
医療法人光誠会 しろばとクリニック





｢しろばとメディカルケアホーム｣は
医療を必要とする方のための施設です。

皆さま、こんにちは。
しろばとクリニックは通院が困難な
方や、自宅療養をされている方への
訪問診療を行っていますが、見回す
と、ご自宅に受け入れる環境が整っ
ていないなど戻りたくても戻れず、
病院での療養を強いられている方が
多く見受けられることから、新たな
選択肢になればと思い当施設を立ち
上げました。

しろばとクリニック

院長 栗岡 宏彰

日本内科学会 総合内科専門医
緩和ケア医療学会
日本在宅医学会
日本消化器内視鏡学会 専門医
日本救急医学会 専門医
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残された余生は誰のものでもありません。
できる限りのサポートをさせて頂くことが我々の至上の喜び
であり、「救えない命、心だけは救う」という言葉を理念に
医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、介護支援専
門員、介護福祉士、介護士、臨床心理士、歯科衛生士、管理
栄養士、マッサージ師など多種多様な専門家が集い、緩和ケ
アチームを発足しました。

我々の想い



特徴Ⅰ

特徴Ⅳ

特徴Ⅱ

特徴Ⅲ

特徴Ⅴ

緊急時のサポートシステム
・２４時間の診察体制をとっており緊急時には主治医がかけつけます。
・看護師は日中施設に常駐しており、夜間はオンコールにて対応しています。

各種検査を施設内で受けることが出来ます。
・必要な検査を施設にて受けることが可能です。
・ＣＴやＭＲＩ等、大きな機器を使用する検査は連携病院にご案内します。

オピオイドの使用・輸血などの処置を行えます。
・疼痛管理の為のお薬を使用することができます。（PCAポンプ・内服・貼付剤など）
・輸液・輸血が必要な方もご入居可能です。

最期まで施設での生活が可能です。
・入居から看取りまで責任をもって支援させていただきます。
・ご本人のペースに合わせた生活を送るサポートを行います。

メンタルサポート体制があります。
・臨床心理士によるカウンセリングが専用の相談室で受けることが出来ます。

対象・・・入居者様・入居者のご家族様
相談費・・・無料

※カウンセリングには予約が必要です。

｢しろばとメディカルケアホーム｣は
医療を必要とする方のための施設です。



要介護度に関係なく入居していただけます

しろばとメディカルケアホームは、
要介護認定の申請を考えておられる方、

申請中の方、要介護度に関わらず ご入居していただけます。

在宅での介護に限界を感じておられる方
病院・施設などから退院（退所）を求められているが、自宅では生活
できない方
その他 高齢者の介護、医療処置も介護も必要でお困りの方 等々

介護事業所の訪問介護員（ヘルパー）が常に入居者様の安全と生活を
守ります。

・日々の生活で必要な助けや入浴などの介護サービスをさせていた
だきます。

・夜間帯は常駐スタッフが見守り・巡回・コール対応をさせていた
だきます。

・体調の急変時は夜中でも看護師・主治医に連絡し、早急な対処を
させていただきます。

ご家庭で過ごされている時と同じように介護サービスを
うけていただけます

｢しろばとメディカルケアホーム｣は
医療を必要とする方のための施設です。



ご利用料金

※介護・生活サービスにかかる介護保険給付外の追加料金、各消耗品費などは別途となり
ます。

※生活保護の方には別の料金設定があります。ご相談ください。

入居時の身元保証人は必要ありません。
生活保護受給者の方や、身元の保証人が立てられない方、身寄りのない方でも入居するこ
とが出来ます。

入居時の引越しのサポートも行います。
引越し業者の紹介や見積りも、必要な方には行っております。ご相談ください。

☆入居一時金は頂いておりません☆

家 賃 ¥45,000.-

管理費 ￥２８，３４０-

食 費
¥53,400.- (1日3食、30日として)

朝￥500.- 昼・夜￥640.-

水道光熱費 ￥５，４００- （3.4.5.6.10.11月）

水道光熱費 ￥６，４８０- （1.2.7.8.9.12月）

医療保険自己負担分 負担割合によって異なります。（次頁参照）

介護保険利用料 介護度によって異なります。（次頁参照）

生活費 必要な生活物品、おやつ、飲み物など購入分

おむつ代
利用される方のみ
（医師からの意見書があれば医療費控除に含むことが出来ます。）

合計金額：およそ１３５，０００円と医療保険自己負担分・介護保険利用料



医療費自己負担額について

負担割合1ヶ月の費用めやす
（24 時間体制での在宅診療の基本費用・月2回の定期診察を含む）

障害をお持ちの方、特定疾患をお持ちの方にかかる費用
医療費の自己負担が公費で支払われる場合があります。
手帳や受給者証などをお持ちの方はお知らせ下さい。

ご利用料金

介護保険料自己負担額について

要支援１ ～6,000円

要支援２ ～12,000円

要介護１ ～19,000円

要介護２ ～23,000円

要介護３ ～28,000円

要介護４ ～36,000円

要介護５ ～37,200円

要介護度と
一割負担の
金額のめやす

対象 負担割合 負担上限額

高齢者
１割 ～18,000円

３割 ～57,600円

一般 ３割 高額医療費による返還

※院外処方となりますので、薬剤費は別途必要です。（通院の場合と同様です）



利用料金のお支払い方法

月額利用料等のお支払い
毎月20日頃に請求書を発行し、請求書発行月の27日に自動引落しいたします。
個別生活費については、各事業者により決められています。

請求書の内訳
前月分：食費、有料サービス、家具類レンタル料、

しろばとクリニックの医療費、
しろばと訪問看護ステーション費用、
しろばと訪問介護ステーション費用

当月分：家賃、管理費、光熱費

ご用意いただくもの

下着類、靴下、印鑑、医療保険証、医療保険負担割合証、介護保険証、
介護保険負担割合証、
外出用の靴、衣類、洗面用具、洗剤類など、日常生活に必要な物品

（別紙ご参照下さい）
掛け布団・枕・毛布
必要に応じて（テレビ、家具類など）

カーテン、テレビ、家具類は施設でのレンタルもご用意できます。
オムツ類は、業者が必要数をお届け致します。

シーツ・カバー・ベッドパットは、リースをご利用いただきます。



ご入居までの流れ

お問い合わせ
お電話・ホームページでご案内します。ご見学・ご相談の予約をお

願いします。

ご見学
ご希望の施設にて設備、サービス内容についてご説明します。ご希

望や細やかな条件等もお聞かせください。

ご面談
担当相談員が、お客様のご自宅または病院等を訪問し、お身体の状

況等をお伺いいたします。
診療情報提供書、アセスメント、介護・看護サマリーがあれば事前に
お送りください。

入居お申し込み
ご入居が決定されましたら、入居申込書にご記入いただきます。

印鑑（ご本人・保証人さま）、医療保険証、介護保険証をお持ちくだ
さい。

ご契約
個別ケアプラン・看護プラン・契約書・重要事項説明書等をご説明

させていただきます。

ご入居
新しい暮らしがスタートします。



疾患構成

悪性腫瘍
肺がん 食道がん 前立腺がん 膵がん 肝細胞がん 子宮頸がん 大腸がん
胆管がん 胃がん 原発不明がん など

神経難病、脳血管疾患
筋委縮性側索硬化症(ALS) 多系統萎縮症 筋ジストロフィー
進行性核上性麻痺（PSP） 脳梗塞 など

心疾患、腎疾患
慢性心不全 拡張型心筋症 慢性腎不全 など

呼吸器疾患
間質性肺炎 慢性閉塞性肺疾患 など

その他

当施設でできること

喀痰吸引 褥瘡処置 インスリン自己注射

疼痛管理（PCAポンプ・内服・貼付剤などの麻薬使用管理）

気管切開の管理
胃ろう・腸ろうの

管理・交換 経鼻経管栄養 膀胱留置バルーン

人工肛門の管理 腹水穿刺 中心静脈栄養 末梢静脈栄養

注 射 輸 血 在宅酸素療法 人工呼吸療法

血液検査 レントゲン検査 心電図検査 超音波検査

骨粗鬆症検査 眼底検査 呼吸機能検査 認知機能検査

悪性腫瘍
62%神経難病、脳血管疾患

13%

心疾患、腎疾患
5%

呼吸器疾患
10%

その他
10%

平成30年11月現在



居室

屋上 カウンセリングルーム

特浴室

食堂・キッチン 食堂 お食事例

相談スペース浴室



敷地面積 546.03㎡

構造・規模 鉄骨造4階建て

述べ床面積 1157.44㎡

居室数 27戸

居室面積 16.48.00㎡

居室設備
ナースコール、洗面設備、収納、

トイレ（ウォシュレット）、空調設備

共有部分の設備
下駄箱、ナースコール、洗面設備、キッチンセット、汚物処理室、
洗濯室、スプリンクラー設備、火災報知機、消火器、空調設備

施設概要

1階平面図

2～4階平面図



個人情報の取り扱いについて

当施設では、利用者様の安全に配慮しながら、生活機能の維持向上をめざすとと
もに、ご家族・個人情報の収集、利用及び提供について地域の方々及び関係機関
と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援いたします。 利用
者様の個人情報につきましても、適切に保護することが重要な責務であると考え
ております。 以下の通り利用者様の個人情報保護に関する方針を定め、全職員
に周知徹底を行い、個人情報保護に努めます。

個人情報保護方針

個人情報の収集、利用及び提供について

利用者様への安全で適切な医療・介護サービスを提供するために、必要な範囲で
個人情報を収集いたします。
その利用については、あらかじめ利用目的をお知らせし、その範囲を超えた利用
及び第三者への提供は、以下の場合を除き原則致しません。

・事前に患者様の同意をいただいている場合
・個人が識別できない状態に加工してから利用する場合
・法令等に基づく場合や生命、身体等の保護が優先される場合

個人情報の安全管理について

利用者様の個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。また、個人情報
の紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正アクセスなどに対する適切な情報セキュリ
ティ対策を実施し、個人情報の安全管理に努めます。

個人情報の開示、修正等

利用者様からご本人の個人情報の開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確
認し、当施設の開示手順に従った対応を致します。また、訂正や利用停止を求め
られた場合も、調査を行い適切に対応致します。

関係法令及びガイドライン等の遵守

当施設は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護に関する法令、ガイドライン、
その他の 規範を遵守致し、継続的な改善が図れるよう取組んでまいります。



個人情報の取り扱いについて

当施設では、利用者様の個人情報を下記の目的で利用させていただくことがござ
います。 これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改め
て利用者様からの同意をいただくことにしておりますのでご安心ください。

当施設における個人情報の利用目的

1.介護提供
当施設での医療・介護サービスの提供
他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者、居宅支援事業者等との連携
他の介護サービス事業所、医療機関等からの照会への回答
利用者様の診療・介護サービスのため、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
ご家族等への病状説明、介護サービスに関する説明
その他、利用者様への医療・介護サービス提供に関する利用

2.介護療養費請求のための事務
当施設での医療・介護、公費負担医療に関する事務およびその委託
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
公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
その他、医療・介護及び公費負担医療に関する介護療養費請求のための利用

3.当施設の管理運営業務
会計・経理
介護事故等の報告
市町村等保険者への入退所等の利用報告
当該利用者様の医療・介護サービスの向上
入退所等の療養棟管理
その他、当施設の管理運営業務に関する利用

1.利用者様の誤認防止・医療介護事故防止のためにお名前をお呼びさせていただきます。
2.利用者様の誤認防止・医療介護事故防止のために居室入口にお名前の掲示をさせていただきます。
3.利用者様の誤認防止・医療介護事故防止等のために各種医療用材料にお名前を記入させていただきます。

4.介護保険補償制度等に係る医療・介護に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

5.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

6.当施設内において行われる介護・医療実習への協力

7.医療・介護の質の向上を目的とした当施設内での事例研究

8.外部監査機関及び行政機関への情報提供



サービス付き高齢者向け住宅
しろばとメディカルケアホーム
所在地：〒581-0869 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目3番地
ＴＥＬ：072-929-9401
ＦＡＸ：072-929-9402

近鉄大阪線 近鉄八尾駅より徒歩5分

お問合せ・アクセス

お問合せ先：しろばとメディカルケアホーム

072-929-9401


