
住宅型有料老人ホーム ケア・キューブ高柳

ケア・キューブ高柳 入居相談窓口 072－815－0078

50室
全室個室

2019年10月改訂



特 徴

ケア・キューブ高柳は、住宅型有料老人ホームです

・併設のヘルパーステーションと契約していただき、
ご入居者様の生活のお手伝いをさせていただきます。

・介護保険料は、介護保険を利用された分を、
決められた負担割合に応じてお支払いただきます。

・外部のデイサービスや福祉用具のレンタルを
介護保険を利用して行うことが可能です。

・看護師は訪問看護を利用していただけます。
介護スタッフは24時間常駐しております。



ご利用可能サービス

居室清掃

別途、ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、デイサービス等との契約が必要です。

洗濯

入浴

排泄介助

食事準備・介助等

散歩

デイサービス

訪問看護

安否確認

夜間巡回

福祉用具レンタル

娯楽イベントなど

服薬管理

緊急コール対応



ご利用可能サービス
別途、ヘルパーステーション、訪問看護ステーション、デイサービス等との契約が必要です。

施設サービス

・施設介護職員が少なくとも日中建物に常駐し、定

期的な安否確認サービスと生活相談サービスを実

施いたします。

・看護職員が日中常駐し、医療面での異常があった

際の応急的な対応をいたします。

（ただし、定期的な処置等が必要な場合は

訪問看護サービスを利用していただきます。）

＊施設サービスの提供職員は、少なくともヘルパー

2級以上、もしくは介護初任者研修修了の資格取

得の介護経験者です。

介護サービス

・当住居担当のケアマネジャーが入居者様、ご家族様と生活援助全般につい

て相談の上、ケアプランを作成し、各介護サービス事業所が介護サービス

を提供し生活援助を行います。

入 浴

入浴時の誘導、見守り、衣服の着脱、洗身など

の入浴介助を行います。1階は寝たきりや歩行困

難な方対象の特別浴が設置されております。

食 事

高齢者に適したメニューを作り配膳いたします。

心身の状況に応じて特別食の提供もいたします。

必要な方には食事介助をさせていただきます。

洗濯
居室清掃

定期的な洗濯、乾燥、取り込み、収納を行いま

す。また、定期的に居室の清掃をさせていただ

きます。

排 泄
定期的に排泄ケア・おむつ交換等をさせていた

だきます。

整 容
身だしなみ、口腔ケア、衣類の着脱補助などを

させていただきます。

散歩・買い物
ヘルパーが付き添って散歩・買い物等の援助を

させていただきます。

レクリエー
ション

1階にデイサービスセンターがあります。
ケアプランに基づき機能訓練やレクリエーション
の提供をさせていただきます。



施 設 概 要
居室数 ：50室
建物構造：鉄骨造地上3階建て
共用部 ：食堂、浴室（機械浴

槽あり）、厨房、トイレ、
エレベーター

開 設 ：平成20年6月1日

2F
3F

1F

＜併設事業所＞

・ヘルパーステーション ヒノデ
・ヒノデ デイサービスセンター

＜グループ事業所＞
・ヒノデ訪問看護ステーション（訪問看護）

・ケアプランセンター ヒノデ（居宅介護支援）

・ソレイユファーマシー豊中（調剤薬局）



居 室 概 要

備え付けになっているもの
エアコン、照明器具、トイレ、洗面台、
緊急コール（トイレ内、居室内）

※ベッドは介護保険利用によるレンタルをお勧めしております。
詳しくはケアマネージャーにお尋ねください。

※方角によって居室内の配置は多少変わります



浴 室

浴室は、一般のお風呂と同じ『個別浴室』と、車椅子の方でも座ったまま入浴できる『機械浴
室』と2種類完備しています。ご本人様のお体の状態に合わせて介護職員の介助により、安全
に入浴していただけます。1回ずつ浴槽のお湯は破棄し、掃除した後、次の入居者様に使用し
ていただくようにしています。

機 械 浴 室 個 別 浴 室



食 事

お食事は食堂で召し上がっていただきます。
ご入居者様のお体の状態に合わせて、米飯
～おかゆ、普通食～ミキサー食まで対応させ
ていただきます。月に1回以上、季節の食材
やイベントに合わせた「イベント食」なども提供
させていただいております。

メニューの一例です



デ イ サ ー ビ ス

ご希望の方は1階に併設されているデイサービスを日中利用していただけます。体操や機能
訓練、レクリエーションなどをして皆様過ごされています。居室にこもりきりにならず、楽しんでい
ただけるようにと考えております。
同じ施設内にありますので、無理なく通っていただけます。回数や時間など、お気軽にご相談
ください。



入居者様の健康のために

当ホームでは、入居者様の排泄、食事、水分、服薬に関する事項を事細かに記録し、
入居者様の体調変化に素早く気づくことができるよう努めております。

←毎日、バイタル
チェックを行い、経
過表に記録してい
ます。他、食事量、
水分量なども記録
をしております。

→排泄確認、誘導時に排泄
物の量や異常がないかどうかを
チェックし、記録しています。

↑薬はお名前・顔写真を貼り付けたお一人ずつのBOXに入れ、
間違いがないように、読み上げ確認をしてから服薬していただいて
います。 「ヒノデ薬局」と連携し、薬剤師、看護師、介護職員
（ヘルパー）が3重チェックを行っております。



提 携 医 療 機 関

・翔聖クリニック （内科）
・溝畑歯科 （歯科）
・れんげ歯科 （歯科）
・ひまわり眼科 （眼科）
・三家クリニック （精神科）

・一祐会 藤本病院
・結核予防会 大阪病院
・大慶会 星光病院
・信愛会 畷生会脳神経外科病院

＜提携薬局＞
・ソレイユファーマシー豊中薬局

内科は月2回、歯科は週1回、眼科は月
1回の往診があります。
施設とクリニックで連携し、医療体制を整
えておりますので、医療面でも安心してい
ただけます。

認知症 ○

インシュリン投与 （自己注射が可能な方）○

ペースメーカー ○

パーキンソン病 ○

人工肛門（ストマ） ○

人工透析 ○

胃ろう ○

在宅酸素 ○



ご 入 居 対 象 者

・介護保険を受給されている方、介護認定を受けられている方
・60歳以上の方
・原則 要介護1～要介護5の認定を受けられている方
※要支援1～2の方でも、介護の見込みがある場合、検討させていただきます。お気軽にご相談ください。

以下の場合、ご入居をお断りすることもございます

・他の入居者様との共同生活に著しく支障があると思われる方
・本人、および身元引受人に毎月の支払いが困難とされた場合
・医療的な要素が高い場合（24時間点滴、定期的な痰の吸引など）

その他、ご本人様やご家族様のご希望、ご事情に合わせて検討させていただきますので、
お気軽にご相談ください。



ご 利 用 料 金

月額基本料金

敷金 100,000円

日割りの家賃 入居予定日数×日割り額

日割りの管理費・水光熱費 入居予定日数×日割り額

火災保険料（2年更新） 7,500円

入居時費用

家賃（非課税） 69,000円

管理費 18,600円

食費(30日分召し上がった場合） 44,388円

水光熱費（税込） 11,330円

月額基本料金（税込） 143,318円

建物管理費：12,000円（非課税）
生活管理費：6,600円（税込）

その他費用

・介護保険自己負担分
・居室電気代
（平均3,000円～6,000円程度。季節や使用頻度によって異なります）

・医療費、薬剤費
・その他実費（消耗品、オムツ代、理美容代など）

月額料金の目安

17万円～20万円
※あくまで概算です。介護度や介護サービスの利用回数、
消耗品の購入量などによって金額は変動いたします。

※ご入居時に、入居月の家賃・管理費・水光熱費を日割りでお支払い
いただきます。



ご利用料金モデル（概算）

月額基本料金 143,318円（食費込）

+

介護保険サービス・・・22,000円（1割負担）

・訪問介護（入浴、洗濯、掃除）週2回
・訪問看護 月1回
・散歩（30分） 週1回
・レンタル介護ベッド
・デイサービス 週3回
・買い物付き添い（1時間） 月1回

その他実費・・・16,500円

・医療費 7,000円
・薬剤費 4,000円
・日用品費 2,500円
・居室電気代 3,000円

+

要介護2 Aさんの場合（例）

1か月にかかる金額は

181,818円

※あくまで概算です。介護度や介護サービスの利用回数、消耗品の購入量などによって金額は変動いたします。



ご入居までの流れ

1.お問合せ

2.ご見学

3.入居お申込み

4.事前面談

5.判定会議

6.入居決定・ご契約

7.お引越し・ご入居

1.お電話、FAX、メールにてお気軽にご相談ください

2.実際に館内やお部屋を見学していただけます。送迎が必要な場合はお申
し付けください。

3.＜お申込み必要書類＞

・診療情報提供書 ・介護情報提供書 ・薬剤情報
・介護保険証の写し ・介護保険負担割合証の写し

4.ご本人様の健康状態や生活状況をお伺いにスタッフが訪問させていただきます。

5.入居の可否判定をいたします。（面談の結果、当施設で受け入れが出来ない場合
もございます。ご了承ください。）

6.ご希望の入居日までにご契約を締結させていただきます。
賃貸借、介護サービス、お食事、訪問診療など、各種サービスの契約して
いただきます。（ご契約には3時間程度かかります。）

7.お荷物、消耗品をご準備ください。契約後は入居日前に荷物を搬入していただいても
結構です。



ア ク セ ス

交通アクセス

京阪電車「寝屋川市」駅
南改札口から徒歩15分

電車

バス

京阪バス 14系統 大和田行き
「東高柳」下車 徒歩5分

車

「高柳」の交差点を南へ進み
ローソンの次の交差点を右折
直進100ｍ右手

大阪府寝屋川市高柳3-20-1
TEL:072-815-0078 FAX:072-815-0110

●入居お問合せ●

072－815－0078
ケア・キューブ高柳 入居相談窓口


