
 

 

 

 

 

 医療法人社団 友勝会 

介護老人保健施設 みどりの館 

http://www.midorino-yakata.or.jp/ 



 

 

 

みどりの館の一日 
 

 

７：00  起床 

     モーニングケア 

８：00  朝食 

 ９：00  入浴 午前の部 

10：00  お茶の時間 

     体操・レクリエーション 

12：00  昼食 

13：30  入浴 午後の部 

     レクリエーション 

     クラブ活動 

15：00  おやつ 

     余暇時間 

18：00  夕食 

19：00  ナイトケア 

 

21：00  消灯 

 



 

 

 

 

 

居室は 

●個室 

●2人部屋 

●多床室 

（４人部屋） 

があります 

浴室は車いすの方でもご案内できる 

機械浴も設置しています 

バス停も目の前で 

ご来館しやすい環境です 

ご面会時は 

談話スペースもご利用ください 

食堂としてだけでなく、レクリエーションや 

クラブ活動のスペースにもなります 

リハビリルームでは専任の 

スタッフがお手伝いします 



 

  

 

健康で楽しく 

お過ごしいただけるよう 

職員一同、 

お手伝いいたします 



 

 

 

 

 

 

毎日の食事は 

大切な楽しみのひとつですね♪ 

当館では管理栄養士を中心に 

色々な献立をご用意しています 

 

 

 

専任スタッフの 

理学療法士・作業療法士が 

みなさまのお越しを 

お待ちしています！ 



様

✓ 介護老人保健施設     1割    2割 　　3割
(ⅰ）（基本型個室）

要介護1 720円 1440円 2160円

要介護2 767円 1534円 2301円

要介護3 830円 1660円 2490円

要介護4 884円 1768円 2652円

要介護5 936円 1872円 2808円

(ⅲ）（基本型多床室）

要介護1 796円 1592円 2388円

要介護2 846円 1692円 2538円

要介護3 908円 1816円 2724円

要介護4 961円 1922円 2883円

要介護5 1016円 2032円 3048円

✓ 加算料金 １割    2割 　　3割

✓ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ） 　　３５円 　　７０円 　１０５円

✓ 夜勤体制加算 　　２５円 　　５０円 　　７４円

✓ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 　　１９円 　　３７円 　　５６円

✓ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 3.9% 3.9% 3.9%

✓ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 2.1% 2.1% 2.1%

✓ 初期加算 　　３１円 　　６２円 　　９３円

✓ 栄養マネジメント加算 　　１５円 　　２９円 　　４３円

✓ 口腔衛生管理体制加算 　　３１円 　　６２円 　　９３円

口腔衛生管理加算  　　9３円　   １８５円 　２７８円

低栄養リスク改善加算 　３０９円 　６１７円 　９２５円

療養食加算（１食） 　　　７円 　　１３円 　　１９円

経口移行加算  　 ２９円　 　　５８円 　　８７円

経口維持加算　　1 　４１１円 　８２２円 １,２３３円

経口維持加算　　2 　１０３円 　２０６円 　３０９円

再入所時栄養連携加算 　４１１円 　８２２円 １,２３３円

✓ 加算料金 １割    2割 3割

✓ 短期集中リハビリテーション実施加算 　２４７円 　４９３円 　７４０円

認知症短期集中リハビリテーション加算 　２４７円 　４９３円 　７４０円

認知症専門ケア加算1 　　　３円 　　６円 　　 ９円

認知症専門ケア加算2 　　　５円 　　９円 　　１３円

認知症情報提供加算 　３６０円 　７１９円 １,０７９円

若年性認知症受入加算 　１２４円 　２４７円 　３７０円

外泊時費用 　３７２円 　７４４円 １,１１６円

外泊時費用（在宅サービスを利用） 　８２２円 １,６４４円 ２,４６５円

地域連携診療計画情報提供加算 　３０９円 　６１７円 　９２５円

褥瘡マネジメント加算 　　１１円 　　２１円 　　３１円

排泄支援加算 　１０３円 　２０６円 　３０９円

詳細

認知症の疑いのあると医師が判断し、

施設内でその診断が困難であり緊急に入所することが適当と判断した場合(入所後7日間）

40歳以上で若年性認知症の診断を受けている方

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合。（1月6日限度）

所定単位数に×21/1000

継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合　3月に1回

排泄に介護を要する入所者に状態の軽減悪化の防止が見込まれると、医師又は看護師が

判断した者に対して多職種が協同して支援計画を作成し実行した場合　6月以内に限り

入所者に対して居宅における外泊を認め、

老健により提供される在宅サービスを利用した場合（1月6日限度）

入所前に入院していた医療機関で地域連携診療計画又は地域連携診療計画退院時指導料を

算定されている方で、診療情報をその医療機関に文書で退院日の翌月までに提供した場合

在宅復帰支援機能を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する場合

夜勤の体制が充実している場合

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が60％

所定単位数に×39/1000

詳細

入所日より3ケ月間、集中的なリハビリを実施した場合

認知症利用者に対して、入所日より3ケ月間集中的なリハビリを実施した場合（1週間3回まで）

「みどりの館」では、まだ加算がつきません

「みどりの館」では、まだ加算がつきません

医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合

経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は看護職員による支援が行われた場合

摂食機能障害や誤嚥がある方に対し、医師又は歯科医師の指示に基づき

管理栄養士が栄養管理を行った場合

前項1の多職種による観察会議に歯科医師・歯科衛生士が加わった場合

入所者が入院し退院した時に2次入所する際に必要となる栄養管理を

病院等の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合

入所後30日間に算定

管理栄養士が継続的に栄養管理を実施し、多職種共同で栄養ケア計画を策定している場合

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に口腔ケアに係る技術的助言

及び指導を月1回以上行い、口腔ケアマネジメントに係る計画を作成する場合

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し口腔ケアを月2回以上行う場合

低栄養状態にある方又はそのおそれのある方に対して栄養管理会議を行い

管理方法を示した計画を作成し、栄養管理をおこなった場合

1、基本料金　割負担分・2割負担分・3割負担分

詳細

保施Ⅰⅰ1

※以下の基本料金は、単位数より算出しております。

　　実際の料金は合計の単位数に地域単価を乗じて割合数で算出し１円未満の切り捨てもありますので誤差が生じます事をあらかじめご了承ください。

保施Ⅰⅲ1

保施Ⅰⅲ2

保施Ⅰⅲ3

利用者名

保施Ⅰⅲ4

保施Ⅰⅲ5

保施Ⅰⅰ2

保施Ⅰⅰ3

保施Ⅰⅰ4

保施Ⅰⅰ5

介護老人保健施設    
利用料金表  令和元年10月より 



✓ 加算料金 １割    2割

かかりつけ医連携薬剤調整加算 　１２９円 　２５７円 　３８６円

緊急時治療管理 532円 1064円 1596円

特定治療 　　 　－ 　　　－ 　　　－

所定疾患施設療養費1 246円 492円 738円

所定疾患施設療養費2 493円 986円 1479円

✓ 加算料金 １割    2割

入所前後訪問指導加算Ⅰ 　４６３円 　９２５円 １,３８７円

入所前後訪問指導加算Ⅱ 　４９３円 　９８６円 １,４７９円

試行的退所時指導加算 　４１１円 　８２２円 １,２３３円

退所時情報提供加算 　５１４円 １,０２７円 １,５４１円

退所前連携加算 　５１４円 １,０２７円 １,５４１円

訪問看護指示加算 　３０９円 　６１７円 　９２５円

2、その他の料金　※自己負担分

①居住費 多床室・2人室 個室

負担区分 　　　1日あたり 　　1日あたり

第4段階 　　　３７7円 　１,６68円 要介護１

第3段階 　　　３７０円 　１,３１０円 要介護２

第2段階 　　　３７０円 　　 ４９０円 要介護３

第1段階 　　　　　０円 　　　０円 要介護４

要介護５

②食費

負担区分 　　　1日あたり

第4段階 　　1600円

第3段階 　　　６５０円 要介護１

第2段階 　　　 ３９０円 要介護２

第1段階 ３００円 要介護３

要介護４

③その他の費用　（税込） 　　　1回あたり 要介護５

日用品費(１日あたり) 　　　 ２００円 写真代 1枚50円

教養娯楽費(１日あたり) 　　　 ２００円 クッション代 1000円 （2割・多床室） （3割・多床室）

理美容代(散髪のみ) 　　１,０００円 歯ブラシ代 100円.110円

理美容代(散髪＋顔そり) 　　１,５００円 テッシュ代 150円

理美容代(顔そりのみ) 　　　５００円 歯磨き粉 250円

電気代(個人的に使用する機器等) 　　　　５０円 コップ 100円

洗濯代(１回７㎏まで) 　　　７００円 ポリデント 1000円

特別室料(１日あたり) 　　１,100円 電池　（1個） 80円～160円

2人室料(１日あたり) 　　　５5０円 マスク 1枚30円

文書料(公的なものの診断書等) 　　５,０００円 （2割・個室） （3割・個室）

文書料(医師によるその他のもの) 　　５,０００円～

入所の証明書等 　　２,０００円

利用料領収書再発行料(１枚) 　　　５００円

インフルエンザ予防接種代(実費) 　　５,０００円

インフルエンザ予防接種代(公費) 　　１,５００円

肺炎球菌ワクチン代(実費) 　　６,０００円

肺炎球菌ワクチン代(公費) 　　３,０００円

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５ 146,513円

179,247円

142,869円

135,307円

139,427円

通常の料金

132,069円 要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

105,219円

182,926円

138,699円

180,968円

175,400円

110,100円 12,400円 72,373円 80,433円

月々の費用のめやす（１割・個室）　　　　　　　　　

106,940円 140,420円

101,372円 134,852円

177,492円 103,464円 136,944円

通常の料金（第4段階） 第1段階 第2段階 第3段階

107,686円 12,400円 70,551円 78,611円

173,881円 99,853円 133,333円

105,692円 12,400円 68,830円 76,890円

Ⅰに加え、退所後の生活に係る支援計画も策定した場合

退所が見込まれる入所者をその居宅において試行的に退所させる場合に

入所者、家族等に退所後の療養上の指導を行った場合

退所後の主治医又は他の社会福祉施設に対し、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合

退所後の居宅サービス計画作成者又は地域密着型サービスに対し

診療状況を示す文書を添えて調整を行った場合

当施設医師が診療に基づき退所時に訪問看護が必要であると認め

当該事業者に訪問看護指示書を交付した場合

102,878円 12,400円 64,383円 73,211円

※　初期加算・短期集中リハビリ加算等含まれていません。

104,497円 12,400円 65,028円 74,830円

月々の費用のめやす（1割・多床室）　　　　　　　

通常の料金（第4段階） 第1段階 第2段階 第3段階

やむを得ない事情により行われるリハビリ処置手術麻酔、又は放射線治療等

肺炎・尿路感染・帯状疱疹の診断をされ、

施設内で投薬・検査・処置・注射・点滴等を行った場合　（月1回　連続7日まで）

詳細
入所前30日から入所後7日以内に、退所を目的とした

施設サービス計画策定の為にご自宅等を訪問した場合

6種類以上の内服薬が処方され、主治医と施設医師が共同し調整して減薬を行った場合

症状が重篤となり救命救急医療が必要となった際に

緊急的な投薬・検査・注射・処置等を実施した場合　（月1回　連続3日間）

(※１ヶ月/31日として　処遇改善加算を含む金額になります。)

要介護３ 要介護３ 238,100円

要介護４ 要介護４ 243,365円

個人的な選定によるもの（税込）

要介護５ 要介護５ 248,528円

211,306円

214,748円

207,796円

通常の料金

要介護１ 要介護１ 227,267円

要介護２ 要介護２ 231,824円203,612円

通常の料金

200,574円

通常の料金

161,260円

166,117円

172,297円

177,460円



 

 

 

 

 

 

 

 

８：30  お え 

  ～９：30  

      

10：00  館に

 

      入浴 

      リハビリテーション 

12：00  昼食 

 

 

13：30  レクリエーション 

      リハビリテーション 

15：00  おやつ 

 

16：00  お帰り 

 

おはようございます 

今日もよろしく 

お願いします♪ 

看護師による 

体調チェックがありますよ 

大勢で食べるご飯は 

おいしいですね 

皆さんに楽しんで頂けるような内容を 

スタッフが日々、一生懸命考えています！ 

お疲れさまでした 

ご自宅まで安全運転で 

お送りします 

通所リハビリテーション 

（デイケア）の一日 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

デイケアは月～土曜 営業です 

 

週 1回からのご利用ができますので 

お気軽に遊びに来て下さい☆ 

 

ご見学も随時受け付けています 

もちろんリハビリテーションも専任スタッフがお手伝いします 

季節に合わせて 

みんなでお出かけしませんか？ 

ご自宅への送り迎えは、もちろん 

車いすの方でも心配ありません 

ご自宅ではお風呂が 

大変な方も安心して 

あたたまれます 

楽しい時間をご一緒に♪ 

健康チェックも欠かさず 

行ないましょう 

 



　利用者名 様

✓ 通所リハビリテーション費 １割 2割 3割 詳細
1時間～2時時間 1日あたり １日あたり 1日あたり

要介護1 329円 658円 987円 通所リハⅢ211

要介護2 360円 720円 1,080円 通所リハⅢ212

要介護3 388円 776円 1,164円 通所リハⅢ213

要介護4 418円 836円 1,254円 通所リハⅢ214

要介護5 447円 894円 1,341円 通所リハⅢ215

理学療法士等配置 31円 62円 93円

6時間～7時時間

要介護1 650円 1,300円 1,950円 通所リハⅢ261

要介護2 779円 1,558円 2,337円 通所リハⅢ262

要介護3 903円 1,806円 2,709円 通所リハⅢ263

要介護4 1,053円 2,106円 3,159円 通所リハⅢ264

要介護5 1,200円 2,400円 3,600円 通所リハⅢ265

✓ 加算料金 １割 2割 3割 詳細
リハビリテーション提供体制加算 1日あたり １日あたり 1日あたり

✓ 通所リハ提供体制加算4 25円 50円 75円
リハビリ職の配置が手厚い体制を構築し、リハビリテーションマネジメントに基づ

いたサービスを提供(1時間から2時間の方は、ありません。）

✓ 通所リハ中重度ケア体制加算 21円 42円 63円
利用者の総数のうち、前年度または直近3ケ月で要介護3以上の方が30％

以上

✓ サービス提供体制強化加算　Ⅰ1 19円 38円 57円 介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50％

✓ 介護職員処遇改善加算　Ⅰ ※基本料金の合計に4.7％乗じた金額の１割もしくは、2割または3割が加算されます。

✓ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ※基本料金の合計に2.0％乗じた金額の１割もしくは、2割または3割が加算されます。

通所リハ入浴介助加算 52円 104円 156円 入浴された場合

通所リハ栄養改善加算

（月2回を限度）
155円 310円 465円 低栄養状態やそのおそれのある方で栄養改善サービスをおこなった場合

通所リハ栄養スクリーニング加算

（6ケ月に1回を限度）
6円 12円 18円

栄養スクリーニングを行い、ケアマネージャーに栄養状態に係る情報を文書で

共有した場合

通所リハ口腔機能向上加算

（月2回まで）
155円 310円 465円 口腔機能低下やその恐れのある方で口腔機能サービスを行った場合

通所リハ重度療養管理加算 104円 208円 312円
厚生労働大臣が定める利用者に対し、計画的な医学的管理を継続して行

い通所リハビリテーションを行った場合

通所リハ送迎減算（片道） -49円 -98円 -147円 事業所が送迎を行わない場合

社会支援参加加算 13円 26円 39円 「みどりの館」では、まだ加算がつきません

若年性認知症受入加算 62円 124円 186円 40歳以上で若年性認知症の診断を受けている方

1、基本料金　　１割負担分・2割負担分・３割負担分

3

通所リハビリテーション 
利用料金表  令和元年10月より 



✓ 加算料金 １割 2割 3割 詳細

1ケ月あたり 1ケ月あたり 1ケ月あたり
リハビリマネジメント加算は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

いずれかの算定になります。

通所リハリハビリマネジメント加算Ⅰ 341円 682円 1,023円
通所リハビリの医師・リハビリ職・その他の職種の者が協働し

継続的にリハビリの質を管理した場合

通所リハマネジメント加算　Ⅱ　1 878円 1,756円 2,634円
（Ⅰ）①定期的な評価・ケアマネさんへの情報提供

　　　　　②サービス開始から１ケ月以内に居宅訪問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 548円 1,096円 1,644円
　　　　③事業所の医師による実施にあたる留意点等の指示・記載

（Ⅱ）①～③

通所リハマネジメント加算　Ⅲ　1 1,157円 2,314円 3,471円
　　　　④リハビリ会議の開催

　　　　⑤通所リハ計画についてリハ職が説明し同意をもらい医師に説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 827円 1,654円 2,481円
　(Ⅲ）①～④

　　　　⑥通所リハ計画について医師が説明し同意を得ること

通所リハマネジメント加算　Ⅳ　1 1,261円 2,522円 3,783円 「みどりの館」では、まだ加算がつきません

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 930円 1,860円 2,790円 （３月に1回）

1回あたり 1回あたり 1回あたり
短期集中個別リハビリテーション実施加算

（3ケ月以内）
114円 228円 342円

退院退所認定日から起算して3ケ月以内の期間に

個別リハビリを集中的に行った場合

認知症短期集中リハビリテーション加算　Ⅰ

（3ケ月以内・週2回まで））
248円 496円 744円

認知症であり且つ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と

医師が判断し、集中的なリハビリを行った場合

認知症短期集中リハビリテーション加算　Ⅱ

　（3ケ月以内・リハビリマネジメントⅡかⅢ.Ⅳ）
1,984円/月 3,968円/月 5,952円/月

認知症であり且つ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と

医師が判断し、集中的なリハビリを行った場合

通所リハ生活行為向上リハ加算　1 2,066円/月 4,132円/月 6,198円/月
社会参加など生活行為向上にむけて、居宅などの実際の生活場面における

具体的な指導等においてリハビリを行った場合（3ケ月）

通所リハ生活行為向上リハ加算　2 1,033円/月 2,066円/月 3,099円/月
社会参加など生活行為向上にむけて、居宅などの実際の生活場面における

具体的な指導等においてリハビリを行った場合（3ケ月～6ケ月）

生活行為向上リハビリ実施継続減算　
生活行為向上リハ実施計画書で定めた通所リハビリテーション終了後も引き続き通所

リハビリテーションを行った場合は、100分の15の単位数を減算する（6ケ月間）

2、その他の料金

日額

食費（おやつ代含む） 650円 施設で提供する食事

日用品費 150円
石鹸・シャンプー

ティッシュやおしぼり等

教養娯楽費 200円
レクリエーション等で使

用する材料費等

おむつ（1枚につき） 100円 利用された場合

尿パット（1枚につき） 30円 利用された場合

文書料（1枚） 500円 利用領収書再発行料

介護老人保健施設みどりの館 

通所リハビリテーション 



 

お問い合わせを多くいただく内容をまとめてみました 

この他にも、ご不明な点はお気軽にご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある 

ご質問 
入  所 ・ ショートステイ 

どのくらいの期間、入所できますか？ 

介護保険での集中的なリハビリが行なえるのは 3 か月間ですので 

リハビリの観点からは、そこがひとつの節目となりますが 

状況に応じて、それ以降もご入所の継続ができる事になっています 

 

なお、ショートステイについては 1 泊 2 日から必要な日程での 

ご利用ができますので、お気軽にお問い合わせください 

○○○という薬を飲んでいるけど入所できますか？ 

お持込み分のお薬がなくなった後は、当館からお薬を 

お出ししますので、当館にないお薬が必要な場合は 

ご入所のお迎えができない事になります。 

ただし同等の効果のお薬（後発品を含みます）等で代替できる 

ケースも多いので、ご相談ください 

疾患・医療行為にはどのくらい対応していますか 

医療機関でない事をご理解いただいた上ですが、 

常勤の Dr.および、夜間帯を含む看護師の在籍を通じて 

インスリン注射・在宅酸素・胃ろうの方についても 

（現在の主治医の先生との連携の上）お迎えができる場合があります 

実際の面談と医療情報を経て、お迎え入れ可否の判定を致します 

 ※当館 Web サイトに詳細の記載があります 

みどりの館に入所しながら、 

他の施設へ申込み・待機ができますか？ 

また、他にはどんな施設があるでしょうか？ 

担当支援相談員より、特別養護老人ホーム様や有料老人ホーム様 

などの情報をご希望に応じて提供しています 

お申し込み後は施設様との連携を通じて、円滑なやりとりが 

できるようお手伝いしてまいります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙おむつ・リハビリパンツ・パット類は 

当館からご用意いたしますので、ご家族様でのご用意は 

必要ありません（ご利用料金の中に含まれています） 

またお洗濯については、ご家族様での入替が難しい場合には 

外部委託の業者さんに依頼することもできます 

デイサービス(通所介護)との違いはどういう所ですか？ 

名前の通り、利用者様ごとに担当の療法士がついて 

心身の状態に合わせた個別のリハビリテーションを行ないます 

また、ご利用開始にあたっては、ご自宅を訪問し 

日常動作や介助の仕方についてアドバイスする事もできます 

通所リハビリテーション  

紙おむつ類は用意する必要がありますか？ 

あと、衣類の洗濯はどういう扱いになりますか 

ショートステイ中に散髪をお願いできますか？ 

入所の方向けに定期的に理容師さんにお越しいただいて 

いますが、ショートステイの方もご利用することができます 

通常は第２・４木曜日ですが、それ以外にも臨時でご相談が 

できる場合がございますので、お問い合わせください 

車いすを使用していても通えますか 

車いすの方ももちろん車で送り迎え致します 

乗車可能な人数を踏まえながら、曜日やお時間などを 

ご案内いたしますので、お気軽にご相談ください 

家では、なかなか口腔ケアができないのですが 

訪問診療などを呼ぶのもスケジュールが・・・ 

通所中に見てもらったりできますか？ 

看護師を中心とした口腔ケア指導を通じて、 

食べる楽しみだけでなく、肺炎や感染症の予防などを通じて 

ご自宅での生活の質を高められるようお手伝いします 



 

 

 

お問い合わせは 

 

医療法人社団 友勝会 

介護老人保健施設 みどりの館 

〒340-0023   埼玉県草加市谷塚町 2000番地 

 
電話：048-922-1335    FAX：048-922-1348 

   048-929-6422（相談室直通） 

東武スカイツリーライン「草加」駅 西口より 

「見沼代親水公園駅行」に乗車後 約 10分、 

「みどりの館前」バス停で下車していただき、すぐです。 

東武バス 

の場合 


