
サービス略称 介護度 部屋 単位 金額 税抜金額 税込金額

朝食：￥450
昼食：￥660
夕食：￥790

（1日￥1,900）

個室：￥1,668
多床室：￥500

算定単位 単位 金額 ¥143 ¥157
1日につき 24 ¥25 ¥181 ¥199
1日につき 240 ¥247

¥1,000 ¥1,100
¥182 ¥200
¥91 ¥100

片道につき 184 ¥189
1日につき 275 ¥283
1回につき 8 ¥9
1日につき 3 ¥3
1日につき 4 ¥5

1日につき 22 ¥23
1日につき 18 ¥19
1日につき 6 ¥7
1月につき
1月につき
1月につき
1月につき
1月につき
1月につき

基準を満たし短期入所された場合 合計額の1.7％
新型コロナウイルス感染症への対策 所定単位数の0.1％

老短特定処遇改善加算Ⅱ

老短処遇改善加算Ⅲ 基準を満たし短期入所された場合 合計額の1.6％
老短特定処遇改善加算Ⅰ 基準を満たし短期入所された場合 合計額の2.1％

合計額の3.9％
老短処遇改善加算Ⅱ 基準を満たし短期入所された場合 合計額の2.9％

基準を満たし短期入所された場合
老短サービス提供体制加算Ⅲ 基準を満たし短期入所された場合
老短処遇改善加算Ⅰ 基準を満たし短期入所された場合

処置につき
医療点数表に
定める単位

老短サービス提供体制加算Ⅰ 基準を満たし短期入所された場合
老短サービス提供体制加算Ⅱ

1日につき
（3日間） 518 ¥532

特定治療 特定治療を実施した場合

施設基準が満たされた場合

老短緊急時治療管理 救急救命医療が必要な場合に緊急的な治療等を行った場合

〇 税抜金額は消費税抜きの金額です。「－」部は非課税です。消費税率は１０％です。

    ただし、文書料は併設病院の診療報酬計算に基づき1円単位切捨で計算しています。

（注）負担限度認定証をお持ちの方は負担限度額認定証に記された金額が1日あたりの上限金額です。

〇 保険給付対象に示した金額は1割負担の方がサービスを単体で利用された場合の金額です。

　 実際には利用されたサービスの合計単位数に地域区分10,27を掛けて得た額の1割負担となります。

〇 ご自身の負担割合については介護保険証・負担割合証等でご確認ください。

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 施設基準が満たされた場合
認知症専門ケア加算（Ⅱ）

送迎を実施した場合
総合医学管理加算 算定要件を満たした場合　利用中7回を限度
老短療養食加算 厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合

老短送迎加算

46 ¥48
文書料

証明書・診断書等の文書作成を依頼され
た場合。
1通あたり。

￥477～
     ￥9,524

￥520～
　　￥10,470

コインランドリー（乾燥） 利用された場合。1回あたり。
老短在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 施設基準が満たされた場合 1日につき

利用された場合。1ネットにつき。
老短在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 施設基準が満たされた場合 1日につき 34 ¥35 コインランドリー（洗い） 利用された場合。1回あたり。

業者による洗濯

散髪代 利用された場合。1回あたり。 ¥1,728 ¥1,900
老短若年性認知症受入加算１

若年性認知症の方
※認知症緊急対応加算の算定中を除く 1日につき 120

¥206

¥124

老短個別リハビリ加算 個別リハビリを受けられた場合
電気代

電気製品を持ち込まれた場合。
1日あたり。

¥58 ¥63
老短認知症緊急対応加算 認知棟に緊急短期入所された場合

1日につき
（7日間）

200

希望者のみ。１食あたり。
老短夜勤職員配置加算 2階に短期入所された場合 コーヒー喫茶 利用された場合。1回あたり。

行事やクラブ、新聞の費用。
1日につき

－ ¥200

費目 内容 おやつ代

シャンプー、タオル等の費用。
1日につき。

－ ¥200

※全て1日当たり
教養娯楽費

予老短Ⅰⅰ２ 個室 721 ¥741 日用品費

多床室 768 ¥789 滞在費（※注）
施設に短期入所された場合。
1日につき。

－予老短Ⅰⅲ２

要支援2

多床室 610 ¥627
食費（※注） 食事を召し上がった場合。 －

個室 577 ¥593

予老短Ⅰⅲ１

要支援1
予老短Ⅰⅰ１

介護老人保健施設ピュアネス藍  介護予防短期入所療養介護　料金表
令和3年 4月1日改訂版

費目 内容

施設サービス費

加算項目

保険給付外費用

奈良県指定介護老人保健施設
医療法人青心会

介護老人保健施設ピュアネス藍
短期入所療養介護（ショートステイ）
奈良県2950280111号

〒639-1136 奈良県大和郡山市本庄町1番地の5

TEL：0743-56-8001/FAX：0743-56-9076

URL：http：//www.seiran.or.jp/pureness/

・介護老人保健施設（入所）

・短期入所療養介護（ショート）

・介護予防短期入所療養介護

・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

・訪問リハビリテーション

・介護予防訪問リハビリテーション

・居宅介護支援事業

★施設見学などのお問い合わせはお気軽に

お申し出ください。



２階 ３階 ２階 ３階 ２階 ３階 ２階 ３階 ２階 ３階 ２階 ３階

<算定項目一覧>
施設サービス費・サービス提供体制強化加算・在宅復帰･在宅療養支援機能加算・個別リハビリ加算・処遇改善加算・特定処遇改善加算
夜勤職員配置加算（2F）・認知症ケア加算（2F・【介護予防短期入所療養介護は除く】）・食費・居住費・日用品費・教養娯楽費・おやつ代　　※1ヶ月の平均を30.4日として計算
※令和3年9月30日まで新型コロナウイルス感染症への対策として所定単位数の0.1％が加算されます。

¥4,336 ¥5,922 ¥5,716 ¥7,405 ¥7,095

※上記金額は、標準的に短期入所者が加算される項目と基本点数及び実費を加えて計算された金額です。実際に必要な金額は上記を上回ることが予想されますのでご了承ください。

¥7,663 ¥7,337

個室 ¥2,340 ¥2,236 ¥2,800 ¥2,696 ¥3,060 ¥2,956 ¥4,440

¥3,146 ¥3,037 ¥4,526 ¥4,417 ¥6,094 ¥5,877

要介護５

多床室 ¥2,426 ¥2,317 ¥2,886 ¥2,777

¥4,383 ¥4,279 ¥5,809 ¥5,600 ¥7,235 ¥6,922

¥5,759 ¥7,487 ¥7,160

個室 ¥2,283 ¥2,179 ¥2,743 ¥2,639 ¥3,003 ¥2,899

¥2,718 ¥3,087 ¥2,978 ¥4,467 ¥4,358 ¥5,977

¥4,220 ¥5,694 ¥5,483 ¥7,062 ¥6,745

要介護４

多床室 ¥2,367 ¥2,258 ¥2,827

¥7,317 ¥6,990

個室 ¥2,225 ¥2,120 ¥2,685 ¥2,580 ¥2,945 ¥2,840 ¥4,325

¥3,030 ¥2,921 ¥4,410 ¥4,301 ¥5,864 ¥5,646

要介護３

多床室 ¥2,310 ¥2,201 ¥2,770 ¥2,661

¥4,258 ¥4,151 ¥5,559 ¥5,345 ¥6,860 ¥6,540

¥5,509 ¥7,111 ¥6,785

個室 ¥2,158 ¥2,051 ¥2,618 ¥2,511 ¥2,878 ¥2,771

¥2,593 ¥2,962 ¥2,853 ¥4,342 ¥4,233 ¥5,726

¥4,099 ¥5,456 ¥5,241 ¥6,706 ¥6,383

要介護２

多床室 ¥2,242 ¥2,133 ¥2,702

¥6,951 ¥6,625

個室 ¥2,107 ¥1,999 ¥2,567 ¥2,459 ¥2,827 ¥2,719 ¥4,207

¥2,908 ¥2,800 ¥4,288 ¥4,180 ¥5,620 ¥5,402

要介護１

多床室 ¥2,188 ¥2,080 ¥2,648 ¥2,540

¥4,090 ¥4,064 ¥5,224 ¥5,171 ¥6,357 ¥6,278

¥5,274 ¥6,510 ¥6,432

個室 ¥1,990 ¥1,964 ¥2,450 ¥2,424 ¥2,710 ¥2,684

¥2,475 ¥2,761 ¥2,735 ¥4,141 ¥4,115 ¥5,326

¥3,907 ¥4,910 ¥4,858 ¥5,886 ¥5,808

要支援２

多床室 ¥2,041 ¥2,015 ¥2,501

¥5,994 ¥5,916

個室 ¥1,833 ¥1,807 ¥2,293 ¥2,267 ¥2,553 ¥2,527 ¥3,933

¥2,589 ¥2,563 ¥3,969 ¥3,943 ¥4,982 ¥4,930

要支援１

多床室 ¥1,869 ¥1,843 ¥2,329 ¥2,303

介護老人保健施設ピュアネス藍　（介護予防）短期入所療養介護　1日あたりの費用料金早見表

令和３年 ４月１日改訂版
第１段階 第２段階 第３段階 第４段階（１割） 第４段階(２割） 第４段階(３割）


