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①要介護度４で負担限度額 2 段階の方が、第一フルハウス多床室に入所した場合 

  1.基本料金 

     989 単位×30 日＝29,670 単位 

  2.加算料金 

    日常生活継続支援加算 

     23 単位×30 日＝690 単位 

    看護体制加算 

     4 単位×30 日＝120 単位 

     8 単位×30 日＝240 単位 

    栄養マネジメント加算 

     14 単位×30 日＝420 単位    

   上記合計単位＝31,140 単位 

  3.介護職員処遇改善加算 

合計 31,140 単位×2.5%＝779 単位（少数点第一位四捨五入） 

[単位]→[円]（地域区分により 1 単位 10.14 円） 

  合計単位の計算 

   31,140 単位×10.14 円＝315,759 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   315,759 円×0.9＝284,183 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   315,759 円－284,183 円＝31,576 円（利用者負担分） 

  介護職員処遇改善加算の計算 

   779 単位×10.14 円＝7,899 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   7,899 円×0.9＝7,109 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   7,899 円－7,109 円＝790 円（利用者負担分） 

サービス費 

 31,576 円＋790 円＝32,36632,36632,36632,366 円円円円（利用者負担分＝1 割） 

 

居住費食費の負担額 

 多床室\320×30 日＝9,600 円 

 食費 \390×30 日＝11,700 円（③＋7,800、④＋29,700）          

  合計       21,30021,30021,30021,300 円円円円（③＋7,800、④＋29,700） 

 

その他必要料金 

 おやつ\80×30 日＝2,400 円（希望者のみ） 

 貴重品管理料    1,500 円（希望者のみ） 

 電化製品\30×30 日＝900 円（TV:1 台の場合） 

  合計       4,8004,8004,8004,800 円円円円 

 

総合計請求額（※嘱託医師による処方箋料や日用品費等別途プラスになります。） 

 32,366 円＋21,300 円＋4,800 円＝58,46658,46658,46658,466 円円円円（あくまでも目安です） 

 



②要介護度 5 で負担限度額 3 段階の方が、第一フルハウス従来型個室に入所した場合 

  1.基本料金 

     1,007 単位×30 日＝30,210 単位 

  2.加算料金 

    日常生活継続支援加算 

     23 単位×30 日＝690 単位 

    看護体制加算 

     4 単位×30 日＝120 単位 

     8 単位×30 日＝240 単位 

    栄養マネジメント加算 

     14 単位×30 日＝420 単位    

   上記合計単位＝31,680 単位 

  3.介護職員処遇改善加算 

合計 31,680 単位×2.5%＝792 単位（少数点第一位四捨五入） 

[単位]→[円]（地域区分により 1 単位 10.14 円） 

  合計単位の計算 

   31,680 単位×10.14 円＝321,235 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   321,235 円×0.9＝289,111 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   321,235 円－289,111 円＝32,124 円（利用者負担分） 

  介護職員処遇改善加算の計算 

   792 単位×10.14 円＝8,030 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   8,030 円×0.9＝7,227 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   8,030 円－7,227 円＝803 円（利用者負担分） 

サービス費 

 32,124 円＋803 円＝32927329273292732927 円円円円（利用者負担分＝1 割） 

 

居住費食費の負担額 

 従来型個室\820×30 日＝24,600 円（②▲12,000、④＋9,900） 

 食費   \650×30 日＝19,500 円（②▲7,800、④＋21,900） 

  合計         44,10044,10044,10044,100 円円円円（②▲19,800、④＋31,800） 

 

その他必要料金 

 おやつ\80×30 日＝2,400 円（希望者のみ） 

 貴重品管理料    1,500 円（希望者のみ） 

 電化製品\30×30 日＝900 円（TV:1 台の場合） 

  合計       4,8004,8004,8004,800 円円円円 

 

総合計請求額（※嘱託医師による処方箋料や日用品費等別途プラスになります。） 

 32,927 円＋44,100 円＋4,800 円＝81,82781,82781,82781,827 円円円円（あくまでも目安です） 

 

 

 



③要介護度 5 で負担限度額 3 段階の方が、第一フルハウスユニット型個室に入所した場合 

  1.基本料金 

     1,078 単位×30 日＝32,340 単位 

  2.加算料金 

    日常生活継続支援加算 

     23 単位×30 日＝690 単位 

    看護体制加算 

     4 単位×30 日＝120 単位 

     8 単位×30 日＝240 単位 

    栄養マネジメント加算 

     14 単位×30 日＝420 単位    

   上記合計単位＝33,810 単位 

  3.介護職員処遇改善加算 

合計 33,810 単位×2.5%＝845 単位（少数点第一位四捨五入） 

[単位]→[円]（地域区分により 1 単位 10.14 円） 

  合計単位の計算 

   33,810 単位×10.14 円＝342,833 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   342,833 円×0.9＝308,549 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   342,833 円－308,549 円＝34,284 円（利用者負担分） 

  介護職員処遇改善加算の計算 

   845 単位×10.14 円＝8,568 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   8,568 円×0.9＝7,711 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   8,568 円－7,711 円＝857 円（利用者負担分） 

サービス費 

 34,284 円＋857 円＝35,14135,14135,14135,141 円円円円（利用者負担分＝1 割） 

 

居住費食費の負担額 

 ユニット型個室\1,310×30 日＝39,300 円（②▲14,700、④＋19,800） 

 食費      \650×30 日＝19,500 円（②▲7800、④＋21,900）  

  合計                58,80058,80058,80058,800 円円円円（②▲22,500、④＋41,700） 

 

その他必要料金 

 おやつ\80×30 日＝2,400 円（希望者のみ） 

 貴重品管理料    1,500 円（希望者のみ） 

 電化製品\30×30 日＝900 円（TV:1 台の場合） 

  合計       4,8004,8004,8004,800 円円円円 

 

総合計請求額（※嘱託医師による処方箋料や日用品費等別途プラスになります。） 

 35,141 円＋58,800 円＋4,800 円＝98,74198,74198,74198,741 円円円円（あくまでも目安です） 

 

 

 



④要介護度 5 で負担限度額 4 段階の方が、第二フルハウスユニット型個室に入所した場合 

  1.基本料金 

     941 単位×30 日＝28,230 単位 

  2.加算料金 

    サービス提供体制強化加算 

     6 単位×30 日＝180 単位 

    看護体制加算 

     6 単位×30 日＝180 単位 

    夜間職員配置加算 

     27 単位×30 日＝810 単位 

    栄養マネジメント加算 

     14 単位×30 日＝420 単位    

   上記合計単位＝29,820 単位 

  3.介護職員処遇改善加算 

合計 29,820 単位×2.5%＝746 単位（少数点第一位四捨五入） 

[単位]→[円]（地域区分により 1 単位 10.14 円） 

  合計単位の計算 

   29,820 単位×10.14 円＝302,374 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   302,374 円×0.9＝272,136 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   302,374 円－272,136 円＝30,238 円（利用者負担分） 

  介護職員処遇改善加算の計算 

   746 単位×10.14 円＝7,564 円（10 割分）（1 円未満切捨） 

   7,564 円×0.9＝6,807 円（保険給付分 9 割）（1 円未満切捨） 

   7,564 円－6,807 円＝757 円（利用者負担分） 

サービス費 

 30,238 円＋757 円＝30,99530,99530,99530,995 円円円円（利用者負担分＝1 割） 

 

居住費食費の負担額 

 ユニット型個室\2,200×30 日＝66,000 円（②▲41,400、③▲26,700） 

 食費     \1,500×30 日＝45,000 円（②▲33,300、③▲25,500） 

  合計            111,000111,000111,000111,000 円円円円（②▲74,700、③▲52,200） 

 

その他必要料金 

 おやつ\80×30 日＝2,400 円（希望者のみ） 

 貴重品管理料    1,500 円（希望者のみ） 

 電化製品\30×30 日＝900 円（TV:1 台の場合） 

  合計       4,8004,8004,8004,800 円円円円 

 

総合計請求額（※嘱託医師による処方箋料や日用品費等別途プラスになります。） 

 30,995 円＋111,000 円＋4,800 円＝146,795146,795146,795146,795 円円円円（あくまでも目安です） 

 

 


