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介護付有料老人ホーム

ＳＯＭＰＯケア そんぽの家 柏原

【平成19年7月1日オープン】
【そんぽの家 柏原の所在地】

〒582-0018
大阪府柏原市大県１丁目５－３６

株式会社ケアステージ
【お問合せ先】

そんぽの家 柏原
フリーダイヤル 0120-416-574

TEL：072-973-2700
FAX：072-972-0521

入居相談窓口：尾上・神庭

http://kashiwara-olive.co.jp/

https://www.sompocare.com
介護専用型

特定施設入居者生活介護



ご入居対象者

介護保険受給対象者 要介護１～要介護５
 そんぽの家 柏原は「介護専用型・特定施設入居者生活介護」に

て事業運営を行っており、ご入居対象者を要介護1～要介護5の
認定結果をお持ちの方を対象とさせて頂きます。

 日常生活で何らかの介護援助を必要とされる方。
 お体の弱い方、寝たきりの方、認知症の方等。

〔長期入院の場合〕
 入院の場合も、毎月の家賃・管理費は発生致します。
 入院治療が長期間必要となり、医師の診断上、退院の目処が立たな

い場合、今後のご生活についてのご相談をさせて頂きます。
 再入居をご希望の際は、優先的にご入居の斡旋を行います。



入居費用
月額費用＜30日の場合＞ 161,380円（消費税込）

内訳/家賃82,000円 食費40,500円（30日の場合）（1,350円（税込）/1日） 管理費 38,880円（税込）

【居室電気代】・約3,000円～8,000円（個人別計測 34円/1kw税別）

《医療・薬剤費（医療保険の自己負担）、居宅療養管理指導料（後述）が別途直接請求されます》
《その他オムツ代・理美容代・買い物・アクティビティ時の実費等がある場合は別途請求させていただきます》

※月々総合計で 約 180,000円～195,000円程度となります。

入居一時金０円(無料)

【特定施設入居者生活介護費】

要介護１ 16,453円

要介護２ 18,456円

要介護３ 20,581円

要介護４ 22,553円

要介護５ 24,648円
※上記は特定施設入居者生活介を30日利用の場合

※上記は1割負担の金額（法令で定める額以上の所得が

ある方は2割もしくは３割負担となります）

左記介護費に合わせて体制状況等により、以下の項目が加算
対象になる場合がございます。
✤入院継続支援加算 約1,154円/30日あたり
✤夜間看護体制加算 約321円/30日あたり
✤若年性認知症入居者受入加算 約3,845円/30日あたり
✤医療機関連携加算 約86円/1カ月あたり
✤口腔衛生管理体制加算 約32円/1カ月あたり
✤栄養スクリーニング加算 約6円/1回あたり
✤退院・退所時連携加算 約962円/30日あたり
✤介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
（介護予防）特定施設単位数＋加算単位数×8.2％×地域区分単価
✤サービス提供体制強化加算Ⅲ (約 193円/30日あたり)
✤看取り介護加算
死亡日以前4～30日 144単位/日 (約154円/日)
死亡日前日及び前々日 680単位/日 (約727円/日)
死亡日 1,280単位/日 (約1,367円/日)

地域区分単価(10.27円)



建物の構造

入居定員
１階11名様
２階20名様
３階18名様

１Ｆ 平面図

浴室： 7室（個浴） 特殊浴槽1台

駐車場： 10台分

食堂・談話室・機能訓練室： 1Ｆ、3Ｆ

談話室・機能訓練室： 2Ｆ



家 具・電化製品等
ベッド・寝具類（枕・掛け敷き布団・敷パッド等）
テレビ・タンス・冷蔵庫・椅子・机 など
電話機（工事費はご入居様負担となります）

衣類等（必要な衣類・などご準備ください。
必ず、氏名を目立たない箇所にご記入下さい。）

外出着・寝巻き・下着・洗濯カゴ・寝具・敷パッド・ゴミ箱
タオル・バスタオル（各４～５枚程度、個人的に使用されるもの）

靴
室内用・外出用

雑貨・消耗品等
トイレットペーパー・ティッシュペーパー
洗面用具（洗面器・ハブラシ・歯磨き粉・入歯洗浄剤など） （居室イメージ）

ご使用の介護用品（杖・車椅子・オムツ類など）
内服中の薬（内服薬・目薬・塗り薬など）※1週間程度

各種保険証（介護保険証、介護保険負担割合証・健康保険証、
後期高齢者受給者証、身体障害者手帳など）

施設入所中の方は、施設からの退所サマリ－、医師の紹介状
居室の中を飾るもの（時計、絵、花、カレンダー、写真など）

お持込頂く物について
各居室約18.00㎡（約11畳）には、トイレ・洗面台・照明器具・カーテン・ナー
スコール等が備え付けとなっております。入居者様がお好きなようにお使い下さい。
お持ち頂く物を参考までにご紹介致します。

トイレ

クローゼット

出入り口

窓

ナースコール

洗面台



介護サービス
～個別ケアプランに基づく生活援助～

介護保険サービス【特定施設入居者生活介護】をご利用いただき、日常生活全般における必要
な援助を受けることができます。
心身のご状況を考慮し、ご入居者の方の個別の生活に沿ったケアプランをご提案いたします。

※介護サービス（介護スケジュール）例



 提携給食会社の栄養士が高齢者に適したメニューを作り、
配食をいたします。

 キッチンで職員が、ご飯・味噌汁を作り、最終調理（味付
け・盛付け等）、配膳、下膳を行います。

 食事の時間帯は概ね以下の通りです。
朝食 ７：３０～ ９：００

昼食 １２：００～１３：３０

夕食 １８：００～２０：００

 入居者様が希望される時間、場所（居室）で可能な限り対応いたします。

 心身状況に応じて、摂食介助をいたします。

 摂食状況に応じて、食事形態（きざみ、ミキサー、お粥等の変更を致しま
す。

 制限食（タンパク・塩分・カロリー）にも対応しています。

食事について

１・３階の共用ダイニング
にてご用意いたします



排泄、入浴、その他の介助

 排泄

入居者様の心身状況に応じて、排泄の介助・おむつ交換を行います。

また定期的な声かけ・トイレ誘導を行うことにより、できるだけ排泄
がご自分でできるよう自立支援に向けた援助を行います。

 入浴

入居者様の心身状況に応じて、お一人ずつ入浴準備、洗身、洗髪等の
援助及び必要に応じた見守りをいたします。

また特殊浴槽も設置しております。

 その他

入居者様の心身状況に応じて体位交換、居室からの移動、椅子・車椅

子への移乗、衣類の着脱、整容の援助を致します。



生活サービス

 各居室清掃は週１～２回、トイレ掃除は汚れていた場合その都度行
います。また居室内の整理、ゴミ捨て、布団干し、シーツ交換等も
定期的に行います。

 アクティビティとして、催し物の開催、買い物代行や外食等の
外出援助を行います。（家族様のご協力もお願いします）

 洗濯サービスとして、衣類・下着・シーツ等必要に応じて週２～３
回行います。（洗濯物には名前をご記入ください）

〔実費で提供するサービス〕
 理美容に関するサービス
 各種レクリエーション参加時の実費
 オムツ代、居室内のトイレットペーパー、ティッシュペーパー、居

室内で使用される消耗品、その他



そんぽの家での医療行為受け入れ事例

 胃瘻（いろう）・腸瘻（ちょうろう）の方

 ストーマ（人工肛門）の方

 糖尿病によるインスリン注射が必要な方

 褥瘡（じょくそう：床ずれ）の方

 パーキンソン病など１日で複数回の服薬管理が必要な方

 在宅酸素が必要な方

 人工透析の方

 癌などの疼痛緩和のため麻薬が必要な方

※その他でもお困りのことがあれば、まずはご相談ください。



医療・健康管理について
 介護・看護職員は、日常の健康管理、ご相談に応じます。 （看護師は日中のみ勤務しております）
 ご要望があれば協力医療機関からの医師が定期的（月２回以上）に往診し、健康管理にあたります。また、

必要に応じて薬の処方を行います。体調不良時や緊急の場合は、往診医に連絡し、適切な指示を仰ぎます
（２４時間３６５日対応）。また状況に応じて受診の付き添いや、救急搬送・入院の手配を行います。

【協力提携医療機関】

往診医 ： きたむら内科

内科 柏原市大県1-9-11 ＴＥＬ072-972-1005

往診医 ： 藤井寺敬任会クリニック

腎臓内科・人工透析内科・整形外科・精神科

藤井寺市恵美坂1-2-3 ＴＥＬ072-930-0222

救急病院 ： 医療法人医真会 医真会八尾総合病院

【協力提携歯科医療機関】
往診医 ： 川上歯科

 現在の主治医に往診して頂いても結構です。
２４時間連絡体制可能な医師でない場合はご相談下さいませ。

 治療の必要性は医師の判断によります。
 治療につきましては、ご入居者様本人の意思確認及びご家族様の合意を得るものと致します。
 定期的な通院は、ご家族様のご協力（送迎等）をお願い致します。



薬について

 協力薬局が、主治医の処方箋に基づき一元管理（調剤・一包化・配達・

管理・服薬説明・薬情報の提供等）を行います。
⇒このサービスは、介護保険上の「居宅療養管理指導」に該当します。
･･･薬局より薬価代金及び居宅療養管理指導料の１割負担

医師による処方の回数が1回につき352円、月計算で最高で1408円を
ご請求いたします。（それ以上のご請求はありません。）

 そんぽの家の職員は協力薬局が管理する薬棚より薬を取り出し、配薬、服薬、服用の
援助をいたします。

 ご利用されない場合は、ご家族様で薬の分包、小分けをお願いしております。
 協力薬局との個別契約が必要になります。

「居宅療養管理指導」＝介護を必要とし、通院が難しい高齢者の方に薬剤
師が訪問し、服薬上の指導を行い、計画的に薬剤の管理をするよう医師か
らの指示を受けた場合に適用が可能な介護保険上のサービスです。



アクティビティー（毎月の行事）

【毎月の活動行事】
 アニマルセラピー（毎週土曜）

 生け花クラブ （月2回）

 書道クラブ （月1回）

 歌体操 （月1回）

 朗読会 （月1回）

 音楽療法 （月1回）

 パン屋さん訪問販売 （毎週水曜）

 歌声ボランティア（３カ月に1回）

etc…その他にも季節ごとのイベントを行っております。



ご家族様へ

 訪問
２４時間いつでもお気軽にご訪問下さい。
（夜間は防犯上施錠しますが、インターホンでお呼び下さい）

 食事・宿泊
ご一緒にお食事をお楽しみ下さい。５日前迄にご連絡頂ければ、実費にてご用
意いたします。また寝具もご用意いたしますので、お気軽にご宿泊下さい。

 外出
散歩、買い物、外食、外泊等、お気軽にお楽しみ下さい。食事代は、５日前迄
に連絡していただければ１日単位（日額1,350円）で返金いたします。

 ＳＯＭＰＯケアだより
２ヶ月毎に発行の「ＳＯＭＰＯケアだより」は、入居者様、家族様よりのご意
見、ご感想等を掲載いたします。

 わくわく家族ツアーズ
全そんぽの家の入居者様を対象にした団体旅行サービスです。日帰り、１泊旅
行等、毎月の募集案内をご覧頂き、ぜひご一緒に参加下さい。



ご入居までのプロセス

１．お問い合わせ・入居説明会・ご見学

２．仮申込み

（仮入居申込書をご記入の上、ご郵送ｏｒＦＡＸ願います）

３．入居月を確定し、面談日・ご契約日の設定

４．ご本人様とのご面談（ケアプラン作成の為）

５．入居契約・介護契約・重要事項についてのご説明

６．上記契約書へのご署名・ご捺印をもって【正式契約】

７．お荷物の準備、お引越し

８． ご入居



住 所：大阪府柏原市大県１丁目５ー36
交通手段：近鉄堅下駅から220ｍ（徒歩３分）

または ＪＲ関西本線柏原駅から410ｍ（徒歩５分）

建物の場所

拡大

そんぽの家 柏原

そんぽの家 柏原


