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H23.6.16リハビリ勉強会

退院後の療養先について

「微分・積分」勉強会！
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２極化 → 『在宅か施設か・・・』

高齢者住まい法の改正で多様な住まいとして有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅などの
供給を拡大するという方針が示されています。
「住まい」に関する包括的な保障体制づくりの本格的な検討が早急に求められています。

介護保険制度発足（２０００年）

現 在

居住形態の多様化

『できるかぎり住まいで暮らし続けていく形の模索』
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有料老人ホームってどんなものがある？

介護付介護付介護付介護付きききき有料老人有料老人有料老人有料老人ホームホームホームホーム

住宅型有料老人住宅型有料老人住宅型有料老人住宅型有料老人ホームホームホームホーム

健康型有料老人健康型有料老人健康型有料老人健康型有料老人ホームホームホームホーム

自立高齢者のみを対象とした施設。介護が必要になったら原則退去。
非常に少ない。

介護が必要になったら、要介護認定を受けて、居宅サービスを利用。
住宅型有料老人ホームは、「特定施設入居者生活保護」を受けていません
ので、そのホームのスタッフが介護サービスの提供をすることはありません。

介護が必要になったら、要介護認定を受けて、居宅サービスを利用。

入居金

241,500248,172245,897243,687241,444239,201235,613227,09013,500,000Aタイプ

自立自立自立自立要介護要介護要介護要介護5要介護要介護要介護要介護4要介護要介護要介護要介護3要介護要介護要介護要介護2要介護要介護要介護要介護1要支援要支援要支援要支援2要支援要支援要支援要支援1

介護付有料老人ホーム
（一般型特定施設入居者生活介護）

グランダ大森山王

保証金

300,000258,000105,00063,00090,000500,000

賃料 食費 管理運営費 合計
プラス介護保険

1割負担

介護付有料老人ホーム
（一般型特定施設入居者生活介護）

ＮＲＥ大森弥生ハイツ



4

入居一時金３１５万 円
月額費用１７０，５００ 円

住宅型有料老人ホーム

グラニー雪ヶ谷・大田

ケアハウスって？？？？
老人福祉法老人福祉法老人福祉法老人福祉法 軽費老人軽費老人軽費老人軽費老人ホームホームホームホーム

ＡＡＡＡ 型型型型・・・・・・・・・・・・家族家族家族家族とのとのとのとの同居同居同居同居がががが困難困難困難困難なななな高齢者高齢者高齢者高齢者がががが対象対象対象対象。。。。
食事食事食事食事・・・・入浴入浴入浴入浴サービスサービスサービスサービス・・・・緊急対応緊急対応緊急対応緊急対応がついたがついたがついたがついた住宅住宅住宅住宅。。。。

ＢＢＢＢ型型型型・・・・・・・・・・・・ＡＡＡＡ 型型型型とととと同様同様同様同様だがだがだがだが自炊自炊自炊自炊がががが基本基本基本基本。。。。

（ともに、所得制限がある）

軽費老人軽費老人軽費老人軽費老人ホームホームホームホーム

一般型一般型一般型一般型・・・・・・・・・・・・原則自立原則自立原則自立原則自立したしたしたした生活生活生活生活ができることがができることがができることがができることが要件要件要件要件（所得の制限がない）
自宅同様、居宅サービスを利用。職員は、介護サービスを行わない。

介護型介護型介護型介護型・・・・・・・・・・・・要支援要支援要支援要支援・・・・要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定をををを受受受受けているけているけているけている人人人人がががが対象対象対象対象
「特定施設入居者生活介護」の届出。
契約により、２４時間施設職員による介護サービスを受けることができる。

※大田区にはありません

ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス

１９７０１９７０１９７０１９７０年代年代年代年代にににに建建建建てられたものがてられたものがてられたものがてられたものが多多多多くくくく、、、、
建建建建てててて替替替替ええええ後後後後ははははケアハウスケアハウスケアハウスケアハウスへへへへ。。。。

費用費用費用費用：：：：約約約約7万万万万～～～～18万円万円万円万円

費用費用費用費用：：：：約約約約６６６６万万万万～～～～14万円万円万円万円

費用費用費用費用：：：：約約約約5千円千円千円千円～～～～4万万万万5千円千円千円千円
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軽費老人ホーム（Ｂ型）
おおもり園

利用料利用料利用料利用料
月額5,000円から27,100円（居室料）

生活費、光熱水費等は自己負担

対象者対象者対象者対象者
次の要件をすべて満たす方
（1） 60歳以上（配偶者とともに利用するときは

どちらかが60歳以上）の方
（2） 家庭環境、住居等の理由により、
居室において生活することが困難な方

（3） 健康で自炊ができる方
（4） 保証人を立てることができる方

・定員５０名

軽費老人ホーム（Ａ型） 品川
東海ホーム

利用料利用料利用料利用料
月額70,000円から80,000円（居室料）

生活費、光熱水費等は自己負担

対象者対象者対象者対象者
次の要件をすべて満たす方
・ 60歳以上の方で、炊事ができない等、
日常生活が困難な方で、一定以上の

年収がある方。
・定員 ５０名

ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス 弘陽園弘陽園弘陽園弘陽園（（（（ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス一般型一般型一般型一般型））））
（（（（２０２０２０２０室室室室））））

日常生活は概ね自立しているが、身体機能の
低下や高齢などにより自宅での生活が不安な方。
食事等日常生活に必要なサービスを提供。
自立した生活が困難になった場合は
必要な外部サービスを利用されるか、
併設の介護型の部屋に移ることが可能。

ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス 弘陽園弘陽園弘陽園弘陽園（（（（ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウス介護型介護型介護型介護型））））
（（（（４０４０４０４０室室室室））））

東京都三鷹市 社会福祉法人東京弘済園

常時介護が必要な方に、介護保険における
入浴、排泄、食事等とその他の日常生活で
必要なサービス等を専門の介護職員等が行う。

ユニット形式（１ユニット１０名）の暮らし方

特定施設入居者生活介護指定特定施設入居者生活介護指定特定施設入居者生活介護指定特定施設入居者生活介護指定
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「高齢者専用賃貸住宅」って、なぁに？？？

高齢者のみを対象にした賃貸住宅のこと。
平成１３年に定められた高齢者居住法に位置づけられた賃貸住宅。
「利用権契約」を結ぶことが多い有料老人ホームと異なり、高専賃は、「賃貸借契約」に限定
されるため、借地借家法借地借家法借地借家法借地借家法に守られ、住み続けの権利が保障される。

【【【【 特特特特 徴徴徴徴 】】】】
・基本的には賃貸住宅なので、自由な暮らしができる。
・費用は、家賃＋管理費→
（管理費の中に、２４時間見守りスタッフの人件費が含まれる。別途サービス契約に
より、食事、家事支援サービスなどがある。）

・・・・高齢者円滑入居賃貸住宅高齢者円滑入居賃貸住宅高齢者円滑入居賃貸住宅高齢者円滑入居賃貸住宅 ・・・・高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向けけけけ優良賃貸住宅優良賃貸住宅優良賃貸住宅優良賃貸住宅 ・・・・高齢者専用賃貸住宅高齢者専用賃貸住宅高齢者専用賃貸住宅高齢者専用賃貸住宅

高専賃・高優賃・高円賃の３つに分けられます！！

高齢者専用賃貸住宅高齢者専用賃貸住宅高齢者専用賃貸住宅高齢者専用賃貸住宅やややや、、、、ケアハウスケアハウスケアハウスケアハウスなどなどなどなど、、、、「「「「特定施設特定施設特定施設特定施設でないでないでないでない住宅住宅住宅住宅」」」」はははは、、、、
重度化重度化重度化重度化したしたしたした際際際際にににに、、、、住住住住みみみみ替替替替えがえがえがえが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる。。。。
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「高齢者専用賃貸住宅」は、吟味が必要！

・運営主体に制限はありません。

・家賃や住宅の広さ、バリアフリー構造など一定の要件を満たし、賃貸役契約を結ぶ
住宅であれば、高専賃となり得る。

・特に基準や条件などがなく、「情報提供」の仕組み
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ココファンココファンココファンココファン池上池上池上池上
入居時、敷金２ヶ月＋事務手数料
月額総額１３万円～１４万円
（食費込み一人）

夫婦での入居も可能

終身建物賃貸借契約可能！
礼金や更新料・権利金が不要で、高齢者（60

歳以上）の単身・夫婦世帯の方が終身にわ
たって賃貸住宅に居住できる制度です。

日本で初めて、「終身建物賃貸借契約」を結ん

だ企業

デンハウスデンハウスデンハウスデンハウス大森山王大森山王大森山王大森山王
入居時、敷金２ヶ月＋礼金５ヶ月
月額総額１６万円～２２万円
（食費別・基本サービス費６万円込み）

夫婦での入居も可能

サービス付き高齢者専用賃貸住宅！
基本サービス：医療相談（月１回）

看護師による健康相談（月１回）
見守り・緊急対応等

医療法人大森山王病院が作ったサービス付き

高専賃。

グループホームって？（認知症対応型共同生活介護）

地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス

原則施設の所在地の住民が対象。

他の施設に比べ、職員体制が厚い。 月額：１２万円～１８万円
（入居一時金が必要なところもある）

65歳以上歳以上歳以上歳以上、、、、要支援要支援要支援要支援2以上以上以上以上でででで、、、、軽度軽度軽度軽度・・・・中度中度中度中度のののの認知症認知症認知症認知症がありがありがありがあり、、、、

共同生活共同生活共同生活共同生活がががが可能可能可能可能なななな人人人人。。。。
「「「「できることはできることはできることはできることは自分自分自分自分でででで行行行行ないながらないながらないながらないながら生活生活生活生活をするをするをするをする！」！」！」！」がががが基本基本基本基本。。。。

入居要件入居要件入居要件入居要件

メリットメリットメリットメリット

デメリットデメリットデメリットデメリット

自発的な暮らしを重視。家庭的な雰囲気の中で認知症の進行を遅らせるような支援がなされる。

介護が重度化した場合には、退去が必要な場合が多い。

設置主体は市区町村 大田区には現在２５ヶ所
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このほかに・・・・

シルバーハウジングシルバーハウジングシルバーハウジングシルバーハウジング

・高齢者向きの公的賃貸住宅。
入居条件：６５歳以上の単身、もしくは、夫婦世帯。収入用件あり、持ち家の方は入居できない。

・費用 １万円～１３万円 （地域・住宅・収入により異なる）

メリット： 自立した人が低額で利用できる
デメリット ： 抽選！介護度が重度化した際に住み替えが必要

グループリビンググループリビンググループリビンググループリビング

・高齢者自身が、高齢化による身体機能の低下と1人暮らしの孤独や不安を考慮し、
従来家族が行なってきた調理や清掃、食事を共にするといった家族の無償の行為を
共同化・合理化して、一つ屋根の下で共同で住まう居住形態。

メリット ： 介護保険施設介護保険施設介護保険施設介護保険施設に比べて、自由・自立を重んじたライフスタイル

デメリット ： 相性のよくない人とも人間関係をうまく保って、長期間過ごしていくようにする必要あり。

グループリビンググループリビンググループリビンググループリビング「「「「ライフリーライフリーライフリーライフリー 大場大場大場大場 」」」」

NPO法人法人法人法人シニアスマイルシニアスマイルシニアスマイルシニアスマイル

契約一時金は280万円、共益費と居室代
合計約12万円（食費別）。

横浜市青葉区大場町 。住戸数は14戸。

シルバーピアシルバーピアシルバーピアシルバーピア南馬込南馬込南馬込南馬込
対象者対象者対象者対象者
1.区内に引き続き3年以上居住している
65歳以上の単身者または二人世帯
（同居者は60歳以上で二親等内の

親族か配偶者と世帯を構成し、
その期間が1年以上経過していること）。
2.住宅に困っていること。
3.収入が基準内であること。
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平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命*

男性男性男性男性 79.0歳歳歳歳
女性女性女性女性 85.8歳歳歳歳

平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命*

男性男性男性男性 79.0歳歳歳歳
女性女性女性女性 85.8歳歳歳歳

健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命* *

男性男性男性男性 77.6歳歳歳歳
女性女性女性女性 80.6歳歳歳歳

健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命* *

男性男性男性男性 77.6歳歳歳歳
女性女性女性女性 80.6歳歳歳歳

できる限り元気な老後を送る
ことを考え、なおかつ、介護
が必要となる時期を考えた
資金計画を！

高齢者向高齢者向高齢者向高齢者向けけけけ住住住住まいのまいのまいのまいの契約形態契約形態契約形態契約形態についてについてについてについて

●●●● 利用権契約利用権契約利用権契約利用権契約
有料老人ホームに多い契約形態。事業者が提供する居室や共用設備、サービスを
利用するための包括的な契約。

デメリットデメリットデメリットデメリット
賃貸借契約のように法的な根拠はない。
事業所の都合により、居室の変更をされたり、事業者が倒産した場合の住み続けの権利が
必ずしも保障されていない。

●●●● （（（（終身建物終身建物終身建物終身建物））））賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約

『借地借家法』に定められた居住者の権利を守る法律。万が一事業者が倒産しても、
その住宅に住み続ける権利は守られる。借家人の権利が極めて強い契約方式。

終身賃貸借契約終身賃貸借契約終身賃貸借契約終身賃貸借契約
賃貸借契約の特別な類型。（根拠法：高齢者の居住の安定確保に関する法律。）
居住者の死亡をもって契約が終了となる。
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自宅自宅自宅自宅でずっとでずっとでずっとでずっと住住住住みみみみ続続続続けるけるけるける
場合場合場合場合のののの資金計画資金計画資金計画資金計画。。。。

（Ａ（Ａ（Ａ（Ａさんのさんのさんのさんの場合場合場合場合））））

１ヶ月約２２万円

早早早早めにめにめにめに介護付有料老人介護付有料老人介護付有料老人介護付有料老人ホームホームホームホーム
（（（（入居時自立型入居時自立型入居時自立型入居時自立型））））にににに
入居入居入居入居するするするする場合場合場合場合のののの資金計画資金計画資金計画資金計画

（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂさんのさんのさんのさんの場合場合場合場合））））

１ヶ月３２４，５００円
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要介護度要介護度要介護度要介護度がががが重重重重くなったくなったくなったくなった時点時点時点時点でででで、、、、
介護型介護型介護型介護型のののの有料老人有料老人有料老人有料老人ホームホームホームホームにににに
入居入居入居入居するするするする場合場合場合場合のののの資金計画資金計画資金計画資金計画。。。。

（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄさんのさんのさんのさんの場合場合場合場合））））

１ヶ月約２１万９千円

要介護度要介護度要介護度要介護度がががが重重重重くなったくなったくなったくなった時点時点時点時点でででで、、、、
特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームにににに
入居入居入居入居するするするする場合場合場合場合のののの資金計画資金計画資金計画資金計画。。。。

（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃさんのさんのさんのさんの場合場合場合場合））））

１ヶ月１２７，０００円
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高齢者の経済状況①

高齢者の経済状況②

◆高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでの生涯生涯生涯生涯をををを反映反映反映反映してしてしてして所得所得所得所得・・・・資産資産資産資産のののの格差格差格差格差がががが大大大大きいきいきいきい。。。。
生活保護を受けている65 歳以上の高齢者の数は年々増加している。単身世帯では
70 歳代男性で17.3％、女性が8.5％と単身高齢者の保護率が圧倒的に高い。

◆◆◆◆高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯はははは毎月毎月毎月毎月のののの収支収支収支収支がががが赤字赤字赤字赤字でででで、、、、貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄をををを取取取取りりりり崩崩崩崩してしてしてして生活生活生活生活しているしているしているしている。。。。
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・一次評価90点満点

大田区

・二次評価100点満点

希望施設

「(仮称)特別養護老人ホーム大森南」
の完成予定イメージ図（外観）

平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月オープンオープンオープンオープン予定予定予定予定

区内特別養護老人ホームが

平成２４年に２ヶ所増えます！！

６４床 ８０床

９月優先度申込期間：３月１日～８月３１日
３月優先度申込期間：９月１日～２月２８日
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微分・積分勉強会

「なんとなくわかった！」
「わかったつもりで今日は十分！」

当院には、病院と在宅、施設をつなぐ
部署があるから！

それが医療福祉部です！

ご清聴ありがとうございました。


