
 
 

諫早市長田町2826－1
0957－23－9680

サンホーム
小規模多機能型居宅介護

  
在宅での介護
訪問・通い・泊まりを利用して
少しでも長く自宅で過ごしたい。
そんな思いに、お応えします。



訪問サービス

送迎外出・配達サービス

A-3 バイタル・内服の確認

A-4　軽作業

A-1 安否確認

A-2 家族連絡

A-5　訪問看護・訪問リハとの併用が可能

　B-1　買い物 　B-2　配達

　B-３　通院

ご自宅での様子を、訪問や
お電話で確認しています。

体温や血圧測定、内服確認で
訪問しています。

電話や、メールでのご連絡
をしています。スマホでの
動画配信やテレビ電話での
通話もできます。

小規模多機能に登録していても、外部から訪問看護
や、訪問リハビリを利用することができます。

簡単な掃除やゴミ出し、衣
替えや家電の入れ替えなど
をしています。

＊インシュリン注射、BSチェックも可（要相談）

＊小規模多機能とは請求が別になります。

職員が付き添い、食材や、
日用品の買い出しをしてい
ます。

お弁当や日用品など、ご希望
のものを購入してお届けして
います。

受診の付き添い、送迎をし
ています。また、薬局との
連携もしており、お薬の管
理や受け取りなどもできま
す。

透析の方の送迎を往復週３回行っ
ています。

※時間（AM・PM）や通院されてい
る病院により制限をもうけていま
すが、お気軽にご相談ください。

＊車いす車両での送迎もしています。



介護サービス

C-1　通い
（小規模多機能内でのサービス）

ご希望（必要）のサービスにチェックを入れれます。

・要介護① 10,423円・要介護② 15,318円
・要介護③ 22,283円・要介護④ 24,593円
・要介護⑤ 27,117円

食事・入浴だけの短時間や、夕食後まで
の長い時間のご利用など、自由な時間設
定ができます。

宿泊する日は、朝からご利用ができる
他、夕方からのご利用もできます。
＊急なお泊り希望にも対応しています。

C-2　宿泊

デイサービスのように通
いで介護サービスを受け
ることもできます。

　宿泊もできます。
（全個室　定員９人/日）

日頃よりレクリェーション
や、季節にあわせた行事を
行っています。

食事　
カロリーや塩分制限食、
アレルギー食、きざみ食
やミキサー食の提供もし
ています。

レク・行事

通常の浴槽に加え、特殊浴
も設置しています。車いす
の方の入浴もできます。

入浴　
ご利用者にあわせて、トイレ
へ誘導、パット交換、おむつ
交換を行っています。

トイレ

（お食事代）

朝食 300円 
昼食 450円
夕食 450円 

＊要介護度などで　
　異なります。

（介護保険での加算）

上限でおよそ　
5000円（月）

・要支援① 3,438円 ・要支援② 6,948円 
利用料金(月額です)

（宿泊費）

一泊 500円  

「訪問サービス」「送迎外出・配達」
「介護サービス」の中から生活に必要な
サービスを自由に組み合わせることで、
多様なプランが実現できます。

指定番号
4290400011

加算内容
・初期加算　30円/日（登録日から30日）・認知症加算I　800円/月 ・認知症加算II　500円/月
・看護配置加算I 900円/月　・訪問体制強化加算  1000円/月　・総合ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ加算 1000円/月
・ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算II 640円/月　・科学的介護推進体制加算 40円/月　
・口腔栄養ｽｸｰﾘﾆﾝｸﾞ加算  20円/６か月ごとに１月あたり

＊日用生活品は自費になります。
（ハミガキ用品・オムツなど）



B-4　通院

買い物同行

安否確認
家族連絡

病院受診での送迎や、
付添をお願いしたい。

訪問を中心としたプラン

A-1　安否確認

遠方にいるため、母の様子
を定期的に見に行ってほし
い。

簡単な家事と、季節の変
わり目に衣替え、扇風機
や暖房の入れ替えをお願
いしたい。

A-4　軽作業

時には母の様子をテレビ
電話や動画で連絡をして
欲しい。

A-2　家族連絡

近所のお店だけで購入
できないものがあれば
買い物に連れて行って
ほしい。

B-1　買い物

訪問サービスを中心で、ご
家族の不安解消につながっ
たケースです。

独居高齢者のかたで、ご家
族が遠方に住まれており、
母親の心配をされていまし
た。

火 水 木 金月 日土

8時

17時

安否確認
買い物同行

～ 毎月第2火曜日　10時病院受診・

安否確認

軽作業

例

ケアプラン事例



通所 内服確認 通所

弁当配達

内服確認

弁当配達
＊必要時

宿泊

内服確認

弁当配達

ケアプラン事例
通いや、宿泊を取り入れたプラン

 

サンホームのサービスは、このように『無限の組み合わせ』
ができる在宅サービスです。通常の介護保険の枠を超え、在
宅生活継続の切り札としてご利用できます。

通所を利用しない日は、
夕食を買って配達してほ
しい。

B-1　配達

大切なお薬があるので飲
み忘れが無いか、確認を
お願いしたい。

仕事で夜間家を空けると
きは宿泊をお願いした
い。

C-2　宿泊

通所も利用して、いろん
な方との交流や、趣味活
動をしてほしい。

ご家族と同居ですが、ご家族の勤務
時間が不規則、家を空けることが多
い家庭の方が利用されたケースで
す。

A-3　バイタル・
　　内服の確認 C-1　通い

＊必要時

火 水 木 金月 日土

8時

17時

～ ご家族夜勤の時（１～２回／週程度）宿泊・

弁当配達

宿泊

通所内服確認

内服確認 内服確認 内服確認
入浴 入浴 入浴

食事 食事 食事

例



買い物同行
通院

入浴
食事

例

＊宿泊する場合

通院

透析にかかる３回／週の往復送迎を行ってい
ます。
また、必要に応じて透析室まで介助いたしま
す。

透析患者の方へのプラン

このようなサービスも併用して受けることができます。

透析の送迎以外に「食事」「訪問」「通所」「宿泊」などの
サービスを必要に応じて組み合わせることができます。

B-4　通院

＊透析時間（AM・PM）や通院される病院により制限
をもうけていますが、お気軽に相談ください。

C-1　通所　

透析の前後や、透析日では
ない日に通所の利用もでき
ます。入浴もできます。

火 水 木 金月 日土

8時

17時

買い物同行

～ 毎週　月・水・金（９時～１２時）透析受診・

安否確認

軽作業

通院通所
入浴

通所
買い物同行 買い物同行

食事

宿泊から
そのまま通院

食事　

通所で食事を食べたり、
お弁当を購入してから帰
宅することもできます。

疲労感がある透析日や、準備
に困る透析前日などに宿泊す
ることもできます。

C-2　宿泊

A　訪問

バイタルチェックや内服管理、
安否確認などでの訪問をしてい
ます。

ケアプラン事例



・

・透析の送迎以外に「食事」「訪問」「通所」「宿泊」などを必要に応じて
サービスを組み合わせることで、透析患者の方々の生活をより良いものにす
るため、協力させていただいています。

諫早市長田町2826-1

ゆたか荘　諫早

サンホームのここがポイント

「訪問」「通い」「宿泊」サービスを一つの事業所で行
っているため、どのサービスを利用しても、関係性が築
かれている顔なじみのスタッフが対応いたします。

多様なサービスを組み合わせて、月額でご利用できま
す。

小規模多機能だからできる

月額定額

介護保険申請中や、更新中で介護度が変わっても自己   
 負担額の差が小さいので安心してご利用できます。

＊食費、宿泊費は別途かかります。

小規模多機能にケアマネージャーが在籍。お困り事の
相談や、サービスの急な変更も柔軟に対応できます。

スタッフ

３６５日の２４時間営業で「訪問」「通い」「宿泊」
のサービスが提供できます。

営業時間

通常の訪問介護、通所介護であまり行わない、短時間の
「訪問」「通い」サービスができます。また「通所」で
は夜間までの延長なども行っています。

介護サービス

＊夜間の訪問は、致しておりません。

＊夜間までの通所ご利用は、ご家族お迎えになります。

ゆたか荘　サンホーム
（担当：里・高森）
0957-23-9680

（不明な点がありましたらお気軽に、お問合せ下さい）

清 和 福 祉 会 　



 
自宅で過ごしていくことを
介護で
応援します。

社会福祉法人
清和福祉会



■付き添い・代行
買い物の付き添い,
お弁当・日用品を購入し
配達する事もできます。

諫早市長田町2826-1
ゆたか荘　サンホーム ゆたか荘　諌早

訪問

訪問

外出

送迎

介護

訪問

泊り通い

・要介護① 10,423円・要介護② 15,318円
・要介護③ 22,283円・要介護④ 24,593円
・要介護⑤ 27,117円

・要支援① 3,438円 ・要支援② 6,948円 

■様子の確認
日常生活の様子の確認が
できます。（安否確認）

■軽作業
簡単な掃除やゴミ出し、
衣替えや電球の付け替え
などもご相談ください。

サンホームでは「訪問」「通い」「泊り」
を組み合わせサービスを提供しています。

■健康チェック
体温や血圧,内服の確
認などができます。

■通院
付き添い、通院にかか
る介護、送り迎えがで
きます。

（担当：里・高森）
0957-23-9680

（不明な点がありましたらお気軽に、お問合せ下さい）

■介護サービス
通いサービスや宿泊サービ
スを利用することもできま
す。（送迎あり）

※要支援1～または
要介護1～5の方がご利用できます。

利用料金(月額です)

（お食事代）

朝食 300円 
昼食 450円
夕食 450円 

＊要介護度などで　
　異なります。

（介護保険での加算）

上限でおよそ　
5000円（月）

介護で暮らしをお手伝い

清和福祉会　


