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老人保健施設「夕なぎケアセンター」
短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）重要事項説明書
１

施設の概要
設置者住所・法人名 岡山市東区宿毛 745-1 社会福祉法人 夕凪会
法人代表者

理事長

施設名・代表者名

老人保健施設 夕なぎケアセンター・管理者

所在地

岡山市東区宿毛 745-1

開設年月日

平成９年８月１日

事業所指定番号

3350180133

連絡先

TEL 086-94 6 - 2 6 00

２

入所定員

３

職員体制
職 種

伊 澤 卓 士

FAX

嘉村 智美

086-9 4 6 - 2 60 3

８０人

常 勤

非常勤

業 務 内 容

管理者

１名

―

施設の統括

医師

１名

2名

医学的な対応、健康管理及び保健衛生指導

業務委託

業務委託

看護職員

5名

2名

看護及び保健衛生管理

介護職員

19 名

7名

入所者の日常生活の介護・援助 施設内環境整備、
日用品の補充

理学療法士
作業療法士

3名

2名

機能訓練計画の作成、実施

支援相談員

1名

―

管理栄養士

１名

―

1名

1名

1名

―

薬剤師

介護支援専門員

事務職員
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調剤・薬剤管理・服薬指導

入所者又はその家族の相談に応じ、必要な助言その他
の援助、市町村との連携
栄養ケア・マネジメント（栄養スクリーニング・栄養
アセスメント・栄養ケア計画の作成、実施）
施設サービス計画を作成、関係機関との連絡調整
要介護認定更新申請代行等
庶務及び会計事務
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４．施設の目的
当施設は、一時入所が必要な要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）と認定
された利用者（以下「利用者」という）に対し、介護保険法の趣旨に従って、利用者
がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、一定
の期間、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）を提供することを目的とし
ます。
５．運営の方針
(１)当施設では、利用者の有する利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を
営むことができるよう短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づ
いて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる
医療並びに日常生活上の世話を行い、療養生活の質の向上及び家族負担の軽減を目
指します。
(２)当施設では、老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業
者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携をはかり、利
用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。
(３)当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊か
に」過ごすことができるようサービス提供に努めます。
(４)サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその保証人に対して
療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用
者の同意を得て実施するよう努めます。
６．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の内容
短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、利用者に関わるあらゆる職種
の職員の協議によって作成される短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計
画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管
理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話とします。
７．適用期間
(１)本利用説明書は、利用者が短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）利
用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、家族等に変更があ
った場合は、新たに同意を得ることとします。
(２)利用者は､前項に定める事項の他､本利用説明書等の改定が行なわれない限り､
初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当施設を利用することができるもの
とします｡
８．利用者からの解除
(１)利用者及び保証人等が、サービス利用をキャンセルし、又は中断する場合は、
事前に担当者までご連絡下さい。
(２)当施設は、サービス利用当日、利用者の一方的な都合により予定されていたサ
ービスの提供ができない場合には、所定のサービス料金を請求できるものとしま
す。但し、緊急やむを得ない事情がある場合は除くものとします。
９．当施設からの解除
当施設は、利用者及び保証人に対し、次に掲げる場合には、本利用説明書に基づ
く入所利用を解除・終了することができます。
①当施設において定期的に実施される入所判定会議において、退所して居宅にお
いて生活できると判断した場合。
②利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切なサービスの提供
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を超えると判断した場合。
③利用料金を２か月分以上滞納した場合。
④当施設・当施設の職員又は他の利用者等に対して、実害を与えた場合。
⑤暴力・暴言・脅迫行為等により、集団生活が困難と判断した場合。
⑥運営上の協力が得られない、または協議・相談に応じていただけないと判断し
た場合。
⑦天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を入所
利用いただくことができない場合。
⑧その他、特別な理由により当施設におけるサービス提供が困難と判断した場合。
１０．利用料金等
(１)当施設で短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスを提供した場
合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該サービスが法定代理受領サー
ビスであるときは利用料の１割（短期入所療養介護サービスにおいては〔別表１〕
および〔別表２〕、介護予防短期入所療養介護サービスにおいては〔別表３〕およ
び〔別表４〕
）の額の支払いを受けます。
(２)前項に定める利用料以外の費用については、
〔別表５〕のとおりとします。な
お、居住費及び食費については介護保険負担限度額の認定を受けている入所者の
場合、その認定証に記載された金額を１日あたりの料金とします。
(３)当施設は、利用者又は保証人等に対し、前２項合計額の請求書及び明細書を、
毎翌月１０日までに手渡しもしくは送付し、利用者及び保証人等は、連帯して、
当該合計額をその月の２０日までに支払うものとします。
なお、支払いの方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。
(４)当施設は、利用者又は保証人等から、利用料金の支払いを受けたときは、領収
書を交付します。
１１．身体の拘束等
当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の
恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者が判断し、身体拘束その他利用
者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がそ
の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療
録に記載することとします。
１２．通常の送迎の実施地域
通常の送迎の実施地域を岡山市西大寺支所管内および瀬戸内市とします。
１３．施設利用にあたっての留意事項
・面会は９：００から２０：００までとし、面会者は事務所備付けの面会カードに必
要事項を記載
して出入するものとします。
・消灯時間は２１：００とします。
・外出・外泊は施設長の許可を得ていただきます。外泊は原則として月６日とします。
・飲酒は施設側が許可した場合のみこれを認めます。
・喫煙は職員の管理のもとに所定の場所でこれを認めます。
・火気の取り扱いは、禁止します。
・設備・備品のご利用は業務遂行に支障のない限りこれを認めます。
・所持品・備品などの持ち込みは、他の入所者の迷惑にならないような身の回りの品
に限りこれを認めます。
・金銭・貴重品の管理は原則として施設では行いません。
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・外泊時等の施設外での受診は、緊急の場合を除きこれを認めません。
・宗教活動は、他の利用者の迷惑にならないような身の回りの活動に限りこれを認め
ます。
・ペットの持ち込みはこれを禁止します。
・法人内での営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止します。
・他利用者への迷惑行為は禁止します。

１４．事故発生時の対応
短期入所療養介護サービスの提供により事故が発生した場合
① 迅速な事故処理に努めます。
② 市町村､県、利用者の保証人等、利用者に関係する居宅介護支援事業者等に
対して速やかに連絡するとともに必要な措置を講じます。
③ 賠償すべき事故の場合は、速やかに損害賠償に応じます。そのため損害賠償
保険に加入しています。
④ 事故処理後はその原因を解明し､再発防止の対策を講じます。
１５．協力医療機関等
当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変し
た場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。
・協力医療機関
・名 称 医療法人 藤田病院
・住 所 岡山市東区西大寺上３丁目８－６３
・電話番号 ０８６－９４３－６５５５
・協力歯科医療機関
・名 称 しみず歯科クリニック
・住 所 岡山市東区邑久郷３１９－８
・電話番号 ０８６－９４６－９０９０

１６．緊急時の対応
(１)当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場
合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
(２)当施設は、利用者に対し、当施設における短期入所療養介護（介護予防短期入
所療養介護）サービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要
と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
(３)前２項のほか、利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用
者及び保証人等が指定する者に対し、緊急に連絡します。
１７．秘密の保持及び個人情報の保護
(１) 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用
者又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の取扱いについて〔別紙１〕の
とおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但
し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務とし
て明記されていることから、情報提供(氏名・住所・生年月日・電話番号・身体状況・
既往歴・介護保険情報等)を行なうこととします。
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕
）等との連
携
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③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村
への通知
④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提
供する場合等）
(２)前項に掲げる事項は、施設退所後も同様の取扱いとします。
ます。

１８．苦情申立・相談窓口
短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスについてご不明の点や
疑問・苦情等、次の窓口でお受けします。その後、苦情解決責任者（施設長・理事
長）が各部署責任者を招集し、討議した結果（苦情解決案・改善事項）を施設内へ
掲示します。
又、備付けの用紙、管理者宛ての文書、所定の場所に設置の「ご意見箱」に投函
して申し出ることができます。
当施設 当施設担当者
支援相談員 片岡 弦
受付時間
土･日･祝日を除く毎日午前９時から午後５時
電話
０８６－９４６－２６００
岡山市介護保険課
受付時間
平日午前８時３０分から午後５時
電話 ０８６－８０３－１２４１
瀬戸内市いきいき長寿課 介護保険係
受付時間
午前８時３０分から午後５時１５分
電話 ０８６９-２６-５９２６
岡山県国民健康保険団体連合会(介護サービス苦情処理)
電話 ０８６-２２３－８８１１
１９．賠償責任
利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び家
族等は、連帯して当施設に対して、その損害を賠償するものとします。
２０. おやつについて
平成２４年４月１日よりおやつ提供を再開します。利用者には１回の提供につき
７０円をご負担していただきます。
２１．合意管轄
施設利用にあたって訴訟の必要が生じた場合は、岡山地方裁判所をもって第一審
裁判所とすることを、あらかじめ合意します
２２．利用説明書に定めのない事項
この利用説明書に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定める
ところにより、利用者又は家族等と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
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〔別表１〕短期入所療養介護の基本料金
≪従来型個室≫
要介護度

１日あたりの自己負担金の目安
円

要介護１

７６１円

要介護２

８０９円

要介護３

８７２円

要介護４

９２５円

要介護５

９７９円

≪多床室≫
要介護度

１日あたりの自己負担金の目安
円

要介護１

８３８円

要介護２

８８７円

要介護３

９５１円

要介護４

１００４円

要介護５

１０５８円

〔別表２〕短期入所療養介護の加算料金
１日または１回あたりの
自己負担の目安

加算区分
夜勤職員配置加算

２５円

サービス体制強化加算(Ⅱ)

６円

老健短期リハビリ機能強化加算

３１円
２F のみ(現在未算定)

認知症ケア加算
老健短期療養食加算

７８円
２４円

重度療養管理加算

１２２円

個別リハビリテーション加算

実施日のみ

２４６円

若年認知症入所者受入加算

６５歳未満

１２３円

老健短期送迎加算

片道につき

１８９円

月 3 日限度で算定可

５１２円

緊急短期入所受入加算

利用日より７日を限度に

９２円

介護職員処遇改善加算

所定単位数×１５/１００

老健短期緊急時治療管理加算
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〔別表３〕介護予防短期入所療養介護の基本料金
≪従来型個室≫
要介護度

１日あたりの自己負担金の目安

要支援１

５８４円

要支援２

７２６円

≪多床室≫
要介護度

１日あたりの自己負担金の目安

要支援１

６２１円

要支援２

７７７円

〔別表４〕介護予防短期入所療養介護の加算料金
１日または１回あたりの
自己負担の目安

加算区分
夜勤職員配置加算

２５円

サービス体制強化加算(Ⅰ)

１３円

老健短期リハビリ機能強化加算

３１円

老健短期療養食加算

２４円

重度療養管理加算

１２２円

個別リハビリテーション加算

実施日のみ

２４６円

若年認知症入所者受入加算

６５歳未満

１２３円

老健短期送迎加算

片道につき

１８９円

月 3 日限度で算定可

５１２円

緊急短期入所受入加算

利用日より７日を限度に

９２円

介護職員処遇改善加算

所定単位数×１５/１００

老健短期緊急時治療管理加算

※〔別表１〕～〔別表４〕の自己負担額については 1 日または 1 回あたりの介護保険報酬
単位数に地域単位数（10.14）を乗じ、その１割相当額を切り捨て算出するため、ご利用日
数等により変動がございます。予めご了承ください。
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〔別表５〕介護保険適用外サービス利用料金

費

用

単位

金額

内

訳

３２０円 多床室
居住費

1日
１，６４０円 従来型個室

食費

朝

３５０円 朝食代

昼

５５０円 昼食代

夕

４８０円 夕食代

日用品費

実 費

個別希望の日用品（歯ブラシ・化粧品など）

教養娯楽費

実 費

手芸材料費（紙・粘土・ひも・テープ他）等

利 用 料 金

１種類
個人的電気
製品使用料

２種類
３種類以上

理美容代

５０円／日
１００円／日 テレビ、ラジオ、コタツ、電気毛布等
１５０円／日

１,５００円
カット
カット+髭剃り ２,０００円
顔そりのみ １,０００円
+５００円
ベットで
カット+パーマ ４,５００円～
カット+カラー ４,５００円～

利用料にてお支払い願います

代行業者による洗濯
1200 円/10 日以内
2400 円/11 日～20 日以内
3500 円/21 日～31 日以内
その他
実 費
初回のみ洗濯ﾈｯﾄ、ﾈｰﾑ作成料 1000 円
診断書代 ２０００円／１通
予防接種 最高５０００円／１回
※ 金額の詳細は事務所にお尋ね下さい
※備品、寝具、体温計その他破損の場合はご負担願います。
以上
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〔別紙１〕

個人情報の取扱い

（平成 19 年 8 月１日現在）
介護老人保健施設「夕なぎケアセンター」では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施
設理念の下、お預かりしている個人情報(氏名・住所・生年月日・電話番号・身体状況・既
往歴・介護保険情報等)について、利用目的を以下のとおり定めます。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
〔介護老人保健施設内部での利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
－入退所等の管理
－会計・経理
－事故等の報告
－当該利用者の介護・医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支
援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答
－利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
－検体検査業務の委託その他の業務委託
－家族等への心身の状況説明
・介護保険事務のうち
－保険事務の委託
－審査支払機関へのレセプトの提出
－審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
－当施設において行われる学生の実習への協力
－当施設において行われる事例研究
〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
－外部監査機関への情報提供
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【個人情報の開示】
〔面会者及び問い合わせについて〕
・ 面会者、問い合わせに対し、制限がございましたらお申し出ください。面会者
には「面会カード」に記入していただきます。
〔居室の名札の掲示について〕
・当施設では利用者の方の所在確認等の為、原則として居室に名札を掲示いたし
ます。居室にお名前を表示したくない場合はお申し出ください。
〔写真等の掲示について〕
・当法人が発行する「たより」等への写真、お名前の掲載、施設内に写真を掲示
することがございます。希望されない方はお申し出ください。
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情報 071001A

[別紙 2]

個人情報の取扱いについて(利用者用)
社会福祉法人 夕凪会（以下、当法人）は、お預かりした個人情報の取扱いについて通知
致します。
以下に、ご同意いただけた場合、署名、捺印をお願い致します。
１．利用目的
利用者への重要事項説明書に表記する利用目的及び当法人の情報発信を行うため
に個人情報を取得、利用させて頂きます。
２．提供・委託
当法人は、介護サービスを遂行するにあたり、協力医療機関、魚国総本社に対し個
人情報を委託することがございますのでご了承下さい。
ご同意いただいた以外に提供、委託は致しません。
３．本人の権利
利用者様には、当法人がお預かりしている本人の個人情報に関して、利用目的の通
知または開示を求める権利、利用または提供を拒否する権利があります。
また、開示した結果、当該情報に誤りがあった場合は、訂正、追加、削除を行いま
す。
４．提供の任意性
利用者様の個人情報の提供は任意ですが、当該情報が不足することにより当法人の
適切な介護サービスが受けられない場合がございます。
５．問い合わせ
個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用・提供の拒否に
関する事項についての問い合わせは以下の通りです。
社会福祉法人 夕凪会
夕なぎケアセンター事務所
電話：086-946-2600
E-Mail：carecenter@yunagi.jp
Fax：086-946-2603
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老人保健施設「夕なぎケアセンター」
短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）利用同意書

老人保健施設 夕なぎケアセンター
施設長 嘉村 智美 殿

老人保健施設「夕なぎケアセンター」を入所利用するにあたり、老人保健施設「夕なぎ
ケアセンター」短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービス利用説明書及び[別
紙１][別紙 2]を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分
に理解した上で同意します。
平成

年

月

日
＜利用者＞
住
所
氏

名

印

＜保証人＞
① 住
所
氏

名

続

柄

② 住

所

氏

名

続

柄

印

印

老人保健施設「夕なぎケアセンター」への短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介
護）について、別紙書面に基づき説明をいたしました。
平成

年

月

日
事業所
岡山市東区宿毛 745-1
老人保健施設 夕なぎケアセンター
説明者： 支援相談員 片岡 弦
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