
介護老人保健施設通所リハビリテーション利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設勝沼ナーシングセンター（以下「当施設」という。）は､要介護状

態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に

従って、利用者が可能な限り自宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるように、通所リハビリテーションを提供し、一方、利用者若しくは身元

引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決め

ることを、この約款の目的とします。 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者若しくは身元引受人が通所リハビリテーション利用同意書を当施

設に提出したときから効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新

たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙１及び別紙２の改定が行なわれな

い限り､初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設の通所リハビリテーション

を利用することができるものとします。 

（利用者からの解除） 

第 3条 利用者若しくは身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることによ

り、利用者の居宅サービス計画にかかわらず､本約款に基づく通所リハビリテーショ

ン利用を解除・終了することができます。なお､この場合利用者若しくは身元引受人

は､速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします｡ 

但し､利用者が正当な理由なく､通所リハビリテーション実施時間中に利用中止を

申し出た場合については､原則､基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設

にお支払いいただきます｡ 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通

所リハビリテーションサービスの利用を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立又は要支援１・要支援２と認定された場合 

② 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合 

③ 利用者若しくは身元引受人が､本約款に定める利用料金を３か月分以上滞納しそ

の支払いを督促したにもかかわらず１５日間以内に支払われない場合 

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテー

ションサービスの提供を超えると判断された場合 

⑤  利用者若しくは身元引受人が、当施設、当施設の従業者又は他の利用者等に対し

て、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他利用継続が困難となる程度の背信行為又は

反社会的行為を行った場合 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることが

できない場合 
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（利用料金） 

第５条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビ

リテーションサービスの対価として、別紙２の利用単位ごとの料金をもとに計算さ

れた月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる

額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動

があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、利用者若しくは身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計

額の請求書及び明細書を、毎月１５日までに送付し、利用者及び身元引受人は、連

帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。な

お、支払いの方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けた

ときは、利用者若しくは身元引受人が指定する送付先に対して、領収書を送付しま

す。 

（記録） 

第６条 当施設は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作成

し、その記録を利用終了後２年間は保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、こ

れに応じます。但し、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対し

ては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

（身体の拘束等） 

第７条 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、基本的には、身体拘束や抑制する

行動の制限を行わないよう努めます。但し自傷他害の恐れ・生命や身体の保護が出来な

い場合に限り、医師の判断のもと、利用者及び身元引受人から、同意（書面）を得て身

体拘束その他利用者の行動を制限します。又、身体拘束を行っている利用者に対し、定

期的に身体拘束委員会で検討し、身体拘束解消に向け努力します。 

（秘密の保持） 

第８条 当施設とその従業者は、業務上知り得た利用者若しくは身元引受人若しくはその

家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号に

ついての情報提供については、利用者及び身元引受人から、予め同意を得ておきま

す。 

①  介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保

険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養

情報の提供 

② 介護保険サービスの質の向上のために学会、研究会等での事例研究発表等。な

お、この場合でも、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守

します｡ 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとなります。 

（緊急時の対応） 

第９条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 
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２  前項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用

者及び身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

（要望又は苦情等の申出） 

第 10 条 利用者及び扶養者は、当施設の提供する通所リハビリテーションに対しての要望

又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることがでます。又は、備付けの用

紙、管理者宛てへの文書で所定の場所に設置する『ご意見箱』に投函して申し出る

ことができます。 

苦情相談窓口  担  当  西矢 智一        

        電話番号  ０５５３‐４４‐５３１１ 

その他、保険者である市区町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申立てることがで

きます。 

（賠償責任） 

第 11 条 通所リハビリテーションの提供に伴って､当施設の責に帰すべき事由によって、

利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して損害を賠償するものとしま

す。 

２  利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び

身元引受人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

（利用契約に定めのない事項） 

第 12 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところ

により、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとしま

す。 

(身元引受人) 

第 13 条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人をたてます。但し、利用者が身

元引受人を立てることができない相当の理由がある場合は除きます。 
   ① 行為能力(民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ)であ

ること。 

   ② 弁済をする資力を有すること。 

  ２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額 
    ２０万円(１割)、２５万円（２割）、３０万円（３割）の範囲内で、利用者と連 

携して支払う責任を負います。 
  ３ 身元引受人が第１項号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若し

くは他の利用者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は

反社会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間

内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができ

ます。但し、第１項但書の場合はこの限りではありません。 
  ４ 身元引受人の請求があったときには、当施設は身元引受人に対し、当施設に対す

る利用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれら

の残額及び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。 
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＜別紙１＞ 
介護老人保健施設勝沼ナーシングセンターのご案内 

（令和 3 年 4 月 1 日現在） 
１．施設の概要 
（１）施設の名称等 
   ・施設名施設名     介護老人保健施設 勝沼ナーシングセンター   
   ・開設年月日       平成 14 年 4 月 1 日 
    ・所在地           山梨県甲州市勝沼町菱山中平 4300 
   ・電話番号        0553－44－5311 

・管理者名         理事長 村田 憲一 
 
（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な

医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者

の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活

に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日

でも長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所

リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）といったサービスを提供

し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 
上記に基づき、品良く、明るく、やさしい介護をモットーに施設運営を行ってい

きます。 
 
（３）施設の職員体制 
 常 勤 非常勤 夜 間 
・医  師 １ ― ― 
・看護職員 ９ ― 1 
・薬剤師 ― ０．３ ― 
・介護職員 ２３ ― 3 
・支援相談員 １ ― ― 
・理学療法士  

３     ― 
 

― ・作業療法士 
・言語聴覚士 
・管理栄養士 １ ― ― 
・介護支援専門員 １ ― ― 
・事務職員 ４ ― ― 
・その他 ― ― ― 
 
（４）入所定員等  ・定員 ９０名（うち認知症専門棟 ２７名） 
  ・療養室  個室  ５室、２人室  ３室、３人室  １室、４人室 １９室 
 
（５）通所定員２０名 
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２．サービス内容 
① 施設サービス計画の立案（施設入所の場合） 
② 短期入所療養介護(介護予防)計画の立案（短期入所の場合） 
③ 通所リハビリテーション(介護予防)計画の立案（通所リハビリテーションの場合） 
④ 食事 

昼食 １２時００分～１２時３０分 
⑤ 栄養管理 
⑥ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所 

利用者は、週に 低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じ

て清拭となる場合があります。） 
⑦ 医学的管理・看護 
⑧ 介護（退所時の支援も行います） 
⑨ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 
⑩ 相談援助サービス 
⑪ 短期集中リハビリテーション（個別リハビリテーション） 
                  ［希望者・該当者のみ］ 
⑫ 利用者が選定する特別な食事の提供 
⑬ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護 

サービス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない

場合に適用） 
⑭ 行政手続代行 
⑮ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいた

だくものもありますので、具体的にご相談ください。 
 
３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変し

た場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 
・協力医療機関      
・名 称     甲州市立勝沼病院 
・名 称     春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 
・名 称     加納岩総合病院 
・協力歯科医療機関 
・名 称     近藤歯科医院 
・名 称     おざわ歯科医院 
 

◇緊急時の連絡先 
なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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４．施設利用に当たっての留意事項 

・面会の届出 
  ・外出・外泊の届出 
  ・飲酒・喫煙の禁止 
  ・火気の取扱いの禁止 
  ・設備・備品の利用の許可 
  ・所持品・備品等の持ち込み原則禁止 
  ・金銭・貴重品の持ち込み禁止 
  ・外泊時等の施設外での受診の届出許可 
  ・宗教活動の禁止 
  ・ペットの持ち込み禁止 
 
５．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓等 
・防災訓練  年２回 

 
６．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利

行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
 

７．要望及び苦情等の相談 
当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相

談ください。要望や苦情などは、支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いた

します。又、備付けの用紙、管理者宛てへの文書で所定の場所に設置する『ご意見箱』

に投函して申し出ることができます。 

 
苦情相談窓口  担  当  西矢 智一        

        電話番号  ０５５３-４４-５３１１  

その他、保険者である市区町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申立てることがで

きます。 

 
８．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙２＞ 
通所リハビリテーションについて 

１．介護保険証の確認 
ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 
２．通所リハビリテーションについての概要 

通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために

立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るた

め提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学

療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテーションの提供にあたる従事者の協議に

よって、通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・身元引受人

（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくよう

になります。 
 
３．利用料金 
(1) 基本料金 
① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護者の程度及び利用時間に

よって利用料が異なります。以下は、１日当たりの自己負担分です） 

[1 時間以上２時間未満]  

・要介護１   ３６６円（１割）   ７３２円（２割） １，０９８円(３割) 

・要介護２   ３９５円（１割）   ７９０円（２割） １，１８５円(３割) 

・要介護３   ４２６円（１割）   ８５２円（２割） １，２７８円(３割) 

・要介護４   ４５５円（１割）   ９１０円（２割） １，３６５円(３割) 

・要介護５   ４８７円（１割）   ９７４円（２割） １，４６１円(３割) 

 

[２時間以上３時間未満] 

・要介護１   ３８０円（１割）   ７６０円（２割） １，１４０円(３割) 

・要介護２   ４３６円（１割）   ８７２円（２割） １，３０８円(３割) 

・要介護３   ４９４円（１割）   ９８８円（２割） １，４８２円(３割) 

・要介護４   ５５１円（１割） １，１０２円（２割） １，６５３円(３割) 

・要介護５   ６０８円（１割） １，２１６円（２割） １，８２４円(３割) 

 

[３時間以上４時間未満] 

・要介護１   ４８３円（１割）   ９６６円（２割） １，４４９円(３割) 

・要介護２   ５６１円（１割） １，１２２円（２割） １，６８３円(３割) 

・要介護３   ６３８円（１割） １，２７６円（２割） １，９１４円(３割) 

・要介護４   ７３８円（１割） １，４７６円（２割） ２，２１４円(３割) 

・要介護５   ８３６円（１割） １，６７２円（２割） ２，５０８円(３割) 
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[４時間以上５時間未満] 

・要介護１   ５４９円（１割） １，０９８円（２割） １，６４７円(３割) 

・要介護２   ６３７円（１割） １，２７４円（２割） １，９１１円(３割) 

・要介護３   ７２５円（１割） １，４５０円（２割） ２，１７５円(３割) 

・要介護４   ８３８円（１割） １，６７６円（２割） ２，５１４円(３割) 

・要介護５   ９５０円（１割） １，９００円（２割） ２，８５０円(３割) 

 

[５時間以上６時間未満] 

・要介護１   ６１８円（１割） １，２３６円(２割)  １，８５４円(３割) 

・要介護２   ７３３円（１割） １，４６６円(２割)  ２，１９９円(３割) 

・要介護３   ８４６円（１割） １，６９２円(２割)  ２，５３８円(３割) 

・要介護４   ９８０円（１割） １，９６０円(２割)  ２，９４０円(３割) 

・要介護５ １，１１２円（１割） ２，２２４円(２割)  ３，３３６円(３割) 

 

[６時間以上７時間未満] 

・要介護１   ７１０円（１割） １，４２０円(２割)  ２，１３０円(３割) 

・要介護２   ８４４円（１割） １，６８８円(２割)  ２，５３２円(３割) 

・要介護３   ９７４円（１割） １，９４８円(２割)  ２，９２２円(３割) 

・要介護４ １，１２９円（１割） ２，２５８円(２割)  ３，３８７円(３割) 

・要介護５ １，２８１円（１割） ２，５６２円(２割)  ３，８４３円(３割) 

 

[７時間以上８時間未満] 

・要介護１   ７５７円（１割） １，５１４円（２割） ２，２７１円(３割) 

・要介護２   ８９７円（１割） １，７９４円（２割） ２，６９１円(３割) 

・要介護３ １，０３９円（１割） ２，０７８円（２割） ３，１１７円(３割) 

・要介護４ １，２０６円（１割） ２，４１２円（２割） ３，６１８円(３割) 

・要介護５ １，３６９円（１割） ２，７３８円（２割） ４，１０７円(３割) 

 

 ②リハビリテーション提供体制加算（リハビリテーション職員を手厚く配置） 

  ・３時間以上４時間未満  １２円（１割)   ２４円（２割）  ３６円(３割) 

  ・４時間以上５時間未満  １６円（１割）  ３２円（２割）    ４８円(３割) 

  ・５時間以上６時間未満  ２０円（１割）  ４０円（２割）  ６０円(３割) 

・６時間以上７時間未満  ２４円（１割）  ４８円（２割）  ７２円(３割) 

  ・７時間以上       ２８円（１割）  ５６円（２割）  ８４円(３割) 

 

※中山間地域サービス提供加算             ５％ 

             （中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算） 
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③入浴介助加算Ⅰ：スタッフの見守り、介助による場合   ４０円／日（１割） 

                            ８０円／日（２割） 

                           １２０円／日 (３割) 

 

 入浴介助加算Ⅱ：Ⅰの要件に加えて居宅を訪問し浴室の環境を評価。個別の入浴計画

を作成している場合                  ６０円／日（１割） 

                           １２０円／日（２割） 

                           １８０円／日（３割） 

  ＊通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないこと

があります。 

④ ・リハマネジメント加算（Ａ）イ 

同意日の属する月から６ヶ月以内   ５６０円／月（１割） 

           １，１２０円／月（２割） 

           １，６８０円／月 (３割) 

 

   ・リハマネジメント加算（Ａ）イ 

同意日の属する月から６ヶ月超え   ２４０円／月（１割） 

             ４８０円／月（２割） 

             ７２０円／月 (３割) 

 

   ・リハマネジメント加算（Ａ）ロ 

同意日の属する月から６ヶ月以内   ５９３円／月（１割） 

           １，１８６円／月（２割） 

           １，７７９円／月 (３割) 

 

   ・リハマネジメント加算（Ａ）ロ 

 同意日の属する月から６ヶ月超え  ２７３円／月（１割） 

             ５４６円／月（２割） 

             ８１９円／月 (３割) 

 

   ・リハマネジメント加算（Ｂ）イ 

同意日の属する月から６ヶ月以内  ８３０円／月（１割） 

           １，６６０円／月（２割） 

           ２，４９０円／月 (３割) 

 

   ・リハマネジメント加算（Ｂ）イ 

 同意日の属する月から６ヶ月超え ５１０円／月（１割） 

           １，０２０円／月（２割） 

           １，５３０円／月 (３割) 
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・リハマネジメント加算（Ｂ）ロ 

同意日の属する月から６ヶ月以内 ８６３円／月（１割） 

              １，７２６円／月（２割） 

              ２，５８９円／月（３割） 

 

・リハマネジメント加算（Ｂ）イ 

 同意日の属する月から６ヶ月超え ５４３円／月（１割） 

                         １，０８６円／月（２割） 

                         １，６２９円／月（３割） 

 

⑤短期集中個別リハビリテーション実施加算       １１０円／日（１割） 

                           ２２０円／日（２割） 

                           ３３０円／日 (３割) 

 ＊退院（所）後間もない方に身体機能の回復を目的としたリハビリテーションを個別 

に実施した場合（退院（所）又は認定日から起算して３ヶ月以内） 

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ      ２４０円／月（１割） 

                            ４８０円／月（２割） 

                            ７２０円／月 (３割) 

 ＊認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能

の改善が見込まれる場合（３ヶ月以内 週２回を限度） 

 

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ    １，９２０円／月（１割） 

                          ３，８４０円／月（２割） 

                          ５，７６０円／月 (３割) 

 ＊月４回以上リハビリテーションを実施し、リハビリテーションの実施頻度、実施場

所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画書を作成した場合 

 

  ⑥生活行為向上リハビリテーション実施加算 

              開始月から６ヶ月以内  １，２５０円／月（１割） 

                          ２，５００円／月（２割） 

                          ３，７５０円／月 (３割) 

  ＊作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を終了した理学療法士若し

くは言語聴覚士が配置しており、目標及びリハビリテーションの実施頻度、実施場

所及び実施時間等が記載された生活行為向上リハビリテーション実施計画書を作成

すること。また、当該リハビリテーションの終了１ヶ月以内にリハビリテーション

会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況及び実施結果を報告する。 
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⑦ 若年性認知症利用者受入加算               ６０円／日（１割） 

                            １２０円／日（２割） 

                                                １８０円／日 (３割) 

 ＊若年性認知症利用者に対して通所リハビリテーションを行った場合 

 

⑧重度療養管理加算                    １００円／日（１割） 

                             ２００円／日（２割） 

                                      ３００円／日 (３割) 

 ＊計画的な管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合 

 

⑨栄養アセスメント加算                  ５０円／日（１割） 

                            １００円／日（２割） 

                            １５０円／日 (３割) 

 ＊低栄養状態の改善を目的として、個別に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行

った場合。（月２回を限度） 

⑩栄養スクリーニング加算                ５０円／月（１割） 

                           １００円／月（２割） 

                           １５０円／月 (３割) 

  ＊口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は、算定不可 

 

⑪栄養改善加算                    ２００円／回（１割） 

４００円／日（２割） 

６００円／日 (３割) 

  ＊低栄養状態の改善を目的として、個別に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行

った場合。（月２回を限度） 

 

 ⑫科学的介護推進体制加算                ４０円／月（１割） 

                             ８０円／月（２割） 

                            １２０円／月（３割） 

  ＊利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提供する 

 

 ⑬口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ            ２０円／回（１割） 

                             ４０円／月（２割） 

                             ６０円／月 (３割) 

 

  口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ             ５円／回（１割） 

                             １０円／回（２割） 

                             １５円／回（３割） 

 ＊口腔機能低下を早期に発見し、適切に管理する（６ヶ月に１回を限度） 
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⑭ 口腔機能向上加算Ⅰ                １５０円／回（１割） 

                         ３００円／回（２割） 

                         ４５０円／回（３割） 

 

口腔機能向上加算Ⅱ                １６０円／回（１割） 

                         ３２０円／回（２割） 

                            ４８０円／回（３割） 

  ＊口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔掃除の指導若しくは実施を

行った場合（月に２回を限度） 

 

⑮ 移行支援加算                     １２円／日（１割） 

                                 ２４円／日（２割） 

                              ３６円／日（３割） 

  ＊利用によりＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加を維持できる他のサービス等に移

行できるなど、質の高い通所リハビリテーションを提供した場合 

 

⑯送迎未実施減算                    －４７円／片道（１割） 

                             －９４円／片道（２割） 

                            －１４１円／片道 (３割) 

  ＊事業所が送迎を行わない場合（片道につき） 

 

⑰介護職員処遇改善加算 

  Ⅰ 所定単位数×４７／１０００ 

  Ⅱ 所定単位数×３４／１０００ 

  Ⅲ 所定単位数×１９／１０００ 

 

 ⑱介護職員等特定処遇改善加算 

  Ⅰ 所定単位数×２０／１０００ 

  Ⅱ 所定単位数×１７／１０００ 

 ⑲サービス提供強化加算 

  Ⅰ介護職員の総数のうち①介護福祉士７０％以上         ２２円／日（１割） 

   ②勤続１０年以上、介護福祉士２５％以             ４４円／日（２割）         

６６円／日 (３割) 

  Ⅱ介護職員の総数のうち介護福祉士５０％以上        １８円／日（１割） 

                               ３６円／日（２割） 

                               ５４円／日 (３割) 

  Ⅲ介護職員の総数のうち①介護福祉士４０％以上        ６円／日（１割） 

   ②勤続７年以上３０％以上                １２円／日（２割） 

                               １８円／日 (３割) 

                         （Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを算定） 
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13 

 

 ＊新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和３年９月末 

までの間、基本報酬に０．１％上乗せさせて頂きます。 

 

(2) その他の料金  

① 食事療養費（食材料費等）  

昼食代  ７３０円 

※原則として食堂でおとりいただきます。なお、通所リハビリテーション利用時間帯によ

っては、食事の提供ができないことがあります。 

②その他（教養娯楽日等、オムツ代、送迎に要する費用）は、別途資料をご覧ください。 

 

(3)  支払い方法 
・毎月１５日までに、前月分の請求書を発行します。毎月２７日に口座振替させて頂 
きます。当方で確認を行い領収書を発行いたします。 

 
  



介護老人保健施設通所リハビリテーション利用同意書 

 

介護老人保健施設勝沼ナーシングセンターの通所リハビリテーションを利用するにあた

り、介護老人保健施設通所リハビリテーション利用約款及び別紙１、別紙２を受領し、こ

れらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意します。 

令和    年    月    日 

＜利用者＞ 

氏  名               印 

住  所 

 

＜身元引受人＞ 

氏  名               印 

                   住   所  

 

介護老人保健施設  勝沼ナーシングセンター 

管理者 村田 憲一 殿 

説明者 支援相談員 西矢 智一 

 

【本約款第５条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所 〒 

・電話番号  

 

【本約款第９条２項の緊急時の連絡先】 

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所 〒 

・電話番号  
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情報提供に関する同意書 
  

介護老人保健施設 勝沼ナーシングセンター利用

中において、必要に応じ他病院への受診、転院の際

の情報提供、在宅へ戻る際のケアマネージャーやか

かりつけ医への情報提供、市町村への情報提供、勝

沼ナーシングセンター内での情報の共有等について

同意致します。 
医療法人 景雲会 

介護老人保健施設 勝沼ナーシングセンター 

理事長  村 田  憲 一 殿 

 

令和  年  月  日 

【利用者】             

氏名         ㊞ 

住 所 

 
【身元引受人】 

氏 名        ㊞ 

住 所 


