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○ 特別養護老人ホームさぬきのご説明 

 

特別養護老人ホームさぬきではケアマネージャーがご本人・家族の希望等に配慮して

施設サービス計画を作成します。それに基づき、入浴・排泄・食事等の介護、その他の

日常生活上の相談援助を行います。また、機能訓練、健康管理に必要な療養上の援助を

行うことにより、ご本人が自分らしい生き方のできる日常生活を支援いたします。 

 

○ さぬきの生活環境 

 

   さぬきは高松市の中心市街地に位置し、緑に包まれた紫雲山を背景に、瀬戸内海の多

島美やサンポート高松への眺望など自然環境に恵まれています。近くには図書館や栗林

公園などの文化観光施設、デパート、スーパー、銀行、商店などがあり生活環境が整っ

ています。また、施設内より湧き出た温泉を浴室に引いてご利用いただいております。 

 

○ 入所対象者について 

 

  介護保険の認定調査で要介護度 3 以上の認定を受けた方が対象になります。 

     

※自立・要支援に認定された方は入所できません。要介護 1・2 の方に 

ついては、特定入所に該当すれば入所も可能となりますが、手続等が 

ありますので、ご相談させていただきます。 

    

※以下の場合は入所をお断りする事があります。 

     ・体調が不安定で、医療行為が常時必要など施設での看護が難しいと判断された

場合。 

     ・施設での共同生活を著しく乱し、他の利用者へ危害を加える恐れのある方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ サービス利用料金       

※要介護度別に下記のような利用料金負担があります。 

例として 1 割負担額を記載しています。 

所得の状況によっては 2 割・3 割負担の方もいらっしゃいます。 

ア：個別機能訓練加算Ⅰ・・・・・・・・・・12 単位／日 

イ：個別機能訓練加算Ⅱ・・・・・・・・・・20 単位／月 

ウ：日常生活継続支援加算 1・・・・・・・・36 単位／日 

エ：看護体制加算Ⅰ2・・・・・・・・・・・4 単位／日 

オ：看護体制加算Ⅱ2・・・・・・・・・・・8 単位／日 

カ：夜勤職員配置加算Ⅲ2・・・・・・・・・16 単位／日 

キ：栄養マネジメント強化加算・・・・・・・11 単位／日 

ク：科学的介護推進体制加算Ⅱ・・・・・・・50 単位／月 

ケ：介護職員処遇改善加算Ⅰ・・・・・・・・総単位数×8.3％ 

コ：介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・・・・・総単位数×2.7％ 

サ：介護職員等ベースアップ等支援加算・・・総単位数×1.6％ 

シ：地域区分加算・・・・・・・・・・・・・総報酬額×1.4％  

 

※算定要件を満たした場合いただく可能性がある加算 

 外泊時加算：6 日以内の入院又は外泊をされた場合に算定（246 単位/日） 

 初期加算：新規入所及び 1 ヶ月を超える入院後の再入所の場合に、入所日から 30 日間

算定（30 単位/日） 

安全対策体制加算：初回利用月に 1 回算定（20 単位/月）  

                          死亡日以前 45 日前～31 日前  72 単位/日 

看取り介護加算(Ⅰ)：    死亡日 30 日前～4 日前     144 単位/日  

               死亡日前々日、前日       680 単位/日   

                  死亡日             1280 単位/日  

要介護度 

1 日あたりの単位数 

（基本報酬単位） 

① 1 か月あたり（31 日）のサービス利用自己負担額                           

（ア～シの加算含む） 

１ 573 単位／日 23,438 円／月 

２ 641 単位／日 25,846 円／月 

３ 712 単位／日 28,361 円／月 

４ 780 単位／日 30,768 円／月 

５ 847 単位／日 33,139 円／月 



  利用者負担段階 ②食費 ③居住費 

第一段階 ・生活保護受給者 

・市町村民税非課税で老齢年金受給者 

9,300 円 

（300 円／日） 
0 円 

第二段階 世
帯
全
体
が
市
町
村
民
税
非
課
税 

年金収入等 80 万円以下 
12,090 円 

（390 円／日) 

11,470 円 

（370 円／日) 

第三段階①  

年金収入等 80万円超 120万円以下 

 

20,150 円 

（650 円／円） 

11,470 円 

（370 円／日) 

第三段階②  

年金収入等 120 万円超 
42,160 円  

（1,360 円／日） 

11,470 円 

（370 円／日) 

第四段階 
上記以外の方 

44,795 円 

（1,445 円／円） 

26,505 円 

（855 円／日) 

① ＋ ➁ ＋ ➂ ＝ 自己負担額 

※部屋代、オムツ代は不要です。 

※通院、入院時の医療費は別途必要です。 

※各種減額制度もございますので、詳しくは相談員までおたずねください。 

 

 

○入所の手続き方法について 

  特別養護老人ホームさぬきへの入所手続きは別紙申込書を提出いただき受付けとなり

ます。その際、簡単な面接、施設案内をいたします。また、遠方からの申込等で来園が困

難な場合は、ホームページに利用申し込みフォームがありますのでそちらをご利用くださ

い。もちろん郵送でも受付けております。 

  基本的には申込順での入所となりますが、緊急的な理由によりすぐの入所が必要である

場合や、優先入所制度の申請もあります。詳しくは入所受付担当者までお願いいたします。 

 入所時期が近づきますと事前に担当者が電話でご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



○居室、その他設備について 

居室 …２人部屋が２３室、４人部屋が１１室あります。 

 

機能訓練室 …１Ｆフロアーにあります。  

主な設置機器：平行棒・ＳＳＰ療法器・ホットパック・プーリー・スタンディングテーブル         

マイクロサーミー・チルトテーブル・階段昇降機・輪転機・プラットホーム等 

 

  浴室 …２Ｆフロアーにあります。 

一般浴槽と特殊浴槽（機械浴槽・座位浴槽）があります。 

  

  医務室 …２Ｆフロアーにあります。 

 

○介護サービスについて 

  さぬきでは、利用者が自分らしく誇りと生きがいを持って暮らせる生活の場を目指して

います。個別介護計画を基に、その人の人生も見つめた心のこもった介護サービスの提供

を行いながら、利用者の自立支援と自己実現が図れる援助に努めています。 

  

 （１）排泄ケアについて 

     排泄リズムに応じてトイレに座る介助を行う他、利用者の状況に合わせたオムツ

を使用し、交換介助をします。何よりも利用者の人としての誇りや生きることへの

意欲を尊重した援助に努めます。（紙オムツは、サービス利用料金に含まれており

ます。） 

 

 （２）機能回復訓練(リハビリ)について 

     訓練室や居室にて専従機能回復訓練指導員が個人のプランに応じてリハビリを

実施しております。 

 

 （３）食事について 

     食事場所は各ユニットの食事スペースとなっており、ユニットごとで配膳いたし 

    ます。専門の管理栄養士・調理師により食事をご用意しております。食事の時間帯 

は概ね次の通りです。 

朝食   ７:３０ ～  ８:３０ 

          昼食  １２:００ ～ １３:００ 

          夕食  １７:３０ ～ １８:３０ 

    ・利用者の咀嚼状況および嗜好を考慮した食事を提供いたします。 

    ・さぬきオリジナル料理として手打ちうどんやさぬき寿司、地方の郷土料理など旬

の食材にこだわった手作りの行事食をご用意いたします。 



 （４）入浴について 

    入浴は温泉法で定められた温泉水（メタケイ酸）を使用しており、入浴または清拭

を週２回以上行います。また、寝たきりの方や車椅子使用の方でも特殊浴槽を使用し

て入浴できます。 

 

  

（５）健康管理について 

○施設嘱託医（八幡前三好医院）による診療と看護師による健康管理・看護を受

けられます。また、はしもと歯科診療も受けられます。医療機関は自由に選べ

ます。 

○医療機関への行き帰りは施設の職員が送迎しております。 

定期受診のお付添は原則ご家族にお願いしています。 

    ○体調不良時等には主治医の指示のもと適切な処置をいたします。 

○緊急時や継続的な医療行為が必要な場合には医療機関へ入院となります。 

が、退院時には優先的に再入所することができます。 

（ただし、３ヶ月を超えると契約解除になります。） 

 

（６）その他 

           花見にひなまつり、お茶会や夏祭り、焼き芋、クリスマス会等、季節の行事を行

っています。また、クラブ活動や外出の機会も作り、生きがいを持てる生活に向け

て取り組んでいます。 

 

 

○入所時ご用意していただく物 

    ･衣類…普段着、外出着、肌着、パジャマ等 

    ･洗面（整容）道具…口腔ケア用品、髭剃り、ティッシュ、くし、手鏡等 

    ･靴…上履き・下履き 

    ･その他…介護保険被保険者証・負担割合証・負担限度額認定証 

          後期高齢者医療被保険者証・診察券・認印 

         口座振替用の通帳とその印鑑 

         テレビ、ラジオ等は各自でご用意ください。 

 

※ご本人の愛用の日用道具類もお持ちいただいて結構です。  

        また、ベッド・寝具類・床頭台１台・ゴミ箱は居室に用意しております。

冷蔵庫は各階に１台ずつあり、共同でお使いいただきます。 

 

 



○ご家族の方へお願い 

    ・面会時間について 

       ９：００～１９：３０です。いつでもご面会下さい。 

（２階詰所前に面会票がございます。ご記入をお願いします。） 

      ※感染症対応のため制限をさせていただくことがあります。 

 

    ・公衆電話 

       １階玄関、２階詰所前にございます。 

 

    ・現金、貴重品の管理について 

       現金の管理は行っておりません。必要な日用品や消耗品は原則ご家族様にお

持ち込みいただくようお願いしています。 

       身寄りがいない、もしくは遠方であるなどご事情のある方については通帳の

お預かりもしています。その際は金銭管理費として一カ月 1000 円いただい

ております。 

 

    ・外出、外泊について 

       外出・外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

外泊については、最長で月６日間となっております。 

 

○入所相談窓口 

 

        特別養護老人ホームさぬき 

       

ＴＥＬ  ０８７－８３１－４４５１ 

 

        生活相談員  野口・原 

 

お気軽にお問い合わせください。 


