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セントケアはるか

仙台太白

最期のおうちが

こころ穏やかに過ごせる

居場所でありますように…

在宅ホスピス



セントケアはるか仙台太白

所長：髙木 こずえ

『これまでも』『これからも』ずっと在宅

『お客様が住み慣れた環境で

最期までどう生きるか』

セントケアは創業以来40年、在宅サービスをメインにサービスを提供

してまいりました。

このたび新規開設いたします『セントケアはるか仙台太白』は、

在宅サービスの最終章である『在宅ホスピス』の位置づけとなります。

お客様が住み慣れた地域で、出来る限りご自宅に近い環境の中で、

家族や友人… 愛する人々に囲まれながら、自分らしく生きる。

その時間を少しでも長く快適にお過ごしいただけるよう、お手伝い

してまいります。

悠久の悠から、ゆったりとした穏やかな時間や事柄…という意味。

お客様にとって心穏やかに過ごせる時間になるように、との思い

を込めて名付けました。

『はるか』とは…

手厚いサポート体制の整った

『自己決定のできる生活の場所』

『人生最期の居場所』を提供してまいります。

お客様ご本人のご意志を、ご家族様や医療機関

と連携して叶えてまいります。



手厚いケア体制

一般的な在宅ホスピスにおいては、入居の定員数が35名から50名程度となっ

ていますが、12名のお客様を8名のスタッフで担当いたします。

お客様が安心して生活でき、最期まで質の高い人生を送れるようサポートい

たします。

24時間365日の看護・介護対応

セントケア仙台太白では、看護師による継続的な医療対応やヘルパーによる生活支

援対応をしています。

日常生活において介助を必要とされるお客様や、がん・難病のお客様が安心して生

活できるよう支えてまいります。

転倒や感染を予防するための設備

・衝撃吸収性の床材を用いており、万一の転倒時も衝撃を和らげます。

・天井設置型の本格的な空気清浄機により飛沫を天井から補足し、フロア内に

おける感染拡大を抑制します。

・睡眠状態の見える化により、お客様それぞれの体調の変化にも素早い対応を

可能とします。

セントケアホスピスの特色

自由なライフプランの設定

お客様、ご家族様の『笑顔』のために、最良の事を考えて動きます。

お客様がご自身の意志で活動できる場を提供いたします。

あなたの叶えたい夢は何ですか？

その夢、一緒に叶えていきましょう



訪問看護

サービスイメージ

相談窓口に担当に電話でお問い合わせください。

施設環境、生活の様子、医療対応や医療連携などご説明、見学いただきます。

予約を承ります。

住宅型有料老人ホームにご入居いただき、介護保険対応による訪問介護（ヘルパー）

が提供するケア、医療保険対応による訪問看護師が提供するケアで対応いたします。また、

保険外サービスとして臨機応変な活動サポートを行う包括ケアサービスで、お客様に必要

なサービスを隙間なく提供し、ご要望に対応いたします。

サービスを組み合わせて、また医療機関とも連携していくことで、住み慣れた地域や人

との「つなぎ役」となり、最期までお客様の居場所をご提供し続けます。

がん末期・難病（厚生労働大臣が認める疾病 別表７）の方

介護保険未申請の方は、ご相談ください。
※P６ 入居対象者一覧を参照ください

入居対象者

在宅医・薬剤師居宅介護支援

ケアマネ

訪問看護
住宅型有料老人ホーム

セントケアはるか仙台太白

地域のボランティア他訪問介護

お客様・ご家族様



ご入居までの流れ

相談窓口担当に電話でお問い合わせください。

施設環境、生活の様子、医療対応や医療連携など説明の上、

ご見学いただきます。

ステップ１
お問い合わせ

施設内をご見学いただきます。

施設ご利用についての説明をさせていただきます。

お困りごと等も、その際に確認させていただきます。

ステップ２
ご見学※予約制

ステップ３ ご入居の意思決定

入居ご希望の場合は、申込書に必要事項を

ご記入いただき、施設までご提出ください。

ご入居に必要なその他の書類をご準備いただきます。

ステップ４ 面談・情報提供等

ご入居されるご本人様、そしてご家族様との面談を行います。

病院、ご自宅にお伺いし、実際の身体状況などを確認させて

いただきます。

ステップ５ 入居判定

いただきました情報をもとに入居判定し、

こちらからご連絡いたします。

ステップ６
ご契約・ご入居

在宅型有料老人ホームとの契約のほか、利用するサービス事業所

（訪問看護・訪問介護・薬局他）と契約を結んで頂きます。ご入居の

際は、安心してお過ごしいただけるようサポートいたします。

スタッフ一同お待ちしております



広さ

浴室

その他

設備（リビング）

設備（居室）
32型TV・エアコン・照明・カーテン・チェスト・ローテーブル

電動ベット・ソファーベット・トイレ・洗面所・クローゼット

１２部屋

居室はご家族様がお泊りできるように、ソファーベットをご用意しております。

カフェスペースキッチンやリビングダイニングのアイランドキッチンで

ご家族様が入居者ご本人様のために、お好きなお食事を作ることも可能です。

２１㎡ ２部屋 （家賃 75,000円（税別））

２５㎡ １０部屋 （家賃 90,000円（税別））

中央談話ラウンジの左右に居室6部屋、リビングダイニング（2カ所）

TV・車椅子用トイレ

個浴（1ヶ所）・機械浴（1ヶ所）

談話ラウンジ・カフェスペースキッチン

お風呂（機械浴）

施設内案内

カフェスペース キッチン

居室



【介護給付の支給限度額基準と自己負担額：地域区分単価※10.42で計算】

要介護度 利用限度額/月

要介護１ 16,765単位

要介護２ 19,705単位

要介護３ 27,048単位

要介護４ 30,938単位

要介護５ 36,217単位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※地域区分単価は利用するサービスによって異なります

【その他の費用】

オムツ 実費

生活備品 実費 自室内使用分実費・共有部分は施設備品

リネンサービス 31日の場合　6,200円 日割　200円

プライベートケア

看護師：5,000円/時間

介護士：3,600円/時間

37,739円 75,477円 113,215円

【自費サービス費】

28,184円 56,368円 84,552円

32,238円 64,475円 96,712円

20,533円 41,066円 61,598円

1割 2割 3割

17,470円 34,939円 52,408円

※指定難病は申請が必要です

項目（基本料金） 金額（月額・税抜） 備考

家賃
２１㎡ 75,000円

２５㎡ 90,000円

２１㎡ 2部屋

２５㎡ 10部屋

管理費 30,000円

らいふプラン料 200,000円 利用開始初月のみ

包括ケアサービス料 150,000円 日割 5,000円/日（税抜）

朝 食：360円

昼 食：790円

夕 食：660円
食事サービス

維持管理費・水光熱費 他

30日の場合 月額54,300円

31日の場合 月額56,110円

合 計

初月のみ最大 500,000円

次月より 月額 356,110円

介護保険の自己負担分、医療費（限度額認定書申請が手続き必要です）

＋

日常生活圏域外、

または日常生活の枠を超えて行うケア

※3時間以上のサービス料金

項目（基本料金） 金額（月額・税抜） 備考

※１包括ケアサービス料は、3時間以内の日常生活圏域で行うケア

基本サービス費 30,000円

利用料金

※１

家賃（25㎡）・管理費・らいふプラン料

基本サービス費・包括ケア料込み

初月のみ最大 556,110円

（31日分の食費含む）

※指定難病は申請が必要です

次月より 月額 300,000円



②多発性硬化症

③重症筋無力症

④スモン

⑤筋委縮性側索硬化症（ALS )

⑱後天性免疫不全症候群

⑨パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基低核変性
症及びパーキンソン病（ホ―エン・ヤールの重症度分類がステージ3
以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のもの）

⑲頸髄損傷

⑳人工呼吸器を使用している状態

セントケアはるか仙台太白では原則、下記の方をご入居対象者としております。

⑩多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャ
イ・ドレ―ガー症候群）

⑪プリオン病

⑫亜急性硬化性全脳炎

⑬ライソゾーム病

⑭副腎白質ジストロフィー

⑮脊髄性筋萎縮症

疾患・医療処置

①末期の悪性腫瘍（末期がん）

⑯球脊髄性筋萎縮症

⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎

⑦ハンチントン病

⑧進行性筋ジストロフィー症

⑥脊髄小脳変性症

ご入居の条件



Ｑ１．

Ａ．

Ｑ２．

Ａ．

Ｑ３．

Ａ．

Ｑ４．

Ａ．

Ｑ５．

Ａ．

Ｑ６．

Ａ．

Ｑ７．

Ａ．

差し入れや調理はできますか？

はい、できます。材料をご持参いただければ、ダイニングキッチンでお料理いた
だくことができます。

付き添いの寝具などは、貸してもらえますか？

はい、ご用意しております。寝具一式・タオルなどのレンタルがございます。

家族が遠方なので、なかなか面会に来れないのですが？

iPadやテレビ画面を使ったオンライン面会が可能です。

ペットをお部屋で飼うことはできますか？

申し訳ございません。お部屋で飼うことはできませんが、お連れいただければ、
お部屋での面会は可能です。

面会に制限はありますか？　

原則ございません。面会前に抗原検査をさせていただき、陰性を確認してからの
面会になります。また、面会時間に関しても制限はございません。

夜間の付き添いは出来ますか？

はい、出来ます。お一人であれば、お部屋にご家族様用のソファーベッドがござ
いますのでそちらをご利用いただき、お休みいただけます。

付き添いの家族の食事は出してもらえますか？

はい、お客様と同じメニューをお出しすることは可能です。また、ご自分でお作
りになってお召し上がりいただくことも可能です。

面会・付き添い編よくあるご質問



Ｑ１．

Ａ．

Ｑ２．

Ａ．

Ｑ３．

Ａ．

Ｑ４．

Ａ．

Ｑ５．

Ａ．

趣味の物を持ち込んでもいいですか？

はい、大丈夫です。物によっては、お声がけさせていただくことがあるかもしれ
ません。

お酒は飲めますか？

はい、お飲みいただけます。

タバコは吸えますか？

はい、決められた喫煙場所にて、ご喫煙いただけます。ただし、お部屋でのご喫
煙は禁止させていただいております。

外出の際の付き添いはお願いできますか？

はい、できます。3時間以内の付き添いは内容にかかわらず可能です。お声がけ
下さい。また、3時間を超える外出の場合は、別途自費サービスにて対応させて
いただきます。

美容師さんに来てもらうことは可能ですか？

はい、可能です。事前にお声がけ下さい。

趣味・嗜好編よくあるご質問



Ｑ１．

Ａ．

Ｑ２．

Ａ．

Ｑ３．

Ａ．

Ｑ４．

Ａ．

Ｑ５．

Ａ．

Ｑ１．

Ａ．

はい、できます。体験入居の期間は２泊３日までとしております。
料金は1泊11,000円（消費税込）です。食事料金や自費サービス費用は別途ご負
担いただきます。

ソフト食やミキサー食などの食事形態は、どこまでできますか？

お客様の状態に合わせて、対応できます。

身の回りのお世話は、どこまでしてもらえますか？

掃除・洗濯・入浴・食事など、日常生活に必要なお手伝いを行います。

体験入居はできますか？

貴重品のお預かりはしてもらえますか？

申し訳ございません。基本的にはお預かりできません。日常品の購入などに必要
なお金に関しましては、ご相談させていただきます。

食事のメニューは決まっているのでしょうか？

基本的に3食のメニューが決まっておりますが、必ずしもそのメニューを食べな
くとも大丈夫です。その日、食べたいものがありましたら、お声がけ下さい。

ご飯の他に、お粥やパンは希望できますか？

はい、できます。お声がけ下さい。

ご本人様の日常生活編

体験サービス

よくあるご質問



セントケアはるか仙台太白
（在宅ホスピス）

〒982-0818

宮城県仙台市太白区山田新町72番地

ＴＥＬ：０２２－３０７－１０２２

ＦＡＸ：０２２－２４５－８７８８ 管理者：髙木

■お気軽にお問い合わせください。見学も随時承っております。

アクセス方法：

・地下鉄富沢駅から車で10分

（286号線沿い：山田IC近く）

・お車の場合は、仙台南部道路

山田インター下車、5分

ご案内



セントケア東北株式会社

あなたの願いは、何ですか？

聴かせて下さい…その願い


