
リハビリこうあん（通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション）

事業所番号：2970104234

種類 項目

要介護１ 16 1101 通所リハⅠ111 331 単位 ¥3,419 ¥342 ¥683 ¥1,026

要介護２ 16 1103 通所リハⅠ112 360 単位 ¥3,718 ¥372 ¥743 ¥1,116

要介護３ 16 1105 通所リハⅠ113 390 単位 ¥4,028 ¥403 ¥805 ¥1,209

要介護４ 16 1107 通所リハⅠ114 419 単位 ¥4,328 ¥433 ¥865 ¥1,299

要介護５ 16 1109 通所リハⅠ115 450 単位 ¥4,648 ¥465 ¥929 ¥1,395

要介護１ 16 1201 通所リハⅠ121 345 単位 ¥3,563 ¥357 ¥712 ¥1,069

要介護２ 16 1202 通所リハⅠ122 400 単位 ¥4,132 ¥414 ¥826 ¥1,240

要介護３ 16 1203 通所リハⅠ123 457 単位 ¥4,720 ¥472 ¥944 ¥1,416

要介護４ 16 1204 通所リハⅠ124 513 単位 ¥5,299 ¥530 ¥1,059 ¥1,590

要介護５ 16 1205 通所リハⅠ125 569 単位 ¥5,877 ¥588 ¥1,175 ¥1,764

要介護１ 16 1151 通所リハⅠ131 446 単位 ¥4,607 ¥461 ¥921 ¥1,383

要介護２ 16 1152 通所リハⅠ132 523 単位 ¥5,402 ¥541 ¥1,080 ¥1,621

要介護３ 16 1153 通所リハⅠ133 599 単位 ¥6,187 ¥619 ¥1,237 ¥1,857

要介護４ 16 1154 通所リハⅠ134 697 単位 ¥7,200 ¥720 ¥1,440 ¥2,160

要介護５ 16 1155 通所リハⅠ135 793 単位 ¥8,191 ¥820 ¥1,638 ¥2,458

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 16 5601 通所リハビリマネジメント加算Ⅰ 330 単位 ¥3,408 ¥341 ¥681 ¥1,023

16 5608 通所リハビリマネジメント加算Ⅱ1 850 単位 ¥8,780 ¥878 ¥1,756 ¥2,634

16 5609 通所リハビリマネジメント加算Ⅱ2 530 単位 ¥5,474 ¥548 ¥1,094 ¥1,643

16 5615 通所リハビリマネジメント加算Ⅲ1 1,120 単位 ¥11,569 ¥1,157 ¥2,313 ¥3,471

16 5616 通所リハビリマネジメント加算Ⅲ2 800 単位 ¥8,264 ¥827 ¥1,652 ¥2,480

16 5617 通所リハビリマネジメント加算Ⅳ1 1,220 単位 ¥12,602 ¥1,261 ¥2,520 ¥3,781

16 5618 通所リハビリマネジメント加算Ⅳ2 900 単位 ¥9,297 ¥930 ¥1,859 ¥2,790

短期集中個別リハビリテーション加算 16 5613 通所リハ短期集中個別リハ加算 110 単位 ¥1,136 ¥114 ¥227 ¥341

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
（Ⅰ） 16 6253 通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅰ 240 単位 ¥2,479 ¥248 ¥495 ¥744

認知症短期集中リハビリテーション実施加算
（Ⅱ） 16 6254 通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅱ 1,920 単位 ¥19,833 ¥1,984 ¥3,966 ¥5,950

16 6255 通所リハ生活行為向上リハ加算１ 2,000 単位 ¥20,660 ¥2,066 ¥4,132 ¥6,198

16 6256 通所リハ生活行為向上リハ加算２ 1,000 単位 ¥10,330 ¥1,033 ¥2,066 ¥3,099

16 6109 通所リハ若年性認知症受入加算 60 単位 ¥619 ¥62 ¥123 ¥186

16 5605 通所リハ栄養改善加算 150 単位 ¥1,549 ¥155 ¥309 ¥465

16 6201 通所リハ栄養スクリーニング加算 5 単位 ¥51 ¥6 ¥10 ¥16

16 5606 通所リハ口腔機能向上加算 150 単位 ¥1,549 ¥155 ¥309 ¥465

重度療養管理加算 16 5610 通所リハ重度療養管理加算 100 単位 ¥1,033 ¥104 ¥206 ¥310

16 5614 通所リハ中重度者ケア体制加算 20 単位 ¥206 ¥21 ¥41 ¥62

通所リハ提供体制加算１ 16 6144 通所リハ提供体制加算１ 12 単位 ¥123 ¥13 ¥24 ¥37

16 6100 通所リハサービス提供体制加算Ⅰ1 18 単位 ¥185 ¥19 ¥37 ¥56

送迎減算 16 5612 通所リハ送迎減算 -47 単位 ¥-486 ¥-48 ¥-98 ¥-145

16 6107 通所リハ処遇改善加算Ⅰ

16 6188 通所リハ特定処遇改善加算Ⅰ

＊地域加算（6級地）・・・ 10.33

種類 項目

66 1111 予防通所リハビリⅠ1 1,721 単位 ¥17,777 ¥1,778 ¥3,555 ¥5,334

66 1121 予防通所リハビリⅠ2 3,634 単位 ¥37,539 ¥3,754 ¥7,507 ¥11,262

リハビリテーションマネジメント加
算

66 5615 予防通所リハビリマネジメント加算 330 単位 ¥3,408 ¥341 ¥681 ¥1,023

66 6255 予防通所リハ生活行為向上リハ加算1 900 単位 ¥9,297 ¥930 ¥1,859 ¥2,790

66 6256 予防通所リハ生活行為向上リハ加算2 450 単位 ¥4,648 ¥465 ¥929 ¥1,395

66 6109 予防通所リハ若年性認知症受入加算 240 単位 ¥2,479 ¥248 ¥495 ¥744

66 5002 予防通所リハ運動器機能向上加算 225 単位 ¥2,324 ¥233 ¥464 ¥698

66 5003 予防通所リハ栄養改善加算 150 単位 ¥1,549 ¥155 ¥309 ¥465

66 6201 予防通所リハ栄養スクリーニング加算 5 単位 ¥51 ¥6 ¥10 ¥16

66 5004 予防通所リハ口腔機能向上加算 150 単位 ¥1,549 ¥155 ¥309 ¥465

＊２つ選択の場合 66 - 予通リハ複数サービス実施加算 480 単位 ¥4,958 ¥496 ¥991 ¥1,488

＊３つ選択の場合 66 5009 予通リハ複数サービス実施加算 700 単位 ¥7,231 ¥724 ¥1,446 ¥2,170

66 5005 予防通所リハ事業所評価加算 120 単位 ¥1,239 ¥124 ¥247 ¥372

66 6117 予通リハサービス提供体制加算Ⅰ11 72 単位 ¥743 ¥75 ¥148 ¥223

66 6118 予通リハサービス提供体制加算Ⅰ12 144 単位 ¥1,487 ¥149 ¥297 ¥447

66 6100 予防通所リハ処遇改善加算Ⅰ

66 6121 予防通所リハ特定処遇改善加算Ⅰ

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ会議を通じて構成員と情報を共有し、
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質を管理する

上記を６か月超えてﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質を管理する

栄養スクリーニング加算

介護処遇改善加算Ⅰ

口腔機能向上加算

要介護3・4・5で手厚い医療が必要な場合

中重度者ケア体制加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

事業所が送迎を行わない場合（片道）

３時間以上４時間未満の場合

生活行為向上ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画に基づく
利用開始日から3ヶ月以内

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画に基づく利用
開始日から3ヶ月以上6か月未満

若年性認知症利用者受入加算

所定単位数の4.7％

＊地域加算（6級地）・・・10.33

生活行為向上ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画に基づく
利用開始日から3ヶ月以内

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画に基づく利用
開始日から3ヶ月以上6か月未満

選択的サービス複数実施加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算Ⅱ

事業所評価加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
要支援１

要支援２

介護処遇改善加算Ⅰ

若年性認知症利用者受入加算

選択サービス

運動器機能向上加算

栄養改善体制加算

所定単位数の2.0％

単位

栄養スクリーニング加算

口腔機能向上加算

予防給付利用の場合
（２割負担）

要支援１

要支援２

予防給付利用の場合
（１割負担）

サービス料金項目 内容
サービスコード

サービス内容略称

○介護予防通所リハビリテーション

・基本料金（１ヶ月の利用料金を概算で算出しています。）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ会議を通じて構成員と情報を共有し、
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質を管理する

上記を６か月超えてﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質を管理する

退院(所)日又は認定日から３ヶ月以内

週間2回限度

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

医療法人こうあん通所リハビリテーション利用料金表

・利用料については端数処理の関係上、若干の差異は生じます

項目 内容
サービスコード

サービス内容略称 単位 介護保険利用の場合
（１割負担）

介護保険利用の場合
（２割負担）

○通所リハビリテーション

・基本料金（１日の利用料金を概算で算出しています。）

サービス料金

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の2.0％

所定単位数の4.7％

介護保険利用の場合
（3割負担）

予防給付利用の場合
（3割負担）

リハビリテーション計画の進歩状況を定期的に評価
し、必要に応じて計画を見直している

通
常
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模
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所
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ー

シ
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ン
費

栄養改善加算

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

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ会議を通じて構成員と情報を共有し、
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質を管理する

上記を６か月超えてﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質を管理する

サービス利用料（送迎含む）

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）


