習字レクにおける入居者様の書より

館内
案内

18m2

18m2

18m2
18m2

18m2
18m2

31m2

寝た姿勢のままで入浴できる
設備も充実しております。

ゆったりした食堂で、おいし
いご飯を頂いたり、刺し子を
したりして過ごしています。

愛ホームのまわりは自然が
いっぱいです。

全室シャワー 広くゆったりとした玄関ホール。
季節の壁模様と入居者様の書い
トイレ付き
た達筆な習字が目に入ります。
【地域交流室】
おいしいコーヒーや
作りたてのケーキで
みなさんの交流の場を
提供します。カラオケ
設備が有り自慢ののど
を披露して頂いています。

入居を決めて頂いたご家族様の声
父が最初に入った施設に満足せず、次の
施設をいろいろ見て回ったところ、見学
時の施設内の雰囲気とスタッフさんの笑
顔、随所に見られる気配りで、決めさせ
ていただきました。

スタッフの声
入居者様には我が家のように暮らして頂
きたいですし、笑顔と日々のレクなどの
コミュニケーションを大切にし、全員が
家族みたいに過ごさせて頂いています。

入居者を紹介して頂いた福祉従事者の方の声
愛ホームさんのことは長年知っていて、入居
者様の様子も見ておりますが、職員も長年働
いている人ばかりで、愛ホームさんなら安心
して入居者様を紹介できます。

提携医療従事者の方の声
愛ホームさんは入居者様とご家族様の立
場に立って、多くのベテランの職員さん
が皆の納得のいく支援をしており、施設
の在り方としてベストだと思います。

お部屋
案内

個室(18ｍ2)ですのでお部屋でくつろげます。
ゆったりした景色を見ながらお過ごし頂けま
す。特別室(31ｍ2)も一部屋ございます。

広々とした部屋には、洗面、トイレ、
床暖房、クローゼット、タンス、棚、
ベッドが備え付けです。

愛ホームでは、
入居者様の三食の
食事を、材料から
近くのスーパーに
調達しに行き、専属の職員の手で、
真ごころ込めて調理しております。
健康的な季節の料理をぜひお召し上が
りください。前日までの予約でご家族
様も一緒に食べることもできます。

手作り
ごはん！

スタッフは
イベント好き！

愛ホームでは毎日、カラオケ・散歩・買い物・遠足などのレクリエーションを開催しています。

ス－パーへ買い物

カフェへモーニング

軒先で花火

遠足で観覧車に

吹奏楽ボランティア

15人の介護スタッフのうち
スタッフ 10人が介護福祉士を取得し
ており、また1２人が6年以上
勤務しております。(H29/12月)
スタッフが働きやすく、働きがいのある職場です
ので入居者様への支援・サービスにも心を込めて、
家族のような愛のあふれる施設になっております。
その他、献立会議、
主任会議、全体会
議もあり、意見を
交わし合うと共に、
毎日の朝礼では
職場の教養という
啓発本の読み合わせや
経営理念の斉唱など、
日常の各場面において
職員どうしのコミュニ
ケーションを密に取る
ようにしております。

麻雀やります

遠足で瀬戸蔵に

手作り運動会

紅葉を見にドライブ

地域の病院、診療所と連携しており、
医療連携 日進おりど病院様とは通院・訪問診
療・訪問看護にて提携を、名古屋市
の医療法人明楓会（みずほホームケ
アクリニック）様とは訪問診療にて提携を、また名古屋
市天白区の訪問看護ステーションつばき様とは訪問看護・
訪問リハビリで提携しており、愛ホームからの要望に
柔軟に対応して頂いております！医療依存度の高い入居
者様でも安心してお過ごし頂いております。

病福連携のための施設情報シート
平成30年5月1日現在

（１）基本情報
施設名

愛ホーム

【高齢者専用賃貸住宅（住宅型有料老人ホームの登録準備中）】

所在地

愛知県日進市北新町殿ヶ池上５４６番地の８

連絡先

TEL 0561-73-0005

info@aihome-nisshin.com

e-mail

FAX 0561-73-7504

□特養 □老健 □介護付有料 □住宅型有料 □サ高住 □グループホーム □ケアハウス □小規模多機能
施設分類

□福祉アパート □宿泊可能なデイサービス ☑その他（老人ホーム）

特定施設の認可

☑株式会社 □合同会社 □NPO法人 □一般社団法人 □医療法人 □社会福祉法人
入所可能介護度

（可能な介護度）

夫婦部屋希望で、どちらかが自立→□入所可 ☑検討可

１人部屋

お部屋
タイプ

（あいほーむ株式会社）

□自立 ☑支援１ ☑支援２ ☑介護１ ☑介護２ ☑介護３ ☑介護４ ☑介護５
介護保険非該当で障害者手帳のみの方→☑検討可 □不可
2

居室設定

□有 ・☑無

大部屋

入所相談会 ☑随時 □特定の曜日（

現在の空き室

１９室

お部屋の広さ(m )
18.43～18.88

１室

31.13

0

）曜日 □その他（

0

※空き室出次第入居の予約可能

）

最寄駅・バス停からの所要時間等
<名鉄バス>
交通アクセス

星ヶ丘発・長久手車庫行き バス停「北新田」から徒歩２分

<日進市くるりんバス>
<リニモ>

五色園線 バス停「北新町」から徒歩２分

長久手古戦場駅または芸大通駅から徒歩１５分

施設駐車場
有 ・ 無
２０台分

<お車でお越しの場合> 長久手I.C.から南に約１km・福友病院様向かい
居室設備
身元保証人

協力医療機関

☑ナースコール ☑トイレ ☑洗面 □浴室 ☑収納 ☑冷暖房 ☑床暖房 ☑その他（棚、椅子）
□必須 □入所してからでも可能 □身元保証人不要
☑その他 （身元保証人がいない場合でもご相談下さい。）
日進おりど病院

訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ／夜間オンコール対応

みずほホームケアクリニック

訪問診療／夜間オンコール対応

訪問看護ステーション つばき

訪問看護・訪問リハビリ／夜間オンコール対応

外部サービス その他医療機関等の受診も基本的に可能です。お気軽にご相談下さい。
（２）利用料金 表面参照下さい。
（３）医療対応について
①経管栄養
☑胃ろうも経鼻も可能 □胃ろうなら可能 □両方とも対応不可
※喀痰吸引研修修了者職員がいますが、
②痰吸引の対応可能な回数
提携訪問看護事業所と相談も行い、受入検討をいたします。
□頻回（２時間おき）でも対応可 ☑１日５・６回程度対応可能 □日中のみ対応可能 □吸引が必要だと受入不可 ☑要相談
③食事の個別対応
☑可能 □不可 （トロミ、きざみ等）
経管栄養の方で“お楽しみ程度”の経口摂取
☑対応可能 □家族がするなら可能 □対応不可 □その他（ 状況に応じて対応 ）
④酸素
酸素使用の方の受入 ☑可能 □不可
業者指定
□あり ☑なし
⑤気管切開 （要相談 ／ 受入実績 □あり ☑なし ☑対応可能 □対応不可 ）
⑥インシュリン、点滴、経鼻
※提携訪問看護事業所と相談の上受け入れ可能
☑スケールでも対応可 □定期打ちで（ 朝 ・ 昼 ・ 夕 ・ 眠前 ）が可 □対応不可 □その他（
）
⑦バルーンカテーテル
☑対応可 □不可
⑧褥瘡
褥瘡対応 ☑対応可能（ⅠＶ程度まで） □不可
⑨感染症
要相談
（H28年10月入居の方の褥瘡が完治の実績あり）
⑩人工呼吸器の使用（受入実績 □あり ☑なし）
☑要相談の上対応 □人工呼吸器対応可 □ＮＰＰＶ対応可 □BiPAP対応可 □対応不可
⑪認知症への対応
⑫看取り・ターミナルケア
☑対応可能 ／ □対応不可
☑徘徊 ☑大声 ☑抑うつ □自傷行為 □暴力行為 ☑昼夜逆転
（自傷行為等については要相談。施設方針として拘束や見放しになるような行為は行っておりません）

Ｑ．有料老人ホームの料金体系は？
【入居時】
・ 敷金
【毎月】
・ 家賃

・ 基本料金（当月日割り分＋翌月分）
・ 水道光熱費

・ 生活支援費

Ｑ．部屋賃料は？
【１階】
１００号室～１１１号室（約18m2） 73,000円
【２階】
２０１号室～２１１号室（約18m2） 76,000円
２００号室（特別室） （約31m2）120,000円

・ 食費

・ 介護保険自己負担分 等

Ｑ．毎月の料金は？
※１階入居時の例

・家賃
・水道光熱費
・生活支援費

７３，０００円
２２，０５０円
３６，７５０円

小計(1) １３１，８００円
・食費

５３，１００円
小計(2) １８４，９００円

<家賃以外消費税が別途かかります>
※その他、介護保険料自己負担およびおむつ等
実費精算があります。

Ｑ．入居時にいくら必要ですか？
入居時は下記のようになっています。
・ 敷金 （家賃の2か月分）
１F:１４６,０００円 ／ ２F:１５２，０００円
・ 基本料金 （当月日割り＋翌月分）
※基本料金は毎月の料金（右上表）の小計（1）の
金額です。食事有りの場合小計(2)になります。
※敷金は３年償却となります。
※途中退去の場合、日割り分を返却致します。

※毎月の料金について
食費の内訳は、朝４９０円・昼５９０円・夜６９０円で、
外出等の事前連絡でキャンセル可能です。
※体験入居も可能です。（空室がある場合）
料金は基本的に、上記の日割りとなりますが、
詳細はご相談下さい。
※見学時、食事の試食も可能です。（実費）
事前にご予約をお願いします。

有料老人ホーム
訪問介護事業所

ご不明な点は、
お気軽にご相談下さい。
〒470-0103 愛知県日進市北新町殿ヶ池上546番地8
運営法人：あいほーむ株式会社
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://aihome-nisshin.com

ＴＥＬ ： ０５６１-７３-０００５
E-mail： info@aihome-nisshin.com

地域から愛される施設
利用者様から愛されるサービス
愛があふれる・・・

・所 在 地
・延べ床面積
・敷地面積
・構
造
・運営法人
・種
別
・併設事業所
・居住形態

日進市北新町殿ヶ池上546の8 ・居
室
20室（全室個室・夫婦部屋有り）
1456.08 ㎡
・介護保険
訪問介護、訪問看護、福祉用具等すべて使えます
947.56㎡
・居室設備
スタッフコール、床暖房、エアコン、トイレ、洗面台
住宅型有料
鉄骨2階建て
介護ベット、寝具（羽毛布団）、カーテン、テレビ配線
あいほーむ株式会社 老人ホームへ・共用設備
ロビー、浴室（個浴、リフト浴、特別浴槽）、食堂、トイレ
高齢者専用賃貸住宅 登録準備中
キッチン、地域交流室（カラオケなど）、喫茶コーナー
訪問介護・予防訪問介護
・連絡先
ＴＥＬ：０５６１-７３-０００５ ＦＡＸ：０５６１-７３-７５０４
賃貸方式
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ法人 特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク

まずはお電話下さい！

ホームページは

http://aihome-nisshin.com/
こちら！
E-mail ： info@aihome-nisshin.com

