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埼老健ブロック別一覧

北部地区西部地区 利根地区中央地区 東部地区
P9P6～7 P8P5～6 P10

埼老健会員MAP
平成26年5月現在　140施設平成26年5月現在　140施設
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介護老人保健施設の介護老人保健施設の

　介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮し
ながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。
また、家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立し
た在宅生活が続けられるよう支援します。

　利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるよ
うチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を
立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。

1 包括的ケアサービス施設

　体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生
活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。

2 リハビリテーション施設

　脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、
多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。

3 在宅復帰施設

　自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・
訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービ
ス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。

4 在宅生活支援施設

　家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に
対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関など
と連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・
情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。

5 地域に根ざした施設
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1 戸田市立介護老人保健施設
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●●N●●Q

〒335-0031　戸田市美女木4-20-6
☎　048-422-8800　FAX　048-422-8819

居宅･デイ･包括･診療所･訪看
（入所：60）（通所：30）

2 コスモス苑
●A●B●C●D●E●F●G●●I●Q

〒335-0026　戸田市新曽南3-6-23
☎　048-447-0885　FAX　048-447-0752

居宅･デイ･病院･老人介護支援センター･
訪問リハ（入所：100）（通所：60）

3 みぬま 〒333-0831　川口市木曽呂1347
☎　048-294-9222　FAX　048-294-8789

病院･歯科
（入所：100）（通所：80）

4 ミレニアム・マッシーランド 〒333-0826　川口市新井宿802-5
☎　048-288-5700　FAX　048-288-5520

診療所･訪看
（入所：150）（通所：40）

5 厚生会川口ケアセンター
●●●A●●●D

〒333-0833　川口市西新井宿1271-1
☎　048-291-3370　FAX　048-291-3368

デイ
（入所：100）（通所：20）

6 老健ねぎしケアセンター
●A●B●C●D●E●F●G●H●I

〒333-0834　川口市安行領根岸2353
☎　048-286-7911　FAX　048-286-7912

デイ
（入所：99）（通所：35）

7 大宮ナーシング・ピア
●A●B●C●D●E●F●H

〒337-0024　さいたま市見沼区片柳1550
☎　048-686-1890　FAX　048-688-8578

居宅･デイ･病院･訪介･在介･訪看･特養･ケア･
包括（入所：52）

8 エリジオン大和田 〒337-0053　さいたま市見沼区大和田町2-1393-1
☎　048-688-3631　FAX　048-685-5514

居宅･病院・訪介･在介
（入所：74）（通所：60）

9 きんもくせい 〒336-0912　さいたま市緑区馬場1-7-1
☎　048-875-2000　FAX　048-875-2005

居宅･デイ･在介･ケア
（入所：100）（通所：20）

10 うらわの里●A●B●C●D●E●F●H●J●K
〒338-0832　さいたま市桜区西堀8-4-1
☎　048-855-7811　FAX　048-855-7800　

デイ･病院
（入所：100）（通所：20）

11 あすか 〒337-0026　さいたま市見沼区染谷3-430-1
☎　048-687-7771　FAX　048-687-2820

居宅･デイ･訪問リハ･ケア
（入所：100）（通所：32）

12 埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設
●B●C●D●I

〒330-0074　さいたま市浦和区北浦和5-2-7
☎　048-834-3700　FAX　048-834-3726

居宅･デイ･包括･病院
（入所：100）（通所：30）

13 高齢者ケアセンターゆらぎ●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●L●Q
〒331-0061　さいたま市西区西遊馬1556-1
☎　048-626-0660　FAX　048-626-0670

居宅･デイ
（入所：100）（通所：60）

14 春陽苑●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J●K●Q
〒331-0068　さいたま市西区飯田新田91-1
☎　048-620-5566　FAX　048-620-5588

居宅･デイ･在介･特養
（入所：100）（通所：50）

15 ファインハイム●A●●C●H
〒338-0814　さいたま市桜区宿372-1
☎　048-856-0001　FAX　048-856-0005

居宅･訪問リハ
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：60）

16 ハートケア東大宮●A●B●C●D●F●G●H●I●●K●Q
〒337-0017　さいたま市見沼区風渡野45
☎　048-682-6821　FAX　048-682-6823

居宅･デイ･訪問リハ
（入所：120/内認知症専門棟：50）（通所：63）

17 あげお愛友の里 〒362-0005　上尾市西門前南前636
☎　048-772-7711　FAX　048-772-7843

居宅･デイ･包括･訪介･訪看
（入所：150）（通所：50）

18 ハーティハイム 〒362-0059　上尾市平方3147-3
☎　048-726-8000　FAX　048-726-8001

居宅･デイ･訪問リハ
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：70）

19 エルサ上尾●A●B●C●D●E●F●G●H●I●M●N●Q
〒362-0061　上尾市藤波3丁目265番1号
☎　048-787-8686　FAX　048-787-8687

居宅･デイ･包括･訪看
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：65）

20 ふれあいの郷あげお●A●B●C●D●H●I●M●N
〒362-0059　上尾市平方1915
☎　048-780-6600　FAX　048-725-1300

居宅･包括･病院･在介･訪看･グループホーム･福祉用具貸与･
小規模多機能（入所：100/内認知症専門棟：40）（通所：40）

21 一心館●A●B●○C●D●E●F●G●I
〒362-0806　北足立郡伊奈町小室8113
☎　048-720-7217　FAX　048-720-7338

居宅･デイ･訪問リハ
（入所：150）（通所：65）

22 ひかりナーシングピア●A●●C●D●E●F●●HQ●
〒339-0076　さいたま市岩槻区平林寺108
☎　048-758-2324　FAX　048-758-2326

病院
（入所：72）

23 岩槻ライトケア●A●●C●D●E●F●●H
〒339-0077　さいたま市岩槻区馬込1292
☎　048-758-2330　FAX　048-758-2579

在介
（入所：80）（通所：20）

24 アーバンみらいハートランド東大宮●A●B●D●E●F●●I●Q
〒337-0002　さいたま市見沼区春野2-9-22　
☎　048-682-7055　FAX　048-682-7056

居宅･デイ･診療所･訪介･訪問リハ･歯科
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：50）

25 みやびの里●A●B●○C●D●E●F●G●H●I●J●K
〒331-0821　さいたま市北区別所町920
☎　048-668-1020　FAX　048-668-1025

居宅･デイ･訪問リハ
（入所：150）（通所：80）
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26 ボヌール 〒331-0811　さいたま市北区吉野町2-1365
☎　048-661-8223　FAX　048-661-8225

デイ
（入所：100/内認知症専門棟：48）（通所：30）

27 ケア大宮花の丘 〒331-0045　さいたま市西区内野本郷975番地5
☎　048-620-2400　FAX　048-620-2401

居宅･デイ
（入所：150）（通所：80）

28 尚和園アンシャンテ 〒336-0931　さいたま市緑区原山3-15-31
☎　048-887-1340　FAX　048-887-1007

居宅･デイ･包括･訪介･在介･特養･養護
（入所：100）（通所：25）

29 トワーム指扇 〒331-0074　さいたま市西区宝来591番地
☎　048-620-6660　FAX　048-620-6680

居宅･デイ･訪問リハ
（入所：100）（通所：35）

30 グリーンビレッジ安行●A●B●C●D●E●F●G●H●I●●K
〒334-0059　川口市安行1145番地
☎　048-299-0018　FAX　048-299-0041

デイ
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：50）

31 高齢者ケアセンターのぞみ●A●B●C●E●F●G●H●I●K●Q
〒337-0024　さいたま市見沼区片柳1387-1
☎　048-680-1111　FAX　048-680-1114

居宅･デイ
（入所：100）（通所：60）

32 あさがお●A●B●C●D●E●F●G●H●I●Q
〒336-0974　さいたま市緑区大崎3385番地1
☎　048-878-7188　FAX　048-878-7166

居宅･デイ
（入所：150/内認知症専門棟：54）（通所：70）

33 かわぐちナーシングホーム●A●B●C●D●G●K
〒333-0833　川口市西新井宿1022-1
☎　048-498-3111　FAX　048-498-3800 （入所：120）（通所：55）

34 グリーンビレッジ蕨●A●B●C●D●E●H●K
〒335-0001　蕨市北町5-13-6
☎　048-443-5001　FAX　048-443-5051

デイ
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：49）

35 葵の園・大宮●A●B●C●D●E●F●G●H●I●Q
〒331-0048　さいたま市西区清河寺685-1
☎　048-621-1155　FAX　048-621-1188

居宅･デイ
（入所：150/内認知症専門棟：40）（通所：60）

36 エスポワールさいたま●A●B●○C●D●E●F●G●H●I●J●Q
〒336-0963　さいたま市緑区大字大門1548-7
☎　048-812-1277　FAX　048-812-1275

（入所：100/内認知症専門棟：50）
（通所：30）

37 ハートランド大宮●A●B●○C●D●E●F●G●H●I
〒331-0822　さいたま市北区奈良町120-2
☎　048-662-7777　FAX　048-662-7778

居宅
（入所：128）（通所：40）

38 びわの葉A●B●○C●D●E●G●H●I●M
〒331-0074　さいたま市西区宝来1348-1
☎　048-623-1102　FAX　048-623-7474 （入所：90）

1 ナーシングホーム和光 〒351-0115　和光市新倉8-23-1
☎　048-468-3355　FAX　048-468-3377

居宅･デイ･包括･訪介･訪看･特養･ケア
（入所：99）（通所：10）

2 四季の里 〒352-0003　新座市北野2-14-8
☎　048-482-8008　FAX　048-482-8030

居宅･デイ･病院･訪問リハ
（入所：100）（通所：30）

3 ケアライフ朝霞
●A●B●C●D●●G●H●M●N

〒351-0023　朝霞市溝沼2-4-10
☎　048-467-1711　FAX　048-467-8221

居宅･デイ･包括･病院･訪介･訪看
（入所：125）（通所：40）

4 埼玉ロイヤルケアセンター
●A●B●C●D●E●F●H●I●K●Q

〒354-0045　入間郡三芳町上富2181-5
☎　049-258-6060　FAX　049-258-6083

居宅･病院
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：49）

5 むさしの苑 〒354-0045　入間郡三芳町上富1784-7
☎　049-259-6122　FAX　049-259-5112

特養･デイ･居宅
（入所：100）（通所：10）

6 プライムケア川越
●A●C●G●H●K●L●M

〒350-0806　川越市天沼新田307-1
☎　049-231-4165　FAX　049-231-4167

デイ･診療所･訪介･在介･居宅
（入所：80）（通所：40）

7 いぶき
●A●B●C●D●E●G●H●I●K●L●M●Q

〒350-0812　川越市下小坂501-1
☎　049-233-6056　FAX　049-233-6092

居宅･訪介
（入所：120/内認知症専門棟：58）（通所：40）

8 ケアハイツ・川越
●A●C●F

〒350-0002　川越市古谷本郷1475-1
☎　049-236-0775　FAX　049-236-0757

居宅･デイ
（入所：100）（通所：60）

9 瑞穂の里 〒350-1151　川越市中台元町1丁目16番地11
☎　049-241-3240　FAX　049-241-5675

居宅･デイ･包括･病院･訪介･訪看
（入所：100）（通所：120）

10 所沢ロイヤルの丘 〒359-1152　所沢市北野3丁目1番地16
☎　04-2947-1011　FAX　04-2947-0799

短期入所生活介護
（入所：110/内認知症専門棟：28）（通所：50）

11 ケアステーション所沢●A●B●C●D●E●F●H
〒359-1106　所沢市東狭山ヶ丘6-2823-13
☎　04-2921-1165　FAX　04-2921-1166

居宅･包括･訪介･保育園･訪問リハ･デイ
（入所：90）（通所：41）

12 雪見野ケアセンター 〒359-0001　所沢市下富1150-1
☎　04-2990-5300　FAX　04-2990-5301

デイ
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：35）
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13 かがやき●●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J●K●●Q
〒350-1332　狭山市下奥富688-1
☎　04-2952-1001　FAX　04-2952-9009

居宅･包括･訪介･在介･訪看
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：40）

14 狭山ケアセンター●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J
〒350-1315　狭山市北入曽1443-7
☎　04-2956-7311　FAX　04-2956-7313

デイ
（入所：100/内認知症専門棟：40）（通所：30）

15 ケアセンターなごみ●A●D●I
〒358-0026　入間市小谷田1258-1
☎　04-2934-5077　FAX　04-2934-5033

病院
（入所：84）（通所：30）

16 アヴニール●A●B●C●D●E●I●J●K
〒358-0015　入間市二本木1082-1
☎　04-2934-6910　FAX　04-2934-6915

居宅･包括･特養
（入所：86/内認知症専門棟：39）（通所：40）

17 鶴ヶ島ケアホーム●A●B●○C●D●E●F●G●H●I●K●M●N●O
〒350-2213　鶴ヶ島市脚折1877
☎　049-271-5121　FAX　049-271-5124

居宅･デイ･包括･診療所･訪介･訪看
（入所：107/内認知症専門棟：50）（通所：92）

18 日高の里●A●B●C●D●E●F●G●H●Q
〒350-1254　日高市久保96-1
☎　042-982-3333　FAX　042-982-0637

居宅･デイ･訪介･訪問入浴
（入所：100）（通所：40）

19 飯能ケアセンター楠苑●A●C●D●E●F●H●Q
〒357-0047　飯能市落合458-1
☎　042-975-1601　FAX　042-975-1605

居宅･デイ
（入所：98）（通所：47）

20 飯能リハビリ館●C●D
〒357-0052　飯能市下畑296
☎　042-974-6000　FAX　042-974-8881

居宅･デイ･訪介･訪看･訪問リハ･配食
（入所：80）（通所：60）

21 薫風園●A●B●C●D●F●G●H●I●J●K●M
〒350-0451　入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字沢又691
☎　049-276-1945　FAX　049-276-2003

居宅･デイ･病院･訪介･特養･ケア
（入所：100）（通所：60）

22 はつらつ 〒350-0226　坂戸市本町2-13
☎　049-283-0021　FAX　049-283-1312

居宅･診療所
（入所：100）（通所：30）

23 やまぶきの郷 〒350-0246　坂戸市多和目330番地
☎　049-287-1155　FAX　049-287-9511

居宅･デイ
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：40）

24 ゆりの木 〒358-0014　入間市宮寺3187番地31
☎　04-2934-5055　FAX　04-2934-8171

居宅･デイ･病院･訪看･包括
（入所：100）（通所：80）

25 さんとめ●B●C●D●F●G●H●I●J●K●●M●N●Q
〒359-0002　所沢市中冨1617
☎　04-2942-3202　FAX　04-2942-3235

居宅･包括
（入所：100）（通所：100）

26 上福岡リハケアセンター 〒356-0014　ふじみ野市福岡新田北谷108-1
☎　049-266-0112　FAX　049-266-0141

居宅･デイ･訪看
（入所：100/内認知症専門棟：20）（通所：45）

27 すみよし●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●L●N
〒350-0209　坂戸市大字塚越769番地
☎　049-288-3800　FAX　049-288-3803

デイ
（入所：100）（通所：40）

28 葵の園・富士見 〒354-0031　富士見市勝瀬937番3
☎　049-256-6500　FAX　049-256-6688

デイ
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：40）

29 秋桜の里 〒356-0011　ふじみ野市福岡142-1
☎　049-268-6531　FAX　049-268-6532

（入所：100/内認知症専門棟：40）
（通所：35）

30 いるまの里 〒358-0054　入間市野田1630
☎　04-2933-1000　FAX　04-2933-1500

デイ
（入所：100/内認知症専門棟：30）（通所：50）

31 グリーンビレッジ朝霞台●A●B●○C●D●E●G●H●I
〒351-0031　朝霞市大字宮戸3番地
☎　048-486-6622　FAX　048-486-6633

デイ
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：40）

32 愛●A●B●C●D●E●H●I●K●L●Q
〒350-1317　狭山市大字水野596番地
☎　04-2957-0666　FAX　04-2957-0733

病院
（入所：100）（通所：40）

33 飯能市東吾野医療介護センター●A●B●C●F●H●I●K●L●M
〒357-0204　飯能市大字虎秀25-1
☎　042-978-2000　FAX　042-978-0587

デイ・有床診療所
（入所：29）（通所：20）

34 エスポワール所沢 〒359-0001　所沢市下富1310-15
☎　04-2990-2077　FAX　04-2990-2078

デイ
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：40）

35 みかじま●B●C●D●J●K●L
〒359-1164　所沢市三ケ島5丁目1636番地
☎　04-2938-1818　FAX　04-2938-1819

デイ･居宅
（入所：90）（通所：40）

36 遊●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J●L●M●O
〒359-1106　所沢市東狭山ヶ丘4丁目2666-1
☎　04-2929-1177　FAX　04-2929-1179

病院
（入所：80）（通所：80）

37 志木瑞穂の里 〒353-0001　志木市上宗岡2丁目20-17
☎　048-474-0324　FAX　048-476-1133

居宅
（入所：120）（通所：80）

38 小江戸の郷●B●C●D●F●G●H●I●K●L●●M●Q
〒350-0845　川越市上老袋86番地1
☎　049-229-5300　FAX　049-229-5303 （入所：100）（通所：40）

39 あさひヶ丘●A●B●C●D●F●G●H●I●K●M
〒350-1211　日高市大字森戸新田99-1
☎　042-989-1121　FAX　042-989-6621 （入所：115）
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1 ルーエハイム
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J●K●L

〒363-0027　桶川市川田谷4948-1
☎　048-786-5550　FAX　048-786-0755

居宅･デイ･包括･訪問リハ
（入所：100）（通所：70）

2 ハートランド桶川
●A●B●C●D●E●F●G●H●MO

〒363-0008　桶川市坂田1725
☎　048-777-7011　FAX　048-777-7711

居宅･包括･病院･訪介･訪問リハ･デイ
（入所：124）（通所：70）

3 いこいの家
●A●C●D●K●L

〒364-0033　北本市本町6-232
☎　048-592-0712　FAX　048-591-3035

居宅･包括･クリニック
（入所：97）（通所：40）

4 鴻巣フラワーパレス
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J●K●L●M●N●O

〒365-0072　鴻巣市市ノ縄250-1
☎　048-597-1311　FAX　048-597-1312

居宅・訪問リハ
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：16）

5 こうのとり
●A●C●D●E●F●G●H●I●K●Q

〒365-0073　鴻巣市八幡田868-1
☎　048-596-2222　FAX　048-596-7326

居宅･包括･病院
（入所：110）（通所：15）

6 蓮田ナーシングホーム翔裕園
●A●B●C●D●E●G●H●I

〒349-0133　蓮田市閏戸1826-1
☎　048-765-1361　FAX　048-765-1362

居宅・デイ
（入所：100）（通所：40）

7 すぎとナーシングケア
●B●C●D●●I●J●K●M

〒345-0014　北葛飾郡杉戸町才羽2110
☎　0480-38-3831　FAX　0480-38-1321

居宅･デイ･特養･ケア･グループホーム
（入所：98）（通所：休止）

8 幸手ナーシングホーム 〒340-0114　幸手市東3-1-5
☎　0480-43-8282　FAX　0480-40-3060

居宅･デイ･病院
（入所：92）（通所：30）

9 鶴寿の里ナーシングホーム
●A●B●C●D●E●F●G●H●K●M●Q

〒346-0024　久喜市北青柳1385-2
☎　0480-24-0066　FAX　0480-24-0930

居宅･デイ･特養･ケア
（入所：57）（通所：30）

10 みやじま●A●B●C●D●F●G●H●I●K●L●Q
〒346-0106　久喜市菖蒲町菖蒲4028
☎　0480-85-1812　FAX　0480-85-1813

居宅･デイ･訪介･在介
（入所：130）（通所：60）

11 栗橋ナーシングホーム翔裕園 〒349-1105　久喜市小右衛門951-1
☎　0480-55-2024　FAX　0480-55-2029

居宅･デイ･グループホーム･福祉用具貸与
（入所：109/内認知症専門棟：40）（通所：40）

12 ぽっかぽか 〒349-0221　白岡市上野田357-1
☎　0480-90-5666　FAX　0480-90-5665

居宅･デイ･小規模多機能･包括
（入所：95/内認知症専門棟：40）（通所：50）

13 ケア・ビレッジ　シャローム●A●B●C●D●E●G●H●I●J●L●●Q
〒347-0058　加須市岡古井73
☎　0480-61-3810　FAX　0480-61-3811

病院
（入所：100）（通所：10）

14 北埼玉ヘルスケアビレッジ●A●B●C●D●G●K●M
〒349-1212　加須市麦倉191
☎　0280-62-3455　FAX　0280-62-3700 （入所：107）（通所：20）

15 カノープス☆羽生●B●C
〒348-0051　羽生市本川俣1305
☎　048-563-3322　FAX　048-560-1314

居宅･在介･訪問リハ
（入所：100）（通所：45）

16 あいの郷●B●C●D●E●F●G●H●I
〒348-0043　羽生市桑崎196-1
☎　048-562-3100　FAX　048-563-5700

居宅･訪介
（入所：100）（通所：60）

17 ハートフル行田●A●B●C●D●E●F●G●H●I●L●M●N
〒361-0037　行田市下忍1157-1
☎　048-554-9700　FAX　048-554-9730

居宅･包括･訪介･在介
（入所：80）（通所：35）

18 グリーンピア●A●B●C●D●E●H●I
〒361-0004　行田市大字須加1531
☎　048-557-3633　FAX　048-557-3663

居宅･デイ･包括･訪介･在介･訪看･特養･ケア･グループ
ホーム･訪問入浴･軽費（入所：80）（通所：20）

19 虹の園●A●B●C●G●I
〒347-0125　加須市上崎2047-1
☎　0480-70-2388　FAX　0480-73-8688

居宅･デイ･包括･特養
（入所：80）（通所：16）

20 カントリーハーベスト北本 〒364-0025　北本市石戸宿5丁目236
☎　048-593-7111　FAX　048-591-8311

居宅･デイ
（入所：100）（通所：40）

21 秋桜 〒369-0132　鴻巣市前砂980-1
☎　048-547-2370　FAX　048-547-2372

居宅
（入所：100）（通所：50）

22 桜田 〒340-0202　久喜市東大輪2039-4
☎　0480-57-1811　FAX　0480-57-1812

居宅･デイ
（入所：85/内認知症専門棟：40）（通所：40）

23 公設宮代福祉医療センター  六花 〒345-0831　南埼玉郡宮代町大字須賀177
☎　0480-36-2760　FAX　0480-36-2761 （入所：80）（通所：40）

24 ケアタウンゆうゆう●A●B●C●D●E●F●G●H●J●K●O●Q
〒349-0142　蓮田市南新宿994-1
☎　048-765-2525　FAX　048-765-0202

居宅･デイ
（入所：100）（通所：59）

25 こうのすナーシングホーム共生園●A●B●C●D●E●H●I●J●L
〒365-0025　鴻巣市下谷字在家409-1
☎　048-540-6171　FAX　048-540-6175

デイ･居宅･訪問リハ
（入所：120）（通所：46）
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1 本庄ナーシングホーム 〒367-0061　本庄市小島5-6-1
☎　0495-21-7878　FAX　0495-25-3372

居宅･デイ･病院
（入所：114）（通所：20）

2 彩の苑 〒367-0054　本庄市千代田1-1-21
☎　0495-23-3988　FAX　0495-23-3977

居宅・病院・訪問リハ
（入所：100）（通所：40）

3 かみかわ 〒367-0232　児玉郡神川町大字新里2783-5
☎　0495-77-2060　FAX　0495-77-1618

居宅･デイ･特養･グループホーム･配食･介護福祉士養
成所（入所：60/内認知症専門棟：27）（通所：40）

4 かみさとナーシングホーム 〒369-0301　児玉郡上里町大字金久保1336
☎　0495-33-7070　FAX　0495-33-7474

居宅・訪介・訪問リハ・訪問入浴
（入所：80/内認知症専門棟：30）（通所：20）

5 いづみケアセンター
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J●K●L●N●O

〒355-0807　比企郡滑川町和泉873
☎　0493-56-6123　FAX　0493-56-6124

居宅･デイ
（入所：100/内認知症専門棟：44）（通所：40）

6 みどうの杜 〒355-0375　秩父郡東秩父村御堂1456-4
☎　0493-82-1780　FAX　0493-81-1050

居宅･デイ
（入所：100/内認知症専門棟：40）（通所：40）

7 東松山市総合福祉エリア
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●L●N

〒355-0005　東松山市松山2183
☎　0493-21-5556　FAX　0493-25-3305

居宅･デイ･包括･訪介･訪看
（入所：84）（通所：30）

8 平成の森
●A●B●C●D●E●G●H●I●J●K●L

〒350-0123　比企郡川島町畑中478-1
☎　049-297-8808　FAX　049-297-8627

居宅・包括・病院・在介・訪看
（入所：100/内認知症専門棟：34）（通所：54）

9 ケアパーク江南
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●Q

〒360-0114　熊谷市江南中央2-7-8
☎　048-536-8880　FAX　048-536-8890

居宅･デイ･病院
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：35）

10 はなみずき●A●B●C●D●E●F●G●H●I●M
〒366-0817　深谷市柏合1041-1
☎　048-551-1115　FAX　048-571-0553

居宅･デイ･包括･在介･配食
（入所：100）（通所：40）

11 ＦＯＭＡ・なごみ●A●B●C●D●G●H●I●K●L
〒366-0019　深谷市新戒413-1
☎　048-587-4753　FAX　048-587-1181

居宅･デイ･包括･在介
（入所：100/内認知症専門棟：46）（通所：40）

12 逍遥の郷●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●M●N
〒369-1234　大里郡寄居町折原2482
☎　048-581-8855　FAX　048-581-8861

居宅
（入所：100/内認知症専門棟：40）（通所：30）

13 はなぶさ 〒360-0853　熊谷市玉井336-1
☎　048-533-0003　FAX　048-533-0120

居宅･デイ･包括･訪介･在介･特養･ケア･配食
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：260）

14 ぬくもり●B●G●K
〒360-0816　熊谷市大字石原510番地
☎　048-529-2882　FAX　048-529-2880

居宅･デイ･包括･訪問リハ
（入所：100/内認知症専門棟：40）（通所：50）

15 ビッラ・ベッキア 〒368-0056　秩父市寺尾2744
☎　0494-22-7026　FAX　0494-22-7006

デイ･保育所
（入所：100/内認知症専門棟：50）（通所：20）

16 うらら●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●L●●O
〒368-0051　秩父市中村町3-6-24
☎　0494-27-0250　FAX　0494-23-7482

居宅･訪介･在介･保育所･訪看
（入所：100）（通所：70）

17 やまざくら●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●L●Q
〒369-1205　大里郡寄居町末野2109番地
☎　048-580-0888　FAX　048-580-0890

居宅･デイ･訪看
（入所：96）（通所：60）

18 なでしこ●A●B●C●D●E●F●G●H●I●J●K●L●M●N●P●Q
〒368-0072　秩父郡横瀬町大字横瀬5850
☎　0494-25-7200　FAX　0494-25-7201

デイ・診療所・訪看
（入所：100/内認知症専門棟：40）（通所：15）

19 トワーム熊谷●A●B●C●D●E●G●H●M●Q
〒360-0017　熊谷市小曽根337-1
☎　048-599-3377　FAX　048-599-3378

居宅･デイ･訪問リハ
（入所：100）（通所：40）

20 わかばの丘 〒355-0064　東松山市毛塚773
☎　0493-31-0011　FAX　0493-31-0006

居宅・デイ・包括
（入所：100）（通所：40）

21 葵の園・熊谷●A●B●C●E●G●H●I●Q
〒360-0211　熊谷市善ヶ島1324-1
☎　048-589-5511　FAX　048-589-5522

居宅
（入所：100/内認知症専門棟：40）（通所：37）

22 アルメリア●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●M
〒366-0811　深谷市人見2031
☎　048-574-8777　FAX　048-574-8822

（入所：120/内認知症専門棟：40）
（通所：60）

地区 番号 施　設　名（●●印は受入疾患名） 所　在　地　　 併　設　施　設

北　
　

部　
　

地　
　

区
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〈併設施設名は下記のように略しています〉
居宅←居宅介護支援事業所　　　デイ←通所リハビリ　　包括←地域包括支援センター　　　　　訪介←訪問介護
在介←在宅介護支援センター　　訪看←訪問看護　　　　訪問リハ←訪問リハビリテーション　　ケア←ケアハウス
グループホーム←痴呆対応型共同生活介護施設　　　　　配食←配食サービス　　　　　　　軽費←軽費老人ホーム

〈各会員施設では疾患等をお持ちの方もご相談の上で受け入れております。ご利用にあたり各施設の空床状況や症
状等につきご相談下さい。施設名に付されたA～Qは､ その施設が、以下の疾患あるいは処置の受入れに対応して
いることを示しています〉

A…BC型肝炎　B…胃瘻造設　C…バルーン　D…人工肛門　E…てんかん　F…MRSA　G…喀痰吸引
H…褥瘡処置　I…インスリン　J…腸瘻造設　K…看取り　L…酸素吸入　M…経鼻栄養　N…気管切開
O…透析　P…IVH　Q…精神

1 三郷ケアセンター
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●Q

〒341-0028　三郷市南蓮沼260-2
☎　048-953-6161　FAX　048-953-7110

居宅･デイ
（入所：150）（通所：60）

2 翔寿苑 〒340-0002　草加市青柳8-51-13
☎　048-932-0011　FAX　048-936-7135

居宅･デイ･包括･訪問リハ･グループホーム
（入所：108/内認知症専門棟：54）（通所：50）

3 みどりの館
●A●C●D●F●H

〒340-0023　草加市谷塚町2000
☎　048-922-1335　FAX　048-922-1348

居宅･包括
（入所：84）（通所：50）

4 シルバーケア敬愛 〒343-0002　越谷市平方272-1
☎　048-978-8211　FAX　048-978-8115

居宅・デイ・包括
（入所：104）（通所：130）

5 南面
●A●B●C●D●E●●G●H●I●K●Q

〒343-0851　越谷市七左町4-161
☎　048-989-7777　FAX　048-989-3300

居宅･包括･訪看
（入所：100/内認知症専門棟：36）（通所：40）

6 憩いの里
●A●C●D●F●H●I●Q

〒343-0012　越谷市増森1-85
☎　048-963-7788　FAX　048-963-3300

居宅･デイ･包括･特養･養護･通所介護･短期入所生活介護
（入所：100/内認知症専門棟：48）（通所：25）

7 プルミエール
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●Q

〒343-0115　北葛飾郡松伏町上赤岩752-1
☎　048-992-2101　FAX　048-992-2106

居宅･訪問リハ
（入所：100）（通所：40）

8 しょうわ
●A●B●C●D●E●F●G●H●I●K●L●M●Q

〒344-0122　春日部市下柳1088
☎　048-718-2111　FAX　048-718-2115

居宅･診療所･重度認知症デイケア（50床）
（入所：124/内認知症専門棟：49）（通所：150）

9 ちとせ
●B●D

〒344-0036　春日部市下大増新田81-1
☎　048-733-1000　FAX　048-733-8910

居宅
（入所：100/内認知症専門棟：36）（通所：40）

10 ケアリングよしかわ●A●C●D●H●I●Q
〒342-0003　吉川市八子新田529
☎　048-983-7711　FAX　048-983-7722

居宅
（入所：100/内認知症専門棟：47）（通所：40）

11 ケアセンター八潮 〒340-0802　八潮市鶴ヶ曽根1184-4
☎　048-998-2220　FAX　048-994-2215

居宅･デイ･包括･訪問リハ
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：53）

12 春日部ロイヤルケアセンター●A●B●C●D●E●F●G●I●K
〒344-0011　春日部市藤塚2622-2
☎　048-733-5771　FAX　048-733-5778

居宅･デイ･包括･訪看
（入所：150/内認知症専門棟：50）（通所：54）

13 なのはなの里●A●B●C●D●E●F●G●H●I
〒343-0103　北葛飾郡松伏町大字金杉1908
☎　048-992-5511　FAX　048-992-5512

居宅･デイ
（入所：100/内認知症専門棟：30）（通所：60）

14 草加ロイヤルケアセンター●A●B●C●D●F●G●H●I
〒340-0001　草加市柿木町123-2
☎　048-930-5591　FAX　048-935-5025

居宅
（入所：150/内認知症専門棟：38）（通所：60）

15 とまりや●A●B●C●D●E●F●G●H●I●L
〒343-0856　越谷市谷中町４丁目293-1
☎　048-963-1008　FAX　048-963-1098

居宅･デイ･グループホーム
（入所：150）（通所：49）

16 きんもくせい庄和●A●B●C●D●F●H●I●J●K●L●●M
〒344-0111　春日部市上金崎28番地
☎　048-746-3122　FAX　048-745-1564

居宅･病院
（入所：25）

地区 番号 施　設　名（●●印は受入疾患名） 所　在　地　　 併　設　施　設

東　

部　

地　

区
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葵の園・浦和 〒336-0034　さいたま市南区内谷5丁目24番1号 048-872-2121

葵の園・越谷 〒343-0851　越谷市七左町6丁目100番地1 048-960-2255

イムスケアふじみの　 〒356-0045　ふじみ野市鶴ヶ岡5-6-58 049-256-6250

エムズガーデン　 〒354-0044　入間郡三芳町北永井890番2 049-257-1500

春日部認知症保健福祉センター 〒344-0041　春日部市増富36 048-753-5555

川越ケアセンター 〒350-0804　川越市下広谷527-1 049-234-1162

さくらの里 〒356-0014　ふじみ野市福岡新田4-1 049-269-6600

縄文の里長瀞倶楽部 〒369-1311　秩父郡長瀞町岩田587 0494-66-0000

つつじの郷 〒351-0035　朝霞市下内間木1363-1 048-458-1117

新座園 〒352-0011　新座市野火止4-14-20 048-477-1008

はとがやケアセンター 〒334-0003　川口市坂下町4-16-26 048-281-1468

はーとぴあ 〒345-0824　南埼玉郡宮代町字山崎472番地 0480-36-2122

ひだまりの郷　 〒333-0844　川口市上青木4-2-6 048-267-2218

ふじみ野介護老人保健施設 ベテラン館 〒356-0051　ふじみ野市亀久保1833-5 049-278-7110

富士見の里 〒354-0007　富士見市みどり野南3-1 049-275-8055

もえぎ野 〒355-0153　比企郡吉見町大字久米田859-1 0493-54-0021

施　設　名 所　在　地 電 話 番 号

県内には埼老健会員施設以外に、下記の介護老人保健施設があります。（五十音順）

○埼玉県介護老人保健施設協会では、会員施設だけでなく、県民のみなさまの介護力向上

のため、様々な取り組みを行っています。協会ホームページに情報を掲載しております

ので、ご活用下さい。

○埼老健会員施設では、県からの指導のもと、より良い介護サービスの提供のため組織的

に取り組んでいます。

○埼老健会員施設では、計画的に職員を研修会（12～13ページ掲載）に参加させ、積

極的に資質の向上を図っています。



平成26年度　研修会予定表平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成2222222222222222222222222222222222222222222222226666666666666666666666666年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度 研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表平成26年度　研修会予定表平成26年度　研修会予定表平成26年度　研修会予定表

研修会名 回数 月日 時間 会 場 研 修 内 容 講 師
定
員

担
当
理
事

研 修 委 員

基

礎

研

修

初任者研修

第１回 ５／１５（木）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール２

老健の理念と役割 佐藤龍司理事 ６０

佐
藤
龍
司
理
事

�橋龍司 秋桜

宇恵野顕 ケア・ビレッジシャローム
田代敏行 遊
矢沢隆之 幸手ナーシングホーム
上坂直之 いるまの里
三瓶裕之 三郷ケアセンター
中村常博 なのはなの里
赤城 桂 飯能リハビリ館

第２回 ７／２５（金）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール１

接遇とマナー 平川汀子理事 ６０

第３回 ９／１１（木）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
３０７セミナー室

認知症 佐藤龍司理事 ６０

第４回 １１／６（木）
１０：００
～１６：００

しょうわ（予定）
（ＡＭ）認知症ケアについて
（ＰＭ）在宅復帰に向けて・施設見学

佐藤龍司理事 ４０

基本介助

第１回 ５／２５（日）
９：００
～１２：３０

わかばの丘
「起居・移乗介助方法
～ボディメカニクスの理論と実際～」

わかばの丘
鳥越敦信氏（ＰＴ）
新沼 梓氏（ＯＴ）
鈴木 香氏（ＰＴ）
齋藤友博氏（ＯＴ）

４０
内
田
三
千
則
理
事

宮崎聡子 わかばの丘

川田 仁 わかばの丘
本多正幸 みどりの館
村上恵美子 みどりの館
秋田直子 プライムケア川越
坂巻明美 プルミエール
奥野まい美 みやびの里

第２回 １２／７（日）
１０：３０
～１６：００

プルミエール
「起居・移乗介助方法
～ボディメカニクスの理論と実際～」

原嶋 創氏
（プルミエールＰＴ）

３０

口腔ケア 第１回 ９／２６（金）
１０：３０
～１６：００

県民活動総合センター
２１０セミナー室

摂食・嚥下について
柳 祥淑氏
（ケアセンター八潮）

５０

生活リハビリ

第１回 １０／２０（月）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
２１０セミナー室

シーティング
～生活に活かせる座り～

岩谷清一氏
（永生病院ＯＴ）

３５ 内
田
三
千
則
理
事

木幡亮介 プライムケア川越

駒 欣幸 ケア・ビレッジシャローム
宮尾洋平 ケアパーク江南
有山雅人 埼玉ロイヤルケアセンター
松本彩音 しょうわ
三澤愛実 すぎとナーシングケア
岩井佐織 すみよし
木戸陽子 はなぶさ

第２回 １／１９（月）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
（予定）

シーティング
～生活に活かせる座り～

３５

チ
ー
ム
ケ
ア
研
修

中堅職員

第１回 ６／１７（火）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール２

ＯＪＴスキルアップ研修
鈴木政彦氏
（エイデル研究所）

７０ 桑
原
哲
也
理
事

脇本忠春 かわぐちナーシングホーム
山根美香 ケア大宮花の丘
土門 献 こうのとり
岩間美穂 ナーシングホーム和光
磯山文世 憩いの里
矢内高志 公設宮代福祉医療センター六花
関根照義 なのはなの里

第２回 １０／７（火）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール１

問題解決能力スキルアップ研修 ７０

リスク
マネジメント

第１回 ７／５（土）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール２

リスクマネジメント基礎
事故回避、病後対応

大橋幸子氏
（日本医療科学大学）

９０ 五
島
敏
郎
理
事

吉澤完志 いづみケアセンター
数間朋子 うらわの里
金津宏明 大宮ナーシング・ピア
保泉沙織 逍遥の郷
安野章人 ルーエハイム
斉藤裕太 しょうわ

第２回
１０／上旬
（土or日）

１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
（予定）

検討中

多職種による
チームアプローチ

第１回 ６／１３（金）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
２１０セミナー室

在宅復帰支援における
多職種チームアプローチ

清藤大輔氏 ６０ 荒
舩
丈
一
理
事

氏家世里那 しょうわ
原島 弓 ビッラ・ベッキア
高橋陽子 翔寿苑
戸井田智香 ぽっかぽか
木下和則 飯能ケアセンター楠苑
影山志帆 しょうわ
小林 賢 ケアセンター八潮

第２回 １１／２１（金）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
２１０セミナー室

認知症ケアにおける
多職種チームアプローチ

町田招洋氏
（ハートケア東大宮）

田中浩之氏
（三郷ケアセンター）

６０

食べることから
考えるチームケア

第１回 ６／２６（木）
１０：００
～１６：００

しょうわ
食事ケアの基本について
（口腔ケアも含めて）

佐藤龍司理事 ５０ 佐
藤
龍
司
理
事

松平一憲 みかじま
横山貴浩 ケアセンター八潮
田中めぐみ かがやき
樫村真紀江 ハートケア東大宮
高橋淳子 志木瑞穂の里
米丸豊郎 秋桜の里

第２回 １０／３０（木）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール１

食事ケアにおける
多職種との関わりについて

佐藤龍司理事
舘村卓氏（ＰＭ予定）

１００

職
域
別
研
修

相談関係職員

第１回 ７／３１（木）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール１

ソーシャルワーカー実践報告
～忘れられない事例を通して～

県内老健ＳＷ ８０

平
川
汀
子
理
事

島田拓人 うらら

永井千恵 プルミエール
三澤真理 こうのとり
室岡正人 草加ロイヤルケアセンター
藤本武史 ハーティハイム
中臺衣久美 高齢者ケアセンターゆらぎ
宮河恭介 あげお愛友の里

第２回 １０／８（水）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール１

チームケアの実現に向けて
�県内老健 各職種
�関連機関

８０

合同
研修

２月下旬
（土日）

１０：００
～１６：００

埼玉県内宿泊施設
関東甲信越ブロック支援相談員
合同研修会 ～出会いを糧に～

若月健一氏
（元全老健副会長）

研修会予定は、今後変更の可能性があります。



研修会名 回数 月日 時間 会 場 研 修 内 容 講 師
定
員

担
当
理
事

研 修 委 員

職

域

別

研

修

リハビリ関係
職員

第１回 ５／１８（日）
１０：００
～１６：３０

県民活動総合センター
セミナーホール１

初任者研修
①生活リハビリについて、②リスク管理について
③在宅復帰支援について、④コミニュケーション・
接遇について

①中野佳子氏 ハーティハイム
②済川裕右氏 シルバーケア敬愛
③松本宏明氏 プライムケア川越
④永原俊昭氏 トワーム熊谷

１００ 内
田
三
千
則
理
事

永原俊昭 トワーム熊谷
鈴木康夫 やまざくら
宇野 潤 きんもくせい
高橋 昌 シルバーケア敬愛
松本宏明 プライムケア川越
小野田恵 栗橋ナーシングホーム翔裕園
臼杵 寛 とまりや
関口信哉 みどうの杜
並木洋之 愛
太田美波 ファインハイム

第２回 １０／２６（日）
１０：００
～１６：３０

埼玉会館（予定）
老健リハビリ職のための
シーティング・ポジショニング

田中義行氏 ８０

第３回
２月 or
３月（日）

１０：００
～１６：３０

熊谷文化創造館
さくらめいと（予定）

生活環境整備について 未定 ８０

栄養関係職員 第１回 ７／１７（木）
９：００
～１７：００

県民活動総合センター
セミナーホール１

�講演 認知症と栄養（予定）
�グループワーク（情報交換）

神田大輔氏
（東大宮総合病院総合内科部長）

１００
寺
島
友
明
理
事

山崎 綾 三郷ケアセンター
石井亜由子 高齢者ケアセンターゆらぎ
新井 充 いづみケアセンター
川井奈々恵 みかじま

看護部会

第１回 ７／１０（木）
１３：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール２

認知症の対応について
グループワーク

宮�香理氏
（みどうの杜Ｄｒ）

１００
荒
舩
丈
一
理
事

名久井瞳 なでしこ

河野 淳 秋桜
日下部美智子 東松山市総合福祉エリア
藤津妙子 グリーンビレッジ安行
野澤友和 瑞穂の里
豊福玲子 アヴニール

第２回 ９／４（木）
１３：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール２

老健における看取りについて 佐藤龍司理事 １００

第３回 １１／２５（火）
１０：００
～１３：００

県民活動総合センター
セミナーホール１

老健における急変時の対応について 荒舩丈一理事 １００

介護職
第１回 ６／１９（木）

１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
２１０セミナー室

老健での新しいサービスを考えよう
松本宏明氏
（プライムケア川越ＰＴ）

５０
宮
地
満
佐
子
理
事

平塚 忠 カノープス☆羽生
丸茂貴子 すみよし
大久保聡 鶴寿の里ナーシングホーム
船橋徹也 瑞穂の里
吉田恵理 みぬま
宮地啓子 むさしの苑

第２回
１月 or
２月

１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
（予定）

検討中

音楽療法

第１回 ７／２６（土）
１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
セミナーホール２

�介護職が携われる音楽療法
�音楽療法とは
�実践
�現場ですぐに使える音楽療法的レクリエーション

大澤和子氏
（埼玉県音楽療法
連絡協議会会長）

５０ 平
川
汀
子
理
事

小山大輔 志木瑞穂の里

森野尚子 いぶき
坂 香澄 いぶき
村上 郁 ちとせ
�川和子 平成の森第２回 ２月

１０：００
～１６：００

県民活動総合センター
（予定）

�介護職が携われる音楽療法
�音楽療法とは
�実践
�現場ですぐに使える音楽療法的レクリエーション

５０

ブ

ロ

ッ

ク

別

研

修

中央地区

第１回
７／３０（水）
７／３１（木）

９：００
～１７：００

高齢者ケアセンター
のぞみ

認知症介護の実践と展開（１日目）
ＩＣＦについて（２日目）

さいたま市
認知症介護指導者

４０
堺
正
長
理
事

岡野将実 埼玉メディカルセンター
附属介護老人保健施設

杉浦友恵 埼玉メディカルセンター
附属介護老人保健施設

佐々木史 戸田市立
介護老人保健施設

立石直己 あさがお
下田直宏 あさがお

第２回 １０月
１４：００
～１６：００

あさがお 音楽療法について ２０

第３回 １１月
１４：００
～１６：００

ジェイコー埼玉老健
（旧サンビュー埼玉）

デイケアについて ２０

西部地区

第１回 ５／２８（水）
１３：３０
～１５：００

みかじま
あなたにもできる音楽療法
～理論と多くの実践を学ぶ～

治部都美氏
（みかじま）

３０
桑
原
哲
也
理
事

吉田 稔 埼玉ロイヤルケアセンター

野内陽介 かがやき
濱浦 剛 鶴ヶ島ケアホーム
小河原聡 さんとめ
青木 巌 むさしの苑
菊地 涼 みかじま
柳戸勇樹 ケアステーション所沢

第２回 ９月
１４：００
～１６：００

コピス三芳
（三芳町文化会館）

認知症の理解を深める
～尊厳あるよりよいケアを目指して～

宮内賢司氏
（埼玉ロイヤルケアセンター）

３０

第３回 ２月
１４：００
～１６：００

コピス三芳
（三芳町文化会館）

転倒・転落予防について
林 隆司氏
（つくば国際大学教授）

３０

東部地区
第１回 ４月～６月 春日部市民文化センター ヨガを取り入れた介護者の負担軽減

宮崎和美氏
（ユニチャーム ライフリー
ケアアドバイザー）

５８
松
本
眞
彦
理
事

仁野 遥 しょうわ

仲田清志 春日部ロイヤルケアセンター
柳澤大輔 翔寿苑
村山 誠 憩いの里第２回 ９月（木）

１３：３０
～１６：３０

春日部市民文化会館
老健における新しいサービス（仮）
北部地区と合同研修

佐藤龍司理事 １１

利根地区

第１回 ５／１５（木）
１３：３０
～１６：３０

ふれあいセンター久喜
�介護に必要な医療のマメ知識
�看取り ～医師の私見と意見交換会～

宮地満佐子理事 ２０
宮
地
満
佐
子
理
事

坂本智之 秋桜

茂木佳奈子 秋桜
中原応一郎 グリーンピア
小林 聡 ケア・ビレッジシャローム
原嶋千明 みやじま
矢沢隆之 幸手ナーシングホーム
清水和貴 あいの郷

第２回 ７／１７（木）
１３：３０
～１６：３０

ふれあいセンター久喜
在宅復帰の取り組みについて
～介護職への期待～

長島大介氏
（あいの郷）

２０

第３回
９／１８（木）
１１／２０（木）

１３：３０
～１６：３０

ふれあいセンター久喜 認知症ケアの取り組みについて 認定看護師 ２０

北部地区

第１回 ５／２８（水）
１３：３０
～１６：３０

深谷ビッグタートル
元気を維持する高齢期の運動
めざせ！ぴんぴんコロリ！

新井伊吹氏
（中高齢者向け運動指導者）

３０

荒
舩
丈
一
理
事

大越法之 なでしこ

難波展一 彩の苑
小松俊幸 かみさとナーシングホーム
茂木弓枝 本庄ナーシングホーム

第２回 ７／２（水）
１３：３０
～１６：３０

本庄市民文化会館 老健における歯科の役割について
打矢五月氏
（上武病院歯科医師）

３０

第３回 ９月（木）
１３：３０
～１６：３０

春日部市民文化会館
老健における新しいサービス（仮）
東部地区と合同研修

佐藤龍司理事 ６０

第４回 １１月（金）
１３：３０
～１６：３０

深谷市民文化会館
他施設（在宅支援施設）から見た老健
～これからの老健との関わりについて～

未定 ４０

県民のみなさまもご参加下さい。会員施設の職員は無料。その他は資料代・運営費として１，０００円。



介護老人介護老人

　保健施
設介護老人

　保健施
設設設設設Q&AQ&AQ&A
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　入所サービスは介護保険の第一号被保険者（65才以上）及び第二号被保険者（40才以
上で特定の病気にかかった方）で要介護状態と認定された方がご利用頂けます。
　通所サービス・短期入所サービスは、上記の方と要支援状態と認定された方もご利用
頂けます。

誰が利用できますか？Q２

A
２

　特に期間の定めはありません。３ヶ月ごとに継続の可否を検討して、その後の期間を
相談させて頂きます。

どのくらいの期間、入所できるのですか？Q３

A
３

長 期 入 所 　専門スタッフによる日常生活動作に必要なリハ
ビリテーションを行い、生活の自立や家庭復帰を
めざします。

短期入所療養介護 　介護されているご家族の方の介護疲れや、冠婚
葬祭、旅行などの際に、利用期間30日以内で入所
サービスと同じサービスを提供します。(ショートステイ)

介護予防短期入所療養介護

通所リハビリテーション 　在宅療養されている方に日帰りでリハビリテー
ションやレクリエーション、入浴、食事などのサ
ービスを提供します。(デイケア)

介護予防通所リハビリテーション

訪問リハビリテーション 　理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などの専
門家が自宅を訪問して、必要なリハビリテーショ
ンを行います。(訪問リハ)

介護予防訪問リハビリテーション

A
１

どのようなサービスがありますか？Q１



介護老人 Q&A
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　制度上は全国どこの施設でも利用可能ですのでご利用を希望する介護老人保健施設の
窓口にお越し下さい。
　また、居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）にもご相談頂けます。

利用の手続きはどこでするのですか？Q４

A
４

　入所の方は介護報酬の１割と食費、居住費（滞在費）、日用品費、教養娯楽費などの
利用料（施設ごとに定められています）の実費相当額の費用がかかります。
　また、特別室をご利用の方は別途費用が生じます。
　通所の方は介護報酬の１割と、食費、日用品費、教養娯楽費などがかかります。

利用料はどのようなものがありますか？Q５

A
５

　老健ではその人に合わせた生活の自立や家庭復帰を目指し、日常生活がよりよく過ご
せるように働きかけます。
　リハビリテーションは専門職である理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を中心に老
健で働く多数の職種の人が連携をとりながら進めます。
　理学療法では、関節を動きやすくしたり筋力強化等をしたりすることを目的とする運
動療法、起き上がりや歩行等の基本動作訓練、温熱等を用いて疼痛を緩和する物理療法
を行います。
　作業療法では、手工芸等の作業を通じて日常生活場面での応用力や巧緻性の向上を図
る治療です。認知症に対する効果も広く知られています。
　言語聴覚療法では、「話す」「聞く」といった機能の改善を図る治療です。摂食・嚥下
等の「食べる機能」にもアプローチします。

どのようなリハビリテーションをしますか？Q６

A
６

　医師、看護師、介護福祉士・介護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、音楽療
法士、管理栄養士・栄養士、支援相談員、介護支援専門員、薬剤師など、それぞれの職
種でお互いの責任をよく理解し、専門的知識・技能を十分に発揮しながら、お一人おひ
とりのご利用者に係わるチームワークを大切にしています。

施設にはどのようなスタッフがいますか？Q７

A
７



公益社団法人　埼玉県介護老人保健施設協会
（事務局）〒350-2213　埼玉県鶴ヶ島市脚折1877番地

介護老人保健施設　鶴ヶ島ケアホーム内
TEL. 049－285－5055（直通）　FAX. 049－271－5124
　　　 直通電話ができました。ご利用下さい。

URL:http://saitamaroken.jp/　E-mail :sairoken@manjyukai.or.jp

平成26年５月24日発行

利用者の幸せサポート　埼老健

毎月 日は月 日15 いい介護 老健の日

脳卒中と骨折予防
　ねたきり　ゼロへの第一歩

第 条1 「手は出し過ぎず目は離さず」が
　介護の基本　自立の気持ちを大切に

第 条6

ねたきりは　ねかせきりから作られる
　過度の安静逆効果

第 条2 ベッドから移ろう移そう車椅子
　行動広げる機器の活用

第 条7

リハビリは早期開始が効果的
　始めようベッドの上から訓練を

第 条3 手すり付け　段差をなくし　住みやすく
　アイデアいかした住まいの改善

第 条8

暮らしの中のリハビリは
　食事と排泄、着替えから

第 条4 家庭でも社会でも　喜び見つけ
　みんなで防ごう閉じ込もり

第 条9

朝起きて、まずは着替えて身だしなみ
　寝・食分けて生活にメリとハリ

第 条5 進んで利用　機能訓練　デイ・サービス
　寝たきりなくす人の和　地域の和

第 条10

ねたきり0への10か条ねたきり0への10か条ねたきり0への10か条
ゼロゼロゼロ


