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理念 

 

今日一日を奉仕と感謝の心で過ごし、職員として職務と技術の向上に努めます。 

 

老人保健施設の基本方針 

 

介護老人保健施設の５つの役割と機能を念頭に置き、利用者の尊厳を第一に、生活機能の維持

向上を目指し総合的に援助します。 

１．包括的ケアサービス施設 

２．リハビリテーション施設 

３．在宅復帰施設 

４．在宅生活の支援施設 

５．地域に根差した施設 

 

このはな 行動指針 

 

１．あいさつからはじまり 

２．いつも笑顔を心がけ 

３．安全に配慮し 

４．ふれあいを大切にし 

５．自己研鑽につとめます 

 

施設の概要 

 

（居室） 

4人室 １２部屋 

２人室 １０部屋 

    個室  2部屋   計２４室    居室面積(１人あたり)8.0 ㎡～8.8 ㎡ 

（定員） 

    入所 ７０ 名   通所 ２０ 名 

（建物構造） 

   鉄筋コンクリート２階建 

   機能訓練室 医務室 ナースステーション 特殊浴槽 レクリエーションルーム 

 

 



 

入所対象者 

 

（入所） 

要介護１～５の認定を受けた方で、病状が安定しており入院治療の必要のない方、または 

リハビリテーションが必要な方がご利用いただけます。 

 

（通所） 

要支援１・２ 要介護１～５の認定を受けた方を対象としています。 

可能な限り自宅で自立した生活を継続していけるように生活機能向上のためのリハビリ訓練 

を日帰りで提供します。 

 

介護老人保健施設は介護保険法に基づき、医師の管理・指導のもとで看護・介護・栄養管理 

リハビリ訓練を提供し、早く家庭復帰が出来るように支援する施設です。 

介護老人保健施設は厚生労働省の指導により 3か月ごとに入所継続の可否を判断します。 

あくまでも、在宅復帰を目標とするリハビリ施設である為、終身施設ではありません。 

 

 

 

入所までの流れ・手続き方法 

 

 ①       ②       ③      ④       ⑤  

 見学・説明 → 本人と面談 →  判定会議 → 入所日調整 →    契約 

 利用申込み   事前調査                                      担当者会議    

 

 

かかりつけ医療機関の医師、ご家族や担当ケアマネージャーからご本人様の身体状況・環境等 

について情報をいただく事になります。 

診療情報提供書や事前調査の情報をもとに入所判定会議を実施し、入所の可否を決定します。 

入所判定会議では、施設医・看護師・リハビリ・介護士・管理栄養士・支援相談員・介護支援 

専門員がそれぞれの専門的立場から、当施設でのケアがその方にとって適切であるか、目標達成 

が可能であるか等を話し合います。 

 

※ 当施設で対応できる支援範囲を超えている場合は事前調査時点でお断りをさせていただく 

場合もございます。ご了承ください。 

  入所判定会議の結果入所が不可となった場合、お電話にて結果と理由をお伝えします。 

 

 



 

利用料金      

（入所の例 多床室・１割負担・31日計算の場合） 

 

以下の要素から決定しますので一律ではありません。 

 

 

1)要介護区分 2)居住費  3)食費  4)日用消耗品費 5)教養娯楽費 6)洗濯  7)理美容 

 

 

   介護度             加算      居住費             食費      その他 

 1  24.025           ①    0      ①   9.300 

 2  25.513  ＋   3665  ＋   ②  11.470  ＋ ② 12.090 ＋    11.600 

 3  27.404                      ③  11.470      ③ 20.150 

 4  28.985           ④  11.470      ④ 43.152 

 5  30.659 

 

※居住費・食費については介護負担限度額認定を受けている場合、認定証に記載されている 

負担限度額（①～④）がお支払いいただく上限となります。 

食費については、市町村への申請により所得に応じた利用者負担の軽減措置があります。 

詳しくは施設の職員にお尋ねください。 

 

（加算） 

・栄養マネジメント加算      430 円/月 

・療養食加算           560 円/月 

・サービス提供体制強化加算    180 円/月 

・介護職員特定処遇改善加算    515 円/月 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  1.050 円/月 

・初期加算            930 円/月        計 3.665 円/月 

   

（その他） 

・日用品費    3.410 円/月 

・教養娯楽費   3.410 円/月 

・洗濯代     5.400 円/月         おおよそ 計 11.600 円/月 

               

 

※ 加算やその他の費用についてはおおよそで計算しています。 

※ 散髪代と個室利用料は上記には含まれません。 

※ 電化製品（テレビ等）持ち込まれる場合、電気代として別途 55 円/日かかります。 



 

利用料金         

（ショートステイの例 多床室の場合） 

 

 利用料金（自己負担１割） 利用料金（自己負担２割） 

要介護度１ １日につき  ８２６円 １日につき １６５２円 

要介護度２ １日につき  ８７４円 １日につき １７４８円 

要介護度３ １日につき  ９３５円 １日につき １８７０円 

要介護度４ １日につき  ９８６円 １日につき １９７２円 

要介護度５ １日につき １０３９円 １日につき ２０７８円 

送迎料金 片道につき  １８４円 片道につき  ３６８円 

サービス提供体制加算 １日につき    ６円 １日につき   １２円 

介護職員処遇改善加算 基本サービス費＋対象となる加算×加算率（3.9％） 

栄養マネジメント加算 １日につき   １４円 １日につき   ２８円 

 

 

 

  その他の料金 

 

  ・居住費    ３７０円 （１日につき） 

  ・食事代   １３８０円 （朝食：３８０円 昼食：５００円 夕食：５００円） 

  ・教養娯楽費  １００円 （１日につき） 

  ・日用品費   １００円 （１日につき） 

  ・電気代     ５5 円 （１器具につき） 

  ・療養食加算    ８円 （１食につき） 

   居室にてテレビを使用される場合はご自宅よりご持参下さい。 

 

 

  ※食費・居住費については介護負担限度額認定を受けている場合、認定証に記載されている 

   負担限度額が１日にお支払いいただく上限となります。 

  （市町村への申請により所得に応じた利用者負担の軽減措置があります） 

 

 

ショートステイはベッドの空き状況によってはお断りする場合もあります。 

ご利用になられる場合は、早めにご相談ください。 

 

 

 



このはな介護老人保健施設 入所までの流れ 
 

 

 

① 

まずお電話して下さい 

 

０９８５－８２－８６００ 

 

 

入所希望の理由や現在の状況等、大まかな事をお聞きします。 

ご見学希望の日時を電話にてお伝えください。 

来苑時には介護保険証・介護保険負担割合証・介護限度額認定証 

医療保険証（国民健康保険、後期高齢者医療等）を持参して下さい。 

                  ↓ 
 

② 

 

ご来苑による入所相談 

施設見学、入所申込み 

 

 

このはなの役割や施設の方針、規定、料金等の説明をします。 

入所希望の理由・目的、病気や介護の状態、ご家族の状況、退所後 

の方向性を伺います。 

納得していただいた上で、申込用紙の記入をお願いします。 

申込み後は、主治医より診療情報提供書を作成して頂き、当施設に 

持参して下さい。 

 

            ↓ 

 

③ 

 

 

事前調査 

 

 

 

相談員と看護師若しくは施設のケアマネージャーが、ご自宅や入院 

中の病院、あるいは入所中の施設を訪問し、ご本人と面談を行います。 

また、病院や施設のスタッフの方から医療、介護、リハビリに関する 

情報等を伺います。 

 

当施設で対応できる範囲を超えている場合は、事前調査時点でお断り

させていただく場合もございます。ご了承ください。 

 

         ↓ 

 

④ 

 

 

入所判定会議 

 

診療情報提供書の内容、事前調査の結果をもとに、随時入所判定会異

議で、入所の可否を判定します。 

 

会議では、施設長（施設医）、看護師、PT・OT、介護士、栄養士 

介護支援専門員、相談員がそれぞれの専門的立場から、当施設での 

ケアがその方にとって適切であるか、目標達成が可能であるか等を 

話し合い、判定を行います。 

 



 

 

 

⑤ 

 

 

判定会議の結果連絡 

 

判定結果が出ましたら、ご連絡を電話にていたします。 

入所可能な場合：連絡後、入所の調整に入ります。 

入所困難な場合：結果と理由をご説明いたします。 

 

入所日時に関しましては、ベッドの空き状況、ご家族の都合等を 

考慮し決定します。 

 

                     ↓ 

 

⑥ 

 

 

 

入所の調整 

 

 

入所日に契約を交わします。 契約時には以下のものが必要です。 

 

・介護保険証 

・介護負担割合証 

・介護限度額認定証（申請中の方はお知らせください） 

・医療保険証（国民健康保険、後期高齢者医療等） 

・公費負担医療制度（重度障害者医療、被爆者医療等の各医療証） 

・印鑑（ご本人、身元引受人、連帯保証人の分） 

 

 

入所当日の流れ 

 

 

入所時検査  

 

・このはな職員がご自宅、入院・入所中の施設へお迎えに行きます。 

（ご家族の付添をお願いしています。） 

・入所時の検査（ＣＴ・レントゲン撮影等）を協力病院の辰元病院で 

行なった後、このはなへ向かいます。 

 

                  ↓ 

 

 

 

オリエンテーション 

（入所時担当者会議） 

 

このはな到着後は、施設医をはじめ各専門スタッフから目的に沿った

快適な施設生活を送っていただけるよう入所計画の説明を行います。 

その際に、事前にお聞きしていた情報をもとにケアプラン、リハビリ

計画、栄養計画書をご提示させて頂きます。 

ご希望やご要望、目標等を共有し、本人様に関わる全員がひとつの目 

標に向かって支援していけるように取り組んでいきます。 

 

 



このはな 介護老人保健施設 Q＆A 

 

 

 

Q１、老人ホームとは何が違うの？ 

 介護老人保健施設は介護保険法に基づき、医師の管理・指導のもとで看護・介護・栄養管

理・リハビリ訓練を提供し、早く家庭復帰が出来るよう支援する施設です。 

 

Q２、入所できるまで、どのくらいの期間がかかりますか？ 

 できるだけお待たせすることなく円滑に入所していただけるよう努めていますが、申し込

み時の待機者の状況によって早くご案内できる場合とお待ちいただく場合があります。 

※申込みを済まされていても、認知症の程度や疾患等の関係で入所出来ない場合もあります。 

 

Q３、費用はどれくらいですか？ 

 以下の要素から決定しますので一律ではありません。 

 ①要介護区分 ②日用消耗品費 ③教養娯楽費 ④理美容 ⑤洗濯 ⑥食費 ⑦居住費   

※⑥・⑦に関しては「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は減額措置を受ける事がで

きます。詳しくは施設の支援相談員にお問い合わせください。 

 

Q４、施設に入所できる期間はどれくらいですか？ 

 介護老人保健施設は厚生労働省の指導で 3 か月ごとに入所継続の可否を判断します。 

あくまでも在宅復帰を目標とするリハビリ施設で、終身施設ではありません。 

 

Q５、リハビリはどれくらいやってくれますか？ 

 原則、週に 2 回実施しています。身体の状態により実施内容は異なります。 

 

Q６、面会時間に制限はありますか？ 

 午前８：３０～午後２０：００ まで可能です。 

 

Q８、外出・外泊はできますか？ 

 外出・外泊は在宅復帰に向けての有効な取り組み、リハビリとなりますので可能です。 

 その際は施設医の許可が必要となりますので早めにご相談ください。  

 

 

 

 



入所時 準備物の案内 

 

＜衣類＞・・・5～６セット準備をお願いします（紙パンツ・パット不要） 

上衣    5～６枚程度 （季節に応じたもの） 

      カーディガンやジャンバー等の羽織る物（必要に応じた枚数） 

下衣    5～６枚程度 （ズボンが好ましい） 

肌着    5～6枚程度 （季節に応じたもの） 

ズボン下  5～6枚程度 

靴下    5～6足程度 （名前確認が出来るよう、黒色以外で準備をお願いします） 

靴     2足 

 

＜日用品＞ 

タオル   ５枚 

バスタオル 3枚 

ティッシュ・歯磨きコップ・入歯ケース・ゴミ箱・髭剃り・時計・テレビ・イヤホン 

 

※ 洗面器・シャンプー・リンス・石鹸・箸・スプーン・トイレットペーパー・歯ブラシ 

  歯磨き粉・入歯洗浄剤・紙パンツ・尿取りパット は不要です。 

 

 

＜洗濯サービス利用の方＞ 

・一度に多くの衣類を洗濯するため、名前のない衣類は紛失する恐れがあります。 

・持ち込まれる前に、すべての衣類に名前の記入があるか確認をお願いします。 

 

＜洗濯物を持ち帰られる方＞ 

・衣類は家族管理となります。 

・入浴日をお知らせしますので、最低でも週に 1回は洗濯物を取りに来てください。 

・衣類を入れる袋を 2枚ほど用意してください。 

 

 

＜その他＞ 

・入浴の際は、原則当施設のタオル・バスタオルを使用します。 

・車椅子を使用される方は、背もたれや座面に敷くクッションを用意される事をお勧めします。 

 

 

※ 分からない事があれば、職員に確認をお願いします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 

リハビリの時間 

 

 

 

 

 

ボランティア慰問・行事・活動で楽しい時間を過ごします 

 

 

 

 

 

 

 

お部屋の紹介          安心の入浴設備 

 

 

 



 

辰元グループのご案内                 

 

 

医療法人   高信会        

辰元病院                宮崎市高岡町    ℡ 0985-82-3531 

みやざき介護医療院           宮崎市高岡町    ℡ 0985-82-3531            

介護老人保健施設 このはな       宮崎市浮田     ℡ 0985-82-8600 

介護老人保健施設 信愛ホーム      宮崎市高岡町    ℡ 0985-82-5588 

真ごころ グループホーム        宮崎市郡司分    ℡ 0985-77-5678 

 

 

社会福祉法人 信愛会        

特別養護老人ホーム 裕生園       宮崎市高岡町    ℡ 0985-82-0196 

ケアハウス シャトル          宮崎市高岡町    ℡ 0985-82-5132 

グループホーム たちばな        宮崎市高岡町    ℡ 0985-30-9033 

養護老人ホーム 長寿園         宮崎市浮田     ℡ 0985-78-0059 

きんかん 小規模多機能ホーム      宮崎市浮田     ℡ 0985-73-8181 

裕生園 訪問介護ステーション      宮崎市高岡町    ℡ 0985-82-5081 

たかおか居宅介護支援事業所       宮崎市高岡町    ℡ 0985-30-9724 

みやづるサービス付き高齢者住宅     宮崎市高岡町    ℡ 0985-72-3820 

 

 

一般社団法人 辰元会        

住宅型有料老人ホーム 宮崎しんあい   宮崎市高岡町    ℡ 0985-82-3625  

シニアマンション 鹿児島信愛      鹿児島県姶良町   ℡  0995-65-2290 

介護付有料老人ホーム グジブランド   宮崎市郡司分    ℡ 0985-84-3635 

 

                             

作成日：2019/1/1 

更新日：2020/6/5 

 


