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平成22年4月に介護老人保健施設ろうけん宮前を開設し同時に水沢クリニックと居宅
介護支援事業所ケアサポート宮前を併設しました。
介護保険法の精神に基づき、利用者の立場に立ち、人間性を尊重した公平で、きめ
細やかなサービスを心がけ、明るく親しみの持てる家庭的な雰囲気を大切にしながら、
日常生活能力を可能な限り維持し、回復に努め自立できるように、お手伝いをします。
高齢者医療には介護が不可欠であり、リハビリテーションの重要性、ご家族の支え
の大切さを今までの医療現場を通じ実感してきました。多職種が揃った介護老人保健
施設ではチームケアの重要性が謳われていますが、本当の意味で実現できている施設
はあまりないのが現状です。
介護保険を利用される高齢者の多くは、複数の疾患を持ち合わせ、身体的障害や加
齢に伴う機能低下、認知症により精神的障害をきたし生活に支障を生じる等、それら
の要因すべてが複合的に入り混じっています。複雑に絡み合っているからこそ、これ
らの問題を一つ一つ解決し、その人らしい生活の再構築を目指すために、より多くの
医療・介護職によるプロフェッショナルな関わりが必要となるのです。その実現には
多くの専門職種の配置が義務付けられている老健施設でこそ、理想とする本当のチー
ムケアを目指せるはずだと考えています。利用者の方々に心地よく過ごしていただけ
る空間づくりを目指します。
この地域に福祉・医療を兼ね備えた複合施設を根付かせ、信頼のおける施設になる
よう全力を尽くしていきます。

ろうけん宮前 運営方針
利用者本位
目的設定やケアプラン実施にあたりご入所者・
ご利用者の個別性に配慮し、１人１人の意思を
尊重したケアプランを作成・実施し、目標の達
成を目指します。

社会貢献

自立支援・在宅支援
ご利用者（ご入所者）が持っている力を最大限に発揮
出来るよう支援することを基本とします。その人らしい
生活、また在宅を含めた生活の場を再構築することが
自立支援と考えます。

サービス・施設の成長

地域、医療、介護、福祉などの関連機関
との連携を深める事により、私たちの提供する
サービスが、施設として社会貢献できることを
目指します。

良質なサービスを提供し続けるために、職場環境の向上
に重点を置き、立ちとまらずに常に前向きに問題解決に
取り組み、施設の成長につなげます。

私たちの考える「生活」とは
ろうけん宮前では「生活」そのものをリハビリと捉えています。人が生きるためにおこなう行為（トイレに行く、ものを
取るために手を伸ばす、食べる、時間を認識する、楽しむ・・・）はすべてリハビリテーションプログラムと一致します。
ろうけん宮前で過ごす時間・活動など普段の時間をいかにリハビリテーションとしての効果が出るように送るかを
専門スタッフ（介護・看護・リハビリ・栄養・相談・・・）で共有し大切にしています。
リハビリテーション同様、生活の様々な行為にレクリエーションの要素も含まれており、食事・排泄・睡眠等すべて
の行為にレクリエーションを意識し利用者様が楽しい・心地良いと感じられるよう支援します。

レクリエーション
利用者様の楽しみ・生きがいは何か
を日々模索しながら、一緒に生活す
る者として職員も一緒に楽しみなが
ら支援します。

リハビリテーション
他職種と連携を取りながら利用者様
に合ったプログラムを作成し、普段
の生活動作がリハビリとなるような
方法を提案します。

医療

生活

疾患や障害がありながらもその人ら
しい生活ができるよう、また快適な生
活を送りながら医療的な目標が達成
できるよう関わります。

介護
リハビリや医療管理の状況に合わ
せ、生活機能の維持・向上のために、
また利用者様のその人らしい生活を
考え支援します。

施設入所
短期入所（ショートステイ）
【サービス内容 】定員１５０名定員（一般棟）
２・３階の入所フロアは、４つの独立した生活スペース（ユニット）に分かれて
います。各ユニット３０～４０名の生活の場で生活動作・生活能力の維持、改
善に取り組みます。
大きさや作りが異なる各ユニットではそれぞれの利用者様に合わせた生活
環境を設定し、状態にあった環境での生活を支援します。

個室

【施設入所対象者】
要介護１～５と認定された方
【短期入所（ショートステイ）対象者】
要支援１～２・要介護１～５と認定された方
【居室のタイプ】
個室：２７室 ２床室：４室 ３床室：１室 ４床室：２８室
浴室

【施設概要】 開設：平成２２年４月１日
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全職員が協力し合い利用者
様の情報を共有できる電子カ
ルテによるソフト開発にも力を
注いでいます。

通所リハビリテーション
（デイケア）
【サービス内容】 定員４０名
要支援・要介護となった状態でも可能な限り自宅で自立
した生活が営めるよう、リハビリテーションをはじめ、食
事・入浴・レクリエーションの活動を行います。
自宅においてどんなに小さなことであっても「できなかっ
た」ことが「できるようになった」を支援します。

４階 多目的ホール

４階 屋上庭園

【対象者】
要支援１～２・要介護１～５と認定された方
【送迎エリア】
川崎市（宮前区・多摩区・麻生区）
横浜市（青葉区）
【利用時間】
９：４５～１６：００（６～８時間）

デイケア フロア

リハビリ機能訓練室

【休業日】
土曜日・日曜日・年末年始

生活風景

栄養科（厨房）

入所フロア

栄養科では、低栄養状態を予防し、身体の機能維持向
上と個人の嗜好も考慮しております。ご利用者が毎日楽
しんで頂ける食事は、北部市場から新鮮な旬の食材を
仕入れ自前の厨房で調理し日本一料理が美味しいと言
われる施設を目指しています。

クリスマス会

ランチバイキング

リース作り

寿司レクリエーション

通所リハビリテーション（デイケア）

併設施設のご案内
ケアサポート宮前
（居宅介護支援事業所）
ご自宅において日常生活を営む為に必要
な福祉サービス・保険医療サービスを適性
に利用出来る様、相談・介護計画を行う介
護支援専門員がおります。
・要介護（支援）認定申請代行
・ケアプランの作成
・サービス事業所・介護施設との連絡調整
＊原則費用は掛かりません。（公費対応）

水沢クリニック
（医療保険対応 無床診療所）
ろうけん宮前に併設しているクリニックで内科全般の疾患、生活
習慣病や花粉症の治療、インフルエンザの予防接種も取り扱って
います。
身近なホームドクターとして診療内容に対するお問い合わせ等も
親身にお答えいたします。
・医師は聖マリアンナ医科大学病院で神経内科を専門としながら、
総合診療内科で長年診療経験があるため、あらゆる疾患の診断
や診療が可能です。（聖マリアンナ医科大学病院と連携している
ので紹介も可能です）
・院内薬局でのお薬の調剤を行い、お薬に関する疑問もその場で
薬剤師が分かりやすく対応致します。
・Ｘ線、ＣＴ画像検査、超音波検査、その他一般の健康診断の検
査等も対応可能です。

私たちは 施設サービスと在宅サービスを連携できる施設です

退所後の支援にむけて・・・

施設生活をされる方

在宅生活をされる方
ケアサポート宮前

水沢クリニック
X-P・CT画像

当施設入所後、ご自宅での生活が
困難な場合、今後の生活の場につ
いて、利用者様の生活状況をご家
族様と共有しながら、適する生活環
境を一緒に検討・申請支援などを進
めていきます。
主な退所先 介護老人保健施設
特別養護老人ホーム
有料老人ホーム
グループホーム など

在宅復帰・在宅生活、今後の施設
利用など、在宅プランはお任せ下
さい。併設の居宅介護支援事業所
のケアマネジャーがお手伝いしま
す。

ご退所されたあとも、併設クリニッ
クでの施設生活中の医療提供を
継続しながら医療面もフォローで
きます。

あらゆる在宅の形を支援します

在宅に戻ったら、寝てばかりになりそう・・・

通所リハビリテーション
（デイケア）

在宅介護の毎日は辛いかも・・・

短期入所

在宅での生活状況をふまえ、自宅
内での生活が円滑に行えるよう生
活動作訓練を継続します

入所中はお薬はお任せだったけど・・・

居宅療養管理指導

（ショートステイ）
ショートステイを利用し介護休養
を確保し、リフレッシュしてまた介
護に向き合えます。
リハビリや在宅介護のフォローも
行います
暑い・寒い時期は在宅の環境が整わない・・・

施設入所
退所後も再び施設入所を利用す
る事が可能です。
定期的なリハビリ目的の利用、夏
季・冬季のみの利用、長期の介
護休養・・・など

自宅を訪問し、医学的観点から内
服指導等を行い、お薬や医療に関
する疑問を解決します

家族だけで本人を連れ出すのは大変・・・

福祉有償移動サービス
介護タクシーと同様の移送サービスに
て医療機関への受診・銀行や役所、お
買い物など様々な利用が可能です。
低料金での移送サービスで閉じこもりも
予防できます

〒２１６-００１２ 神奈川県川崎市宮前区水沢２丁目２０番１号
ＴＥＬ ０４４- ９７５- ３８１１ ＦＡＸ０４４-９７５-３８５０

【利用相談・申請】 お電話にてご相談下さい。また施設見学も随時行っております。（要予約）
申込書・診療情報提供書等、申し込みに必要な情報作成をご依頼致します。

ご利用の流れ

↓
【書面検討・面談】 書面検討後、ご家族様にご来設頂き病状や生活状況をお伺いします。
（通所リハビリテーション（デイケア）はご自宅へ訪問し面談を行います）
↓
【 判 定 会 議 】 お受入の可否について判断し、お電話にて結果をお知らせ致します。
↓
【 調 整 ・ 契 約 】 施設利用にあたっての概要説明、契約を行います。
↓
利用開始

併設施設

■水沢クリニック（一般内科） ＴＥＬ ０４４-７５０-７０２５
診療時間 ：平日 午前９：００～１２：３０ 午後２：００～５：３０
土曜 午前９：００～１２：３０
休 診 日 ： 水曜・土曜午後、日曜、祝日
■ 居宅介護支援事業所 ケアサポート宮前

ＴＥＬ ０４４-７５０-７０２７
↑至府中街道

↑至登戸

至用賀↑

13

新百合ヶ丘駅

聖マリアンナ
医科大学病院

←至多摩
センター

田園調布
学園大

稗原公民館

潮見台交差点
稗原

ヨネッティー前

清水台

かわさき
記念病院

ローソン

稗原
【バス停】

宮前平駅

北部市場

稗原南

東名川崎I
C

柿生駅

ろうけん宮前
↓至町田

鷺沼駅

美しが丘西
1
丁目入口
セブンイレブン

王禅寺
ふるさと公園

美しが丘西1
丁目
【バス停】

246

保木入口

たまプラーザ駅
13

あざみ野駅
至長津田↓

電車

電車

東急田園都市線
「たまプラーザ駅」

小田急線
「新百合ヶ丘駅」

バス

バス

■6番乗り口より
新25系統「新百合ヶ丘駅行」
新25系統「虹ヶ丘営業所行」
た71系統「美しが丘西行」

■4番乗り口より
た31系統「虹ヶ丘営業所行」

↓至横浜町田

102

「美しが丘西1丁目」
バス停下車 徒歩3分

柿01系統「柿生駅行」

■7番乗り口より
新25系統「たまプラーザ―駅行」

「稗原」
バス停下車 徒歩3分

東名川崎インターチェンジより尻手黒川道路を新百合ヶ丘方向に進み、稗原を左折、次の稗原南を左折（無料駐車場完備）

