
サービス 区分 ＋ ＝

生活保護 ＋ ＝

第2段階 ＋ ＝

第3段階 ＋ ＝

4段階　【1割】 ＋ ＝

4段階　【2割】 ＋ ＝

4段階　【3割】 ＋ ＝

サービス 区分 ＋ ＝

生活保護 ＋ ＝

第２段階 ＋ ＝

第３段階 ＋ ＝

4段階　【1割】 ＋ ＝

4段階　【2割】 ＋ ＝

4段階　【3割】 ＋ ＝

【参考】　介護老人保健施設レーベンハウス　利用料概算　【老人保健施設入所・短期入所療養介護】

　　30日概算

　（多床室での料金です
　　また、業者洗濯費等
　　は除きます）

その他、費用が発生する場合があります

介護保険負担分　概算

特に入所後3か月間は料金が高くなります その他、費用が発生する場合もあります
介護保険外の費用算定の

有無等で変動します

1日概算

（多床室での料金です）

3食での料金概算です
個室居住費・特別な食事費を除きます

特に要介護度や、リハビリ、送迎の有無等で変動します

自費対象分　概算 合計目安 備考

介護保険負担分　目安 自費対象分　目安 合計目安 備考

55,700円　～　100,000円　/30日 97,700円～　/30日

97,700円～　/30日

3,240円　/日

1,477円　～　4200円　/日 3,240円　/日 4,717円～7,800円　/日

5,450円～9,900円　/日

1,520円～　/日 2,260円～3,800円　/日

740円　～　2100円　/日 3,240円　/日 3,980円～5,600円　/日

　　　　　　　　　※あくまでR1.9時点での概ねの金額になります。確定した金額では御座いません。施設体制や、ご利用者様の状態や対象サービスにより変動あります旨

短期入所

０円/日　（もしくは自費発生分） 500円～　/日 500円～/日(+自費発生分）

740円　～　2100円　/日 1,260円～　/日 2,000円～3,600円　/日

740円　～　2100円　/日

2,210円　～　6,300円　/日

181,100円～250,000円/30日

28,100円　～　50,000円　/30日 46,100円～　/30日 74,200円～97,,000円/30日

28,100円　～　50,,000円　/30日 97,700円～　/30日 125,800円～150,000円/30日

　　　　　　　　　　　何卒ご了承ください。詳細につきましては、別紙料金表をご参照下さい

0円/月　（もしくは自費発生分） 15,500円～　/30日 15,500円～（+自費発生分）

28,100円　～　50,000円　/30日 38,300円～　/30日 66,400円～90,000円/30日

老健入所

153,400円～202,000円/30日

83,400円　～　150,000円　/30日



単位 1日のご負担額 単位 1日のご負担額 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）　(日） 課税区分
要介護１ 714 (１割） 　778円 788 (１割）　859円　　　 　　食費 おやつ（注1） 150円（税別）/食 *

要介護２ 759 (１割）　　828円 836 (１割）　911円　　 特別な食事（注2） 500円（税別）/食 *

要介護３ 821 (１割） 　894円 898 (１割）　979円　　 （第1段階） 300円 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要介護４ 874 (１割）　　953円 949 (１割）　1034円 　　　（第2段階） 390円 日用品費 300円
要介護５ 925 (１割）　　1008円 1,003 (１割）　1093円　　 （第3段階） 650円 教養娯楽費（注3） 実費（50～150円）

（第4段階） 2100円 特別な療養室料（個室） 5,000円（税別) *

夜勤職員配置加算 24 特別な療養室料（2人室） 3,000円(税別) *

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ 6 　　居住費 健康管理費（注4） 実費 *

安全対策体制加算 1回　　20 テレビ電気代 100円（税別） *

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※ 全算定単位の3.9% 　　　　＜多床室＞ その他電気代(注5) 50～150円（税別） *

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ※ 全算定単位の1.7％ (第1段階） 0円 食材キャンセル料 1300円
令和3年9月30日までの上乗せ分 ※ 令和3年9月30日まで常時算定 　　　（第2～3段階） 370円

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 34 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　37円　　　　 　　（第4段階） 640円
栄養ﾏﾈｼﾞﾒント強化加算 11 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　12円　　　　

褥瘡マネジメント強化加算Ⅰ 月  　　3 　　　　　　　　　　(１割）　 　 　　　　　3円　/月　 　　　　＜個室（1人室）＞
褥瘡マネジメント強化加算Ⅱ 月　  13 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　14円　/月　
褥瘡マネジメント強化加算Ⅲ 月  　10 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　11円　/月　 　　　（第1～2段階） 490円

排せつ支援加算Ⅰ 月  　10 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　11円　/月　 　　（第3段階） 1310円
排せつ支援加算Ⅱ 月  　15 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　16円　/月　 　　（第4段階） 1668円
排せつ支援加算Ⅲ 月  　20 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　22円　/月　
排せつ支援加算Ⅳ 月　100 　　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　109円　/月　

口腔衛生管理体制加算Ⅰ 月　　90
口腔衛生管理体制加算Ⅱ 月　110

リハビリマネジメント計画書情報加算 月  　33 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　36円　/月　
自立支援促進加算 月　300 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　327円　/月　

科学的介護促進体制加算Ⅰ 月  　40 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　44円　/月　 ☆注
科学的介護促進体制加算Ⅱ 月  　60 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　66円　/月　 　　居住費及び食費の世帯年収水準による軽減措置について（別添資料１ご参照）　

初期加算 30 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　33円　　　　
短期集中リハ加算 240 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　262円　　　 　　金額は世帯年収により４段階に分かれます。第1～第３段階の方はそれぞれ軽減措置がありますので

   認知症短期集中ﾘﾊ加算 240 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　262円　　　
療養食加算 １食　 　6 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　　7円　/食　 該当者は算定     区役所にお問合せください。

経口維持加算Ⅰ・Ⅱ 月　500 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　545円　/月　
若年性認知症入所者受入加算 120 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　131円　　　

身体拘束廃止未実施減算 ※
安全管理体制未実施減算 -5 　　　　　　　　　　(１割）　　  　　　　-5円　　　 ＜介護保険加算部分について＞
栄養管理体制未整備減算 -14 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　-15円　　　

　　入所前後訪問指導加算Ⅰ 1回　450   加算部分については、介護保険法に基づいて体制として常時または対象者にサービス実施した場合に
　　入所前後訪問指導加算Ⅱ 1回　480   発生します。

低栄養リスク改善加算 月　300
再入所時栄養連携加算 １回　200 ＜介護保険外部分 補足事項＞

　　地域連携診療計画情報提供加算２ 1回　300
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200

認知症情報提供加算 350 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　382円　　
所定疾患施設療養費Ⅱ 480 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　524円　　

緊急施設療養費 518 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　565円　　
外泊(注15) 362 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　395円　　　

外泊時在宅サービス利用費用 800 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　872円　　
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（死亡日） 1,650 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　1799円　　
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（2～3日） 820 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　894円　　

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（4日～30日） 160 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　175円　　　
ターミナルケア加算（31～45日） 80 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　  88円　　　 ＜その他＞

経口移行加算 28 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　31円　　　　
試行的退所時指導加算 1回　400 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　436円　/回
　　退所時情報提供加算 1回　500 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　545円　/回　
　　退所前連携加算Ⅰ 1回　600 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　654円　/回　
　　退所前連携加算Ⅱ 1回　400 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　436円　/回　

　　老人訪問看護指示加算 1回　300 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　327円　/回　　
かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 1回　100 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　109円　/回　　
かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 1回　240 　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　262円　/回
かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 1回　100

介護保健施設
サービス費
【基本型】

                    (１割） 　　　　 　27円　　　

　食費・居住費自己負担項目（☆注）
介護保険外　費用

（基本単位は施設の体制等により、1日当たり25単位～158単位の増減をする場合があります）

＜多床室の概算（参考）＞　概ね1月あたり1２万円～１5万円程度　（負担限度額証をお持ちの方は、7～10万円/月程度　生活保護受給の方は個人差がありますが2万円/月程度です）

利用料（実費額）　*項目は消費税課税

　　　　　　　　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表　【一般入所】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき10.90円の1割となります。　また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

令和3年　4月　1日

実施時算定

１
日
単
位

加算部分

常時算定

備考
区分

　　注5　　　ご自身で用意される電気機器の種類により、1日当り50～150円の実費相当額を申し受けます。

介護保険給付項目

　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　　7円　　　　

介護保険給付　費用　

全算定単位の10％

入所時状況
により算定

（ⅰ）従来型個室・従来型 （iii)多床室・従来型

　　　　 　　　　　（１割）　　  　 　327円　/回
　　　　　　　 　　(１割）　　　  　　218円　/回　　

　　　 　　　  　　(１割）　　　　　　491円　/回　　

状態や体制により
常時算定

　　　　　　 　　　(１割）　　　　　　218円　/回

　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　109円　/回

該当状況時
算定

　　　・診断書等文書発行料については所定の金額をお願いします。詳しくは事務室までお問い合わせ下さい
　　　・当料金表には現在実施しておりますサービスのみを記載しておりますが、記載以外の介護保険法に

　　注3　　教養娯楽費は、実施するクラブ活動に参加した場合にのみ（1日50～150円程度を想定）発生します。

在宅退所の際
実施時算定

　　注4　　インフルエンザ予防接種・肺炎球菌ワクチン予防接種等に係る費用につき、実費相当額を請求

　　　　基づくサービスも実施可能な場合もございます。

　　　　　　　　させて頂きます。

　　　　　　　費用は実費相当額と規定費用の差額です。特別な食事代として、実費相当額と標準的な食費

　　　・上記利用料欄に記載されているもの以外にも、ご利用者の希望により提供する日常生活品等につい
　　　　ては、実費相当額を申し受けます。

　　　　　　　（第4段階：2,100円）とは別に請求させていただきます。

　　注1　　おやつはご希望の方に提供します。
　　注2　　特別な食事はお誕生会、ｸﾘｽﾏｽ会、ひな祭り等の行事開催時等にご希望の方に提供します。

該当時減算

　　　　　　　　　　(１割）　　　　　　22円　　　　

　　　　　　　　　　　(１割）　　　 　 　99円　/月　　
　　　　　　　　　　　(１割）　　　  　120円　/月　　

　　　 　　 　 　　(１割）　　　　　　524円　/回　　
　　　 　　    　　(１割）　    　　　327円　/回　　

全算定単位の0.1%

1割負担



単位 1日のご負担額 単位 1日のご負担額 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）　(日） 課税区分

要支援１ 577 （1割）　　629円 610 (1割）　　665円 　食費 おやつ（注１） 150円（税別）/食 *

要支援２ 721 （1割）　785円　 768 （1割）　　837円 （第1段階） 300円 特別な食事（注２） 500円（税別円）/食 *

要介護１ 752 （1割）　　819円 827 （1割）　　902円 （第2段階） 390円 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要介護２ 799 （1割）　　871円 876 （1割）　　955円 （第3段階） 650円 日用品費 300円

要介護３ 861 （1割）　　938円 939 （1割）　1024円 ※退所日、朝食のみの日 ※600円 教養娯楽費（注３） 実費（50～150円）

要介護４ 914 （1割）　　996円 991 （1割）　1080円 朝　600円 特別な療養室料（個室） 5,000円(税別） *

要介護５ 966 （1割）　1053円 1,045 （1割）　1139円 (第4段階） 昼　750円 特別な療養室料（2人室） 3,000円(税別) *

夜勤職員配置加算 24 夜　750円 健康管理費（注４） 実費 *

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ 6 　滞在費 テレビ電気代 100（税別）円 *

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※ 　　＜多床室＞ その他電気代(注５) 50～150（税別）円 *

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ※ （第1段階） 0円 食材キャンセル料 1300円

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 施設状況により常時算定 （第2～3段階） 370円

令和3年9月30日までの上乗せ分 ※ 令和3年9月30日まで常時算定 （第4段階） 640円

療養食(注１） １食　８　 　　　　　　　（1割）　　　　　９円　/食

若年性認知症利用者受入加算 120 　　　　　　　（１割）　　　１３１円 ＜個室（1人室）＞　　

重度療養管理加算 120 　　　　　　　（１割）　　　１３１円 （第1～2段階） 490円
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算 240 　　　　　　　（１割）　　　２６２円 （第3段階） 1310円

送迎加算 片道　184 　　　　　　　（１割）　　　２０１円/片道 　　（第4段階） 1668円
緊急短期入所受入加算 90

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200

総合医学管理加算 275

緊急時治療管理 1回　518

☆注

　金額は世帯年収により４段階に分かれます。第1～第３段階の方はそれぞれ国による軽減措置がありますので、区役所にお問合せ下さい。

＜介護保険外部分＞

・ 　金額は世帯年収により４段階に分かれます。第1～第３段階の方はそれぞれ国による軽減措置がありますので、区役所にお問合せ下さい。
・ 　診断書等文書発行料については所定の金額をお願いします。詳しくは事務室までお問い合わせ下さい。

　　注4　インフルエンザ予防接種・肺炎球菌ワクチン予防接種に係る費用等につき、実費相当額を請求させていただきます。
　　注5　ご自身で用意される電気機器の種類により、1日当り50～150円の実費相当額を申し受けます。

全算定単位の1.7％

常時算定

該当者は
算定

居住費及び食費の世帯年収水準による軽減措置について（別添資料１ご参照）

　　注3　教養娯楽費は、実施するクラブ活動に参加した場合にのみ（1日50～150円程度を想定）発生します。

　加算部分については、介護保険法に基づいて体制として常時または対象者にサービス実施した場合に発生します。

　　注1　おやつはご希望の方に提供します。
　　注2　特別な食事はお誕生会、ｸﾘｽﾏｽ会、ひな祭り等の行事開催時等にご希望の方に提供します。特別な食事代として、実費相当額と標準的な食費（第4段階：2,100円）とは別に請求させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【短期入所療養介護（ショートステイ）】

　食費・居住費自己負担項目（☆注）

介護保険給付外　費用

（ⅰ）従来型個室 （iii)多床室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき10.90円の1割となります。また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

　　介護保険給付　費用　　

1
日
単
位

区分 介護保険給付費用 備考

＜介護保険加算部分＞

緊急入所時
算定

　　　　　　　（１割）　　　　３７円

＜その他注意＞

　利用料（実費額）　*項目は消費税課税

短期入所
療養介護費
【基本型】

加算部分

　　　　　　　（1割）　　　　２７円

全算定単位の0.1%

　　　　　　　（1割）　　　　　　７円

               令和3年4月1日

　　　　　　　（１割）　　　９９円

　　　　　　　（１割）　　　２１８円

　　　　　　　（１割）　　　５５７円

全算定単位の3.9%

　　　　　　　（１割）　　　３００円
該当状況時算定

実施時算定

1割負担



介護老人保健施設レーベンハウス

　　　　　　　　令和3年4月１日

    　　　食費自己負担項目 　　　　利用料（実費額）　*項目は消費税課税
単位 1日のご負担額　 備考 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）(日） 課税区分

1時間以上 要介護１ 366 　　　（１割）　　　　　４０６円 食費　（昼食） ７５０円/食 おやつ　（注１） 150円（税別）/食 *
２時間未満 要介護２ 395 　　　（１割）　　　　　４３８円 特別な食事　（注２） 500円（税別）/食 *

要介護３ 426 　　　（１割）　　　　　４７３円 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要介護４ 455 　　　（１割）　　　　　５０５円 日用品費 １００円
要介護５ 487 　　　（１割）　　　　　５４０円 教養娯楽費 実費（50～100円）

２時間以上 要介護１ 380 　　　（１割）　　　　　４２２円 尿取りパッド（小） 1枚　　　７０円
３時間未満 要介護２ 436 　　　（１割）　　　　　４８４円 尿取りパッド（大） 1枚　　１５０円

要介護３ 494 　　　（１割）　　　　　５４８円 セルプパンツ 1枚　　２００円
要介護４ 551 　　　（１割）　　　　　６１２円 リハビリパンツ 1枚　　２５０円
要介護５ 608 　　　（１割）　　　　　６７５円 食材費キャンセル料（注３） 500円/回

３時間以上 要介護１ 483 　　　（１割）　　　　　５３６円
４時間未満 要介護２ 561 　　　（１割）　　　　　６２３円

要介護３ 638 　　　（１割）　　　　　７０８円
要介護４ 738 　　　（１割）　　　　　８１９円
要介護５ 836 　　　（１割）　　　　　９２８円

４時間以上 要介護１ 549 　　　（１割）　　　　　６０９円
5時間未満 要介護２ 637 　　　（１割）　　　　　７０７円

要介護３ 725 　　　（１割）　　　　　８０５円
要介護４ 838 　　　（１割）　　　　　９３０円
要介護５ 950 　　　（１割）　　　　１０５５円

5時間以上 要介護１ 618 　　　（１割）　　　　　６８６円
6時間未満 要介護２ 733 　　　（１割）　　　　　８１４円

要介護３ 846 　　　（１割）　　　　　９３８円
要介護４ 980 　　　（１割）　　　　１０８８円
要介護５ 1,112 　　　（１割）　　　　１２３５円

6時間以上 要介護１ 710 　　　（１割）　　　　　７８９円
7時間未満 要介護２ 844 　　　（１割）　　　　　９３７円

要介護３ 974 　　　（１割）　　　　１０８１円
要介護４ 1,129 　　　（１割）　　　　１２５３円
要介護５ 1,281 　　　（１割）　　　　１４２２円

22 　　　（１割）　　　　　　２５円
※ 全算定単位の４．７%
※ 全算定単位の2．0%

30 　　　（１割）　　　　　　３４円

12 　　　（１割）　　　　　　１４円
16 　　　（１割）　　　　　　１８円
20 　　　（１割）　　　　　　２３円
24 　　　（１割）　　　　　　２７円

※ 全算定単位の0.1% 令和3年9月30日まで常時算定

※ 全算定単位の3.0%
通所リハ移行支援加算 12 　　（１割） 　　　　　１４円

40 　　　（１割）　　　　　　４５円
60 　　　（１割）　　　　　　６７円
100 　　　（１割）　　　　　１１１円

栄養アセスメント加算 50/月 　　　　（１割）　　　　　　５６円　/月
入浴介助加算Ⅰ 40 　　　　（１割）　　　　　　４５円

60 　　　　（１割）　　　　　　６７円 　　注1　 おやつはご希望の方に提供します。

110 　　　　（１割）　　　　　　１２３円 　　注２　特別な食事を希望される場合は、食費とは別に、特別な食事としての費用を申し受けます

栄養改善加算 200 　　　　（１割）　　　　　　２２２円
20 　　　　（１割）　　　　　　　２３円
5 　　　　（１割）　　　　　　　　６円

150 　　　　（１割）　　　　　　１６７円 ＜その他注意＞

160 　　　　（１割）　　　　　　１７８円
片道　-47 　　　　（１割）　　　　　　　-５３円　/片道 送迎未実施時

重度療養管理加算(１時間以上2時間未満は算定無）

通所リハ令和3年9月30日までの上乗せ分

介護保険給付外　費用

体制により常時算定

　　加算部分については介護保険法に基づき、常時もしくはサービスを実施した場合に

常時算定

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき11.10円の1割となります。また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがありま

介護保険給付項目

理学療法士等体制強化加算(1時間以上2時間未満のみ）

通所リハ提供体制加算3（5時間以上6時間未満のみ）

【2時間以上3時間未満の方は、加算の算定はありません】

　　　　　　　【通所リハビリテーション（デイケア）】

通所リハ提供体制加算１（3時間以上4時間未満のみ）

口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ

＜介護保険加算部分＞

短期集中個別リハビリ実施加算　(初回認定日・退院日から3か月間）

介護保険給付　費用　　

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

＜介護保険外部分＞

入浴介助加算Ⅱ

1
回
単
位

通所リハ提供体制加算2（4時間以上5時間未満のみ）

口腔機能改善加算Ⅱ

実施時算定

口腔機能改善加算Ⅰ

いずれか一つ
常時算定

通所リハ提供体制加算4（6時間以上7時間未満のみ）

該当者は算定
　　費用が発生します。料金表に記載がない加算についても実施可能な場合があります。

通所リハ感染症等対応加算

上記利用料欄に記載されているもの以外にも、ご利用者の希望により提供する日常生活品等については
　実費相当額を申し受けます。

　　注３　原則、利用予定日の前日（日祭日を除く）午後5時迄に連絡が無かった場合に請求させていただきます。

若年性認知症利用者受入加算　

科学的介護推進体制加算

口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ

送迎を行わなかった場合

　　　　　ただし、やむをえない事情がある場合はこの限りではありませんので、施設までご相談下さい。

1割負担



介護老人保健施設レーベンハウス

　　　　　　　　令和3年4月１日

    　　　食費自己負担項目 　　　　利用料（実費額）　*項目は消費税課税

単位 1月のご負担額 備考 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）(日） 課税区分

要支援１ 　月　　2053 （１割）　２２７９円　/月 食費　（昼食） ７５０円/食 おやつ　（注１） 150円（税別）/食 *

要支援２ 　月　　3999 （１割）　４３５９円　/月 特別な食事　（注２） 500円（税別）/食 *

要支援１ 　月　　88 （１割）　　　９７円　/月 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要支援２ 　月　　176 （１割）　　１９５円　/月 日用品費 １００円

※ 全算定単位の4.7% 教養娯楽費 実費（50～100円）

※ 全算定単位の2.0% 尿取りパッド（小） 1枚　　　７０円

※ 全算定単位の0.1% 令和3年9月30日まで常時算定 尿取りパッド（大） 1枚　　１５０円
要支援１ 月　-20 （１割）　　-２３円　/月 セルプパンツ 1枚　　２００円
要支援２ 月　-40 （１割）　　-４５円　/月 リハビリパンツ 1枚　　２５０円

　月　　120 （１割）　　１３４円　/月 体制により常時算定 食材費キャンセル料（注３） 500円/回

　月　　240 （１割）　　２６７円　/月 該当者は常時算定

運動器機能向上加算 　月　　225 （１割）　　２５０円　/月

栄養アセスメント加算 　月　　50 （１割）　　　５６円　/月

栄養改善加算 　月　　200 （１割）　　２２２円　/月

口腔機能向上加算Ⅰ 　月　　150 （１割）　　１６７円　/月

口腔機能向上加算Ⅱ 　月　　160 （１割）　　１７８円　/月

　1回　　20 （１割）　　　２３円　/月

　1回　　５ （１割）　　　　６円　/月

　月　　480 （１割）　　５３３円　/月

　月　　700 （１割）　　777円　/月

介護保険給付分は　「月単位」　介護保険給付外分は　「日単位」　の金額となります

＜介護保険加算部分＞

＜介護保険外部分＞

＜その他注意＞

・

・ 上記利用料欄に記載されているもの以外にも、ご利用者の希望により提供する日常生活品等については、実費相当額を申し受けます。

1
月
単
位

介護保険給付項目

介護予防通所
リハビリテーション費

若年性認知症利用者受入加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算（Ⅰ）

実施時算定

　　注２　特別な食事はお誕生会、ｸﾘｽﾏｽ会、ひな祭り等の行事開催時等にご希望の方に提供します。

　　注１　おやつはご希望の方に提供します。

　　　　　　　　　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　【介護予防通所リハビリテーション（予防デイケア）】

介護保険給付　費用　＜1月単位＞　　　
介護保険給付外　費用　＜1日単位＞

　　　　　　　　※　介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき11.10円の1割となります。　また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

事業所評価加算　

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

常時算定

予防通所リハ12か月越え減算
12か月超えで

常時減算

予防通所リハ令和3年9月30日までの上乗せ分

選択的サービス複数実施加算Ⅱ

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ（6ヶ月に1回実施）

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ（6ヶ月に１回実施）

選択的サービス複数実施加算Ⅰ

当料金表には現在実施しておりますサービスのみを記載しておりますが、記載以外の介護保険法に基づくサービスも実施可能な場合もございます。

　　加算部分については介護保険法に基づき、体制として常時または対象者にサービス実施した場合に発生します。

　　　　　　特別な食事を希望される場合は、実費相当額と上記規定費用とは別に、特別な食事代として請求させていただきます。

　　注３　　原則、利用予定日の前日（日祭日を除く）午後5時迄に連絡が無かった場合に請求させていただきます。ただし、やむをえない事情がある場合はこの限りではありませんので、施設までご相談下さい。

1割負担



レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表 介護老人保健施設レーベンハウス

【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】 　　　　　　　　令和3年4月１日

項目 単位 1日のご負担額 算定

介護予防訪問リハビリテーション費 307　/　１回20分　 　６８２円/40分
　（2割）1368円　（3割）2045円

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 　６　/　1回20分　
　14円/40分
　（2割）　27円　（3割）　40円

     　予防訪問リハ12か月越え減算 　ー5　/　1回20分
　-11円　/４０分
　(2割）　２２円　　（3割）　３４円

12月越えで常時減算

介護予防リハ事業所評価加算 120　/　1月 　134円/月
　（2割）267円　　（3割）400円

体制により常時算定

短期集中リハビリ実施加算 200　/　1日　　 　222円/日
　（2割）444円　　(3割）666円

該当時算定

　新型コロナウィルス感染対応 ～9月30日算定

※　介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき11.１0円の1割となります。また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

項目 単位　 1日のご負担額 算定

　　　訪問リハビリテーション費 307　/　１回20分　 　６８２円/40分
　（2割）1368円　（3割）2045円

      ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 　　　6　/　1回20分　
　14円/40分
　（2割）　27円　（3割）　40円

　　　移行支援加算 １７　/　1日　　 　19円/日
　(2割）　38円　　(3割）　56円

体制により常時算定

　　　短期集中リハビリ実施加算 200　/　１日　　 　222円/日
　（2割）444円　　(3割）666円

該当時算定

　　　新型コロナウィルス感染対応 ～R3.9月30日算定

※　介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき11.10円の1割となります。　また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。
※　当料金表には現在実施しておりますサービスのみを記載しておりますが、記載以外の介護保険法に基づくサービスも実施可能な場合もございます。

退院（退所）または初回認定日から3か月間の期間内で、
1週間で概ね2日以上、1日40分以上（1か月を超えると20
分以上）のリハビリを実施した場合に算定。

訪問リハビリ終了者の内、一定数以上の者が通所サービス等
に参加している実績がある場合、全員に算定。

訪問リハビリテーション　＜要介護１～５＞　　　　　　　　（カッコ）は、2～3割負担時の費用となります
備考

常時算定

＜注＞　　介護予防訪問リハビリテーション、訪問リハビリテーションのいずれも、開始時および3ヵ月毎に当事業所の医師が

　　　　　　　ご自宅に診療にお伺いいたします（その際の費用は発生いたしません）。

常時算定

厚生労働省が定める基準に適合している場合に算定

介護予防訪問リハビリテーション　＜要支援１～２＞　　（カッコ）は、2～3割負担時の費用となります

新型コロナウィルス感染対応の費用負担です。
令和3年9月30日までの算定となります。

算
定
単
位

退院（退所）または初回認定日から3か月の期間内で、
1週間で2日以上のリハビリを実施した場合に算定。

所定単位の
1/1000/月

基本、1日40分(2回分）実施する。週3日（6回）が限度。

備考

基本、1日40分(2回分）実施する。週3日（6回）が限度。

所定単位の
1/1000/月

新型コロナウィルス感染対応の費用負担です。
9月30日までの算定となります。

1
回
単
位

12月超えの利用の場合、常時減算される。



単位 1日のご負担額 単位 1日のご負担額 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）　(日） 課税区分

要介護１ 714 (2割） 1556円  （3割）　2335円 788 (2割） 1718円 （3割）　2577円 　食費 おやつ（注1） 150円（税別）/食 *

要介護２ 759 (2割） 1665円 　（3割）　2482円 836 (2割） 1823円　（3割）　2734円 特別な食事（注2） 500円（税別）/食 *

要介護３ 821 (2割） 1789円  （3割）　2684円 898 (2割） 1958円　（3割）　2937円 （第1段階） 300円 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要介護４ 874 (2割） 1905円 　（3割）　2858円 949 (2割） 2069円　（3割）　3104円 　　　（第2段階） 390円 日用品費 300円
要介護５ 925 (2割） 2016円 　（3割）　3025円 1,003 (2割） 2186円　（3割）　3280円 （第3段階） 650円 教養娯楽費（注3） 実費（50～150円）

（第4段階） 2100円 特別な療養室料（個室） 5,000円（税別) *

夜勤職員配置加算 24 (2割）　　　　５２円 特別な療養室料（2人室） 3,000円(税別) *

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ 6 (2割）　　　　１３円 　居住費 健康管理費（注4） 実費 *

安全対策体制加算 1回　　20 (2割）　　　　４４円 テレビ電気代 100円（税別） *

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※ 全算定単位の3.9% 　　　　＜多床室＞ その他電気代(注5) 50～150円（税別） *

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ※ 全算定単位の1.7％ (第1段階） 0円 食材キャンセル料 1300円
令和3年9月30日までの上乗せ分 ※ 令和3年9月30日まで常時算定 　　　（第2～3段階） 370円

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 34 (2割）　　　　７４円 　　（第4段階） 640円
栄養ﾏﾈｼﾞﾒント強化加算 11 (2割）　  　　　 ６円

褥瘡マネジメント強化加算Ⅰ 月  　　3 (2割）　   　　　6円　/月 　　　　＜個室（1人室）＞

褥瘡マネジメント強化加算Ⅱ 月　  13 (2割）　　　　２８円　/月
褥瘡マネジメント強化加算Ⅲ 月  　10 (2割）　　　　２２円　/月 　　　（第1～2段階） 490円

排せつ支援加算Ⅰ 月  　10 (2割）　　　　２２円　/月 　　（第3段階） 1310円
排せつ支援加算Ⅱ 月  　15 (2割）　　　　３３円　/月 　　（第4段階） 1668円
排せつ支援加算Ⅲ 月  　20 (2割）　　　　４４円　/月
排せつ支援加算Ⅳ 月　100 (2割）　　　２１８円　/月

口腔衛生管理体制加算Ⅰ 月　　90 (2割）　　　　１９７円
口腔衛生管理体制加算Ⅱ 月　110 (2割）　　　　２４０円

リハビリマネジメント計画書情報加算 月  　33 (2割）　　　　７２円　/月
自立支援促進加算 月　300 (2割）  　　６５４円　/月

科学的介護促進体制加算Ⅰ 月  　40 (2割）　　　　８８円　/月 ☆注
科学的介護促進体制加算Ⅱ 月  　60 (2割）　　　１３１円　/月

初期加算 30 (2割）　　　　６６円
短期集中リハ加算 240 (2割）　　　５２４円

   認知症短期集中ﾘﾊ加算 240 (2割）　　　５２４円
療養食加算 １食　 　6 (2割）　　　　１３円　/食 該当者は算定

経口維持加算Ⅰ・Ⅱ 月　500 (2割）　　　５４５円　/月
若年性認知症入所者受入加算 120 (2割）　　　２６２円

身体拘束廃止未実施減算 ※
安全管理体制未実施減算 -5 (2割）　　　　-11円
栄養管理体制未整備減算 -14 (2割）　　　－３０円

　　入所前後訪問指導加算Ⅰ 1回　450 (2割）　　　９８１円
　　入所前後訪問指導加算Ⅱ 1回　480 (2割）　　１０４７円

低栄養リスク改善加算 月　300 (2割）　　　６５４円　/月
再入所時栄養連携加算 １回　200 (2割）　　　436円　/回

　　地域連携診療計画情報提供加算２ 1回　300 (2割）　　　６５４円　/回
認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 (2割）　　　４６３円

認知症情報提供加算 350 (2割）　　 　７６３円
所定疾患施設療養費Ⅱ 480 (2割）　 　１０47円

緊急施設療養費 518 (2割）　　１１３０円
外泊(注15) 362 (2割）　　　７９８円

外泊時在宅サービス利用費用 800 (2割）　　１７４４円
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（死亡日） 1,650 (2割）　　３５９７円
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（2～3日） 820 (2割）　　１７８８円

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算（4日～30日） 160 (2割）　　　３４９円
ターミナルケア加算（31～45日） 80 (2割）　　　１７５円 ＜その他＞

経口移行加算 28 (2割）　　　　６１円
試行的退所時指導加算 1回　400 (2割）　　１０９０円
　　退所時情報提供加算 1回　500 (2割）　　１０９０円
　　退所前連携加算Ⅰ 1回　600 (2割）　　１３０８円
　　退所前連携加算Ⅱ 1回　400 (2割）　　　８７２円

　　老人訪問看護指示加算 1回　300 (2割）　　　６５４円
かかりつけ医連携調整加算Ⅰ 1回　100 (2割）  　　２１８円
かかりつけ医連携調整加算Ⅱ 1回　240 (2割）　　　５２４円
かかりつけ医連携調整加算Ⅲ 1回　100 (2割）  　　２１８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき10.90円の1割となります。　また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

　　注4　　インフルエンザ予防接種・肺炎球菌ワクチン予防接種等に係る費用につき、実費相当額を請求

　　注5　　　ご自身で用意される電気機器の種類により、1日当り50～150円の実費相当額を申し受けます。

在宅退所の
際

実施時算定

　　　・上記利用料欄に記載されているもの以外にも、ご利用者の希望により提供する日常生活品等につい

＜多床室概算（参考）＞　　(2割負担の方）　　概ね1月あたり　15～20万円強程度　　／　　（3割負担の方）　　概ね1月あたり　18～25万円程度

　　　　　　させて頂きます。

（3割）　　 　　９９円　
（3割）　 　　７８５円　　
（3割）　　 　７８５円　
（3割）　　　 　２０円　/食　　
（3割）　　１６３５円　/月

実施時算定

　　注3　　教養娯楽費は、実施するクラブ活動に参加した場合にのみ（1日50～150円程度を想定）発生します。

　　　ては、実費相当額を申し受けます。

該当状況時
算定

（3割）　　　６５４円

（3割）　　　３９３円　　　

（3割）　　１４７２円　/回

　　　・診断書等文書発行料については所定の金額をお願いします。詳しくは事務室までお問い合わせ下さい
　　　・当料金表には現在実施しておりますサービスのみを記載しておりますが、記載以外の介護保険法に

　　　基づくサービスも実施可能な場合もございます。

　金額は世帯年収により４段階に分かれます。第1～第３段階の方はそれぞれ軽減措置があり

    区役所にお問合せください。

＜介護保険加算部分について＞

　　注2　　特別な食事はお誕生会、ｸﾘｽﾏｽ会、ひな祭り等の行事開催時等にご希望の方に提供します。
　　　　　　　費用は実費相当額と規定費用の差額です。特別な食事代として、実費相当額と標準的な食費

　　　　　　　（第4段階：2,100円）とは別に請求させていただきます。

（3割）　　　１１１円　　

入所時状況
により算定

 加算部分については、介護保険法に基づいて体制として常時または対象者にサービス実施し
  発生します。

状態や体制により
常時算定

　　居住費及び食費の世帯年収水準による軽減措置について（別添資料１ご参照）　

＜介護保険外部分 補足事項＞

　　注1　　おやつはご希望の方に提供します。

全算定単位の10％
該当時減算

利用料（実費額）　*項目は消費税課税

介護保健施
設

サービス費
【基本型】

常時算定（基本単位は施設の体制等により、1日当たり25単位～158単位の増減をする場合があります）

加算部分

（3割）　　　７２円
（3割）　　　２０円　

（ⅰ）従来型個室・従来型 （iii)多床室・従来型

（3割）　　　６６円　

　　　　　　　　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表　【一般入所】 介護老人保健施設レーベンハウス
令和3年　4月　1日

１
日
単
位

区分
介護保険給付　費用　 介護保険外　費用

介護保険給付項目 備考
　食費・居住費自己負担項目（☆注）

（3割）　　 　１９７円　/月　

（3割）　　　２９５円　
（3割）　　　３６０円　

（3割）　　  　 １0円　
（3割）　  　　 １０円　/月
（3割）　　 　１１４円　/月
（3割）　　 　　３３円　/月
（3割）　　 　　３４円　/月
（3割）　    　４９円　/月　　　

（3割）　　　９８１円　/月
（3割）　　　654円　/回　
（3割）　　　９８１円　/回　

（3割）　　　－１６円　　
（3割）　　　—４６円　　　

（3割）　　   　６６円　/月　
（3割）　 　   ３２７円　/月　　　

（3割）　 　　１０８円　/月　　
（3割）　　 　１２１円　/月
（3割）　 　　１３１円　/月　　

（3割）　    　３２７円　　　

（3割）　　　１１４５円　　　
（3割）　　　１５７０円　　　
（3割）　　　１６９４円　　

（3割）　　　１６３５円　/回　
（3割）　　　１９６２円　/回　　
（3割）　　　１３０８円　/回　

（3割）　　　２６８２円　　
（3割）　　　　５２４円　　　
（3割）　　　　２６２円　　　

全算定単位の0.1%

（3割）　　　　９８１円　/回　　
（3割）　    　３２７円　　　
（3割）　 　　　７８５円　　

（3割）　　　１１８３円
（3割）　　　２６１６円　　
（3割）　　　５３９６円　

（3割）　　　　　９２円　　
（3割）　　　１６３４円　/回　　

（3割）　　１５７0円　/回

2～3割負担



介護老人保健施設レーベンハウス

               令和3年4月1日

単位 1日のご負担額 単位 1日のご負担額 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）　(日）
課税
区分

要支援１ 577 (2割） 1258円  （3割）　1887円 610 (2割） 1330円  （3割）　1995円 　食費 おやつ（注１） 150円（税別）/食 *

要支援２ 721 (2割） 1571円 　（3割）　2357円 768 (2割） 1675円 　（3割）　2512円 （第1段階） 300円 特別な食事（注２） 500円（税別円）/食 *

要介護１ 752 (2割） 1639円  （3割）　2459円 827 (2割） 1803円  （3割）　2704円 （第2段階） 390円 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要介護２ 799 (2割） 1742円 　（3割）　2613円 876 (2割） 1905円 　（3割）　2865円 （第3段階） 650円 日用品費 300円

要介護３ 861 (2割） 1877円 　（3割）　2815円 939 (2割） 2047円 　（3割）　3071円 ※退所日、朝食のみの日 ※600円 教養娯楽費（注３） 実費（50～150円）

要介護４ 914 (2割） 1992円  （3割）　2989円 991 (2割） 2160円  （3割）　3260円 朝　600円 特別な療養室料（個室） 5,000円(税別） *

要介護５ 966 (2割） 2106円 　（3割）　3159円 1,045 (2割） 2278円 　（3割）　3417円 (第4段階） 昼　750円 特別な療養室料（2人室） 3,000円(税別) *

夜勤職員配置加算 24 　(2割）　　　　５２円 夜　750円 健康管理費（注４） 実費 *

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ 6 　(2割）　　　　１３円 　滞在費 テレビ電気代 100（税別）円 *

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※ 　　＜多床室＞ その他電気代(注５) 50～150（税別）円 *

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ ※ （第1段階） 0円 食材キャンセル料 1300円

在宅復帰在宅療養支援加算Ⅰ 34 　(2割）　  ７４円 施設状況により常時算定 （第2～3段階） 370円

令和3年9月30日までの上乗せ分 ※ 令和3年9月30日まで常時算定 （第4段階） 640円

療養食(注１） １食　８　   (2割）　　　　１８円/食

若年性認知症利用者受入加算 120   (2割）　　　２６２円 ＜個室（1人室）＞　　

重度療養管理加算 120   (2割）　　  ２６２円 （第1～2段階） 490円
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算 240   (2割）　　　５２４円 （第3段階） 1310円

送迎加算 片道　184   (2割）　　  ４０１円/回 　　（第4段階） 1668円
緊急短期入所受入加算 90   （2割）　　 １９７円

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200   （2割）　　 ４３６円

総合医学管理加算 275   （2割）　 　５９９円

緊急時治療管理 1回　518   （2割）　１１１４円/回
☆注

　金額は世帯年収により４段階に分かれます。第1～第３段階の方はそれぞれ国による軽減措置がありますので、区役所にお問合せ下さい。

＜介護保険外部分＞

・ 　金額は世帯年収により４段階に分かれます。第1～第３段階の方はそれぞれ国による軽減措置がありますので、区役所にお問合せ下さい。
・ 　診断書等文書発行料については所定の金額をお願いします。詳しくは事務室までお問い合わせ下さい。

　　注4　インフルエンザ予防接種・肺炎球菌ワクチン予防接種に係る費用等につき、実費相当額を請求させていただきます。
　　注5　ご自身で用意される電気機器の種類により、1日当り50～150円の実費相当額を申し受けます。
＜その他注意＞

（3割）　　　７２円

（3割）　　　２０円　

（3割）　　 　１１１円　　

（3割）　　　 　２６円　/食　　

（3割）　 　　３９３円　　　

（3割）　   　３９３円

（3割）　 　　７８５円　　

　加算部分については、介護保険法に基づいて体制として常時または対象者にサービス実施した場合に発生します。

　　注1　おやつはご希望の方に提供します。
　　注2　特別な食事はお誕生会、ｸﾘｽﾏｽ会、ひな祭り等の行事開催時等にご希望の方に提供します。特別な食事代として、実費相当額と標準的な食費（第4段階：2,100円）とは別に請求させていただきます。
　　注3　教養娯楽費は、実施するクラブ活動に参加した場合にのみ（1日50～150円程度を想定）発生します。

（3割）　   　６０２円　/回

（3割）　   　２９５円

該当状況時算定

（iii)多床室
備考

全算定単位の3.9%

全算定単位の1.7％

該当者は
算定

常時算定

全算定単位の0.1%

短期入所
療養介護費
【基本型】

実施時算定

緊急入所時
算定

加算部分

居住費及び食費の世帯年収水準による軽減措置について（別添資料１ご参照）

＜介護保険加算部分＞

（3割）　   　６５４円

（3割）　   　８９９円

（3割）　   １６７１円　/回

1
日
単
位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【短期入所療養介護（ショートステイ）】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき10.90円の1割となります。また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

　　介護保険給付　費用　　 介護保険給付外　費用

食費・居住費自己負担項目（☆注） 　利用料（実費額）　*項目は消費税課税
区分 介護保険給付費用

（ⅰ）従来型個室

2～3負担



介護老人保健施設レーベンハウス

　　　　　　　　令和3年4月１日

    　　　食費自己負担項目 　　　　利用料（実費額）　*項目は消費税課税

単位 1日のご負担額　 備考 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）(日） 課税区分
1時間以上 要介護１ 366 　（２割）　　８１２円　　（３割）　１２１９円 食費　（昼食） ７５０円/食 おやつ　（注１） 150円（税別）/食 *
２時間未満 要介護２ 395 　（２割）　　８７７円　　（３割）　１３１５円 特別な食事　（注２） 500円（税別）/食 *

要介護３ 426 　（２割）　　９４６円　　（３割）　１４１８円 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要介護４ 455 　（２割）　１０１０円　　（３割）　１５１５円 日用品費 １００円
要介護５ 487 　（２割）　１０８１円　　（３割）　１６２２円 教養娯楽費 実費（50～100円）

２時間以上 要介護１ 380 　（２割）　　８４４円　　（３割）　１２６６円 尿取りパッド（小） 1枚　　　７０円
３時間未満 要介護２ 436 　（２割）　　９６８円　　（３割）　１４５２円 尿取りパッド（大） 1枚　　１５０円

要介護３ 494 　（２割）　１０９７円　　（３割）　１６４５円 セルプパンツ 1枚　　２００円
要介護４ 551 　（２割）　１２２４円　　（３割）　１８３５円 リハビリパンツ 1枚　　２５０円
要介護５ 608 　（２割）　１３４９円　　（３割）　２０２４円 食材費キャンセル料（注３） 500円/回

３時間以上 要介護１ 483 　（２割）　１０７２円　　（３割）　１６０９円
４時間未満 要介護２ 561 　（２割）　１２４６円　　（３割）　１８６９円

要介護３ 638 　（２割）　１４１６円　　（３割）　２１２４円
要介護４ 738 　（２割）　１６３８円　　（３割）　２４５７円
要介護５ 836 　（２割）　１８５６円　　（３割）　２７８４円

４時間以上 要介護１ 549 　（２割）　１２１８円　　（３割）　１８２８円
5時間未満 要介護２ 637 　（２割）　１４１４円　　（３割）　２１２１円

要介護３ 725 　（２割）　１６０９円　　（３割）　２４１４円
要介護４ 838 　（２割）　１８６０円　　（３割）　２７９０円
要介護５ 950 　（２割）　３２０９円　　（３割）　３１６４円

5時間以上 要介護１ 618 　（２割）　１３７２円　　（３割）　２０５８円
6時間未満 要介護２ 733 　（２割）　１６２７円　　（３割）　２４４１円

要介護３ 846 　（２割）　１８７８円　　（３割）　２８１７円
要介護４ 980 　（２割）　２１７６円　　（３割）　３２６４円
要介護５ 1,112 　（２割）　２４６９円　　（３割）　３７０３円

6時間以上 要介護１ 710 　（２割）　１５７７円　　（３割）　２３６５円
7時間未満 要介護２ 844 　（２割）　１８７４円　　（３割）　２８１１円

要介護３ 974 　（２割）　２１６２円　　（３割）　３２４４円
要介護４ 1,129 　（２割）　２５０６円　　（３割）　３７５９円
要介護５ 1,281 　（２割）　２８４４円　　（３割）　４２６６円

22 　（２割）　　４９円　  　（３割）　　　７４円
※ 全算定単位の４．７%
※ 全算定単位の2．0%

30 　（２割）　　６７円　　　（３割）　　２００円

12 　（２割）　　２７円　　　（３割）　　　４０円
16 　（２割）　　３５円　　　（３割）　　　５３円
20 　（２割）　　４５円　　　（３割）　　　６７円
24 　（２割）　　５３円　　　（３割）　　　８０円

※ 全算定単位の0.1% 令和3年9月30日まで常時算定

※ 基本報酬の3％
移行支援加算 12 （２割）　　２７円　　　（３割）　　　４０円

40 　（２割）　　８９円　　　（３割）　　１３４円
60 　（２割）　１３４円　　　（３割）　　２００円
100 　（２割）　２２２円　　　（３割）　　３３３円

栄養アセスメント加算 50/月 　（２割）　１１１円　　　（３割）　　１６７円
入浴介助加算Ⅰ 40 　（２割）　　８９円　　　（３割）　　１３４円

60 　（２割）　１３４円　　　（３割）　　２０６円 　　注1　 おやつはご希望の方に提供します。

110 　（２割）　２４５円　　　（３割）　　３６７円 　　注２　特別な食事を希望される場合は、食費とは別に、特別な食事としての費用を申し受けます

栄養改善加算 200 　（２割）　４４４円　　　（３割）　　６６６円
20 　（２割）　　４５円　　　（３割）　　　６７円
5 　（２割）　　１１円　　　（３割）　　　1７円

150 　（２割）　３３３円　　　（３割）　　５００円 ＜その他注意＞

160 　（２割）　３５６円　　　（３割）　　５３３円
片道　-47 （２割）‐１０４円　　　（３割）　-１５６円 送迎未実施時送迎を行わなかった場合

実施時算定

＜介護保険外部分＞

入浴介助加算Ⅱ

口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ
口腔機能改善加算Ⅰ

　実費相当額を申し受けます。

口腔機能改善加算Ⅱ 上記利用料欄に記載されているもの以外にも、ご利用者の希望により提供する日常生活品等については

口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ 　　　　　ただし、やむをえない事情がある場合はこの限りではありませんので、施設までご相談下さい。

重度療養管理加算(１時間以上2時間未満は算定無） 　　費用が発生します。料金表に記載がない加算についても実施可能な場合があります。

　　注３　原則、利用予定日の前日（日祭日を除く）午後5時迄に連絡が無かった場合に請求させていただきます。

　　加算部分については介護保険法に基づき、常時もしくはサービスを実施した場合に
＜介護保険加算部分＞

短期集中個別リハビリ実施加算　(初回認定日・退院日から3か月間）

通所リハ提供体制加算3（5時間以上6時間未満のみ）

いずれか一つ
常時算定

科学的介護推進体制加算

通所リハ令和3年9月30日までの上乗せ分

通所リハ提供体制加算2（4時間以上5時間未満のみ）

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

該当者は算定

通所リハ感染症等対応加算
体制により常時算定

若年性認知症利用者受入加算　

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

通所リハ提供体制加算4（6時間以上7時間未満のみ）

【2時間以上3時間未満の方は、加算の算定はありません】

通所リハ提供体制加算１（3時間以上4時間未満のみ）

　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表
　　　　　　　【通所リハビリテーション（デイケア）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき11.10円の1割となります。また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

介護保険給付　費用　　
介護保険給付外　費用

理学療法士等体制強化加算(1時間以上2時間未満のみ）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

1
回
単
位

介護保険給付項目

常時算定

2 ～3割負担



介護老人保健施設レーベンハウス

　　　　　　　　令和3年4月１日

    　　　食費自己負担項目 　　　　利用料（実費額）　*項目は消費税課税

単位 1月のご負担額 備考 項目 金額　(日） 項目 金額（総額表示）(日） 課税区分

要支援１ 　月　　2053 （２割）　４５５８円/月　（３割）　６８３７円/月 食費　（昼食） ７５０円/食 おやつ　（注１） 150円（税別）/食 *

要支援２ 　月　　3999 （２割）　８７１８円/月　（３割）１３０７７円/月 特別な食事　（注２） 500円（税別）/食 *

要支援１ 　月　　88 （２割）　　１９５円/月　（３割）　　２９３円/月 ※通常の食費に上乗せの費用となります。

要支援２ 　月　　176 （２割）　　３９１円/月　（３割）　　５８６円/月 日用品費 １００円

※ 全算定単位の4.7% 教養娯楽費 実費（50～100円）

※ 全算定単位の2.0% 尿取りパッド（小） 1枚　　　７０円

※ 全算定単位の0.1% 令和3年9月30日まで常時算定 尿取りパッド（大） 1枚　　１５０円

要支援１ 月　-20 （２割）　-４５円/月   　（３割） -６７円/月 セルプパンツ 1枚　　２００円

要支援２ 月　-40 （２割）　-８９円　　  　（３割）　　-１３４円 リハビリパンツ 1枚　　２５０円

事業所評価加算　 　月　　120 （２割）　２６７円/月　（３割）　　４００円/月 体制により常時算定 食材費キャンセル料（注３） 500円/回

　月　　240 （２割）　５３３円/月　（３割）　　８００円/月 該当者は常時算定

運動器機能向上加算 　月　　225 （２割）　４９９円/月　（３割）　　７４９円/月

栄養アセスメント加算 　月　　50 （２割）　１１１円/月 　（３割）　　１６７円/月

栄養改善加算 　月　　200 （２割）　４４４円/月 　（３割）　　６６６円/月

口腔機能向上加算Ⅰ 　月　　150 （２割）　３３３円/月 　（３割）　　５００円/月

口腔機能向上加算Ⅱ 　月　　160 （２割）　１１円/月　   （３割）　　１７円/月

　1回　　20 （２割）　４５円/月   　（３割）　　６７円/月

　1回　　５ （２割）　11円/月    　（３割）　　１７円/月

　月　　480 （２割）　１０６６円/月　（３割）　　１５９９円/月

　月　　700 （２割）　１５５４円/月　（３割）　　２３３１円/月

介護保険給付分は　「月単位」　介護保険給付外分は　「日単位」　の金額となります

＜介護保険加算部分＞

＜介護保険外部分＞

＜その他注意＞

・

・

　　注１　おやつはご希望の方に提供します。

　　注２　特別な食事はお誕生会、ｸﾘｽﾏｽ会、ひな祭り等の行事開催時等にご希望の方に提供します。

　　　　　　特別な食事を希望される場合は、実費相当額と上記規定費用の差額につき特別な食事代として請求させていただきます。

　　注３　　原則、利用予定日の前日（日祭日を除く）午後5時迄に連絡が無かった場合に請求させていただきます。ただし、やむをえない事情がある場合はこの限りではありませんので、施設までご相談下さい。

当料金表には現在実施しておりますサービスのみを記載しておりますが、記載以外の介護保険法に基づくサービスも実施可能な場合もございます。

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
強化加算（Ⅰ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

若年性認知症利用者受入加算

通所リハ令和3年9月30日までの上乗せ分

上記利用料欄に記載されているもの以外にも、ご利用者の希望により提供する日常生活品等については、実費相当額を申し受けます。

実施時算定

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ（6ヶ月に１回実施）

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ（6ヶ月に1回実施）

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

　　加算部分については介護保険法に基づき、体制として常時または対象者にサービス実施した場合に発生します。

1
月
単
位

介護保険給付項目

介護予防通所
リハビリテーション費

常時算定

予防通所リハ12か月越え減算
12か月超えで

常時減算

　　　　　　　　　　　　　　　レーベンハウス基本料金及び利用料　一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　【介護予防通所リハビリテーション（予防デイケア）】
　　　　　　　　※　介護保険給付対応分の自己負担額は、1単位につき11.10円の1割となります。　また、四捨五入の関係で結果が１～２円程度ずれることがあります。

介護保険給付　費用　＜1月単位＞　　　
介護保険給付外　費用　＜1日単位＞

2～3割負担


