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居宅介護支援事業所ワンツー三羽 御中 2018年6月29日

三羽　弘美 様　
314

1 / 1
FAX: 087-22-3838

株式会社香川ケアサービス
ご利用者住所： 〒761-8005 〒 761-8014 指定事業者番号 9900000101

香川県高松市植松町 香川県高松市香西南町
12番地34

ご利用者名： 小笠原　万吉 様 担当： 高松　二郎
ご利用者TEL： 087-188-0188 TEL0877-100-100 FAX 0877-100-101

対応完了報告書
お客様番号 給付率 保険者番号 保険者 被保険者番号

188 90% 372011 高松市 1110000188

いつもお世話になっております。次の通り対応完了しましたこと、ご報告いたします。

サービス名　　　　　TAISコード
区分 数量 税 月額料金

計算
方法

ﾚﾝﾀﾙ料金
9月 10月

品名 日数 単位数 日数 単位数

1011 徘徊感知器貸与 00559-000001 入院
保留

1 式 8% 12,340 半月 6,170 7 617 0 0
ｷｬｯﾁｱｯﾌﾟｾﾝｻｰ
1013 自動排泄処理装置貸与 00170-000707 入院

保留
1 台 非 12,000 半月 6,000 7 600 0 0

KW-65H ｽｶｯﾄｸﾘｰﾝ

合　　　計 12,170 1,217 0

<<備考>>

　 



高松市居宅介護支援事業所 御中 2018年6月28日

綾川　一男 様　
313

1 / 1
FAX: 0877-120-121

株式会社香川ケアサービス
ご利用者住所： 〒769-0102 〒 761-8014 指定事業者番号 9900000101

香川県高松市国分寺町国分40-1 香川県高松市香西南町
12番地34

ご利用者名： 香川　太朗 様 担当： 高松　一郎
ご利用者TEL： 0877-120-160 TEL0877-100-100 FAX 0877-100-101

対応完了報告書
お客様番号 給付率 保険者番号 保険者 被保険者番号

120 90% 373019 引田町 1112000201

いつもお世話になっております。次の通り対応完了しましたこと、ご報告いたします。

サービス名　　　　　TAISコード
区分 数量 税 月額料金

計算
方法

ﾚﾝﾀﾙ料金
6月 7月

品名 日数 単位数 日数 単位数

1004 特殊寝台付属品貸与 00170-000527
納品 1 組 非 500 半月 250 13 25 31 50

KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本)
1004 特殊寝台付属品貸与 00170-000159

納品 1 枚 非 2,000 半月 1,000 13 100 31 200
ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ
1003 特殊寝台貸与 00170-000520

継続 1 台 非 7,000 月額 7,000 30 700 31 700
楽匠S 1ﾓｰﾀｰ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製
1008 スロープ貸与 00532-000022

継続 1 台 8% 5,000 月額 5,000 30 500 31 500
ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑ R-85SL
1009 歩行器貸与 00125-000011

継続 1 台 非 4,000 月額 4,000 30 400 31 400
ｱﾙｺｰ1S型

合　　　計 17,250 1,725 1,850

<<備考>>

　 



レンタル契約書 （お客様控） 1 / 1
契 約 日： 2018年06月18日

注文番号： 313
(賃借人 : 甲) (賃貸人 : 乙) お客様番号： 120

住所 〒 769-0102 株式会社香川ケアサービス
香川県高松市国分寺町国分40-1 代表取締役　瀬戸内　一郎 印

〒 761-8014

香川県高松市香西南町
氏名 香川　太朗 様

12番地34

(電話) 0877-120-160 (電話) 0877-100-100 (ＦＡＸ) 0877-100-101
上記の賃借人（以下「甲」といいます。）と賃貸人（以下「乙」といいます。）は、別紙契約条項に従い、下記の
とおりレンタル契約を締結します。この契約の成立を証するため本書２通を作成し、甲と乙が各１通を保有します
(別表)

商品名 数量 税 月額料金
計算 レンタル 6月 7月

方法 料金 日数 単位数 日数 単位数

BAL-1 自走用車いす 1台 非 500 月額 500 13 保険外 31 保険外

KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本) 1組 非 500 半月 250 13 25 31 50

ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ 1枚 非 2,000 半月 1,000 13 100 31 200

合　計 3,000 1,750 125 250

介護支援事業者 事業者名 高松市居宅介護支援事業所 事業者ｺｰﾄﾞ 3770001001

使用者及び使用 氏　　名 香川　太朗 様 電話 0877-120-160

場所 〒・住所 〒 769-0102 香川県高松市国分寺町国分40-1

使用場所 ■使用者住所に同じ（何れかにチェック、②の場合は使用場所をご記入ください）

□その他(                                                       )

介護保険 被保険者番号 1112000201 介護保険適用 ■ 有り（含む予定） □ 無し

レンタル料及び １回目　　　　　現金 ・ 振込 ・ 口座振替 ・ その他（　　　　　　　）
消費税等額のお ２回目以降　　　現金 ・ 振込 ・ 口座振替 ・ その他（　　　　　　　）
支払方法
レンタル開始月のレンタ レンタル開始日が開始月の１５日以前の場合･･･月額レンタル料金全額
ル料 レンタル開始日が開始月の１６日以降の場合･･･月額レンタル料の１／２相当額
レンタル開始月のレンタ レンタル終了日が終了月の１５日以前の場合･･･月額レンタル料の１／２相当額
ル料 レンタル終了日が終了月の１６日以降の場合･･･月額レンタル料全額
１ヶ月以内のレンタル料 レンタル開始日と終了日が同月内の場合･･･月額レンタル料金額

(物件に不具合が生じた場合は下記にご連絡下さい)
ご署名 連絡先 かがわレンタル　高松事業所

賃借人
氏名

電 話 0877-100-100

印 ＦＡＸ 0877-100-101

使用者
氏名

担当者 高松　一郎

印 営業時間 月曜～土曜　午前９：００～午後５：００



レンタル契約書 （賃貸人控） 1 / 1
契 約 日： 2018年06月18日

注文番号： 313
(賃借人 : 甲) (賃貸人 : 乙) お客様番号： 120

住所 〒 769-0102 株式会社香川ケアサービス
香川県高松市国分寺町国分40-1 代表取締役　瀬戸内　一郎 印

〒 761-8014

香川県高松市香西南町
氏名 香川　太朗 様

12番地34

(電話) 0877-120-160 (電話) 0877-100-100 (ＦＡＸ) 0877-100-101
上記の賃借人（以下「甲」といいます。）と賃貸人（以下「乙」といいます。）は、別紙契約条項に従い、下記の
とおりレンタル契約を締結します。この契約の成立を証するため本書２通を作成し、甲と乙が各１通を保有します
(別表)

商品名 数量 税 月額料金
計算 レンタル 6月 7月

方法 料金 日数 単位数 日数 単位数

BAL-1 自走用車いす 1台 非 500 月額 500 13 保険外 31 保険外

KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本) 1組 非 500 半月 250 13 25 31 50

ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ 1枚 非 2,000 半月 1,000 13 100 31 200

合　計 3,000 1,750 125 250

介護支援事業者 事業者名 高松市居宅介護支援事業所 事業者ｺｰﾄﾞ 3770001001

使用者及び使用 氏　　名 香川　太朗 様 電話 0877-120-160

場所 〒・住所 〒 769-0102 香川県高松市国分寺町国分40-1

使用場所 ■使用者住所に同じ（何れかにチェック、②の場合は使用場所をご記入ください）

□その他(                                                       )

介護保険 被保険者番号 1112000201 介護保険適用 ■ 有り（含む予定） □ 無し

レンタル料及び １回目　　　　　現金 ・ 振込 ・ 口座振替 ・ その他（　　　　　　　）
消費税等額のお ２回目以降　　　現金 ・ 振込 ・ 口座振替 ・ その他（　　　　　　　）
支払方法
レンタル開始月のレンタ レンタル開始日が開始月の１５日以前の場合･･･月額レンタル料金全額
ル料 レンタル開始日が開始月の１６日以降の場合･･･月額レンタル料の１／２相当額
レンタル開始月のレンタ レンタル終了日が終了月の１５日以前の場合･･･月額レンタル料の１／２相当額
ル料 レンタル終了日が終了月の１６日以降の場合･･･月額レンタル料全額
１ヶ月以内のレンタル料 レンタル開始日と終了日が同月内の場合･･･月額レンタル料金額

ご署名

賃借人
氏名

生年月日 昭和12年12月12日

印 保険者番号 373019 ( 引田町 )

使用者
氏名

有効期間 2017年07月01日 ～ 2017年09月30日

印 介護度 要支援２
　



個人情報利用同意書（例）

　私（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用することに

同意します。

記

１　使用目的

(1)　介護サービスの提供を受けるにあたって、介護支援専門員と介護サービス事業者との間で開催される

   サービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。

(2)　上記(1)の外、介護支援専門員又は介護サービス事業所との連絡調整のために必要な場合。

(3)　現に介護サービスの提供を受けている場合で、私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、

     医師・看護師等に説明する場合。

２　個人情報を提供する事業所

(1)　居宅サービス計画に掲載されている介護サービス事業所

(2)　病院又は診療所（体調を崩し又はケガ等で診療することとなった場合）

３　使用する期間

サービスの提供を受けている期間

４　使用する条件

(1)　個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては

     関係者以外の者に洩れることのないよう細心の注意を払う。

(2)　個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。

平成　　　年　　　月　　　日

事業所の名称

かがわレンタル　高松事業所 殿

住所 香川県高松市香西南町

12番地34

かがわレンタル　高松事業所

                                                                      

氏名 印

（家族）住所

氏名 印

 



　　受注明細書　　
2018/06/28

1 / 1 ページ番号
注文番号 313

基
本
情
報

部門 [  10]高松営業所

保
険
情
報

お
客
様
情
報

読み ｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ
お客様番号 120 保険者 373019引田町 名前 香川　太朗

居宅・地域包括 注文日 2018年06月28日 被保険者 1112000201昭和12年12月12日男 郵便番号 769-0102

注文者名 支援事業者 4高松市居宅介護支援事業所 住所 香川県高松市国分寺町国分40-1

支援担当者 綾川　一男

給付方法 保険単独 営業担当 [ 101]高松　一郎

代理納品 しない 納品担当 [ 101]高松　一郎 電話番号 0877-120-160

受注明細 発注明細

商品名
税 (月額単価) (月額金額) 取引区分 計算方法

発注数 単価 金額
発注先

契約数 単価 金額 予定日 保険 発注番号

[          1701000018] 非 500 500 納品 月額

1BAL-1 自走用車いす 1 500 500 06月18日 自費

[          1704000002] 非 500 500 納品 半月

1KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本) 1 250 250 06月18日 保険

[          1704000008] 非 2,000 2,000 納品 半月

1ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ 1 1,000 1,000 06月18日 保険

備
考

　



指定福祉用具貸与重要事項説明書
１　○○○○福祉用具貸与（名称）の概要

　（１）提供できる居宅サービスの種類と地域

事業所名 かがわレンタル　高松事業所

所在地 香川県高松市香西南町12番地34

電話番号 0877-100-100

ＦＡＸ番号 0877-100-101

事業所番号 福祉用具貸与 （指定事業所番
号

9900000101 ）
サービスを提供できる地域
※

　　　　※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。
　居宅介護支援事業を実施している事業者にあっては、居宅支援事業の公正中立
の立場を遵守するため、その他のサービスには記載しないようにしてください。

　（２）当事業所の職員体制〈例〉

職　　名 資　　格 常勤 非常勤
兼務の

別
合計 業務内容

管理者 　１名 なし 　１名
介護従業者及び業務の

管理

専門相談員

看護婦 　２名 なし なし 　２名

福祉用具貸与の提供に
あたる

介護福祉士 　３名 なし なし 　３名

社会福祉士 　４名 なし なし 　４名

　５名 なし なし 　５名

合計 　６名 なし - 　６名 -

　（３）サービスの提供時間帯

平日 午前○○時～午後○○時

土曜日 午前○○時～午後○○時

休業日 （例）日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

　　　

２　当事業所の特徴等

　（１）運営の方針
※基本理念、サービスの質の向上のための方策、事前の説明等について具体的に
記載する

（２）サービス利用のために

事　　項 備　　考

福祉用具の変更 変更を希望される方はご相談ください。

従業員への研修の実施 年○回　○○を実施しています

サービスマニュアル

サービスマニュアルに添った適切なサービスを提供し
ます※このように記載する場合は必ずマニュアルを用意す
ること。

その他



３　サービスの内容

※基本理念、サービスの質の向上のための方策、事前の説明等について記載する

４　利用料金

　（１）利用料
    福祉用具のレンタル料金及び料金については、別添のカタログ（目録）にて説明
いたし    ます。　　　

　（２）特別な運搬にかかる費用

　福祉用具の搬入・搬出に次の措置が必要な場合は、別途料金をご負担していただきます。

　　　　　　１トン車の使用　　  　１日　○○○○円

　　　　　　２トン車の使用　　  　１日　○○○○円

　　　　　　クレーン車の使用　  　１日　○○○○円

　（３）交通費

　　　　　上記１の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。

　　　　　それ以外の地域にお住まいの方は、専門相談員が訪問するための交通費の実費を

          ご負担していただくことになります。

　　　　　自動車を使用した場合は、事業の実施地域を超えた地点から

片道○○キロメートルまで　　○○○円

                    事業の実施地域を超えた地点から

片道○○キロメートル以上１キロメートル増すごとに○○○円に××円を追加

　（４）その他

　　　　料金の支払方法

　　　　　毎月、○○日までに前月分の請求をいたしますので、○○日以内にお支払い

         ください。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。

　　　　　お支払い方法は、銀行振込、現金集金、口座自動引落しの３通りの中から自由

          に選べます。

※上記の他に必要な事項があれば記載すること

　　　　　

５　サービスの利用方法

　（１）サービスの利用開始

　　　　　まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。

　　　　※居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護

          支援専門員とご相談ください。

　（２）サービスの終了
　　　　ア　お客様のご都合でサービスを終了する場合サービスの終了を希望する日の
            １週間前までにお申し出ください。

　　　　イ　当事業所の都合でサービスを終了する場合人員不足等やむを得ない事業により、

           サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、その場合は、

            終了１か月前までに文書で通知します。



　　　　ウ　自動終了

　　　　　　以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

　　　　　　・お客様が介護保険施設に入所した場合

　　　　　　・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当

             （自立）と認定された場合

　　　　　　・お客様が亡くなられた場合

　　　　エ　その他

　　　　　　お客様やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を

            継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、

                   即座にサービスを終了させていただく場合がございます。

６　サービス内容に関する苦情

　（１）当事業所のお客様相談・苦情窓口

　　担当者　　○○　○○

　　電　話　　○○○○－○○－○○○○　ＦＡＸ　○○○○－○○－○○○○

　　受付日　　年中（ただし、１２月２９日～１月３日を除く）

　　受付時間　午前○○時～午後○○時

　（２）苦情処理体制

　　　

※　事業所における苦情処理体制を簡潔に記載してください。

例）

苦情処理フロー

利用者 →→→→ 事業所職員

↓

↓

↓

　　

　　
→→→→→→→ 苦情担当 →→→→→→→事業所の苦情処理検討委員会

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業所職員、管理者等での検討があれば、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情処理委員会を組織していなくてもよい。

↓

↓

↓

↓
↓
↓

事業所内に苦情内容及び
その解決方法を提示

利用者



（３）その他

　　　当事業所以外に、お住まいの市町村及び青森県国民健康保険団体連合の

　　　相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

　 ア　○○市介護保険課　　　　　　　○○○○－○○－○○○○　（内線○○○○）

　　　　※事業所所在地の市町村の介護保険担当課を記載する。

イ　青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会）　　　０１７－７２３－１３３６

７　緊急時の対応方法

　　　サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、

　　　主治医、救急隊、ご家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。

主治医

氏名

連絡先 電話番号

ご家族
氏名

連絡先 電話番号

８　事故発生時の対応

　　　　サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対し応急処置、医療機関への

　　　搬送等の措置を講じ、速やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援

　　　事業者等に連絡を行います。

　　  　また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因

　　　を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

　　　　なお、当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した

　　　　　場合は、速やかに損害賠償いたします。（当事業所は○○会社と損害賠償保険契約を結んで

　　　おります。）　　

９　秘密の保持について

　　(1)　当該事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得たお客様及びご家族の

　　　　 秘密を漏らしません。

　　(2)　当該事業所の従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得たお客様

　　　　 及びご家族の秘密を漏らしません。

　　(3)　事業者では、お客様の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で

　　　　 必要がある場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で

　　　　お客様又はご家族の個人情報を用います。



１０　その他

※上記以外に、利用者がサービスを選択するために必要な事項と思われるものに

ついて記載してください

平成　　年　　月　　日

　福祉用具の貸与にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。

事業所 株式会社香川ケアサービス

所在地 香川県高松市香西南町

12番地34

名　称　　　　　　　　　　　　　　かがわレンタル　高松事業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明者氏名 印

　私は、本書面により、事業者から福祉用具貸与についての重要事項の説明を受け、

サービスの提供開始に同意します。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　 印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理人）　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　 印

　



納品 　レンタル出荷指示書　 2018/06/28

部門 [  10]高松営業所 倉庫コード [  10]高松倉庫
注文番号 [     313] 給付方法 [  10]保険単独
お客様番号 [       120] 担当者 [ 101]高松　一郎
受付日付 2018年06月28日 納品担当者 [ 101]高松　一郎

お
客
様

香川　太朗　様
注
文
者

香川県高松市国分寺町国分40-1 高松市居宅介護支援事業所
綾川　一男

電話 0877-120-160

納品予定日 商品名 台数 単位 備考 確認

1 2018年06月18日
BAL-1 自走用車いす

1 台

2 2018年06月18日
KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本)

1 組

3 2018年06月18日
ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ

1 枚

備考 ピッキング 出庫

　



〒 769-0102 （お客様控）
香川県高松市国分寺町国分40-1 2018年6月29日

313
TEL 0877-120-160 1 / 1

香川　太朗 様 株式会社香川ケアサービス
〒 761-8014 指定事業者番号 9900000101
香川県高松市香西南町
12番地34

担当： 高松　一郎
TEL 0877-100-100 FAX 0877-100-101

レンタル納品書
お客様番号 給付率 保険者番号 保険者 被保険者番号 納品日 倉庫名 配送印

120 90% 373019 引田町 1112000201 2018年06月18日 高松倉庫

居宅介護支援事業者： 高松市居宅介護支援事業所
ケアマネジャー： 綾川　一男 様

サービス名　　　　　
区分 数量 税 月額料金

計算
方法

ﾚﾝﾀﾙ料金
6月 7月

品名 日数 単位数 日数 単位数

1001 車いす貸与 納
品

1 台 非 500 月額 500 13 保険外 31 保険外
BAL-1 自走用車いす
1004 特殊寝台付属品貸与 納

品
1 組 非 500 半月 250 13 25 31 50

KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本)
1004 特殊寝台付属品貸与 納

品
1 枚 非 2,000 半月 1,000 13 100 31 200

ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ

合　　　計 1,750 125 250

<<備考>>

　 



〒 761-0130 （お客様控）
香川県高松市庵治町12-9 2018年6月29日

315
TEL 0877-120-140 1 / 1

丸亀　一郎 様 株式会社香川ケアサービス
〒 761-8014 指定事業者番号 9900000101
香川県高松市香西南町
12番地34

担当： 高松　一郎
TEL 0877-100-100 FAX 0877-100-101

レンタル返品書
お客様番号 給付率 保険者番号 保険者 被保険者番号 回収日 倉庫名 配送印

100 90% 372011 高松市 1110000100 2017年10月20日 高松倉庫

居宅介護支援事業者： 高松市居宅介護支援事業所
ケアマネジャー： 綾川　一男 様

サービス名　　　　　
区分 数量 税 月額料金

計算
方法

ﾚﾝﾀﾙ料金
10月 11月

品名 日数 単位数 日数 単位数

1001 車いす貸与 解
約

1 台 非 5,000 月額 5,000 20 500
ﾈｸｽﾄｺｱ NEXT-11B 自走用
1002 車いす付属品貸与 解

約
1 枚 8% 3,000 月額 3,000 20 300

ﾛﾎｸｯｼｮﾝ ﾐﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ
1003 特殊寝台貸与 解

約
1 台 非 13,000 月額 13,000 20 1,300

楽匠S らくらくﾓｰｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製

1004 特殊寝台付属品貸与 解
約

1 枚 8% 1,000 月額 1,000 20 100
ｹｱｽﾗｲﾀﾞｰ(MEMS)
1006 体位変換器貸与 解

約
1 式 8% 3,000 月額 3,000 20 300

ﾅｰｾﾝﾄﾊﾟｯﾄA
1013 自動排泄処理装置貸与 解

約
1 台 非 12,000 月額 12,000 20 1,200

KW-65H ｽｶｯﾄｸﾘｰﾝ

合　　　計 37,000 3,700 0

<<備考>>

　 



〒 769-0102

香川県高松市国分寺町国分40-1 2018年6月28日
313

TEL 0877-120-160 1 / 1

香川　太朗 様 株式会社香川ケアサービス
〒 761-8014 指定事業者番号 9900000101
香川県高松市香西南町
12番地34

担当： 高松　一郎
TEL0877-100-100 FAX 0877-100-101

料 金 表
お客様番号 給付率

120 90%

利用料金は下記の通りとなります。

サービス名　　　　　
区分 数量 税 月額料金

計算
方法

ﾚﾝﾀﾙ料金
6月 7月

品名 日数 自己負担額 日数 自己負担額

1001 車いす貸与
納品 1 台 非 500 月額 500 13

保険外
500

31
保険外

500BAL-1 自走用車いす
1004 特殊寝台付属品貸与

納品 1 組 非 500 半月 250 13 25 31 50
KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本)
1004 特殊寝台付属品貸与

納品 1 枚 非 2,000 半月 1,000 13 100 31 200
ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ
1003 特殊寝台貸与

継続 1 台 非 7,000 月額 7,000 30 700 31 700
楽匠S 1ﾓｰﾀｰ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製
1008 スロープ貸与

継続 1 台 8% 5,000 月額 5,000 30 500 31 500
ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑ R-85SL
1009 歩行器貸与

継続 1 台 非 4,000 月額 4,000 30 400 31 400
ｱﾙｺｰ1S型

合　　　計 17,750 2,225 2,350

<<備考>>

　 



レンタル発注書 発行日 2018/6/28
注文番号 313

株式会社香川レンタル卸商会 御中
株式会社香川ケアサービス

FAX 0877-100-125 高松営業所
〒 761-8014

お客様 ｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ

事業者

香川県高松市香西南町12番地34

香川　太朗 様 ［サービス事業者］ 事業所番号 9900000101

〒769-0102 かがわレンタル　高松事業所

香川県高松市国分寺町国分40-1 〒 761-8014

香川県高松市香西南町12番地34

0877-120-160
搬入

希望日

2018年06月17日 時間指定なし
電話 0877-100-100

引渡
場所

高松倉庫 FAX 0877-100-101

担当 高松　一郎

商品 型式 仕様 数量 レンタル開始日 備考

1 BAL-1 1 2018年06月18日
BAL-1 自走用車いす

2 KS-161Q 1 2018年06月18日
KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本)

3 KE-551Q 1 2018年06月18日
ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ

4

5

6

7

8

9

10

記事

　



福祉用具サービス計画書(基本情報)
管理番号 120

作成日 2018年06月18日
福祉用具

専門相談員名 高松　一郎

フリガナ ｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 性別 生年月日 年齢 要介護度 認定期間

利用者名 香川　太朗 様 男 昭和12年12月12日 80 要支援２ 平成29年07月01日 ～ 平成29年09月30日

住所 香川県高松市国分寺町国分40-1 ＴＥＬ 0877-120-160

居宅介護支援事業所 高松市居宅介護支援事業所 担当ケアマネジャー 綾川　一男様

相談内容 相談者 国分　三羽様 利用者との続柄 妻 相談日 2018年06月18日

歩行が不安定なので、歩行器を使用したい玄関に段差があり、スロープを利用したい。
床ずれの危険が危険があり、床ずれ防止用具を必要とする。

ケアマネジャー
との

相談記録

3年前に脳梗塞で軽い右麻痺症状がでましたが、幸い麻痺も回復し右手で杖をついて歩くことができるようになりました。
しかし３ヶ月前に再度脳梗塞を起こし、救急車で大学病院に入院し治療を受けて、状態が落ち着いたので退院すること
になり退院準備のため住環境整備をお願いしたい。

ケアマネジャー
との相談日

2018年06月18日

身体状況・ＡＤＬ ( 2018 年 6 月 ) 現在 疾病 高血圧症

身長 160 ｃｍ 体重 45 kg
麻痺・筋力低下

寝返り □
つかまらないで
できる

■
何かにつかま
ればできる

□ 一部介助 □ できない
障害日常生活自立度

起き上がり □
つかまらないで
できる

■
何かにつかま
ればできる

□ 一部介助 □ できない
認知症の日常生活自立度

特記事項立ち上がり □
つかまらないで
できる

■
何かにつかま
ればできる

□ 一部介助 □ できない

移乗 ■
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助
介護環境

座位 ■ できる □
自分の手で支
えればできる

□
支えてもらえれ
ばできる

□ できない 家族構成/主介護者  妻・娘（日中仕事）と3人暮らし

屋内歩行 □
つかまらないで
できる

■
何かにつかま
ればできる

□ 一部介助 □ できない
他のサービス

利用状況

デイサービス

屋外歩行 □ つかまらないでできる■
何かにつかま
ればできる

□ 一部介助 □ できない

移動 □
自立
(介助なし)

■ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助 利用している
福祉用具

シャワーチェア

排泄 ■
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助

特記事項 奥様、腰痛あり
入浴 ■

自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助

食事 ■
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助 意欲・意向等

利用者の意欲・意
向,今困っているこ
と（福祉用具で期
待することなど）

■ 利用者から確認できた □ 利用者から確認できなかった

更衣 ■
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助 日中一人の為、移動時に支えがないと転倒の不安がある。

意思の伝達 ■
意思を他者に
伝達できる

□
ときどき伝達
できる

□
ほとんど伝達
できない

□
伝達できな
い

視覚・聴覚

居宅サービス計画 住環境

利用者及び家
族の生活に対す

る意向

利
用
者

長期間の腰痛と下肢腫れが出る時があり、歩行困難になる。 ■ 戸建

□ 集合住宅 ( 階 )

( エレベーター □ 有 ■ 無 ）

家
族

家での生活に支障のないように環境を整えたい。 例：段差の有無など

玄関から屋外への通路に１０㎝の段差あり。

総合的な
援助方針

外出の機会が増加できるようにします主治医との連携をとりながら、血圧の確認と管
理ができるようにします関節稼働域の維持・向上が出来るようにします

　 　



福祉用具サービス計画書(選定提案)
管理番号 120

説明日 2018年06月18日

説明担当者 高松　一郎

フリガナ ｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 性別 生年月日 年齢 要介護度 認定期間

利用者名 香川　太朗 様 男 昭和12年12月12日 80 要支援２ 平成29年07月01日 ～ 平成29年09月30日

居宅介護
支援事業所 高松市居宅介護支援事業所 担当ケアマネジャー 綾川　一男様

※ 福祉用具が必要な理由（※）

1

病院で訓練したので、車いすを使って自宅内を安全に移動したい。

2

ベッドから膝を痛めずに安全に立ち上がりたい。床ずれが起こらないようにしたい。

3

病院で訓練したので、調子が良い時は杖などを使って自分で歩きたい。

貸与を提案する福祉用具 （ 1 / 1 枚 ）

（※） と
の

対応

種目 貸与価格（円）

提案する理由

【説明方法】
カタログ

We bページ
TA I S ページ

実物等

採
否

提案福祉用具品目
全国平均

貸与価格（円）機種（型式）／TAISコード

1

車いす貸与 500
体調によっては転倒の危険がある。外出時の移動ツールの
他体調不良時に室内でも利用可能なコンパクトタイプで、自
分で移動できるように自走用車いすを選定 実物 ×BAL-1 自走用車いす

BAL-1 ／00122-000451

1

車いす貸与 5,000
主な介助者が高齢者であるため、持ち運びの負担を軽減で
きるよう、軽量タイプを選定しました。

実物 ×SKT-1 ｽｷｯﾄ1

5,000SKT-1 ／00122-000319

2

特殊寝台付属品貸与 500
ベッド上での寝返り時に身体の転落を防止します。また、お
布団のズレ落ちを防止するためにも選定しました。

実物 ○KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本)

500KS-161Q ／00170-000527

2

特殊寝台付属品貸与 2,000
発汗が多く、ムレによって皮膚がふやけれているため、通気
性のあるマットレスを選定しました。

実物 ○ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ

2,000KE-551Q ／00170-000159

3

歩行補助つえ貸与 1,000
下肢への荷重が困難です。上肢全体で支え、側方への安定
性が高く、免荷に有効なため選定しました。

実物 ×ｱﾙﾐ製松葉杖 大

1,000TY154DL ／00175-000297

3

歩行器貸与 4,000
自立歩行が不安定であるが、両手の動きと立位保持が可能
なので、持ち上げるのではなく、左右交互に振り出して歩を
進めるタイプを選定しました。 実物 ○ｱﾙｺｰ1S型

4,000／00125-000011

1,3

スロープ貸与 5,000
玄関に約20cmの段差があり、間口が70cmの為、設置可能
であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定しまし
た。 実物 ○ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑ R-85SL

5,000R-85SL ／00532-000022

／

／

／



福祉用具サービス計画書(利用計画) 管理番号 120

フリガナ ｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 性別 生年月日 年齢 要介護度 認定期間

利用者名 香川　太朗 様 男 昭和12年12月12日 80 要支援２ 平成29年07月01日 ～ 平成29年09月30日

居宅介護
支援事業所 高松市居宅介護支援事業所 担当ケアマネジャー 綾川　一男様

生活全般の解決すべき課題・ニーズ
（福祉用具が必要な理由）

福祉用具利用目標

1
日中は離床し、転倒せず安全に移動したい。自宅内で
は自分で動きたい。

スロープを用いて段差を解消し、安全で負担なく外出できることで外出機会を増やす。

2
既存ベッドへの移乗の負担を軽減し、安楽にできるよう
にしたい。

床ずれ防止用具を利用して、床ずれが治りやすい環境をつくる。寝返り、起き上がり、立ち
上がりをしやすくする。

3 室内外を安全に移動したい。 車いすを利用し、室内外の移動の負担を軽減する。

4

選定福祉用具(レンタル・販売)

品目 単位数
選定理由

機種（型式）

①
特殊寝台貸与 700 安定した端座位や、立ちやすい高さに調整できるベッドを選定しました。

楽匠S 1ﾓｰﾀｰ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製

②
特殊寝台付属品貸与 50 ベッド上での寝返り時に身体の転落を防止します。また、お布団のズレ落ちを防止するためにも選定

しました。

KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本)

③
特殊寝台付属品貸与 200 発汗が多く、ムレによって皮膚がふやけれているため、通気性のあるマットレスを選定しました。

ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ

④
スロープ貸与 500 玄関に約20cmの段差があり、間口が70cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減する

ために選定しました。

ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑ R-85SL

⑤
歩行器貸与 400 自立歩行が不安定であるが、両手の動きと立位保持が可能なので、持ち上げるのではなく、左右交

互に振り出して歩を進めるタイプを選定しました。

ｱﾙｺｰ1S型

⑥
車いす貸与 50 体調によっては転倒の危険がある。外出時の移動ツールの他体調不良時に室内でも利用可能なコン

パクトタイプで、自分で移動できるように自走用車いすを選定

BAL-1 自走用車いす

⑦

⑧

留
意
事
項

ベッドご利用時にサードレールのすき間に身体の一部が入った状態で背上げ機能を操作されると挟まれてしまい、身体の傷害の危険性が非常に
高いため、ご注意ください。車いすへ移乗する際や車いすからの立ち座りをおこなう際には、必ずパーキングブレーキをかけておこなてください。

□ 私は、貸与の候補となる福祉用具の全国平均貸与価格等の説明を受けました。 日付 年　　　　　　月　　　　　　日

□ 私は、貸与の候補となる機能や価格の異なる複数の福祉用具の提示を受けました。 署名 印

□ 私は、福祉用具サービス計画の内容について説明を受け、内容に同意し、計画書の交付を受
けました。

(続柄)代筆者名 (　　　　　) 印

事業所名 かがわレンタル　高松事業所 福祉用具専門相談員 高松　一郎

住所 香川県高松市香西南町12番地34 TEL 0877-100-100 FAX 0877-100-101



福祉用具貸与実績報告書 平成30年06月29日　発行

居宅介護支援事業所ワンツー三羽 平成29年9月分 1 / 3

三羽　弘美 様 指定事業者番号　9900000101

000-1238-223 087-22-3838 かがわレンタル　高松事業所

※お客様名の前に「※」がある場合、新規もしくは前月からの実績に変更があるお客様です。 TEL：0877-100-100 FAX：0877-100-101
お客様名 中止日・理由 保険者･被保険者番号 介護度 認定期間 給付率 生年月日･性別

提供年月 ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ・内容略称 単位数 日数 商品名 TAISコード 貸出期間

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏﾝｷﾁ 入院 372011 高松市
要介護４

H29/07/10
90%

S6/07/02

※ 小笠原　万吉 様 2017/09/07 1110000188 H29/10/31 男

2017/09 171011徘徊感知器貸与 617 7日 ｷｬｯﾁｱｯﾌﾟｾﾝｻｰ 00559-000001 2017/07/21 ～

171013自動排泄処理装置貸与 600 7日 KW-65H ｽｶｯﾄｸﾘｰﾝ 00170-000707 2017/07/21 ～

合計単位数 1,217 単位

お客様番号：[       188]

ｶﾝﾉ ｻｸﾗ
【暫定】 その他

神野桜子 様 女

2017/09 171001車いす貸与 2,500 27日 ET4D7 ｾﾆｱｶｰ 00152-000022 2017/09/04 ～

171002車いす付属品貸与 324 27日 ﾛﾎｸｯｼｮﾝ ﾐﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ 00249-000085 2017/09/04 ～

合計単位数 2,824 単位

お客様番号：[      1002]

ｽﾅﾀﾞ ﾏﾘｱ
【暫定】 その他

砂田まりあ 様 女

2017/08 171001車いす貸与 600 22日 SH-W2 介助用 ｽﾘﾑ･低床ﾀｲﾌﾟ 01148-000018 2017/08/10 ～

171002車いす付属品貸与 216 22日 ﾃﾞｭｵｼﾞｪﾙｸｯｼｮﾝ 00206-000048 2017/08/10 ～

171003特殊寝台貸与 1,100 22日 楽匠Z 2ﾓｰｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製 00170-000777 2017/08/10 ～

171004特殊寝台付属品貸与 100 22日 ｹｱｽﾗｲﾀﾞｰ(MEMS) 00054-000033 2017/08/10 ～

171004特殊寝台付属品貸与 200 22日 ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ 00170-000159 2017/08/10 ～

171005床ずれ予防用具貸与 800 22日 ｽﾃｰｼﾞｱ 00054-000115 2017/08/10 ～

合計単位数 3,016 単位

お客様番号：[       190]



対応記録 発行日 2018/6/29

関
係
先
情
報

お客様番号 100

認
定
情
報

保険者 [  372011] 高松市
フリガナ  ﾏﾙｶﾞﾒ ｲﾁﾛｳ 被保険者番号 1110000100
氏名 丸亀　一郎 認定期間 2017年06月01日 ～ 2017年09月30日
郵便番号 761-0130 要介護度 要介護４
住所 香川県高松市庵治町12-9 支援事業者 高松市居宅介護支援事業所

支援担当者 綾川　一男
電話番号 0877-120-140
生年月日 1935年01月10日
性別 男

日時 問い合わせ元 詳細内容

面談者

担当者 内容

2016/12/05 09:30 未選択 車いす・ベッドの納品及び説明の為訪問。福祉用具サービス
計画書押印～

2016/12/05 11:00

高松　一郎 納品,訪問

2016/12/15 13:15 未選択 車いす、ベッドの初回モニタリング

～

2016/12/15 13:30

高松　一郎 モニタリング

2017/01/10 09:30 未選択 丸亀様入院入力及び先方連絡

～

2017/01/10 09:45

高松　一郎 社内作業

2017/02/05 10:30 未選択 退院の連絡あり。近いうちに自動排泄処理装置の連絡をお願
いしたいとの事。再開の処理済～

2017/02/05 10:45

高松　一郎 相談

2017/03/31 09:45 未選択 ご利用者様の身体状況及び住環境の変更内容を確認。

～
2017/03/31 10:45

高松　一郎 会議,訪問

2017/04/10 15:30 未選択 自動排泄処理装置の納品。使用方法及び留意点について説明
しました。～

2017/04/10 16:30

高松　一郎 追加納品,訪問

2017/04/28 10:00 未選択 本人状態及びサービスの実施状況等について確認するため、
自宅訪問を実施。本人と家族に面会を行う～

2017/04/28 11:30

高松　一郎 モニタリング,訪問

2017/05/08 10:00 未選択 ベッドのモータ交換にて訪問。（2M→3M）取り扱い方法につ
いて説明しました。～

2017/05/08 11:30

高松　一郎 交換,訪問

2017/05/18 09:30 未選択 6/8納品３Mベッドの初回モニタリング実施。特に問題なく使
用できているとの事。～

2017/05/18 10:00

高松　一郎 モニタリング

　



営業日報
担当 : [  101] 高松　一郎 2018/6/29

訪問日 : 2018/06/29 開始メーター: km 終了メーター: km 給油: L 1 / 1
意見 : 新規納品・定期モニタリング・担当者会議で利用者訪問があった。橘さんは3ヵ月ごとに訪問しているので、様子を見て少しずつサイクルをのばしていきたい。社内

会議では、6月の営業成績・7月の目標について発表があった。居宅への訪問回数を増やしていきたい。

訪問時間
内容

詳細内容関係先
関係先名

1

9:30 納品 車いす・ベッド納品のため訪問。飼っている犬がほえるので注意。

～

お客様
10:00 丸亀　一郎

2

10:30 会議 6月営業会議参加

～

その他
11:30

3

14:00 定期モニタリング 定期モニタリングのため訪問。車いすのクッションを変更したいと要望があったので、サンプル
を持って行き検討する。

～

お客様
14:30 橘　三郎

4

17:00 担当者会議 歩行が楽になったことで外出の機会が増えたとのこと。
次回は半年後に行う。

～

お客様
18:00 綾川　太郎

担当



モニタリング訪問予定表
2018/6/29

2018年06月 1 / 1

担当者 高松　一郎
〒 住所 お客様番号ご利用者 電話番号 前回実施日 居宅支援事業所 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 予定 実施

ご利用者名カナ 訪問周期 訪問予定日 要介護度 認定期間 中止日 中止理由
760-0000 香川県高松市 [      9900] 雛形　みどり 2018/03/01 居宅介護支援事業所ワンツー三羽

ﾋﾅｶﾞﾀ ﾐﾄﾞﾘ 2018/03/01 要介護３ 2017/09/01 ～ 2018/11/30
761-0113 香川県高松市屋島西町10-1 [       160] 中村　三郎太 0877-120-200 2017/02/05 居宅介護支援事業所ワンツー三羽 三羽　弘美

ﾅｶﾑﾗ ｻﾌﾞﾛｳﾀ 2018/02/05 要介護４ 2016/12/01 ～ 2017/10/31
760-0000 香川県高松市 [       166] ケンドール紀子 087-882-9991 2017/07/10 高松市居宅介護支援事業所 綾川　一美

ｹﾝﾄﾞｰﾙﾉﾘｺ 2018/01/10 要介護４ 2017/09/05 ～ 2017/11/30
760-0075 香川県高松市楠上町13-5 [       112] 亀岡　春美 0877-120-152 2017/06/30 高松市居宅介護支援事業所 綾川　一美

ｶﾒｵｶ ﾊﾙﾐ 2018/06/30 要介護２ 2017/04/01 ～ 2017/10/31
760-0080 香川県高松市木太町32-1 [       110] 生島　利男 0877-120-150 2017/03/31 高松市居宅介護支援事業所 綾川　一美

ｲｸｼﾏ ﾄｼｵ 2018/03/01 要介護２ 2017/03/01 ～ 2017/09/30
761-0130 香川県高松市庵治町 [       174] 佐藤　真冬 087-174-1740 2017/12/15 高松市居宅介護支援事業所 国分　花子

ｻﾄｳ ﾏﾌﾕ 2018/06/15 要介護１ 2017/06/15 ～ 2017/09/30
761-0130 香川県高松市庵治町12-9 [       100] 丸亀　一郎 0877-120-140 2017/05/18 高松市居宅介護支援事業所 綾川　一男

ﾏﾙｶﾞﾒ ｲﾁﾛｳ 2018/05/18 要介護４ 2017/06/01 ～ 2017/09/30
761-8033 香川県高松市飯田町1-1-1 [       102] 飯野　四郎 0877-120-142 2016/12/06 高松市居宅介護支援事業所 綾川　一美

ｲｲﾉ ｼﾛｳ 2018/06/06 要介護４ 2017/08/01 ～ 2017/08/31
761-8073 香川県高松市太田下町79-2 [       116] 塩上　史夫 0877-120-156 2017/06/08 高松市居宅介護支援事業所 綾川　一男

ｼｵｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｵ 2018/06/08 ～
760-0065 香川県高松市朝日町 [       172] 沢田　一樹 087-172-1720 2017/06/20 高松市地域包括支援センター 国分　花子

ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 2018/06/20 要介護５ 2017/06/01 ～ 2017/09/30



モニタリングシート
(訪問確認書)

管理番号 100
モニタリング実施日 2017/04/28

前回実施日 2016/12/07
お話を伺った人 □ 利用者 ■ 家族 □ 他( ）

確認手段 ■ 訪問 □ 電話 　　　　　　　　
事業所名 かがわレンタル　高松事業所

福祉用具専門相談員 高松　一郎
事業所住所 香川県高松市香西南町12番地34

TEL 0877-100-100

フリガナ ﾏﾙｶﾞﾒ ｲﾁﾛｳ 性別 生年月日 年齢 介護度 認定期間

利用者氏名 丸亀　一郎 様 男 昭和10年1月10日 82 要介護３ 平成28年12月5日 ～ 平成29年5月31日

住所 香川県高松市庵治町12-9 TEL 0877-120-140

支援事業所 高松市居宅介護支援事業所 御中 担当ケアマネジャー綾川　一男 様

福祉用具利用目標
目標達成状況

達成度 詳細

1
週に１回は外出する □ 達成 寝たきり状態が続いており、体調がよいとき

はできるだけ車いすで外出するようにしてい
る。

■ 一部達成

□ 未達成

2
車いすを利用して居室内を一人で移動できるようにする □ 達成 寝たきり状態が続いており、体調がよいとき

はできるだけ車いすで外出するようにしてい
るが、一人での移動は困難になっている。

□ 一部達成

■ 未達成

3

□ 達成

□ 一部達成

□ 未達成

4

□ 達成

□ 一部達成

□ 未達成

利用福祉用具(品目) 利用
開始日

利用状
況の問

題

点検結果
今後の
方針機種(型式) 再検討の理由等

①
車いす貸与

2016/12/05
■ なし ■ 問題なし □ 継続 身体機能が低下し、介助式を検討

ﾈｸｽﾄｺｱ NEXT-11B 自走用 □ あり □ 問題あり ■
再検
討

②
車いす付属品貸与

2016/12/05
■ なし ■ 問題なし ■ 継続

ﾛﾎｸｯｼｮﾝ ﾐﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ □ あり □ 問題あり □
再検
討

③
特殊寝台貸与

2016/12/05
■ なし ■ 問題なし □ 継続 3Mモータへ変更検討

楽匠Z 2ﾓｰｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製 □ あり □ 問題あり ■
再検
討

④
自動排泄処理装置貸与

2017/04/10
■ なし ■ 問題なし ■ 継続

KW-65H ｽｶｯﾄｸﾘｰﾝ □ あり □ 問題あり □
再検
討

⑤
□ なし □ 問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
再検
討

⑥
□ なし □ 問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
再検
討

⑦
□ なし □ 問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
再検
討

⑧
□ なし □ 問題なし □ 継続

□ あり □ 問題あり □
再検
討

利用者等の変化

身体状況・ADL
の変化

□ なし 両下肢筋力低下に伴い、動ける範囲が狭ま
っている日中、ﾍﾞｯﾄﾞに座っている時間が長
くなった

介護環境①
（家族の状
況）の変化

■ なし

■ あり □ あり

意欲・意向等の
変化

□ なし 両下肢筋力の低下により自由に動くことが
できなくなっている

介護環境②
（サービス利

用等）・住環境
の

変化

■ なし

■ あり □ あり

総合評価

福祉用具サ
ービス
計画の

見直しの
必要性

□ なし

■ あり

次回実施予定日 2017/11/01 　



モニタリング訪問結果リスト
2018/6/292017/06/01～2017/06/30

作成者高松　一郎 1 / 1
実施日 〒 住所 お客様 電話番号 お客様番号次回予定日居宅支援事業所 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 種類

サービス 商品 利用開始日利用状況の問題 点検結果今後の方針

2017/06/05

761-8033 香川県高松市飯田町20-5 竹ノ内　太郎 0877-120-172 [       132] 定期

[1009] 歩行器貸与 [1709000002] WA-3 ﾗﾋﾞｯﾄ歩行補助者 2016/12/15 なし 問題なし 継続
2017/06/10

760-0091 香川県高松市男木町2-4 金倉　マサ 0877-120-144 [       104]
高松市居宅介護支
援事業所

定期

[1003] 特殊寝台貸与 [1703000001] 楽匠S 1ﾓｰﾀｰ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製2017/05/17 なし 問題なし 継続
[1004] 特殊寝台付属品貸与 [1704000002] KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本) 2017/05/17 なし 問題なし 継続
[1005] 床ずれ予防用具貸与 [1705000001] ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗF 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ 2017/05/17 なし 問題なし 継続
[1007] 手すり貸与 [1707000001] たちあっぷ CKA-03 2016/12/05 なし 問題なし 継続
[1008] スロープ貸与 [1708000001] ﾀﾞｲﾔｽﾛｰﾌﾟ DS-76-45 2016/12/05 なし 問題なし 継続

2017/06/20

760-0065 香川県高松市朝日町 沢田　一樹 087-172-1720 [       172]
高松市地域包括支
援センター

国分　花子 初回

[1001] 車いす貸与 [1701000002] SH-W2 介助用 ｽﾘﾑ･低床ﾀｲﾌﾟ 2017/06/12 なし 問題なし 継続
[1002] 車いす付属品貸与 [1702000004] ﾛﾎｸｯｼｮﾝ ﾐﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ 2017/06/12 なし 問題なし 継続
[1003] 特殊寝台貸与 [1703000001] 楽匠S 1ﾓｰﾀｰ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製2017/06/12 なし 問題なし 継続
[1004] 特殊寝台付属品貸与 [1704000009] ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗすくっと 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗ 2ー017/06/12 なし 問題なし 継続
[1004] 特殊寝台付属品貸与 [1704000004] KS-096A ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ介助ﾊﾞｰ 2017/06/12 なし 問題なし 継続
[1004] 特殊寝台付属品貸与 [1704000002] KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(2本) 2017/06/12 なし 問題なし 継続
[1012] 移動用リフト貸与 [1712000002] UD-320C･S 車いす用電動昇降機 2017/06/12 なし 問題なし 継続

2017/06/28

760-0080 香川県高松市木太町473-1 荒木　正 0877-120-190 [       150]
高松市居宅介護支
援事業所

綾川　一男 定期

[1009] 歩行器貸与 [1709000001] ｱﾙｺｰ1S型 2016/12/22 なし 問題なし 継続
2017/06/30

760-0075 香川県高松市楠上町13-5 亀岡　春美 0877-120-152 [       112]
高松市居宅介護支
援事業所

綾川　一美 定期

[1008] スロープ貸与 [1708000001] ﾀﾞｲﾔｽﾛｰﾌﾟ DS-76-45 2016/12/25 なし 問題なし 継続
　 [1010] 歩行補助つえ貸与 [1710000004] ｱﾙﾐ製松葉杖 大 2016/12/25 なし 問題なし 継続



モニタリング訪問結果リスト
2018/6/292017/06/01～2017/06/30

作成者高松　一郎 1 / 1
実施日 〒 住所 お客様 電話番号 お客様番号次回予定日 居宅支援事業所 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 種類
2017/06/05

761-8033 香川県高松市飯田町20-5 竹ノ内　太郎 0877-120-172 [       132] 定期

2017/06/10

760-0091 香川県高松市男木町2-4 金倉　マサ 0877-120-144 [       104]
高松市居宅介護支
援事業所

定期

2017/06/20

760-0065 香川県高松市朝日町 沢田　一樹 087-172-1720 [       172]
高松市地域包括支
援センター

国分　花子 初回

2017/06/28

760-0080 香川県高松市木太町473-1 荒木　正 0877-120-190 [       150]
高松市居宅介護支
援事業所

綾川　一男 定期

2017/06/30

760-0075 香川県高松市楠上町13-5 亀岡　春美 0877-120-152 [       112]
高松市居宅介護支
援事業所

綾川　一美 定期



入金年月 2017年06月
口座別振込入金集計表 2018/06/29

1 / 3
部門　[0010] 高松営業所

銀行　[0001001] みずほ 東京営業部

[001] 普通 12345 合計（含むその他分）

日 入金額 手数料 計 入金額 手数料 計 入金額 手数料 計 入金額 手数料 計 入金額 手数料 計
25 1,916 1,916 1,916 1,916

30 250,466 250,466 250,466 250,466

計 252,382 252,382 252,382 252,382



入金日付2017年06月30日

国保・助成入金内訳書 2018年06月29日

1 / 2

部門 [0010]高松営業所

入金区分 伝票番号 保険者
入金額 手数料 値引 合計 締日

お客様番号 お客様名 提供年月

振込 408[5100000001] 国保連合会（高松） 270,716 270,716

[0000000124] 端岡　次郎 2017年04月 10,000 10,000

[0000000130] 綾川　太郎 2017年04月 15,300 15,300

[0000000132] 竹ノ内　太郎 2017年04月 4,000 4,000

[0000000134] 大西　琴 2017年04月 8,040 8,040

[0000000140] 高橋　徹子 2017年04月 36,000 36,000

[0000000142] 鎌田　哲司 2017年04月 19,000 19,000

[0000000144] 大杉　京子 2017年04月 16,000 16,000

[0000000150] 荒木　正 2017年04月 3,600 3,600

[0000000152] 河原　友子 2017年04月 12,000 12,000

[0000000160] 中村　三郎太 2017年04月 10,800 10,800

[0000000164] 堀江　マキ 2017年04月 8,000 8,000

[0000000166] ケンドール紀子 2017年04月 6,444 6,444

[0000000132] 竹ノ内　太郎 2016年12月 4,000 4,000

[0000000154] 吉岡　律 2016年12月 6,500 6,500

[0000000132] 竹ノ内　太郎 2017年01月 4,000 4,000

[0000000154] 吉岡　律 2017年01月 6,500 6,500

[0000000166] ケンドール紀子 2017年01月 6,444 6,444

[0000000132] 竹ノ内　太郎 2017年02月 4,000 4,000

[0000000154] 吉岡　律 2017年02月 13,000 13,000

[0000000166] ケンドール紀子 2017年02月 6,444 6,444

[0000000132] 竹ノ内　太郎 2017年03月 4,000 4,000

[0000000166] ケンドール紀子 2017年03月 6,444 6,444

[0000000100] 丸亀　一郎 2017年04月 27,900 27,900

[0000000102] 飯野　四郎 2017年04月 9,000 9,000

[0000000104] 金倉　マサ 2017年04月 3,500 3,500

[0000000110] 生島　利男 2017年04月 2,700 2,700

[0000000112] 亀岡　春美 2017年04月 2,000 2,000

[0000000120] 香川　太朗 2017年04月 8,100 8,100
[0000000122] 新居　正明 2017年04月 7,000 7,000

振込 409[5100000001] 国保連合会（高松） -20,250 -20,250
[0000000120] 香川　太朗 2016年12月 -8,100 -8,100
[0000000110] 生島　利男 2017年01月 -1,350 -1,350
[0000000112] 亀岡　春美 2017年01月 -1,000 -1,000

　



入金日付2017年06月30日

国保・助成入金内訳書 2018年06月29日

2 / 2

部門 [0010]高松営業所

入金区分 伝票番号 保険者
入金額 手数料 値引 合計 締日

お客様番号 お客様名 提供年月

振込 409[5100000001] 国保連合会（高松） -20,250 -20,250

[0000000144] 大杉　京子 2017年01月 -8,000 -8,000

[0000000150] 荒木　正 2017年01月 -1,800 -1,800

入金日計 7,749,514 7,749,514

部門計 7,749,514 7,749,514

合計 7,749,514 7,749,514

　



前受金一覧表 2018年06月29日
1 / 1

部門　[  10]高松営業所

お客様番号 お客様名 前受金残

110 生島　利男 1,970
150 荒木　正 1,000
172 沢田　一樹 4,674

　



2017年09月

入金合計表 2018年06月29日
部門 [  10] 高松営業所 1 / 1

日 現金 小切手 手形 振込 口座振替 手数料 値引 相殺 調整 合計

01 40,420 0 0 628,875 0 0 0 0 0 669,295

03 46,158 0 0 844,405 0 0 0 -4,500 0 886,063

04 0 0 0 34,328 0 0 0 0 0 34,328

05 10,044 0 0 0 0 0 0 0 0 10,044

07 62,069 0 0 0 0 0 0 0 0 62,069

30 0 0 0 0 0 0 0 4,500 0 4,500

計 158,691 0 0 1,507,608 0 0 0 0 0 1,666,299

　



入 金 明 細 表 2018年06月29日

2017年06月27日

部門 ： [  10] 高松営業所

入金区分 伝票番号 お客様 入金額 手数料 合計 前受 売上番号 振込銀行 締日 提供年月 備考

口座振替 352 香川　太朗 900 0 900 高松銀行 2016年12月 口座振替分

口座振替 355 香川　太朗 900 0 900 高松銀行 2017年05月 口座振替分

口座振替 357 綾川　太郎 1,700 0 1,700 高松銀行 2017年05月 口座振替分

口座振替 359 丸亀　一郎 3,200 0 3,200 高松銀行 2017年05月 口座振替分

口座振替 361 高橋　徹子 4,000 0 4,000 高松銀行 2017年05月 口座振替分

口座振替 365 塩屋　節子 12,000 0 12,000 高松銀行 2017年05月 口座振替分

入金計 22,700 0 22,700

　



個人未入金一覧表 2018/06/29
2017年08月 （現在の営業担当で出力） 1 / 5

部門 [  10] 高松営業所
担当 [ 101] 高松　一郎

種別 個人

お客様番号 お客様名
入金予定日

お支払い
情報

前受金残
 対 象 売上日 合計金額 未入金額 備考
売上番号/提供年月 商品コード 商品名 型式　　 課税区分 数量 単価 金額

100 丸亀　一郎 1カ月後末日 口座振替
レンタル：2017年08月 2017/10/31 口座振替 3,700 3,700

1701000001 ﾈｸｽﾄｺｱ NEXT-11B 自走用 NEXT-11B 非課税 1 500 500
1702000004 ﾛﾎｸｯｼｮﾝ ﾐﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ 非課税 1 300 300
1703000003 楽匠S らくらくﾓｰｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製 KQ-9631 非課税 1 1,300 1,300
1704000007 ｹｱｽﾗｲﾀﾞｰ(MEMS) 税込 1 100 100
1706000003 ﾅｰｾﾝﾄﾊﾟｯﾄA 非課税 1 300 300
1713000001 KW-65H ｽｶｯﾄｸﾘｰﾝ KW-65H 非課税 1 1,200 1,200

お客様計 3,700 3,700
106 塩屋　節子 1カ月後末日 口座振替

レンタル：2017年08月 2017/10/31 口座振替 12,000 12,000
1713000002 HU-1000R1R ﾋｭｰﾏﾆｰ HU-1000R1R 非課税 1 12,000 12,000

お客様計 12,000 12,000
116 塩上　史夫 1カ月後末日 集金

レンタル：2017年07月 2017/08/31 集金 9,000 9,000
1703000005 自費介護ベッドセット 非課税 1 9,000 9,000
1704000001 KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(1本) KS-161Q 非課税 1 0 0
1704000008 ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ KE-551Q 非課税 1 0 0

レンタル：2017年08月 2017/09/30 集金 9,000 9,000
1703000005 自費介護ベッドセット 非課税 1 9,000 9,000
1704000001 KS-161Q ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ(1本) KS-161Q 非課税 1 0 0
1704000008 ﾌﾟﾚｸﾞﾗｰﾏｯﾄﾚｽ 91cm幅･ﾚｷﾞｭﾗｰ KE-551Q 非課税 1 0 0

お客様計 18,000 18,000
120 香川　太朗 1カ月後末日 口座振替

レンタル：2017年08月 2017/10/31 口座振替 1,600 1,600
1703000001 楽匠S 1ﾓｰﾀｰ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製 KQ-9131 非課税 1 700 700
1708000003 ﾀﾞﾝｽﾛｰﾌﾟﾗｲﾄｽﾘﾑ R-85SL R-85SL 非課税 1 500 500
1709000001 ｱﾙｺｰ1S型 非課税 1 400 400

お客様計 1,600 1,600

　



個人未入金一覧表
2017年08月 （現在の営業担当で出力） 2018/06/29

部門 [  10] 高松営業所 2 / 3
担当 [ 101] 高松　一郎

種別 個人

お客様番号お客様名
入金予定日

お支払い
情報

前受金残
【 対 象 】 売上番号/提供年月 売上日／請求締日 請求額 未入金額 備考

156 筒井　豊 1カ月後末日 口座振替
レンタル 2017年08月 2017/08/31 2017/10/31 口座振替 12,000 12,000

お客様計 12,000 12,000
160 中村　三郎太 1カ月後末日 口座振替

レンタル 2017年01月 2017/01/31 2017/02/28 集金 3,300 2,700
レンタル 2017年08月 2017/08/31 2017/10/31 口座振替 600 600

お客様計 3,900 3,300
162 木村　香 1カ月後末日 集金

レンタル 2017年06月 2017/06/30 2017/07/31 集金 5,000 5,000
レンタル 2017年07月 2017/07/31 2017/08/31 集金 5,000 5,000
レンタル 2017年08月 2017/08/31 2017/09/30 集金 5,000 5,000

お客様計 15,000 15,000
164 堀江　マキ 1カ月後末日 口座振替

レンタル 2017年08月 2017/08/31 2017/10/31 口座振替 1,000 1,000
お客様計 1,000 1,000

166 ケンドール紀子 1カ月後末日 口座振替
レンタル 2017年08月 2017/08/31 2017/10/31 口座振替 716 716

お客様計 716 716
174 佐藤　真冬 1カ月後末日 口座振替

レンタル 2017年08月 2017/08/31 2017/10/31 口座振替 2,174 2,174
お客様計 2,174 2,174

9900 雛形　みどり 1カ月後末日 現金
レンタル 2012年12月 2017/08/31 2017/09/30 現金 5,000 5,000

お客様計 5,000 5,000
種別計 140,290 137,990
担当計 140,290 137,990

　



2018年06月29日

国保連合会未入金一覧表 1 / 3

2017年08月

部門 [ 10 ] 高松営業所

保険者 [ 372011 ] 高松市

サービス提供年月 お客様
介護予

防
区分

被保険者番
号

請求締日
審査年月

請求額 未入金額 備考 居宅介護支援事業者
請求 最終

2017年08月 [ 100 ] 丸亀　一郎 介護 1110000100 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 33,300 33,300 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 102 ] 飯野　四郎 介護 1110000102 2017/08/31 請求保留 18,500 18,500 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 104 ] 金倉　マサ 介護 H110000104 2017/08/31 請求保留 15,000 15,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 110 ] 生島　利男 介護 1110000110 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 17,730 17,730 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年06月 [ 112 ] 亀岡　春美 介護 1110000112 2017/06/30 2017年07月 2017年08月 2,000 1,000 再審査決定 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 112 ] 亀岡　春美 介護 1110000112 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 2,000 2,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 122 ] 新居　正明 支援 1110000122 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 7,000 7,000 審査中 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター

2017年07月 [ 124 ] 端岡　次郎 支援 H110000124 2017/07/31 2017年08月 2017年08月 10,000 10,000 再請求申請 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター

2017年08月 [ 124 ] 端岡　次郎 支援 H110000124 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 10,000 10,000 審査中 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター

2017年01月 [ 130 ] 綾川　太郎 介護 1110000130 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 15,300 4,500 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年01月 [ 130 ] 綾川　太郎 介護 1110000130 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 15,300 26,100 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年02月 [ 130 ] 綾川　太郎 介護 1110000130 2017/02/28 2017年03月 2017年08月 10,800 21,600 過誤再請求申請 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 130 ] 綾川　太郎 介護 1110000130 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 42,516 42,516 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 132 ] 竹ノ内　太郎 介護 1110000132 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 4,000 4,000 審査中 [ ] 自己作成

2017年01月 [ 134 ] 大西　琴 介護 H110000134 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 8,040 4,020 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年01月 [ 134 ] 大西　琴 介護 H110000134 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 8,040 12,060 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 134 ] 大西　琴 介護 H110000134 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 8,040 8,040 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年07月 [ 140 ] 高橋　徹子 介護 1110000140 2017/07/31 請求保留 36,000 36,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 140 ] 高橋　徹子 介護 1110000140 2017/08/31 請求保留 36,000 36,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年01月 [ 142 ] 鎌田　哲司 介護 1110000142 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 19,000 9,500 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年01月 [ 142 ] 鎌田　哲司 介護 1110000142 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 19,000 28,500 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 142 ] 鎌田　哲司 介護 1110000142 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 19,000 19,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 144 ] 大杉　京子 介護 H110000144 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 16,000 16,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年07月 [ 150 ] 荒木　正 介護 3330000150 2017/07/31 請求保留 3,600 3,600 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 150 ] 荒木　正 介護 3330000150 2017/08/31 請求保留 3,600 3,600 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 152 ] 河原　友子 介護 3330000152 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 12,000 12,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年01月 [ 154 ] 吉岡　律 支援 H110000154 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 13,000 6,500 審査中 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター

2017年01月 [ 154 ] 吉岡　律 支援 H110000154 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 13,000 19,500 審査中 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター

2017年08月 [ 154 ] 吉岡　律 支援 H110000154 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 13,000 13,000 審査中 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター

2017年07月 [ 160 ] 中村　三郎太 介護 3330000160 2017/07/31 2017年08月 2017年09月 10,800 10,800 再審査決定 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 160 ] 中村　三郎太 介護 3330000160 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 10,800 10,800 審査中 [ 1238223800 ] 居宅介護支援事業所ワンツー三羽

2017年08月 [ 164 ] 堀江　マキ 介護 1110000164 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 9,000 9,000 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 166 ] ケンドール紀子 介護 1110000166 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 6,444 6,444 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年05月 [ 168 ] 成龍　純 介護 9990000168 2017/05/31 2017年06月 2017年06月 10,800 10,800 返戻 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター

2017年08月 [ 170 ] 土門　隆 介護 1110000170 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 7,344 7,344 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 172 ] 沢田　一樹 介護 1110000172 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 42,066 42,066 審査中 [ 3770001002 ] 高松市地域包括支援センター
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2017年08月

部門 [ 10 ] 高松営業所

保険者 [ 372011 ] 高松市

サービス提供年月 お客様
介護予

防
区分

被保険者番
号

請求締日
審査年月

請求額 未入金額 備考 居宅介護支援事業者
請求 最終

2017年08月 [ 174 ] 佐藤　真冬 介護 1110000174 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 19,566 19,566 審査中 [ 3770001001 ] 高松市居宅介護支援事業所

2017年08月 [ 186 ] 山村　公次 介護 1110000186 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 9,225 9,225 審査中 [ 1238223800 ] 居宅介護支援事業所ワンツー三羽

2017年08月 [ 188 ] 小笠原　万吉 介護 1110000188 2017/08/31 2017年09月 2017年09月 10,953 10,953 審査中 [ 1238223800 ] 居宅介護支援事業所ワンツー三羽

2017年08月 [ 190 ] 砂田まりあ 介護 9990000190 2017/09/30 請求保留 27,144 27,144 審査中 [ 1238223800 ] 居宅介護支援事業所ワンツー三羽

≪保険者計≫ 594,908 604,708



郵　便　は　が　き

高松営業所

300点

100点

1,300点

324点

500点

2,724点

1,000点

1,200点

300点

100点

1,300点

324点

500点

消費税 数量 ご利用単位

高松営業所

12番地34

香川県高松市香西南町

12番地34

香川県高松市香西南町

高松営業所

12番地34

香川県高松市香西南町

ご請求書

2017年08月ｻｰﾋﾞｽ提供分　介護保険

　　ﾈｸｽﾄｺｱ NEXT-11B 自走用

　　ﾛﾎｸｯｼｮﾝ ﾐﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ

　　楽匠S らくらくﾓｰｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製

　　ｹｱｽﾗｲﾀﾞｰ(MEMS)

　　ﾅｰｾﾝﾄﾊﾟｯﾄA

　　KW-65H ｽｶｯﾄｸﾘｰﾝ

　介護保険自己負担額(10%)

　介護保険外自己負担額

2017年09月ｻｰﾋﾞｽ提供分　介護保険

　　ﾈｸｽﾄｺｱ NEXT-11B 自走用

　　ﾛﾎｸｯｼｮﾝ ﾐﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ

　　楽匠S らくらくﾓｰｼｮﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ 91cm 樹脂製

　　ｹｱｽﾗｲﾀﾞｰ(MEMS)

　　ﾅｰｾﾝﾄﾊﾟｯﾄA

月額(31日)

月額(31日)

月額(31日)

月額(22日)

月額(22日)

月額(31日)

月額(30日)

月額(30日)

月額(30日)

月額(30日)

月額(30日)

2018年05月24日発行領収書丸亀　一郎　様

領収金額 ¥180-
〒

761-8014

内
訳

2016年12月ｻｰﾋﾞｽ提供分

2017年01月ｻｰﾋﾞｽ提供分

2017年02月ｻｰﾋﾞｽ提供分

2017年03月ｻｰﾋﾞｽ提供分

介護保険自己負担額

介護保険自己負担額

介護保険自己負担額

介護保険自己負担額

24円

12円

24円

24円

非 1台

8% 1枚

非 1台

8% 1枚

8% 1式

非 1台

1,000円

27,240円

非 1台

8% 1枚

非 1台

8% 1枚

8% 1式

ご指定口座より10月27日に『31,964円』を引落しさせて頂きます。

〒 ７６１－０１３０

香川県高松市庵治町12-9

丸亀　一郎　様

2018年05月24日発行

請求書在中 領収書在中

31,964円ご請求額 お客様番号 100

 高松銀行 本店金融機関

2017年09月27日

サービス内容 税込金額

2017年09月30日締切

〒761-8014

領収日付

(201709000039-100 1/1)

丸亀　一郎　様

裏面につづく

毎度お取引ありがとうございます。下記の通り請求申し上げます。

〒

761-8014

サービス事業者番号 9900000101

TEL FAX0877-100-100 0877-100-101

前回のご請求分につきましては、下記の通り領収いたしましたのでご報告申し上げます。

料金後納
郵便

※矢印の方向へゆっくりはがしてご覧ください。

水に濡れている場合は、よく乾かしてからおはがしください。



郵　便　は　が　き

高松営業所

3,724点

1,200点

消費税 数量 ご利用単位

高松営業所

12番地34

香川県高松市香西南町

12番地34

香川県高松市香西南町

高松営業所

12番地34

香川県高松市香西南町

ご請求書

　　KW-65H ｽｶｯﾄｸﾘｰﾝ 非月額(30日)

　介護保険自己負担額(10%)

2018年05月24日発行領収書丸亀　一郎　様

領収金額
〒

761-8014

内
訳

2017年04月ｻｰﾋﾞｽ提供分

2017年05月ｻｰﾋﾞｽ提供分

2017年06月ｻｰﾋﾞｽ提供分

2017年07月ｻｰﾋﾞｽ提供分

介護保険自己負担額

介護保険自己負担額

介護保険自己負担額

介護保険自己負担額

24円

24円

24円

24円

1台

3,724円

ご指定口座より10月27日に『31,964円』を引落しさせて頂きます。

〒 ７６１－０１３０

香川県高松市庵治町12-9

丸亀　一郎　様

2018年05月24日発行

請求書在中 領収書在中

************ご請求額 お客様番号 100

 高松銀行 本店金融機関

2017年09月27日

サービス内容 税込金額

2017年09月30日締切

〒761-8014

領収日付

(201709000039-100 1/1)

丸亀　一郎　様

表面からの続き

〒

761-8014

サービス事業者番号 9900000101

TEL FAX0877-100-100 0877-100-101

前回のご請求分につきましては、下記の通り領収いたしましたのでご報告申し上げます。

郵
　
便
　
は
　
が
　
き




