
ビオラ川崎施設利用料金

652 単位 720 単位 793 単位 862 単位 929 単位

4 単位/１日 4 単位/１日 4 単位/１日 4 単位/１日 4 単位/１日

8 単位/１日 8 単位/１日 8 単位/１日 8 単位/１日 8 単位/１日

21 単位/１日 21 単位/１日 21 単位/１日 21 単位/１日 21 単位/１日

5 単位/１日 5 単位/１日 5 単位/１日 5 単位/１日 5 単位/１日

46 単位/１日 46 単位/１日 46 単位/１日 46 単位/１日 46 単位/１日

単位数小計 736 単位 804 単位 877 単位 946 単位 1013 単位

61 単位/１日 67 単位/１日 73 単位/１日 79 単位/１日 84 単位/１日

20 単位/１日 22 単位/１日 24 単位/１日 26 単位/１日 27 単位/１日

単位数総合計 817 単位/１日 892 単位/１日 973 単位/１日 1050 単位/１日 1124 単位/１日

1割負担 876 円 957 円 1,043 円 1,126 円 1,205 円

２割負担 1,752 円 1,914 円 2,086 円 2,252 円 2,410 円

３割負担 2,628 円 2,871 円 3,129 円 3,378 円 3,615 円

第四段階 1,870 円 2,600 円

※居住費は入院中もいただきます。その場合は、入院後６日間（当該入院が月をまたがる場合は最大１２日間）

　　上記の区分に従い通常の負担限度額をいただきます。７日目以降は、負担限度額がある方は、

　　１日２，００６円、負担限度額がない方は、１日２，６００円の居住費をご負担いただきます。
　　

1,996 円 2,077 円 2,163 円 2,246 円 2,325 円

2,086 円 2,167 円 2,253 円 2,336 円 2,415 円

2,836 円 2,917 円 3,003 円 3,086 円 3,165 円

3,546 円 3,627 円 3,713 円 3,796 円 3,875 円

5,346 円 5,427 円 5,513 円 5,596 円 5,675 円

6,222 円 6,384 円 6,556 円 6,722 円 6,880 円

7,098 円 7,341 円 7,599 円 7,848 円 8,085 円

59,880 円+②２２円 62,310 円+②２４円 64,890 円+②２６円 67,380 円+②２８円 69,750 円+②３０円

62,580 円+②２２円 65,010 円+②２４円 67,590 円+②２６円 70,080 円+②２８円 72,450 円+②３０円

85,080 円+②２２円 87,510 円+②２４円 90,090 円+②２６円 92,580 円+②２８円 94,950 円+②３０円

106,380 円+②２２円 108,810 円+②２４円 111,390 円+②２６円 113,880 円+②２８円 116,250 円+②３０円

160,380 円+②２２円 162,810 円+②２４円 165,390 円+②２６円 167,880 円+②２８円 170,250 円+②３０円

186,660 円+②４４円 191,520 円+②４８円 196,680 円+②５２円 201,660 円+②５６円 206,400 円+②６０円

212,940 円+②６６円 220,230 円+②７２円 227,970 円+②７８円 235,440 円+②８４円 242,550 円+②９０円

第三段階
②

・公的年金等収入金額（非課税年金含む）とその他の合計所得金額が１２０万円超の方
・預貯金が一定額以下の方 1360 円 1,310 円

第１段階

第２段階

第３段階①

第４段階：１割負担

第４段階：２割負担

第４段階：３割負担

第３段階②

1ヶ月にかかる費用（①+③+④）×３０日+②　　※②の新型コロナウイルス感染症への対応加算分です。

３０日 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第１段階

第２段階

第３段階①

第４段階：１割負担

第４段階：２割負担

第４段階：３割負担

第３段階②

上記以外の方

１日に掛かる自己負担額合計（①＋③＋④）　　（※食費内訳：朝食３５０円　昼食８７０円　夕食６５０円）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第三段階
①

・公的年金等収入金額（非課税年金含む）とその他の合計所得金額が８０万円超１２０万円以下の方
・預貯金が一定額以下の方 650 円 1,310 円

第二段階
・公的年金等収入金額（非課税年金含む）とその他の合計所得金額が８０万円以下の方
・預貯金が一定額以下の方 390 円 820 円

※地域加算（×10、72）が含まれます。※加算項目の増減により、料金は変わります。

対象者 食費③ 居住費④

第一段階

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む。）が市区町村民税を課税されていない方で、老齢
福祉年金を受給されている方
・生活保護等を受給されている方
・預貯金が一定額以下の方

300 円 820 円

７２０単位×０．１％ ７９３単位×０．１％ ８６２単位×０．１％ ９２９単位×０．１％

０．６５２単位×日数 ０．７２０単位×日数 ０．７９３単位×日数 ０．８６２単位×日数 ０．９２９単位×日数

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

サービス利用にか
かる自己負担額①

②
令和３年９月３０日までの上乗せ分
（新型コロナウイルス感染症への
対応）

基本報酬の0.1%
端数四捨五入

基本報酬の0.1%
端数四捨五入

基本報酬の0.1%
端数四捨五入

基本報酬の0.1%
端数四捨五入

基本報酬の0.1%
端数四捨五入

652単位×０．１％

看護体制強化加算（Ⅰ）ロ

看護体制加算（Ⅱ）ロ

夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ

精神科医療養指導加算

日常生活継続支援加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

令和3年8月

ユニット型介護福祉施設
サービス費（Ⅰ）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



介護福祉士が常勤換算で利用者6人に対して1人以上の配置、要介護4、5の認定者の新規入所が70％
以上で認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者が65％以上により、１日につき46単位掛ります。

看護職員との連携によりにより、24時間連絡できる体制を確保することにより、１日8単位掛ります。

※看取り介護加算（Ⅰ）
医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと判断し、家族が説明を受けた上で
同意し、施設内で看取った場合には、死亡日４５日前～３１日前に１日に７２単位、30日前～4日前に1日144単位
、死亡日前々日、前日に1日680単位、死亡日に1日1280単位掛ります。

※生活機能向上連携加算
外部のリハビリテーション専門職が介護老人福祉施設を訪問し、施設職員と共同で、アセスメントを行い個別機
能訓練計画書を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を実施した場合に、1ヵ月200単位掛ります。

※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）

基本報酬に０．１％上乗せされます。

経口維持加算（Ⅰ）に、歯科医師又は歯科衛生士が計画に参加し、共同して栄養管理を行った場合に、1ヶ月に
につき100単位掛ります。　（Ⅱ）の該当者は（Ⅰ）の算定が前提となります。

介護職員の賃金の改善のためのお金を支給することを目的に、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止
して、「処遇改善加算の改定をした加算です。所定単位数×8.3％の単位数が掛かります。

経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員等の更なる処遇改善を進めることを目的に、介護職員等特定処遇改善加算
が創設されました。所定単位数×2.7％の単位数が掛かります。

※令和３年９月３０日までの上乗せ分　新型コロナウイルス感染症への対応
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４月１日～令和３年９月３０日までの間、

※食費について
第４段階に該当する入居者の食事についての内訳は、朝食３５０円、昼食８７０円、夕食６５０円と分かれています。

※経口維持加算（Ⅰ）（該当者のみ）
経口摂取する方で誤嚥の危険性が認められる入所者に対して、経口維持計画書を作成し、各専門職が共同し
て、栄養管理を行った場合に、1ヶ月につき400単位掛ります。

※経口維持加算（Ⅱ）（該当者のみ）

※看護体制加算Ⅱ

※精神科医療養加算について
精神科医師による月２回以上の療養指導が行われています。１日5単位掛ります。

※夜勤職員配置加算Ⅳ
介護が困難な者に対する質の高いケアを実施する観点から、夜勤帯に看護職員を国が定めた基準に１を加えた数以上配置している
場合に１日につき21単位掛ります。

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されているこ
と。入所時に１回　２０単位掛かります。

※療養食加算について（該当者のみ）
医師の発行する食事箋に基づく糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常病食、痛風食及び特別
な検査食により食事の提供が管理栄養士によって管理されている場合は、1日に3食を限度として、1食を1回として1回６単位掛りま
す。

※日常生活継続支援加算（Ⅱ）

※看護体制加算Ⅰ
常勤看護師が１名以上配置により、１日4単位掛ります。

【　　加算に関して　　】

※入院又は外泊時の費用について（該当者のみ）
要介護状態区分に関わらず、入院や外泊をした場合は、１ヶ月に６日間を限度として１日につき246単位掛ります　。また、月をまたが
る場合は最大で連続１２日間を上限とします。

※初期加算費用について
施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から３０日間に限り、１日につき
30単位掛ります。また、３０日を越える入院後に施設での生活を再開した場合も同様とします。

※安全対策体制加算


