おあしす上井草
小規模多機能ホーム
ご利用パンフレット

小規模多機能型居宅介護サービスとは？
「通い」「訪問」「宿泊」を 1 つの拠点で組み合わせて提供する介護保険の在宅支援サービスです。
1 つの事業所で、ご本人が自宅で生活することに重点を置いて、顔馴染みのスタッフが 365 日のケ
アを提供します。
おあしす上井草小規模多機能ホームとは？
2019 年 5 月 1 日に開設した、社会福祉法人サンフレンズが運営する小規模多機能型居宅介護サー
ビスを提供する事業所です。特別養護老人ホーム「上井草園」に併設しており、6 つの宿泊室と通い
のスペースがあります。
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↑開設当時に地域住民の方に考案していただいたロゴマークです
いろいろな形をした木の実たちが、それぞれの形でやすらぎを得ている様子を表しています。

社会福祉法人サンフレンズ

ご利用者と「おあしす上井草」の 1 日のスケジュール
時刻
8：00
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1 日の始まりです。

朝の支度が必要な方のモーニングケアに

宿泊されている方や、通いで必要な方は朝食を提供

伺います。

しています。
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10：00
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その日の通いの方が送迎車で

訪問と送迎が連携して、朝の支度とお迎え

到着されます。

を両立させて行います。

午前中は 1 時間たっぷり、ストレッチや体操を行い

自宅で過ごしている方には、安否確認や服

ます。毎日続けることで、歩行能力が向上した方も

薬確認、室温管理などを目的として、

いらっしゃいます。

訪問を行っています。

午前と午後に分けて、入浴を提供します（個浴で

自宅で過ごしている方から「ベッドからず

す）
。

り落ちて起き上がれない」と SOS の連絡

最初は緊張されていても、顔馴染みのスタッフが応

が！

対するので、段々と打ち解けて入浴を楽しまれるよ

臨時で訪問して対応しました。

うになっていきます。
12：00

口腔体操をしてから、お待ちかねの昼食です。
月に 1 回程度、行事食の提供もしています。

13：00

午後は思い思いに過ごしていただきます。
ベッドで少し昼寝をする方（寝すぎに注意！）も
いれば、テレビで時代劇を楽しんでいる方もいま
す。昔の漫画を夢中で読まれている方もおられま
す。

あるご利用者は、今日が月に 1 度の
訪問診療の日です。ご利用者と一時帰宅し
て診察に立ち会いました。

14：00

活動をしたい方には、職員が先導して音楽や脳トレ
などのプログラムを提供しています。
洗濯物や食器の片づけなどを手伝っていただくこ
ともあります。

時刻

通い・宿泊

15：00

おやつの時間です。ご利用者と一緒におやつ作りを

訪問

楽しむこともあります。

家で使う食材や生活雑貨を調達しに、上井

この日は鏡開きをしたお餅で

草界隈の商店街へご利用者と買物に出かけ

おかきを作りました！

たりもします。

早い方はこの時間帯から送迎で
帰宅されます。
16：00

少し涼しくなった頃、おあしす自慢の中庭や周辺の

あるご利用者のご近所から連絡がありまし

グラウンドへ散歩に出かけたりもします。

た。家で探し物をしている間に不安になっ

中庭はボランティアさんや職員が管理しています

てご近所に相談にいらしたとのこと。

が、ご利用者に水やりを手伝っていただくこともあ

臨時で訪問して一緒に財布を探しました。

ります。

17：00

夕食を召し上がってから帰宅される方は、この時間

訪問と送迎が連携して、送りと帰宅後の支

から夕食となります。

援を両立させて行います。

宿泊されるご利用者はもう少し後の時間からです。
18：00

ご家族から緊急の連絡です。

夕食を食べて通いから帰宅された方が、安

自宅にいたご利用者が一人で外出されて、

心してベッドで休むことができるよう、就

道に迷われているところ、近くの警察に保護して

寝介助の支援を行います。

もらったとのとこと。
ご家族は仕事の出張中ですぐに迎えに行けません。
警察の方に「おあしす」まで送っていただき、
今日は臨時で宿泊すること
となりました。

19：00

夕食後は就寝時間まで、ゆっくりとその人なりの時
間を過ごしていただきます。
警察に保護されていたご利用者が到着されました。
最初は不安で硬い表情をされていましたが、臨時で
支度した夕食を召し上がっていただき、顔馴染みの
職員がお話を聞いている内に落ち着かれました。
お疲れになった様子で、すぐにベッドに入られ、朝
まで熟睡されました。

20：00

夜間帯は 1 名の職員体制で最大 6 名の宿泊ご利用
者をケア致します。応援要請に備え、自宅で待機し
ている職員も 1 名います。

Q&A よくあるご質問
問1
費用はどうなるのですか？
回答：要介護区分に応じた、月単位の定額です。
問2
これまで利用していた介護サービスはどうなるのですか？
回答：デイサービスやホームヘルパーは終了となりますが、区分支給限度基準額の範囲内であれ
ば、訪問看護や福祉用具のレンタル等を利用することができます。
問3
これまで契約していたケアマネジャーはどうなるのですか？
回答：おあしす上井草に所属するケアマネジャーがケアプラン（サービス計画）を作成すること
となるので、現在のケアマネジャーとの契約は終了となります。前任のケアマネジャーと
は、引継ぎ等の連携を行います。
問4
いつでも通いや宿泊サービスを利用できるのですか？
回答：利用は登録制（おあしす上井草は最大 29 名登録）です。また、1 日の通い及び宿泊にも
定員が決められています（おあしす上井草は 1 日最大 12 名通い、最大 6 名宿泊）
。通常
のサービスの利用回数は、ご利用者本人やご家族と丁寧な相談のうえで決めていきます。
利用開始後に臨時で利用回数を増やす、または減らすといった相談・対応は日常的にあり
ますが、その日の事業所の対応枠によって応じられる内容も日々、変化していきますので、
特にご家族へは、些細なことでも早めに、気軽にご相談いただくようお願いしております。

問5
通いの時間は決められているのですか？
回答：ご利用者の状況に合わせ、短時間の通いも可能です。送迎が必要な場合は事業所の体制に
合わせていただく必要もでてきますが、初期の導入時など、ご家族が送り迎えをしてくだ
さったことで、時間に追われずゆとりをもって慣れていただいたようなケースもありま
す。
問6
食事は必ず食べなければならないのですか？
回答：食事の必要がなければ、食事なしでの通いプランにすることも可能です。
問7

初めて介護保険を利用するので、通いを嫌がるかもしれません。
「おあしす上井草」は通
わないと利用登録できないのですか？
回答：小規模多機能サービスは「通い」を中心としたサービス体系ではありますが、通わないと
利用できないわけではありません。訪問のみの利用で登録されているご利用者もいらっし
ゃいます。
問8
介護保険のショートステイのように、宿泊できる日数に制限はあるのですか？
回答：宿泊日数の制限はありません。ご事情により、長期で宿泊せざるを得ず、自宅に戻ること
が困難な場合には、ケアマネジャーが長期入所施設探しをお手伝いさせていただきます。

おあしす上井草小規模多機能ホーム

利用料金表

2021 年 4 月 1 日現在

【介護保険費用】（1 ヶ月あたり。処遇改善加算・特定処遇改善加算含まず）

介護度

要支援 1

要支援 2

要介護 1

介護保険 1 割負担額/月

3,817 円

7,713 円

11,570 円 17,003 円 24,735 円 27,299 円 30,100 円

初期加算/日

要介護 2

要介護 3

833 円
1,110 円

総合マネジメント加算/月

訪問体制強化加算/月

1,110 円

認知症加算/月（該当者のみ）

（ひと月あたりの概算）

合計
（利用から 30 日間）

要介護 5

34 円/日（利用開始から 30 日間のみ）

サービス提供体制強化加算/月

合計

要介護 4

5,760 円

9,656 円

14,623 円

6,780 円

10,676 円

15,643 円

555 円

888 円

888 円

888 円

20,056～

27,788～

30,352～

33,153～

20,611 円 28,676 円 31,240 円 34,041 円
21,076～

28,808～

31,372～

34,173～

21,631 円 29,696 円 32,260 円 35,031 円

【自己負担分】
食事

/日

宿泊費 /泊

1,392 円（内訳 朝：383 円、昼：505 円、おやつ：101 円、夕：403 円）
1泊

2,210 円

● 送迎・訪問範囲

上井草全域

・ 井草 3～5 丁目

・

今川全域

・

桃井全域

（青梅街道以北・環八通り以西）
範囲対象外でもサービス内容によってはお受けできる場合がありますので、ご相談ください。
● ご利用までの流れ
利用ご相談 → 施設ご見学・事業のご説明（ご自宅への訪問等もさせていただきます）
→ お申込み・ご契約 → アセスメント・サービス担当者会議 → ご利用開始
● 指定（介護予防）短期利用居宅介護について
２０２１年４月１日～ショートステイを始めました。
特養などでのショートステイと同様で、ケアマネジャーは変わらずご利用いただけます。
期間は１回の利用で７日（最大１４日）までとなっています。
詳細については下記担当までお問い合せください。
● ご利用相談窓口

おあしす上井草小規模多機能ホーム
担当 飯田・塩澤

TEL：

03-3394-9831

どうぞお気軽にご相談ください。スタッフ一同、お待ちしております。

