻｰﾋﾞｽ提供を行っ

た場合に加算されます。 

送迎減算   －５３円 送迎を行わない場合に減算されます。 

社会参加支援加算    １３円 
サービスを終了された方のうち、通所介護等に移行された方が５％以上であり、また全

利用者の平均利用日数が４年未満である場合に加算されます。 

※基本料金に、中重度者ケア体制加算、ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算、処遇改善加算を含みます。 

※消費税込みの価格となります。 

 

 

■その他の料金 

散髪  ２,０００円 
散髪等をされた場合に算定されます。 

散髪・髭剃り  ２,３００円 

紙ｵﾑﾂ（ﾃｰﾌﾟ型）    ２００円 

用品を使われた場合に算定されます。 ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟﾝﾂ    １３６円 

尿取りﾊﾟｯﾄ  ゙     ５０円 

※消費税込みの価格となります。 

 

 

 

介護老人保健施設 サンガピア館 

利用料金表（通所リハビリ）１割 



料金表（通所リハ・介護予防通所リハ）１割 

 

 

 

 

■介護予防通所リハ料金（月額） 

 金額 内容 

基
本
料
金 

基本ｻｰﾋﾞｽ費※ 
要支援１ ２,０５２円 

基本的なケアにかかる費用です。 
要支援２ ４,２０１円 

食費   ６００円 食事の材料費や調理等にかかる費用です。 

日用品費・教養娯楽費   ２００円 身の回り品やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなどにかかる費用です。 

各
種
加
算 

若年性認知症利用者受入加算   ２６５円 若年性認知症の方に対してｻｰﾋﾞｽを行った場合に加算されます。 

運動器機能向上加算   ２４９円 運動器機能向上計画えお作成し、ｻｰﾋﾞｽを提供した場合に加算されます。 

栄養改善加算   １６６円 栄養ｹｱ計画を作成し、ｻｰﾋﾞｽを提供した場合に加算されます。 

選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算（Ⅰ）   ５２９円 運動器機能向上ｻｰﾋﾞｽと栄養改善ｻｰﾋﾞｽの２種類を行った場合に加算されます。 

※ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算、処遇改善加算を含みます。 

※消費税込みの価格となります。 

 

 

■その他の料金 

散髪  ２,０００円 
散髪等をされた場合に算定されます。 

散髪・髭剃り  ２,３００円 

紙ｵﾑﾂ（ﾃｰﾌﾟ型）    ２００円 

用品を使われた場合に算定されます。 ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟﾝﾂ    １３６円 

尿取りﾊﾟｯﾄ  ゙     ５０円 

※消費税込みの価格となります。 
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■通所リハ料金（日額） 

 金額 内容 

基
本
料
金 

基本ｻｰﾋﾞｽ費※ 

要介護１ １,６０８円 

基本的なケアにかかる費用です。 

要介護２ １,９２２円 

要介護３ ２,２３５円 

要介護４ ２,５４９円 

要介護５ ２,８６２円 

食費   ６００円 食事の材料費や調理等にかかる費用です。 

日用品費・教養娯楽費   ２００円 身の回り品やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなどにかかる費用です。 

各
種
加
算 

入浴介助加算  １１１円 入浴された場合に加算されます。 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅰ（１月あたり）   ５０８円 
通所開始日から１月以内に居宅を訪問した上で、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画を作成し、個別のﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合に加算されます。 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅱ（１月あたり） 
(１) ２,２５０円 

（2） １,５４４円 

下記の要件を全て満たした場合に同意を得てから、６ヶ月以内は（1）が、それ以降は

（2）が加算されます。 

通所リハビリテーション計画について、医師が利用者等に説明を行い、同意を得ること。

同意を得てから６月以内は月１回、それ以降は３月に１回リハビリテーション会議を 

開催し、計画を見直すこと 

理学療法士等が、介護支援専門員に対し、必要な支援方法と日常生活上の留意点を伝 

えること 

理学療法士等が、居宅を訪問し、家族に対して介護に関する指導と日常生活上の留意 

点を伝えること 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算   ２４３円 
退院日から１月を超え３月以内の期間に、２０分以上の個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合に加

算されます。 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

実施加算 
  ５２９円 

認知症の方に対して、退院日から３ヶ月以内の期間に、２０分以上認知症個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

を行った場合に加算されます。 

若年性認知症利用者受入加算   １３２円 若年性認知症の方に対してｻｰﾋﾞｽを行った場合に加算されます。 

栄養改善加算   ３３１円 栄養ｹｱ計画を作成し、ｻｰﾋﾞｽを提供した場合に加算されます。 

重度療養管理加算   ２２０円 
要介護４・５の利用者の方で、「経腸栄養が行われている方」などに対してｻｰﾋﾞｽ提供を行っ

た場合に加算されます。 

送迎減算  －１０５円 送迎を行わない場合に減算されます。 

社会参加支援加算    ２６円 
サービスを終了された方のうち、通所介護等に移行された方が５％以上であり、また全

利用者の平均利用日数が４年未満である場合に加算されます。 

※基本料金に、中重度者ケア体制加算、ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算、処遇改善加算を含みます。 

※消費税込みの価格となります。 

 

 

■その他の料金 

散髪  ２,０００円 
散髪等をされた場合に算定されます。 

散髪・髭剃り  ２,３００円 

紙ｵﾑﾂ（ﾃｰﾌﾟ型）    ２００円 

用品を使われた場合に算定されます。 ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟﾝﾂ    １３６円 

尿取りﾊﾟｯﾄ  ゙     ５０円 

※消費税込みの価格となります。 
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■介護予防通所リハ料金（月額） 

 金額 内容 

基
本
料
金 

基本ｻｰﾋﾞｽ費※ 
要支援１ ４,１０３円 

基本的なケアにかかる費用です。 
要支援２ ８,４００円 

食費   ６００円 食事の材料費や調理等にかかる費用です。 

日用品費・教養娯楽費   ２００円 身の回り品やﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなどにかかる費用です。 

各
種
加
算 

若年性認知症利用者受入加算   ５２９円 若年性認知症の方に対してｻｰﾋﾞｽを行った場合に加算されます。 

運動器機能向上加算   ４９７円 運動器機能向上計画えお作成し、ｻｰﾋﾞｽを提供した場合に加算されます。 

栄養改善加算   ３３１円 栄養ｹｱ計画を作成し、ｻｰﾋﾞｽを提供した場合に加算されます。 

選択的ｻｰﾋﾞｽ複数実施加算（Ⅰ） １,０５８円 運動器機能向上ｻｰﾋﾞｽと栄養改善ｻｰﾋﾞｽの２種類を行った場合に加算されます。 

※ｻｰﾋﾞｽ提供体制加算、処遇改善加算を含みます。 

※消費税込みの価格となります。 

 

 

■その他の料金 

散髪  ２,０００円 
散髪等をされた場合に算定されます。 

散髪・髭剃り  ２,３００円 

紙ｵﾑﾂ（ﾃｰﾌﾟ型）    ２００円 

用品を使われた場合に算定されます。 ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟﾝﾂ    １３６円 

尿取りﾊﾟｯﾄ  ゙     ５０円 

※消費税込みの価格となります。 
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