
 　　　利用料のご案内 ルミナス大府　短期入所

R3年4月1日
1．介護保険分
  　①．療養費/日

　　②．各種加算

24単位/日 8単位/食
22単位/日 518単位/日
76単位/日 200単位/日

　　 個別リハビリテーション実施加算 240単位/日 90単位/日
　 　若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 120単位/日
      在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34単位/日 184単位/回
      在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46単位/日 　認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日

　総合医学管理加算 275単位/日

○印は全員の方が該当する加算です。別途加算が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

　　③．処遇改善加算

①と②の合計額に3.9％を乗じた額。
①と②の合計額に2.1％を乗じた額。

※介護保険の自己負担額は地域区分による単価10.14を乗じて得た額の1割相当分となります。

　（①療養費と②各種加算と③処遇改善加算の合計額に10.14を乗じた額の1割相当分）

2．食費、居住費/日【市町村民税非課税の方で負担限度額認定を受けている方（第1～第3段階）は下記の通り減額されます】

居住費 居住費
第1段階 490円 0円
第2段階 490円 370円
第3段階 1,310円 370円
第4段階 2,600円 530円

3．その他の費用

○印は全員の方が該当します。別途料金が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

※　(例）1+2＋3の合計が総合計金額になります。/日

　個室
　5,444円
　5,494円
　5,562円
　5,619円
　5,675円

　　　　※この金額はあくまでも1日の目安です。加算内容、日数、端数処理等により誤差が生じることがございます。
　　　　　　

要介護2 799単位 876単位
要介護3 861単位 939単位

　要介護度 個室 多床室
要介護１ 752単位 827単位

○　夜勤職員配置加算　 　療養食加算
○　サービス提供体制強化加算Ⅰ 　緊急時治療管理加算
　　 認知症ケア加算※２階のみ 　認知症行動・心理症状緊急対応加算

要介護4 914単位 991単位
要介護5 966単位 1045単位

300円 300円
390円 390円
650円 650円

　緊急短期入所受入加算
　重度療養管理加算
　送迎加算(片道あたり）

　　処遇改善加算
　　特定処遇改善加算（Ⅰ）

負担限度
額区分

個室 多床室
食費 食費

○教養娯楽費 100円/日       領収書再発行 330円/枚
○　おやつ代 100円/日

朝食390円昼食660円夕食600円 朝食390円昼食660円夕食600円

○日常生活品費 100円/日       電気代（1品） 12円/日

要介護3 　3,534円
要介護4 　3,589円
要介護5 　3,645円

要介護度 　多床室
要介護1 　3,416円
要介護2 　3,468円



 　　　利用料のご案内 ルミナス大府　介護予防短期入所

R３年４月1日
1．介護保険分
  　①．療養費/日

　　②．各種加算

24単位/日 8単位/食
22単位/日 518単位/日
76単位/日 200単位/日

　　個別リハビリテーション実施加算 240単位/日 90単位/日
　　若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 184単位/回
　　在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 34単位/日 　　在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 46単位/日

　認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
　総合医学管理加算 275単位/日

○印は全員の方が該当する加算です。別途加算が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

　　③．処遇改善加算

①と②の合計額に3.9％を乗じた額。
①と②の合計額に2.1％を乗じた額。

※介護保険の自己負担額は地域区分による単価10.14を乗じて得た額の1割相当分となります。

　（①療養費と②各種加算と③処遇改善加算の合計額に10.14を乗じた額の1割相当分）

2．食費、居住費/日【市町村民税非課税の方で負担限度額認定を受けている方（第1～第3段階）は下記の通り減額されます】

居住費 居住費
第1段階 490円 0円
第2段階 490円 370円
第3段階 1,310円 370円
第4段階 2,600円 530円

3．その他の費用

○印は全員の方が該当します。別途料金が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

※　1＋2＋3の合計が総合計金額になります。/日

※この金額はあくまでも1日の目安です。加算内容、日数、端数処理等により誤差が生じることがございます。

要支援2 　721単位 768単位

○　夜勤職員配置加算　 　　療養食加算
○　サービス提供体制強化加算Ⅰ 　　緊急時治療管理加算

　要介護度 個室 多床室
要支援1 　577単位 610単位

負担限度
額区分

個室 多床室
食費 食費

300円 300円

　　認知症ケア加算※２階のみ 　　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　緊急短期入所受入加算
　　送迎加算（片道につき）

　　処遇改善加算
　　特定処遇改善加算（Ⅰ）

○日常生活品費 100円/日 　　電気代（1品） 12円/日
○教養娯楽費 100円/日 　　領収書再発行 330円/枚

390円 390円
650円 650円

朝食390円昼食660円夕食600円 朝食390円昼食660円夕食600円

第1段階 1,600円 　1,146円
第2段階 1,890円  1,806円

○　おやつ代 100円/日

（要支援1）/1日
負担限度額区分 　個室 　多床室

（要支援2）/1日
負担限度額区分 　個室 　多床室

第1段階 1,751円 1,312円

第3段階  2,970円 　2,066円
第4段階  5,260円  3,226円

第4段階  5,411円   3,392円

第2段階 　2,041円 　1,972円
第3段階 　3,121円 　2,232円



2割負担  　　　利用料のご案内 ルミナス大府　短期入所

R3年4月1日
1．介護保険分
  　①．療養費/日

　　②．各種加算

24単位/日 8単位/食
22単位/日 518単位/日
76単位/日 200単位/日

　　 個別リハビリテーション実施加算 240単位/日 90単位/日
　 　若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 120単位/日
      在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34単位/日 184単位/回
      在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46単位/日 　認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日

　総合医学管理加算 275単位/日

○印は全員の方が該当する加算です。別途加算が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

　　③．処遇改善加算

①と②の合計額に3.9％を乗じた額。
①と②の合計額に2.1％を乗じた額。

※介護保険の自己負担額は地域区分による単価10.14を乗じて得た額の1割相当分となります。

　（①療養費と②各種加算と③処遇改善加算の合計額に10.14を乗じた額の２割相当分）

2．食費、居住費/日

居住費 居住費
第4段階 2,600円 530円

3．その他の費用

○印は全員の方が該当します。別途料金が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

※　(例）1+2＋3の合計が総合計金額になります。/日

　個室
　6,337円
　6,438円
　6,574円
　6,688円
　6,799円

　　　　※この金額はあくまでも1日の目安です。加算内容、日数、端数処理等により誤差が生じることがございます。
　　　　　　

要介護2 799単位 876単位
要介護3 861単位 939単位

　要介護度 個室 多床室
要介護１ 752単位 827単位

○　夜勤職員配置加算　 　療養食加算
○　サービス提供体制強化加算Ⅰ 　緊急時治療管理加算
　　 認知症ケア加算※２階のみ 　認知症行動・心理症状緊急対応加算

要介護4 914単位 991単位
要介護5 966単位 1045単位

　緊急短期入所受入加算
　重度療養管理加算
　送迎加算(片道あたり）

　　処遇改善加算
　　特定処遇改善加算（Ⅰ）

負担限度
額区分

個室 多床室
食費 食費

○教養娯楽費 100円/日       領収書再発行 330円/枚
○　おやつ代 100円/日

朝食390円昼食660円夕食600円 朝食390円昼食660円夕食600円

○日常生活品費 100円/日       電気代（1品） 12円/日

要介護3 　4,587円
要介護4 　4,697円
要介護5 　4,810円

要介護度 　多床室
要介護1 　4,352円
要介護2 　4,456円



2割負担

 　　　利用料のご案内 ルミナス大府　介護予防短期入所

R３年４月1日
1．介護保険分
  　①．療養費/日

　　②．各種加算

24単位/日 8単位/食
22単位/日 518単位/日
76単位/日 200単位/日

　　個別リハビリテーション実施加算 240単位/日 90単位/日
　　若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 184単位/回
　　在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 34単位/日 　　在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 46単位/日

　認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
　総合医学管理加算 275単位/日

○印は全員の方が該当する加算です。別途加算が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

　　③．処遇改善加算

①と②の合計額に3.9％を乗じた額。
①と②の合計額に2.1％を乗じた額。

※介護保険の自己負担額は地域区分による単価10.14を乗じて得た額の1割相当分となります。

　（①療養費と②各種加算と③処遇改善加算の合計額に10.14を乗じた額の1割相当分）

2．食費、居住費/日

居住費 居住費
第4段階 2,600円 530円

3．その他の費用

○印は全員の方が該当します。別途料金が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

※　1＋2＋3の合計が総合計金額になります。/日

※この金額はあくまでも1日の目安です。加算内容、日数、端数処理等により誤差が生じることがございます。

要支援2 　721単位 768単位

○　夜勤職員配置加算　 　　療養食加算
○　サービス提供体制強化加算Ⅰ 　　緊急時治療管理加算

　要介護度 個室 多床室
要支援1 　577単位 610単位

朝食390円昼食660円夕食600円 朝食390円昼食660円夕食600円

負担限度
額区分

個室 多床室
食費 食費

　　認知症ケア加算※２階のみ 　　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　緊急短期入所受入加算
　　送迎加算（片道につき）

　　処遇改善加算
　　特定処遇改善加算（Ⅰ）

○　おやつ代 100円/日

（要支援1）/1日
負担限度額区分 　個室 　多床室

○日常生活品費 100円/日 　　電気代（1品） 12円/日
○教養娯楽費 100円/日 　　領収書再発行 330円/枚

第4段階 6,272円  4,303円

（要支援2）/1日
負担限度額区分 　個室 　多床室

第4段階 5,970円 3,971円



３割負担  　　　利用料のご案内 ルミナス大府　短期入所

R3年4月1日
1．介護保険分
  　①．療養費/日

　　②．各種加算

24単位/日 8単位/食
22単位/日 518単位/日
76単位/日 200単位/日

　　 個別リハビリテーション実施加算 240単位/日 90単位/日
　 　若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 120単位/日
      在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) 34単位/日 184単位/回
      在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) 46単位/日 　認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日

　総合医学管理加算 275単位/日

○印は全員の方が該当する加算です。別途加算が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

　　③．処遇改善加算

①と②の合計額に3.9％を乗じた額。
①と②の合計額に2.1％を乗じた額。

※介護保険の自己負担額は地域区分による単価10.14を乗じて得た額の1割相当分となります。

　（①療養費と②各種加算と③処遇改善加算の合計額に10.14を乗じた額の３割相当分）

2．食費、居住費/日

居住費 居住費
第4段階 2,600円 530円

3．その他の費用

○印は全員の方が該当します。別途料金が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

※　(例）1+2＋3の合計が総合計金額になります。/日

　個室
　7,230円
　7,382円
　7,586円
　7,757円
　7,924円

　　　　※この金額はあくまでも1日の目安です。加算内容、日数、端数処理等により誤差が生じることがございます。
　　　　　　

要介護2 799単位 876単位
要介護3 861単位 939単位

　要介護度 個室 多床室
要介護１ 752単位 827単位

○　夜勤職員配置加算　 　療養食加算
○　サービス提供体制強化加算Ⅰ 　緊急時治療管理加算
　　 認知症ケア加算※２階のみ 　認知症行動・心理症状緊急対応加算

要介護4 914単位 991単位
要介護5 966単位 1045単位

　緊急短期入所受入加算
　重度療養管理加算
　送迎加算(片道あたり）

　　処遇改善加算
　　特定処遇改善加算（Ⅰ）

負担限度
額区分

個室 多床室
食費 食費

○教養娯楽費 100円/日       領収書再発行 330円/枚
○　おやつ代 100円/日

朝食390円昼食660円夕食600円 朝食390円昼食660円夕食600円

○日常生活品費 100円/日       電気代（1品） 12円/日

要介護3 　5,641円
要介護4 　5,805円
要介護5 　5,975円

要介護度 　多床室
要介護1 　5,288円
要介護2 　5,443円



３割負担

 　　　利用料のご案内 ルミナス大府　介護予防短期入所

R３年４月1日
1．介護保険分
  　①．療養費/日

　　②．各種加算

24単位/日 8単位/食
22単位/日 518単位/日
76単位/日 200単位/日

　　個別リハビリテーション実施加算 240単位/日 90単位/日
　　若年性認知症利用者受入加算 120単位/日 184単位/回
　　在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 34単位/日 　　在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 46単位/日

　認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位/日
　総合医学管理加算 275単位/日

○印は全員の方が該当する加算です。別途加算が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

　　③．処遇改善加算

①と②の合計額に3.9％を乗じた額。
①と②の合計額に2.1％を乗じた額。

※介護保険の自己負担額は地域区分による単価10.14を乗じて得た額の1割相当分となります。

　（①療養費と②各種加算と③処遇改善加算の合計額に10.14を乗じた額の1割相当分）

2．食費、居住費/日

居住費 居住費
第4段階 2,600円 530円

3．その他の費用

○印は全員の方が該当します。別途料金が追加される場合がありますので、詳細については相談員にご確認ください。

※　1＋2＋3の合計が総合計金額になります。/日

※この金額はあくまでも1日の目安です。加算内容、日数、端数処理等により誤差が生じることがございます。

要支援2 　721単位 768単位

○　夜勤職員配置加算　 　　療養食加算
○　サービス提供体制強化加算Ⅰ 　　緊急時治療管理加算

　要介護度 個室 多床室
要支援1 　577単位 610単位

負担限度
額区分

個室 多床室
食費 食費

朝食390円昼食660円夕食600円 朝食390円昼食660円夕食600円

　　認知症ケア加算※２階のみ 　　認知症行動・心理症状緊急対応加算
　　緊急短期入所受入加算
　　送迎加算（片道につき）

　　処遇改善加算
　　特定処遇改善加算（Ⅰ）

○　おやつ代 100円/日

（要支援1）/1日
負担限度額区分 　個室 　多床室

○日常生活品費 100円/日 　　電気代（1品） 12円/日
○教養娯楽費 100円/日 　　領収書再発行 330円/枚

第4段階 7,133円  5,215円

第4段階 6,650円 4,716円

（要支援2）/1日
負担限度額区分 　個室 　多床室


