
 北新宿特別養護老人ホーム　かしわ苑

①　特別養護老人ホーム“かしわ苑”の入居者８６名とともに生活をしていただきます。

②　クラブ･レク活動は、利用期間中のプログラム・行事等に併せて、ご希望を伺い

③　居室について

・　２階・３階のいずれかの居室をお使いいただきます。

・　各お部屋には、トイレと洗面所があります。

①　面会時間は、午前　８：３０　～　午後　８：３０　までとなっています。
午後　５：３０以降、正面出入り口を閉じますので、夜間通用口をご利用下さい。

②　来苑の際は、面会簿にご記帳下さい。

③　荷物や飲食物をご持参された場合は、必ずその旨を職員にお伝え下さい。

①　ご家族の付添いで、外出される場合は、事前に職員にお申し出下さい。

②　所定の用紙がありますので、ご記入下さい。

＊レクレーション、行事等は特養ホームのプログラムに準じます。
＊機能訓練は生活リハビリが主となり、随時調整しますがご意向に添えない場合もございます。

　ショートステイ（短期入所）ご利用のしおり

ショートステイ利用中の生活について

    ご参加いただいております。

面会

外出

１日の流れ

4:30 トイレ 12:00 ご昼食 18:00 ご夕食

時間 生活支援 時間 生活支援 時間 生活支援

8:00 ご朝食 13:30 ご入浴（週２回） 20:00 水分補給

6:15 起床・洗面 12:30 トイレ・お昼寝 18:45 就寝介助

10:30 トイレ 16:15 トイレ 22:00 消灯

9:30 ご入浴（週２回） 15:00 おやつ 21:00 トイレ・就寝準備



☆書類　（内容をご確認のうえ、ご署名･ご捺印下さい）

　

・契約書 ・契約書別紙

・契約書別紙 ・ショートステイ利用表

・持参品リスト

・個人情報同意書

・延命処置意思確認書

・ショートステイ利用表

・持参品リスト

（入所時、コピーをいただき返却いたします）
・　介護保険証
・　介護保険負担割合証
・　後期高齢者医療証または健康保険証
・　身体障害者手帳　障害者受給者証等（お持ちの方のみ）
・　医療機関診察券
・　食費、居住費に関する減額証「介護保険負担限度額認定証」(対象の方）

日用品

☆ご持参ください。

・ティッシュボックス
・上履き　（スリッパやサンダルは滑りやすいので、踵のある物をご用意ください）
・義歯ケースや歯を磨くもの
・医薬品　（医師の処方のないものは、お預かりできないことがあります）
・嗜好品　（タバコ・お酒・菓子等）

※　タバコやライターは防火管理のため預からせていただきます。

・メガネ、補聴器、ラジオなど日用愛用されているものや必要と思われるもの
・電気シェーバー（カミソリは使用できません）
・クッション類（ご使用のものがあれば）
・テレビイヤホン

☆施設にてご用意しております（＊料金の発生はありません）。

・衣類 （ご自分の衣類でもかまいません）

・下着、靴下
・オムツ・パット類
・ＴＶ
・石けん・洗面器
・タオル、バスタオル類
・箸、食器類

　（ご用意できない形態もありますので、事前に担当にお伝え下さい）

お願い
・　当日着用している衣類も含め、ご持参いただくものにはお名前の記入、持参品リスト
　　への記入をお願いします。
・　現金、貴重品はお持ちにならないで下さい。
　　紛失の際の責任は負いかねますので、ご承知おき下さい。

保険証類

印鑑

❀貸し出し衣類一例✾

1.　ご持参いただくもの

初回 ２回目以降

・重要事項説明書



・　食前薬、食後薬も含め、必ず一回ごとに分けてご持参下さい。
・　薬局によっては、「一包化」と申し出ると、一回ずつまとめてくれるところもあります。
・　医師の処方していない薬や健康食品、飲料は、お預かり出来ないことがあります。
・　ガーゼや包帯、テープ、軟膏が必要な場合は、あわせてご持参下さい。

朝食分 昼食分

かしわ太郎 ×６日分 かしわ太郎 ×７日分

夕食後 就寝前

かしわ太郎 ×６日分 かしわ太郎 ×６日分

※上記日数は一週間のご利用の場合になります。

☆（２～１０日前に近況をお尋ねした際に確認します）

入所 午前　　９：３０　～　１１：００
退所 午後　　１：３０　～　　３：３０

　　(ご家族は入所後、公共交通機関等でお帰りいただき、退所にあたっては公共交通機関等で

　　　かしわ苑までお越しいただきます。）

２～１０日前に近況をお尋ねします（初めての方は、ご自宅でご本人のご様子をお伺いすることもあります）。
その際に、 ① ご自宅でのご本人の様子や介護について、前回利用時との体調や介護の変化等。

② 医師からの指導や薬の変更。
（前回利用時から入院等があれば医師の意見書をいただくこともあります）

③ ご要望、ご希望
④ 入退所のお時間

等々をお伺いますので、ご協力をお願いします。

①　１階事務室、相談員までお声かけ下さい。

②　ご利用前にお送りした書類をあらかじめ記入していただき担当にご提出下さい。

③　入苑手続きの前に、付添いのご家族の立会いのもと、契約を行います。可能であれば、ご本人にも
　　立会いをお願いします。

※　ご利用前に「契約書」、「契約書別紙」、「重要事項説明書」についてご説明をいたします。
※　ご異存がなければ、署名・捺印をお願いします。

④　部屋にご案内後、介護職、看護職、相談員にてご様子、近況を伺いながら利用中に提供する
　　サービス・介護についてご説明いたします。

⑤　検温、血圧の測定、身体状況等を確認いたします。

2.　医薬品について ＊お薬手帳（薬一覧表等）のご持参をお願いします。

・　送迎を希望される場合は１０時～１５時３０分の間で時間を調整させていただきます。

　　　※送迎は運転手のみで添乗者がいないため、ご家族の付添いをお願いします。

　　　　交通事情により、時間通りに送迎出来ない場合がございます。

4.　入所前

5.　入所

3.　入所・退所の時間について

お願い

・　１日あたり複数の方の入退所がありますので、時間が重なる場合、お待ちいただくことがあります。

・　お車をご予約された場合は、その時間をご連絡下さい。

・　お時間を変更される場合は、お早めにご連絡下さい。

・　日常のご様子を伺いますので、確認出来る方の付添いをお願いします。



①　１階事務室、相談員までお声かけ下さい。

②　利用料金のご精算(現金)をお願いします。

(事務所窓口での精算になります。カード払いはできません。)

※　利用料金（基本料金）は、介護度によって異なります。

※　利用料金（基本料金）の他に、食事代（１日あたり1,500円）と居住費（1日当たり多床室855円

※　ご利用日程ごとの計算になるため、端数処理の関係上、目安と１円程度の

　　違いがでることがあります。

※　以下は標準料金です。生活保護、減額の方は、下記の表のご利用料金と異なります。

 事前にお問い合わせください。

 ※介護保険１割負担+お食事・お部屋代金 　（Ｒ4.10.1～）

送迎料金：片道２２６円

 ※介護保険２割負担+お食事・お部屋代金 　（Ｒ4.10.1～）

送迎料金：片道４５３円

 ※介護保険３割負担+お食事・お部屋代金 　（Ｒ4.10.1～）

送迎料金：片道６７９円

③　各階フロアーにご案内し、ご利用中のご様子をお伝えいたします。

6.　退所

　　個室1,171円）が必要となります。なお、減額証をお持ちの方はご持参ください。

（＊減額含まない料金目安）

1日あたりのご利用料金目安

要支援１ 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1日あたりのご利用料金目安

要支援１ 要支援2 要介護１ 要介護２

３，４１７円 ３，５０２円

個室 ３，２６７円 ３，４０３円 ３，４６９円 ３，５５６円 ３，６４６円 ３，７３３円 ３，８１８円

多床室 ２，９５１円 ３，０８７円 ３，１５３円 ３，２４０円 ３，３３０円

要介護３ 要介護４ 要介護５

多床室 ３，５４７円 ３，８１８円 ３，９５１円 ４，１２５円 ４，３０４円 ４，４７８円 ４，６４９円

個室 ３，８６３円 ４，１３４円 ４，２６７円 ４，４４１円 ４，６２０円 ４，７９４円 ４，９６５円

６，１１１円５，８５５円５，５９５円５，３２５円５，０６５円４，８６６円４，４５９円個室

５，７９５円５，５３９円５，２７９円５，００９円４，７４９円４，５５０円４，１４３円多床室

要介護５要介護４要介護３要介護２要介護１要支援2要支援１

1日あたりのご利用料金目安



②　看護師は、日中のみ配置とし、夜間は不在となります。
（＊医療機関とは異なります）

③　介護職員は医療行為を行えません。提供可能な医療行為は在宅でのものと同等か
　　それ以下となることもあります。

　　利用期間中にご本人の体調や状態に変化があった場合は、

⒈　緊急連絡先にご連絡するとともに、医療機関への入院やご利用を中止させていただくこともあります。

⒉　医療機関への通院が必要となった場合は、ご家族の付添いをお願いしております。

④　他利用者への暴力行為や秩序を乱す行為があった場合は、利用を中断させていただくことがあります。

⑤　ショートステイご利用前は、必ず主治医に利用施設名と利用期間をご相談下さい。

 　主治医から注意・指導を受けた場合は、必ずお知らせ下さい。

⑥　病院からの直接のご利用、退院直後の方、病状が不安定な方、入院加療や通院治療、高度医療処置が必要な

　　方は、ご利用できない場合があります。

⑦　入苑時に近況を伺わせていただきますので、日常のご様子を把握されている方のお付添いをお願いします。

⑧　当日明らかに体調不良とみられる場合は、ご利用を見合わせていただく場合があります。

⑨　緊急連絡先は、利用中必ずご連絡が付く方で、また複数のご提出をお願いしています。

⑩　職員も細心の注意をはらっておりますが、アクシデントも起こりうる可能性があります。
　　ご理解のうえご利用をお願いします。また、介護の工夫等を重ねた上でも応対できない場合
　　はご利用中止についてご相談させていただく場合もございます。

注 意 事 項

①　常駐医師の配置はありません。



＊各お部屋、必ずトイレ、洗面所がございます

・主に寝たきりの方が入浴に
　使用します。

介助浴（リフト浴兼用）
・主に介助歩行や座位姿勢の
　保てる方が使用します。

＊入浴は、入所日と退所日はご負担を
　考慮して、都度ご相談させていただ
　きます。

＊タオル類・石けん・シャンプー、
　洗面器はご用意しています。

＊薬用石けんを使う方はお持ち下さい。

＊介助食器等はご用意
　できないことがあります。
　事前にお尋ね下さい。
＊箸・スプーン・エプロンは
　ご用意できます。

アレルギー・制限・禁止されている食品、医師の指導
がある方は、事前にお伝え下さい。
１日あたり、１４００キロカロリー、塩分１０グラム
です。
食費は、１日１,５００円です。(減額証をお持ちの方は、料金が異なります。）
内訳は、朝食：３３０円　昼食（おやつ含む）：６５０円　夕食：５２０円

↑畳と布団もご用意できます！
トイレ

機械浴

設　備　紹　介

お部屋一例

洗面所



住所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿　3-27-6

電話 03-3363-3291 ＦＡＸ 03-3363-3293

ショート専用電話 03-3363-3605 短期入所担当相談員：黒川　靖子
 

か し わ 苑 ま で の 案 内 図

メモ
＊事前のご見学をご希望の際は、上記連絡先、相談員までご連絡ください。
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信号

東口


