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入所のご案内

RQR721-10-311-005

医療法人　来光会

老人保健施設ピエタ

9. 洗濯

原則、ご家族でお願いします。

入所中において、利用者の衣服の洗濯を

専門業者に依頼される場合は、業者 （有償）

との取次ぎを施設が承ります。

希望される方はピエタ事務所にてお申込み

下さい。

※使用中の衣類やタオル等が劣化し、

ホツレ等がある場合は、面会時にお持ち帰り

願います。

職員が気付いた場合、『別袋』に入れて

おきます。

持ち帰った分については名前を記載し、

補充して下さい。

11. 協力医療機関

1）医科
医療法人 来光会

尾洲病院 （院長 脇田久）

愛知県一宮市浅井町小日比野字 新太

37番地 （併設）

2）歯科
森歯科医院 （院長 森幹太）

愛知県一宮市浅井町尾関同者165

（施設から1.1キロ）

10. 整髪 （有償）

1）（理容：カットのみ）

毎月1回、火曜日に理髪サービスを

ご利用いただけます。

2）（美容：カット、毛染め、パ－マ等可）

毎月1回、第4木曜日に出張による

美容サービスをご利用頂けます。

1）2）ともに予約定員制ですので、

希望される方はピエタ事務所にて

事前にお申込み下さい。

12. その他

1）入所時には避難経路、避難口をご確認

下さい。

災害発生時には、職員の指示に従って

下さい。

2）入所者の身上に関する事柄に変更が生じた

場合は、速やかに届出をお願いします。

3）介護保険被保険者証、介護保険負担限度

額認定証等、内容に変更が生じた場合は

速やかに事務所又は担当支援相談員に

申し出て下さい。

4）その他不明な点等ご質問がありましたら

職員までお気軽にお問合せ下さい。

ピエタ1階喫茶コーナーにて相談箱

「明日の声」を設置しておりますので

是非ご活用下さい。

医療法人 来光会

老人保健施設 ピエタ 〒491-0104 一宮市浅井町小日比野字新太37番地

ＴＥＬ（0586）51-5411 ＦＡＸ（0586）51-5479
【メールアドレス】 pieta@raikoukai.or.jp   

【ホームページアドレス】 http://www.raikoukai.or.jp/index.html
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　   １.　入所時に必要なもの　　

２.　1日のお過ごし方　　　

4. 外出・外泊

1）外出・外泊の際は「外出・外泊届」

を書いて頂きますので、各フロア職員

に申し出下さい。

2）食事を中止できる最終時間は

以下のとおりです。

朝食： 前日17：30まで

昼食： 当日9：30まで

夕食： 当日15：30まで

3）入所中の医療機関への受診は、

施設からの依頼による診察のみ

です。

止むを得ず、医療機関に受診する

場合は、受診前に施設にご相談下さい。

3. 回診

月～土（日・祝日を除く）、医師が

勤務しております。必要に応じて診察

を行います。

6. 面会

1）面会時間は以下のとおりです。

10：00～20：00

以下の時間帯は夜間口をご利用

下さい。

平日： 19：30 ～ 20：00

日・祝日： 10：00 ～ 20：00

年末年始： 終日

2）面会簿の記入をお願いします。

・8：30～17：00 月～土（日・祝日

を除く） 1階事務所カウンター

・日・祝日、上記時間帯外

各階のサービスカウンター

3）食べ物の差し入れは、誤嚥事故あるい

は食中毒防止のため、ご遠慮下さい。

食べ物の差し入れについて医師が許可

した場合において、例外的に認めます。

その際は、必ず持ち込まれた方と一緒に

お召し上がり下さい。

また、食べ残されたものについては、必ず

持ち込まれた方の責任でお持ち帰り下さい。

7. 飲酒・喫煙

1）施設・敷地内は全館禁煙です。

ライター等の火気類の持ち込みは禁止

です。

2）アルコール類の持ち込みも禁止です。

8. 利用料金

1）保険の算定基準により算定させて

頂きます。

2）利用料料金は月2回にわけて精算

致します。

月の15日、末日に締切、その締切日の

5日後に発行します。ピエタ1階事務所

にて お支払下さい。

（月～土（祝日を除く）8：30～17：00まで）

5. 金銭管理

紛失、トラブル等防止のため、現金、

貴重品は所時しないようお願い致します。

金銭の所時が必要な方は、以下の

サービスをご利用下さい。

施設管理する金銭の限度額： 常時

10,000円まで。

管理する金銭等の形態： 現金

保管場所 ： 事 務 所

出納方法 ： 依頼により支援相談員が

出納し、現金出納表に

入出金の経過を記します。

※ 施設管理サービスをご利用されない

方は、自己管理、自己責任でお願い

致します。

手続きに必要な物 入所生活に必要な物

□ 介護保険被保険者証

□ 介護保険負担限度額認定証 ※         

□ 医療保険被保険者証

□ 医療受給者証 ※ 

□ 身体障がい者手帳 ※                                               

□ 精神障がい者手帳 ※                      

□ ペースメーカー手帳 ※                     

□ 尾洲病院利用者カード ※                       

□ その他

※ 対象者の方のみお持ちください。

□ 部屋着（上・下）（5組以上）

□ パジャマ （2組以上）

□ 下着 （5枚以上）

□ バスタオル（9枚以上）

□ フェイスタオル（10枚以上）

□ 室内履き（2足<洗い替え用>）
（普段履きなれていて、踵が固定

衣

類

日
用
品
費

□ 歯ブラシ

□ 歯磨き粉

□ 入れ歯洗浄剤（義歯ケース）

□ ヘアーブラシ

□ 電気カミソリ

□ ティッシュペーパー

□ 洗濯物入れ袋 （レジ袋等 5～6枚）

□ 交換衣類を入れる大きめのバック

※ 各持ち物にはフルネームを油性マジックで記入して下さい。

※ 上記持ち物は、退所時に必ずお持ち帰り下さい。

6：00 起床・着替え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トイレ誘導、食堂へご案内します。洗面、温かい

おしぼりで顔を拭きます。

（自分で行うことができない方は職員が

お手伝いします）

7：30 朝食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1日のエネルギーを充電しましょう。ご希望に応じて

パン食も選択できます。（要相談）

8：30 食後の歯磨き、トイレ誘導・・・・・・・・・・・・・

9：00 ラジオ体操・軽体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

季節、行事、天気等のお話

10：00  水分補給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・

日替わりで牛乳、ジュース、ココア等提供しています。

11：00 嚥下体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

食事の前に口の体操を行います。

11：30 昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お昼からのリハビリ等に向け、しっかりと摂りましょう！

12：30 食後の歯磨き、トイレ誘導、お部屋

でひと休み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お部屋、機能訓練室、食堂で。お過ごし方は 自由です。

13：30 入浴・リハビリ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

浴室へご案内します。おむつ交換等します。リハビリは専門職

が伺います。リハビリは、立つ、座る 、歩く事や腕、脚の運動を

行います。 昔の話をしたり、計算問題、間違い探し等を行います。

14：00 レクリエーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

様々なレクリエーションメニューをご用意しております。

14：45 トイレ誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15：00 おやつの時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日毎に替わります（ケーキ、饅頭、アイス等）。 固形の物が召し

あがり難い方には、ゼリーやプリンを提供させて頂きます。

16：00 テレビ鑑賞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夕食前のリラックスタイム。

16：30 トイレ誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

18：00 夕食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2つのメニューから選択できます。

（特別な指示がある方は除きます。要事前申込）

19：00 食後の歯磨き、トイレ誘導、就寝の準備

歯磨き、入れ歯の洗浄、パジャマに着替える等して寝る前

の準備をします。

21：00 就寝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ゆっくりお休み下さい。


