
利 用 料　一日あたりの自己負担分（２割負担金額） 利 用 料　一日あたりの自己負担分（２割負担金額） 利 用 料　一日あたりの自己負担分（２割負担金額）

要介護１ 円/日 要介護１ 円/日   二 人 室

要介護２ 円/日 要介護２ 947（1,894） 円/日 要支援１ 658（1,316） 円/日

要介護３ 円/日 要介護３ 1,009（2,018） 円/日 要支援２ 813（1,624） 円/日

要介護４ 円/日 要介護４ 1,065（2,130） 円/日    従来型個室  

要介護５ 円/日 要介護５ 1,120（2,240） 円/日 要支援１ 619（1,283） 円/日

※１ 要介護１ 円/日 ※１ 要介護１ 794（1,580） 円/日 要支援２ 759（1,518） 円/日

要介護２ 円/日 要介護２ 865（1,730） 円/日 　夜勤職員配置加算 24（48） 円/日

要介護３ 円/日 要介護３ 927（1,854） 円/日 240（480） 円/日

要介護４ 円/日 要介護４ 983（1,966） 円/日 200（400） 円/日

要介護５ 円/日 要介護５ 1,038（2,076） 円/日 46（92） 円/日

24（48） 円/日 120（240） 円/日

240（480） 円/日 654（1,308） 円/回 184（368） 円/片道

905（1,810） 円/回 27(54) 円/日

1,257（2,514） 円/回 57(114) 円/日

76(152) 円/日 24（48） 円/日 8(16) 円/回

120（240） 円/日 240（480） 円/日 　緊急時治療管理加算(１月に１回３日限度) 511（1,022） 円/日

46（92） 円/日   認知症ケア加算 76(152) 円/日 　サービス提供体制強化加算(Ⅰ１) 18（36） 円/日

362（724） 円/日 200（400） 円/日 円/月

800（1,600） 円/日 90（180） 円/日 その他の料金

160（320） 円/日 120（240） 円/日 　 朝400円・昼600円・夜600円　　

820（1,640） 円/日 120（240） 円/日 0～　370 円/日

1,650（3,300） 円/日 46（92） 円/日                  540～1,690 円/日

30（60） 円/日 184（368） 円/片道 500 円/日

400(800) 円/回 27(54) 円/日 250 円/日

450（900） 円/回 57(114) 円/日 200 円/日

480（960） 円/回 8(16) 円/回 150 円/日

400（800） 円/回 511（1,022） 円/日 実費 　/回

500（1,000） 円/回 18（36） 円/日

500（1,000） 円/回   介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 円/月

300（600） 円/回 その他の料金 ※１　従来型個室には、個室・特別室の２種類があります。

14（28） 円/日   食   費 　 朝400円・昼600円・夜600円　 

300(600) 円/月   滞在費(二人室) 0～　370 円/日 ◎ご利用者様が急変し所定の処置・対応を行った場合(緊急時施設療養費等)は、

28（56） 円/日   滞在費(個室・特別室)                  490～1,640 円/日 　 別途料金が請求されます。

400（800） 円/月   特別室使用料 500 円/日 ◎入所につきまして、施設送迎車をご利用の場合は距離に応じた費用が別途必要

100（200） 円/月   日用品費 250 円/日  　となります。

30（60） 円/月   教養娯楽費 200 円/日 ◎各種文書代につきましては、各々料金が請求されます。

90（180） 円/月   洗濯代(私物) 150 円/日 ◎領収証再発行については、１月当たり１００円申し受けます。

6（12） 円/回   電気使用料(テレビ・ラジカセ等) 50 円/日

125(250) 円/回   理美容代 実 費 　/回 　　平成16年 ８月　介護老人保健施設・短期入所療養介護　開設

511（1,022） 円/日 　　平成16年11月　訪問リハビリテーション　開設

235(470) 円/日 　　平成17年  3月　デイケア　開設

475(950) 円/日 　　平成16年 ８月　介護老人保健施設・短期入所療養介護　開設　　平成17年10月　介護保険一部改定

3(6) 円/日 　　平成16年11月　訪問リハビリテーション　開設　　平成18年  4月　介護保険改定、介護予防新設

4(8) 円/日 　　平成17年  3月　デイケア　開設　　平成18年  6月　従来型個室からユニット型準個室へ変更

200（400） 円/日 　　平成17年10月　介護保険一部改定　　平成21年  4月　介護保険改定

350(700) 円/回 　　平成18年  4月　介護保険改定、介護予防新設　　平成22年  4月　デイケア施設区分変更

300（600） 円/回 　　平成18年  6月　従来型個室からユニット型準個室へ変更　　平成23年  7月　認知症短期集中リハ加算　追加

10(20) 円/月 　　平成21年  4月　介護保険改定　　平成24年  4月　介護保険改定

100(200) 円/月 　　平成22年  4月　デイケア施設区分変更　　平成26年  4月　介護保険改定

18（36） 円/日 　　平成23年  7月　認知症短期集中リハ加算　追加　　平成27年  1月　利用内訳　変更

  介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 円/月 　　平成24年  4月　介護保険改定　　平成27年  4月　介護保険改定

その他の料金 　　平成26年  4月　介護保険改定　　平成27年11月   利用内訳　変更

  食   費                  300～1,600 円/日 　　平成27年  1月　利用内訳　変更　　平成28年  8月　ユニット型準個室新規申請

  居住費(二人室) 0～　370 円/日 　　平成27年  4月　介護保険改定　　平成29年  1月　ユニット型準個室から従来型個室へ変更

  居住費(個室・特室)                  490～1,640 円/日  平成29年  ４月　利用内訳　変更

  特別室料 500 円/日  平成30年  ４月　介護保険改定

  334特別室料 1,000 円/室/日

  日用品費 250 円/日

  教養娯楽費 200 円/日

  洗濯代(私物) 150 円/日

  電気使用料(テレビ・ラジカセ等) 50 円/日

  理美容代 実 費 　/回

介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

954（1,908）

1,010（2,020）

1,065（2,130）

山県グリーンポート　利用料金一覧表　 平成３０年４月現在

介護老人保健施設(入所) 短期入所療養介護(ショートステイ)

928（1,856） 　認知症行動・心理症状緊急対応加算(７日間限度)

二
　
人
　
室

818（1,636） 二
　
人
　
室

873（1,746）

892（1,784）

  短期集中リハビリテーション実施加算   (一)３時間以上４時間未満

739（1,478）

従
来
型
個
室

810（1,620） 従
来
型
個
室

872（1,744） 　個別リハビリテーション実施加算

  若年性認知症入所者受入加算

  夜勤職員配置加算

983（1,966）

　若年性認知症利用者受入加算(宿泊の場合)  夜勤職員配置加算   特定介護老人保健施設短期入所療養介護費（日帰りショート）

　送迎加算

   在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

   療養食加算(療養食を提供した場合 1日3回を限度)

  緊急短期入所受入加算(７日間限度)

　介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

  認知症短期集中リハビリテーション
240（480） 円/日

  (二)4時間以上６時間未満

  実施加算(週３日を限度)   (三)6時間以上8時間未満

  個別リハビリテーション実施加算

  在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

  外泊時費用(外泊初日と最終日は除く)   認知症行動・心理症状緊急対応加算(７日間限度) 算定した単位の合計×39/1000

  外泊時費用(在宅サービスを利用する場合)

  再入所時栄養連携加算(1人1回を限度)

  初期加算(入所後30日間)   送迎加算

　食   費

  入所前後訪問指導加算Ⅰ

  療養食加算(療養食を提供した場合 1日3回を限度)

　滞在費(二人室)  ターミナルケア加算(死亡日以前2日又は3日)

  若年性認知症利用者受入加算(宿泊の場合)

  ターミナルケア加算(死亡日)

  ターミナルケア加算(死亡日以前4日以上30日以下)

  緊急時治療管理加算(１月に１回３日限度)

　滞在費(個室・特別室)

  サービス提供体制強化加算(Ⅰ１)

　特別室使用料

  重度療養管理加算(要介護４・５に限る)

  認知症ケア加算

  在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

  療養体制維持特別加算(Ⅰ) 　日用品費

算定した単位の合計×39/1000

　教養娯楽費  療養体制維持特別加算(Ⅱ)

  入所前後訪問指導加算Ⅱ

  栄養マネジメント加算

  経口移行加算(経管栄養者)

  療養食加算(1日に3回を限度)

  緊急時治療管理加算(１月に１回３日限度)

  所定疾患施設療養費(Ⅰ)(１月に１回７日限度)

  経口維持加算(Ⅰ)(著しい誤嚥者)

  経口維持加算(Ⅱ)(誤嚥者)

  口腔衛生管理体制加算

  サービス提供体制強化加算(Ⅰ１)

  かかりつけ医連携薬剤調整加算(1人1回を限度)

算定した単位の合計×39/1000

  認知症専門ケア加算(Ⅰ)

  認知症専門ケア加算(Ⅱ)

  認知症情報提供加算

  褥瘡マネジメント加算(3月に1回限度)

  試行的退所時指導加算

  退所時情報提供加算

  退所前連携加算

  訪問看護指示加算(１人1回を限度)

  所定疾患施設療養費(Ⅱ)(１月に１回7日限度)

  排せつ支援加算

  認知症行動・心理症状緊急対応加算(入所後７日に限る)

  地域連携診療計画情報提供加算(入所者１人１回限度)

  口腔衛生管理加算

  低栄養リスク改善加算

   療養体制維持特別加算(Ⅰ)

   療養体制維持特別加算(Ⅱ)

　洗濯代(私物) 

　理美容代



利 用 料　一日あたりの自己負担分（２割負担金額） 利 用 料　一日あたりの自己負担分（２割負担金額） 利 用 料　一日あたりの自己負担分（２割負担金額）

通常規模型 ２～３時間 3～４時間 4～5時間 5～６時間 ６～7時間 ７～８時間 　要支援１ 1,712（3,424）円/月 　１回（２０分につき） 290（580）円/回

343円/回 444円/回 508円/回 576円/回 667円/回 712円/回 　要支援２ 3,615（7,230）円/月 　特別地域訪問リハビリテーション加算 15/100円/回

（686円/回） （888円/回）（1,016円/回）（1,152円/回）(1,334円/回） (1,424円/回） 　リハビリテーションマネジメント加算 　中山間地域等における小規模事業所加算 10/100円/回

398円/回 520円/回 595円/回 688円/回 797円/回 849円/回 　生活行為向上リハ加算１ 　短期集中リハ加算 200（400）円/日

（796円/回）（1,040円/回）（1,190円/回）（1,376円/回）（1,594円/回）（1,698円/回） 　生活行為向上リハ加算２ 　リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ 230（460）円/月

455円/回 596円/回 681円/回 799円/回 924円/回 988円/回 　若年性認知症利用者受入加算 240（480）円/月 　リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ 280（560）円/月

（910円/回）（1,192円/回）（1,362円/回）（1,598円/回）（1,848円/回）（1,976円/回） 　運動器機能向上加算 225（450）円/月 　リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ 320（640）円/月

510円/回 693円/回 791円/回 930円/回 1,076円/回 1,151円/回 　栄養改善加算 150（300）円/月 　リハビリテーションマネジメント加算Ⅳ(3月1回を限度) 420（840）円/月

（1,020円/回）（1,386円/回）（1,582円/回）（1,860円/回）（2,152円/回）（2,302円/回） 　社会参加支援加算 17（34）円/日

566円/回 789円/回 900円/回 1,060円/回 1,225円/回 1,310円/回 　口腔機能向上加算 150（300）円/月 　サービス提供体制強化加算（２０分につき） 6（12）円/回

（1,132円/回）（1,578円/回）（1,800円/回）（2,120円/回）（2,450円/回）（2,620円/回） 　選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

　理学療法士等体制強化加算(1～2時間のみ) 　運動機能向上及び栄養改善 480（960）円/月

　７～８時間の前後に日常生活上の世話を行う場合 　運動機能向上及び口腔機能向上　 480（960）円/月

　８時間以上９時間未満の場合 　栄養改善及び口腔機能向上 480（960）円/月

　９時間以上１０時間未満の場合 　選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

   リハビリテーション提供体制加算(3～４時間) 　運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700（1,400）円/月

   リハビリテーション提供体制加算(4～5時間) 　事業所評価加算 120（240）円/月 利 用 料　一日あたりの自己負担分（２割負担金額）

   リハビリテーション提供体制加算(5～６時間) 　サービス提供体制強化加算(Ⅰ１) 　１回（２０分につき） 290（580）円/回

   リハビリテーション提供体制加算(６～7時間) 　要支援１ 72（144）円/月 　特別地域訪問リハビリテーション加算 15/100円/回

　入浴介助加算 　要支援２ 144（288）円/月 　中山間地域等における小規模事業所加算 10/100円/回

　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 　介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 　短期集中リハビリテーション加算

　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(同意日から6月以内) 　(３月以内)

　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(同意日から6月超) その他の料金 　リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ 230（460）円/月

　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)(同意日から6月以内) 　4時間未満利用時 　事業所評価加算 120（240）円/月

　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)(同意日から6月超) 　昼食代 530円/食 　サービス提供体制強化加算（２０分につき） 6（12）円/回

　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)(同意日から6月以内) 　おやつ代 70円/食

　リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)(同意日から6月超) 　日用品費 50円/日

　短期集中個別リハビリテーション実施加算 　教養娯楽費 50円/日

　認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ(週２日限度) 　4時間以上利用時

　認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 　昼食代(おやつ代含む) 600円/食

　生活行為向上リハ加算１ 　日用品費 100円/日

　生活行為向上リハ加算２ 　教養娯楽費 100円/日

　若年性認知症利用者受入加算 　(８時間以上の利用時等の)夕食代 600円/食

　栄養改善加算(月２回限度) 　おむつ 150円/枚

　栄養スクリーニング加算(6月と12月に算定) 　尿取りパッド 50円/枚

　口腔機能向上加算(月２回を限度) 　パンツ 150円/枚

　中重度者ケア体制加算

　送迎減算

　社会参加支援加算

　サービス提供体制強化加算(Ⅰ１)

　介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

その他の料金

　4時間未満利用時

　昼食代 530円/食

　おやつ代 70円/食

　日用品費 50円/日

　教養娯楽費 50円/日

　4時間以上利用時

　昼食代(おやつ代含む) 600円/食

　日用品費 100円/日

　教養娯楽費 100円/日

　(８時間以上の利用時等の)夕食代 600円/食

　おむつ 150円/枚

　尿取りパッド 50円/枚

　パンツ 150円/枚

デイケア(通所リハビリテーション) 介護予防デイケア(通所リハビリテーション) 訪問リハビリテーション

要介護１

要介護２

山県グリーンポート　利用料金一覧表　　〈別紙２〉

要介護３

要介護４

50（100）円/日

要介護５

介護予防訪問リハビリテーション

200（400）円/日

50（100）円/日

1,920（3,840）円/月

算定した単位の合計×47/1000　　　　円/月

110（220）円/日

1,120（2,240）円/日

800（1,600）円/日

240（480）円/日

1,000（2,000）円/日

100（200）円/日

20（40）円/日

▲47（▲94）円/片道

5（10）円/回

150（300）円/日

150（300）円/日

60（120）円/日

2,000（4,000）円/日

算定した単位の合計×47/1000　　　　円/月

12（24）円/日

18（36）円/回

　重度療養管理加算(要介護３・４・５に限る)

20（40）円/日

24（48）円/日

900（1,400）円/日

330（660）円/日

850（1,700）円/日

530（1,060）円/日

1,220（1,440）円/日

5（10）円/回

900（1,800）円/月

450（900）円/月

330（660）円/月

12（24）円/日

16（32）円/日

　栄養スクリーニング加算(6月と12月に算定)

30（60）/円日 

100（200）円/日


