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かわさき健 幸 福 寿
プロジェクト
最 幸な三 角 関 係で

笑 顔と元 気をお 手 伝い

川崎市 健康福祉局 長寿社会部
高齢者事業推進課 介護基盤係
お問い合わせ

☎044-200-2454
詳しくは健幸福寿で検索！

健幸福寿

検索

「かわさき健幸福寿プロジェクト」ってなに？

第4期の結果について
（令和元年7月〜令和2年6月）

具体的には何をするの？

どんな成果があったの？

介護サービス事業所とともに、要介護状態の
改善・維持に向けて取り組んでいただきます。

第4期（令和元年７月～令和2年６月）では、

「こんな生活を送りたい」という目標を持って

川崎市は何をするの？

いただくことが、初めの一歩です。

要介護度や日常生活動作
（ADL）
等の改善・維持につ
なげた介護サービス事業所のケアを評価し、インセン
ティブを贈呈します
（インセンティブの内容はP14参照）
。

参加者の要介護度の変化

423名の介護サービス利用者、338の介護サー
ビス事業所にご参加いただきました。このう
ち、期間中に要介護度が改善された方は74名

改善・維持以外
39.5％

（17.5％）、維持された方は182名（43.0％）で

改善
17.5％

した。

また、要介護状態の改善・維持に積極的に取り組む
介護サービス事業所の情報を、市民に向けて積極的に

どんな効果があるの？

発信していきます。

介護サービス事業所の「要介護状態の改善・維持に取り組もう」
というモチベーション向上やスキルアップによるサービスの質の向上
が期待できます。

■要介護度
て、期間終了時点
（令和２年6

スを選び、前向きに要介護状態の改善・

月30日）
で改善した場合
◦その他、改善に至らなかった

維持に取り組める好循環を生み出します。

場合で、同一の要介護度を一
定期間を超えて維持した場合

「自分らしい生活」に向けた好循環

■日常生活動作
（ADL）

利用者・行政による
組織意欲が高い事業所の発掘

◦日常 生 活 動 作とは、 日常 生
質の高いサービスを
選ぶことができる！

活を送るうえで必要とされる
身の回りのさまざまな動作の
こと。食事、歩行、排せつ、

利用者の生活の

入浴 など18項目

質の向上
事業所が提供する

成果指標について
◦令和元年7月1日時点と比べ

介護サービス利用者が質の高いサービ

好循環

利用者・行政による
サービスの質の評価

サービスの質の向上

◦令和元年７月１日時点と比べ
て、期間終了時点
（令和2年6
月30日）
で改善した場合
◦項目ごとに、できる・できな
い等の選択肢があり、それぞ

利用者・事業所の

行政による

取組意欲の醸成

成果を上げた事業所の公表

一定期間維持
43.0％

れの項目の点数の合計
（最大

どんな取組をしたの？
プロジェクトに参加した利用者・介護サービス事業所が、プロジェクトを通し
てどのように取り組まれたかについて、次のページより具体的にご紹介します。
● CASE1
（P4〜5）

小宮ひさ子さん
（91歳）

ご本人の思いを目標に。
多職種チームが心身を支えて目標に向かう
～在宅で複数のサービスを活用した取組①～

● CASE2
（P6〜7）

阿良田登志子さん
（86歳）

本人の積極性が発揮できるよう、
専門職が多角的にサポート
～介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）での取組～

● CASE3
（P8〜9）

錦織満男さん
（82歳）

体調管理を最優先。
基本的日常生活から目標を一つひとつクリア
～在宅で複数のサービスを活用した取組②～

● CASE4
（P10〜11） 田村登志子さん
（82歳）

「もう一度母の笑顔が見たい」ご家族の切実な願いに応えたいと認知症ケア技法ユマニチュード®を実践
～認知症対応型共同生活介護（グループホーム）での取組～

● CASE5
（P12〜13） 中山房子さん
（90歳）

で55点、最小で18点）
が小さ

自宅で暮らし続けられることを主眼にしたケア。
地域の力も生きた

くなれば、改善とみなされる

～在宅で複数のサービスを活用した取組③～
※年齢はプロジェクト終了
（令和2年6月30日）
時点のものです。
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CASE

1

ご本人の思いを目標に。
多職種チームが心身を支えて目標に向かう
〜在宅で複数のサービスを活用した取組①〜

情報はこまめにフィードバック
情報の共有を徹底した
通所リハビリ再開、通所介護再開など、利用される介護サービス
に変化があるたびに、ご本人も交えて担当者会議を開きました。そ
してその都度小宮さんの状況を共有して目標を再確認しました。な
かでも訪問・通所リハビリテーションは同一事業所で、訪問リハビ
リは通所リハビリへの移行を視野に入れていたこともあり、連絡は
より密になりました。それ以外にも体調や食欲などに少しでも変化
があれば各事業所から連絡が入るのはもちろん、ご家族からも毎日
連絡をいただいています。私も気になる情報が入るとすぐに様子
を見に行き、チームやご家族と共有し、加えてチームが情報を確実
に把握しているかまでチェックを徹底しました。プロジェクト参加
後、転倒リスクがなくなったわけではないことから、改めて細心の
注意を払うことをチームで確認、結果的にチームが一層まとまるこ
とになりました。

（介護支援専門員・戸枝さん）

ケアプランの主体はご本人
チームは動機付けに徹する

左から、戸枝信枝さん、小宮ひさ子さん、小宮和久さん
（ご家族）

小宮さんは自宅で転倒して骨折し40日間の入院を余儀

きました。
「元気になって通所介護と通所リハビリに復帰

なくされ、退院時には手足の痛みと筋力低下を訴えていま

したい」という気持ちをプロジェクトが後押しし、半年後

した。
「これまでのように自立した生活をしたい」
「歩くこ

にはこれらのサービスを再開することができたのです。通

とに自信を持ちたい」という希望があったので、介護支

所リハビリでは転倒予防や機能維持を図るとともに、自宅

援専門員は身体機能と下肢機能の回復、体力向上を目標

で掛け軸を書いていただいたり、折り紙でゴミ箱をつくっ

に設定。住宅改修と福祉用具の導入により生活環境を整備

ていただいたりして、小宮さんの意欲を落とさないための

し、配食サービスで栄養面のサポートと見守りを行いまし

「土台づくり」に注力。通所介護が楽しみになり、表情も

た。そして、骨折するまで利用していた通所介護と通所リ

明るくなりました。各専門職が小宮さんの不安に寄り添っ

ハビリを再開し、元の生活リズムを取り戻すことを目指し

た結果、「できる」という自信がつき、一人で外出ができ

て、まずは訪問リハビリで生活動作訓練や歩行訓練を開始。

るまでに改善したのです。金賞受賞でさらに自信を強めた

理学療法士が自宅を訪問することで転倒リスクの高い場所

小宮さんは、師範の腕前の書道を長く続けたいと大作にも

を把握し、生活の中での注意点など有効なアドバイスがで

挑んでいます。

利用者情報

同居する息子さん家族のために、
「自分がしっかりしなくて
は」と自立心の強かった小宮さん。状態改善のポイントは、
「こ
れまでの生活を取り戻したい」という小宮さんの思いを柱に据
え、そこに向かってチームがまとまったことにあります。それ
ぞれの専門職があらゆる場面で小宮さんに寄り添いました。
通所リハビリと訪問リハビリ担当者は「ケアプランの主体はご
本人」という理念のもと、小宮さんのリハビリへの動機付けに
徹しました。リハビリやレクリエーションを通して小宮さんに関
わる機会を増やし、悩みや希望を聞きながら心身両面をサポ
ート。通所介護は楽しんでいただく場、というメリハリの利い
た役割分担もリハビリへの原動力となり、日々の自主トレにも
つながりました。主体的な目標設定で能動的なリハビリが実現
し、効果を発揮したのです。

チームケア体制

利用者の状況やケアの変化
H30.9

R1.7

R1.8

R1.10

R1.11

R2.8

◦金の認証シール受賞

◦室内歩行器から４点杖に

◦一人で外出できるように

◦要介護２に改善

◦見守りがあればシルバーカ
ーを使用して外出できるよ
うに

◦プロジェクト参加

◦ 通 所 介 護 でスタッフ や 他 の
利 用 者とのコミュニケーショ
ンの機 会 を 増 やし 利 用 す る
こ と に よって、 意 欲 と 楽 し
みを持つことが増えてきた
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◦ 通 所 介 護 再 開。 明 る さ と 元
気が戻る

日常生活動作（ADL） 34▶30

R1.6

◦通所リハビリ再開

ホームヘルプサービス
ソラスト武蔵小杉（訪問介護）
訪問介護員 木我まゆみさん

4▶2

H31.4

◦ 自 宅での歩 行 が 安 定し、 外
出の機 会も増え、 自 信 が 持
てるように

要介護度

H31.2

◦痛みが軽減し、生活動作が
少しずつできるように。配
食サービスを中止

社会福祉法人セイワ
介護老人福祉施設みやうち（通所介護）
石部陽子さん

小宮ひさ子さん
（91歳）

◦ 訪 問 リハビリ、 訪 問 介 護、
配食サービスの利用開始

株式会社フロンティア
川崎東営業所（福祉用具貸与）
中村歩さん

（訪問リハビリ）

理学療法士 大澤英樹さん

H30.11

◦ 退 院。 手 す り 取 り 付 け、 介
護ベッド、室内歩行器を導入

島脳神経外科整形外科医院

◦要介護４

島脳神経外科整形外科医院（通所リハビリ）
相談員 池原芳行さん
（左）
出口久美子さん（右）

◦ 自 宅で転 倒、 座 骨 等を骨 折
し入院

社会福祉法人春日会
居宅介護支援事業所等々力（居宅介護支援）
戸枝信枝さん

H30.10

5

本人の積極性が発揮できるよう、
専門職が多角的にサポート

CASE

2

居場所ができて
心のADLが向上

〜介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）での取組〜

状態が改善した要因として、阿良田さんの社交的で積極的な性格
とチームケア、そして環境は見逃せません。物理的環境だけでな
く、人によってつくられる雰囲気も環境の大きな要素です。それが
ユニット内の仲間。食後のたわいないおしゃべりなど、人とのつな
がりが阿良田さんの心の栄養となりました。阿良田さんは着付け学
校の幹部だった方で、リーダー的性格です。それだけに仲間の存在
が阿良田さんの居場所となり、安心感が生まれ精神的ADLも向上
したのです。阿良田さんにとって「歩く」ことやADLの向上は目
的ではなく、あくまでも手段にすぎません。私たちが重視している
のは、歩いて何をするか。歩く目標が明確でなければ行動にはつな
がらないのです。
「桜が咲いているから、見に行ってみましょう」
などという会話が歩く動機となり、それを原動力としてチームがサ
ポートしたことで状態改善に弾みがついたのです。
（施設長・神田さん）

課題をこまかに洗い出し分析
一つひとつ対処して解決した

左から、阿良田登志子さん、神田けい子さん

入所当時、阿良田さんは身のまわりのことは自分ででき

して、できないことをサポート。ベッドや居室の位置を変

ていましたが、浮腫があり歩行が不安定でした。そのため

えるなど環境を改善し、靴をフィッティングするなど転倒

排せつ以外は自立していた阿良田さん。ご家族も「できることは時

状態をこれ以上悪化させず、歩行能力を維持したいという

リスクを減らしたうえで、機能訓練士が関節可動域を広げ

間がかかっても自分でやってほしい」という希望があり、チームも阿良

希望がありました。認知症ではあるものの、主体的で理解

るためのトレーニングや体幹・腹筋のトレーニング、歩行

田さんがこれまでADLを維持できていた理由はそこにあると考えました。

力もある方なので、歩行状態をもう少し改善できるのでは

訓練を行いました。そして自分でもなるべく歩いていただ

そこで、チームは阿良田さんについての課題分析を行い、ご本人やご

ないかと考えプロジェクトに参加。
「時間がかかってもい

くようにしたところ、意欲が上向きに。自ら「ユニットの

家族の意向、心身の状況、できることとできないこと、可能性や危険性

いから、できることは自分でできるようにサポートしてほ

中を４周する」とルールを決めて歩くようになったのです。

をつぶさに洗い出しました。転倒リスクを高めている原因が見えてきた

しい」
「転倒して大きなけがをしないようにしてほしい」
「排

その後呼吸が苦しくなり、休みながらでないと歩けなくな

ので、靴の履き方や杖の使い方などこまめな声かけと注意喚起を行って

せつは職員に関わってほしい」というご家族の意向に沿っ

りましたが、体重増加がその原因ではないかと考え、栄養

転倒リスクを減らしたうえで、なるべく歩いていただくようにして意欲を

て、阿良田さんの「～したい」という気持ちに合わせてケ

士が体重を管理したところ状態が改善しました。阿良田さ

喚起。さらに排せつが間に合わない理由を探ったところ、ズボンがきつ

アを行いました。排せつケアもかねて、着脱しやすい衣類

んの積極性が発揮できるよう、チームが多角的にサポート

いこと、尿意が感じにくいことが原因ではないかと考えられたため、自

をご家族に用意してもらい、洗面や衣服着脱、入浴などの

したことが奏功したのです。

分で上げ下げしやすいズボンをご家族に用意していただくとともに、尿

生活場面では、本人ができることはやっていただくように

利用者情報

間隔を把握して、タイミングを見てトイレに誘導するようにしました。

チームケア体制

利用者の状況やケアの変化
R2.7

R2.8

◦息切れがなくなる

◦金の認証シール受賞

R2.4

◦ 息 切れはあ る が、 休 みな が
ら歩く

R2.2

◦友達とおしゃべりを楽しむ
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機能訓練指導員

R1.11

◦自分でユニット内を４周歩く
ことを決めて実行

日常生活動作（ADL） 29▶26

特別養護老人ホーム
生田広場
施設長 神田けい子さん

R1.8

◦要介護２に改善

3▶2

◦ 環 境 改 善、 靴のフィッティン
グをして機 能 訓 練や歩 行 訓
練 を 実 施。 自 分でも 歩いて
いただくよう促す

要介護度

栄養士

R1.7

◦プロジェクト参加

阿良田登志子さん
（86歳）

◦ 入 所。 自 室で寝ているこ と
が多い

看護師

H31.3

◦要介護3

介護職員

7

体調管理を最優先。
基本的日常生活から目標を一つひとつクリア

CASE

3

〜在宅で複数のサービスを活用した取組②〜

がんばりへの評価が生きる支えに
喜ばれる姿がチームの力になった
受賞に際し、錦織さんからメッセージをいただきました。「病気
をして以来、家族や介護サービス、訪問看護のお世話になり、その
結果要介護１に改善できました。現在、幸せな生活を送ることが
でき、感謝しています」。錦織さんは幼いころ健康優良児の表彰を
受けたことがあったと、表彰状をタンスから取り出して見せてくだ
さいました。その笑顔が印象的で、喜びが伝わってきました。プロ
ジェクトに参加して、ご本人やご家族、支援するチームの絆が深ま
り、どんな状況にあってもあきらめずに苦難を乗り越える力、強さ
と明るさを持って取り組むことのすばらしさを感じ、学びました。
錦織さんは一度もリハビリを「やりたくない」と言われたことがあ
りません。頑張りを評価されることは、年齢を問わず、生きる上で
の支えと励みになります。そしてご本人とご家族が喜ばれる姿が私
たちの力になっています。

（居宅介護支援専門員

できないことはチームと家族がサポート
変化を早めに察知し対応できた

左から、寺西美穂さん、錦織満男さん、錦織梅子さん
（ご家族）

錦織さんは肺疾患が悪化して入院。退院後、昼間は在宅

でADLの維持を図りました。通所介護は機能訓練特化型

錦織さんは医療機器の操作にとまどっていたうえ、常に酸素チュー

酸素療法、夜間には人工呼吸器が必要になりました。奥さ

を利用。歩行を安定させるため、下半身の筋力や体幹を強

ブがある状態での生活やリハビリは苦しく、ストレスも大きいもので

まも要介護２。扱い慣れない医療機器にとまどい、夜間も

化するマシントレーニングと並行して理学療法士や作業療

した。そのためできないことは無理強いせず、各専門職や息子さん

ゆっくり休めない状態で、自宅での生活に不安を抱えてい

法士が個別訓練を行いました。すると次第に錦織さんから

がサポートするようにしました。通所介護の職員は呼吸器の操作方法

ました。錦織さんには「以前のように散髪や買い物をしに

「大丈夫、何とかなる」と前向きな言葉が出るように。こ

も把握し、自宅では同居する息子さんも錦織さんが十分に操作でき

外出したい」という希望があり、
「これまでの生活を取り

うして、起き上がる→食事ができる→排せつが自力で行え

ない場合に備え、早朝呼吸器の切り替えを手伝いました。娘さんが

戻すことができるのなら」とプロジェクト参加を決めてく

る→入浴できる、と基本的な日常生活からはじめた目標を

たびたび食事をつくって訪れてくださるのも、心強い応援となってい

ださったのです。病状急変の可能性もあるため体調管理を

一つひとつクリア。それが自信になり、次の目標に挑戦す

ます。訪問看護師はしっかり息を吐いて吸い上げる深呼吸トレーニン

最優先し、少しでも心身に変化があればチームですぐに共

る意欲が湧いたのです。ついに一人で外出し、散髪できる

グで肺機能を強化しつつ、座ってできるストレッチや筋力トレーニング

有するようにしたうえで、訪問看護師が状態を観察し服薬

までに回復しました。新型コロナウイルス感染予防のため

などでADLの維持を図りました。さらに通所介護の連絡帳からリハビ

や在宅酸素を管理。あわせて医療機器の扱い方をアドバイ

に、通所介護は一時的に休止しましたが、今の生活が続け

リの様子を把握、息子さんが毎日記録する血圧や血糖値などを確認

スして不安を軽減しました。さらに深呼吸トレーニングで

られるよう訪問看護師によるリハビリを続けています。

し、気になることがあればご家族や介護支援専門員に情報提供。発

正しい呼吸法を伝え、ストレッチや筋力トレーニングなど

利用者情報

熱の予兆などを察知することで早めの対応につながりました。

チームケア体制

利用者の状況やケアの変化
R2.2

R2.8

◦金の認証シール受賞

◦通所介護を休止

◦室内での移動が安定する

（医療訪問看護）

R2.1

◦要介護1に改善

訪問看護師 宇佐美えり奈さん

R1.10

◦ 自 力で 排 せつ。 た だ し、で
きない時もある

櫻井康道さん

R1.9

◦一人で外出できるようになる

向丘訪問看護ステーション

（通所介護）

R1.8

◦ 酸 素 なしでト イレまで行 け
ることも

寺西美穂さん

セラピストデイ菅生

R1.7

◦ 訪 問 看 護 師による 医 療ケア
やス ト レッチ、 通 所 介 護 で
のリハビリにより 浮 腫 が 減
少し、 歩 行 状 態 が 改 善に向
かう

（居宅介護支援）

R1.6

◦プロジェクト参加

日常生活動作（ADL） 33▶25

たま日吉台病院
居宅介護支援事業所

◦訪問看護、通所介護開始

5▶1

◦要介護５

要介護度

◦ 呼 吸 困 難で気 管 切 除、 慢 性
閉塞性肺疾患

錦織満男さん
（82歳）

H31.4

◦両足に浮腫が見られる

H31.2

8

寺西さん）

9

「もう一度母の笑顔が見たい」ご家族の切実な願いに
応えたいと認知症ケア技法ユマニチュード®を実践

CASE

4

一から認知症を学び直した
通じ合えている手応えがある

〜認知症対応型共同生活介護（グループホーム）での取組〜

田村さんがほとんど寝たきりの状態で入居された時から関わっ
ているので、目標に向かって自然と職員全員の気持ちがひとつに
まとまったのだと思います。そして、改めて認知症とは何かを学
び直すところからはじめました。認知症の方のものの見え方など
が体験できる道具を使い、ケアされるときに認知症の方がどう感
じるかを勉強しました。これでチームワークがより強くなり、積
極性も出てきました。ユマニチュード®を取り入れて田村さんの
状態がここまで改善したことに、私たちも驚いているほどです。
介護拒否もなくなったわけではありませんが、以前とはまったく
違います。手を握って「大丈夫ですよ」と声をかけると落ち着い
て、「ありがとう」と言われることもあり、どこかで通じ合えて
いるという手応えを感じます。笑顔が見えると、職員も達成感が
あります。

田村さんは入居時、向精神薬の影響により目を開けるこ

送ることを目標に定めました。職員は認知症について学び

取組の第１歩は薬を見直すこと。そのうえで、田村さんを知

とも、言葉を発することもできない状態で、介護拒否もあ

直すとともに田村さんの気分の変化を24時間記録。田村

るために要因分析をしました。田村さんが笑顔をなくし、おび

りました。職員は田村さんがどんな方なのか把握すること

さんの不安がどこから来るのかを探り、不穏症状が発生す

え、大声を出すことと、本人や職員、環境といった要因との因

さえ難しかったといいます。そこで訪問医と相談して、薬

る排せつや入浴介助の際の声かけや接し方を工夫しました。

果関係を分析し、どうすれば改善できるか具体的な対策を考

を少しずつ減らしていくことにしました。ケアも医師と相

レクリエーションで音楽療法を取り入れると、歌好きな田

えました。そのひとつが、１日の生活リズムの把握です。医師

談しながら、手を取る、優しく声をかけるなどのユマニチ

村さんは抵抗なく受け入れ、マラカスを振って歌うように

と相談しながら、気分の波を見ていったことで、田村さんの不

ュード（※）を実践した結果、目を開けることが増え、少

なったのです。日々の生活状況を記録して、訪問医と薬剤

穏症状がどこから来るのかが見えるように。そして排せつや入

しずつ自分で食事もとれるようになりました。プロジェク

師、訪問看護師と共有しつつ減薬も続けました。さらに訪

浴介助の際には強い不安を示すため、より一層事前の声かけ

トに参加したのは、状態改善の兆しが見えてきたころ。こ

問マッサージで体の痛みが減るに従い、怒りや大声を上げ

説明を丁寧に行うなど、田村さんが安心できる環境づくりに注

れをきっかけにさらに改善して、ご家族の「もう一度母の

ることが少なくなっていき、
「ありがとう」という言葉や

力したのです。さらに、特記事項があれば個人日誌やタブレッ

笑顔が見たい」という切実な願いに応えたいとチームの思

笑顔も出るように。田村さんと一緒に食事をすることがで

トに変化を記録し、職員間で共有。効果があった対策は継続

いが固まったのです。そこで夜は眠り、昼間はリビングル

きたご家族からは、
「こんな日が来るなんて思いませんで

し、標準化しました。研修ではこの取組の振り返りも行ってい

ームで好きなことをして過ごすという
“当たり前の生活”を

した」と喜ばれました。

ます。

利用者情報

チームケア体制

利用者の状況やケアの変化
R2.1

R2.8

◦筆を持って書初めをする

◦金の認証シール受賞

もに良い時間を過ごしたことを振り返る）
「
」５再会の約束
（次もケアを受け入れてもらうための準備）
」
で実践する。詳しくは、一般社団法人日本ユマニチュード学会のWebサイトへ。https://jhuma.org/

R1.11

◦要介護４に改善

させるケアの５つのステップ
「１出会いの準備
（自分の来訪を告げ、相手の領域に入って良いと許可を得る）
「
」２ケアの準備
（ケアの合意を得る）
「
」３知覚の連結
（いわゆるケア）
「
」４感情の固定
（ケアの後でと

R1.10

◦音楽療法でマラカスを振る

※認知症ケア技法のひとつ。
「見る」
「話す」
「触れる」
「立つ」
の４つの柱を組み合わせ、相手を大切に思っていることを相手にわかるように伝えながら行うケア。ケアをひとつの物語のように一連の手順で完成

R1.8

◦好きな歌を歌う
◦ 職 員の声 かけに笑 顔でこ た
える

（訪問マッサージ）

R1.7

◦プロジェクト参加

鍼灸マッサージ師 髙橋藍さん

H31.3

◦ 刻 み 食 を、 自 分で 食べる よ
うに

介護職員 安彦均さん

H31.2

◦ 言 葉 が 出てきて「あ り が と
う」と言うことも
◦ 日 中は起 きているこ と が 増
える

サン介護マッサージ

H31.1

◦訪問マッサージ開始
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管理者 雛形由美さん

グループホーム第２バナナ園

（認知症対応型共同生活介護）

◦服薬を見直すことに
◦ 排 せつ介 助 時 には 激 しい抵
抗がある
◦食事は全介助、ミキサー食

日常生活動作（ADL） 48▶43

グループホーム第2バナナ園

（認知症対応型共同生活介護）

H30.12

◦ 入 居。 車 い す に 座っていて
も 目 を 閉 じて、 座 位 を 保つ
のもむずかしい

5▶4

H30.11

◦要介護5

田村登志子さん
（82歳）
要介護度

雛形由美さん）

生活リズムを把握すると
不穏の原因が見えてきた

左から、雛形由美さん、田村登志子さん

®

（介護支援専門員
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自宅で暮らし続けられることを主眼にしたケア。
地域の力も生きた

CASE

5

ともに生きてきた地域が
家族の死を乗り越える力となった

〜在宅で複数のサービスを活用した取組③〜

かねてから、身体状況を改善するのに介護サービスだけでは限
界があると感じており、「自助や互助」を活用して、中山さんの
力を上げることはできないかと考えていました。それが実現した
のは、中山さんの息子さんが急逝されるというつらいできごとが
契機でした。
「私が代わってやりたい」と嘆いていた中山さんで
したが、「息子の代わりに私が頑張ろう」と奮い立ち、再び通所
介護に通われるようになったのです。支えとなったのは、お嫁さ
んとご近所の70年来の友達でした。この地域は古くからの住人
が多く、中山さん宅は自営業だったこともあって、地域との結び
つきが強かったのです。毎日のように訪れる友人とおしゃべりを
し、お嫁さんが用意してくれたお茶やお菓子でもてなすのが日課
になりました。地域が中山さんの力となり、中山さんも地域の方
の力となっています。

膝や腰に痛みを抱え、室内での立ち上がりにも困難を感

した。ところがリハビリが進みはじめたころ、息子さんが

じていた中山さん。介護支援専門員が、状態改善を目指し

急逝されたという悲報が入ったのです。中山さんの気力・

てプロジェクト参加を提案したところ、同居する息子さん

体力が落ちるのではないかとチーム全員が心配して見守る

が「やってみたらいいよ」と中山さんの背中を押しました。

なか、お嫁さんやご近所の友達が支えとなりました。自営

通所介護事業所も以前からこのプロジェクトに注目してお

業で人の出入りの多かった中山さん宅で、これまで息子さ

り、絶好の機会だと気持ちがひとつに。
「近くの川崎大師

んが果たしていた「来客をもてなす」役割を中山さんが担

にまたお参りに行きたい」という中山さんの希望に向け

うようになり、人に喜ばれることで生活にハリが出てきた

て、ベッド脇や上がりかまちに手すりを設置して起床や立

のです。猫の餌やりも日課に加わり、
「私がやらなくては」

ち上がりを補助し、機能訓練特化型の通所介護でリハビリ

と責任感も芽生え、リハビリとの相乗効果で心身ともに元

を開始しました。個別機能訓練では、
「近所のコンビニに

気を取り戻しました。一人で川崎大師にお参りに行くこと

行く」など半年ごとに目標を定めて下肢トレーニングを行

もでき、目標達成。「次は大師公園を１周します」と意気

うとともに、自宅でできるリハビリメニューを組み立てま

軒高です。

中山さんの力を生かし、自宅での生活を長く続けられるようチ
ームで支援しました。福祉用具は、当初介護ベッド導入を検討し
ましたが、機能を維持できるようあえて既存ベッドを活用するこ
とに。起床を補助する手すりと上がりかまちの手すりだけを設置
し、室内は家具などを手すりがわりにして移動するようにしまし
た。そして中山さんが室内で動きやすいよう、通所介護の職員
が自宅を訪問し動線を確認。具体的な生活場面を想定して、
「配
膳・下膳」
「窓ふき」
「掃除機をかける」など家屋状況に合った目
標を３か月ごとに設定し、負荷を少しずつ上げていったのです。
足踏みや膝の屈伸など週替わりの宿題も出し、自宅でのトレーニ
ングの進み具合は通所介護のたびに確認、アドバイスをしながら
継続を促しました。介護支援専門員も通所介護をこまめに訪問し
て、情報を交換しています。

チームケア体制

利用者の状況やケアの変化

◦ 猫の餌 やり。 か がんで餌 を
や る 動 き ができ る よ う に な
る

R2.3

R2.5

R2.8

◦金の認証シール受賞

R2.1

◦要支援1に改善

R1.11

◦ アロマセラ ピ ーで 心 と 体 を
ケア

◦ 通 所 介 護 が自 宅で取り組め
るリハビリメニューを考案

12

R1.9

◦プロジェクト参加

日常生活動作（ADL） 29▶26

ご近所の
お友達

R1.7

◦屋内移動動線を見直す

2▶要支援 1

◦屋内をつかまりながらゆっく
り移動

要介護度

田島美由紀さん

株式会社フロンティア
川崎東営業所（福祉用具貸与）
吉澤昌広さん

◦要介護2

中山房子さん
（90歳）

リハビリデイサービスnagomi
川崎鋼管通店（地域密着型通所介護）
外山絋士さん

◦膝痛・腰痛の悪化

たちばなケア

R1.6

◦川崎大師へ歩いて参拝する

H31.3

（居宅介護支援）

田島さん）

ご本人が持つ力を生かし
最大限引き出せるよう支援

左から、中山芳江さん
（ご家族）
、中山房子さん、田島美由紀さん

利用者情報

（居宅介護支援専門員
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第 4 期「かわさき健幸福寿プロジェクト」 参加事業所一覧

頑張る介護サービス事業所を応援します！
「かわさき健幸福寿プロジェクト」では、要介護状態の改善・維持に向けて意欲的に取り組み、一定の成

第4期
事例集

「かわさき健幸福寿プロジェクト」

果を上げた事業所（チーム）
に対して、成果に応じたインセンティブを贈呈します。

参加事業所一覧

第4期
（令和元年７月～令和2年６月）
にプロジェクトに参加し、介護サービス利用者の要介護度等の改善・維持
に積極的に取り組まれた介護サービス事業所を紹介します。

介護サービス事業所へ

〈 表彰式 〉

〈 取組中ポスター 〉

組織略称一覧
（社福）
＝社会福祉法人
（社財）
＝社会医療法人財団
（企組）
＝企業組合

プロジェクトに参加し、一定の成果を上
げた事業所（チーム）
に、成果に応じて贈

（株）
＝株式会社
（同）
＝合同会社
（学法）
＝学校法人

（医）
＝医療法人
（一財）
＝一般財団法人
（公社）
＝公益社団法人

（有）
＝有限会社
（一社）
＝一般社団法人

（医社）
＝医療法人社団
（特非）
＝特定非営利活動法人
（NPO法人）

呈しました。

居宅介護支援

◦市長表彰
◦取組中ポスターの配布

 社会福祉法人セイワ 幸風苑居宅介護支援センター

1 川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所

◦認証シールの交付

住所 川崎市川崎区富士見1-6-3
読売川崎富士見ビルB-1棟6階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

◦報奨金
◦川崎市公式
ホームページ等への掲載

〈 認証シール 〉

など

介護サービス利用者へ

2 ケアオフィス こくあ
住所 川崎市川崎区小川町12-13
法人 （有）サン矢留

第4期
（令和元年７月〜令和2年６月）

第4期
（令和元年７月〜令和2年６月）

第4期
（令和元年７月〜令和2年６月）

かわさ
き健幸福寿プロジェクト

かわさ
き健幸福寿プロジェクト

かわさ
き健幸福寿プロジェクト

認証

認証

認証

貴事業所は、第3期プロジェクトにおける要介護 度や
日常生活動作の改善・維持の取 組で顕著な成果を上
げたことを認証します。

貴事業所は、第3期プロジェクトにおける要介護 度や
日常生活動作の改善・維持の取 組で成果を上げたこ
とを認証します。

●参加の証（あかし）

☎222-7948
参加回数  3

貴事業所は、第3期プロジェクトに参加し、要介護度や日常

☎271-1105
参加回数  1

3 SOMPOケア 川崎日進 居宅介護支援
住所 川崎市川崎区日進町22-3  吉田貸事務所
法人 SOMPOケア（株）

☎221-9061
参加回数  3

生活動作の改善・維持に取り組んだことを認証します。

4 縁 居宅サービスセンター

●キーホルダー

住所 川崎市川崎区中島3-19-7
法人 （社福）馬島福祉会

☎271-1575
参加回数  1

5 アイスタッフ ケアステーション 大師
住所 川崎市川崎区大師町10-6  アイスタッフビル
法人 （株）アスリート

プロジェクトに参加した介護サービス利
用者全員に贈呈しました。

☎589-7080
参加回数  4

6 こ・こ・ろケアマネセンター
住所 川崎市川崎区池上新町2-22-3
法人 アイハート福祉（有）

☎270-0556
参加回数  4

7 社会福祉法人セイワ 桜寿園居宅介護支援センター
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ADL

5ポイント以上

1ポイント以上
4ポイント以下

0ポイント

0ポイント未満

改善

報奨金
認証シール
（金）
実績の公表

報奨金
認証シール
（金）
実績の公表

報奨金
認証シール
（金）
実績の公表

報奨金
認証シール
（金）
実績の公表

維持

報奨金
認証シール
（金）
実績の公表

認証シール
（銀）

認証シール
（銀）

認証シール
（銀）

改善・維持
以外

報奨金
認証シール
（金）
実績の公表

認証シール
（銀）

改善
要介護度

住所 川崎市川崎区桜本2-39-4
法人 （社福）セイワ

☎287-2567
参加回数  4

8 ひまわりケア 大島ケアプランサービス事業所
住所 川崎市川崎区大島2-15-16          ☎050-3775-4157
参加回数  2
法人 ひまわりケア（株）

9 たちばなケア
住所 川崎市川崎区大島4-21-4
法人 （特非）ひまわりの里

☎201-6927
参加回数  4

 千の風・川崎 居宅介護支援センター

認証シール
（銅）

認証シール
（銅）

住所 川崎市幸区小向町15-25
法人 （社福）健仁会

住所 川崎市幸区都町64-1
法人 （社福）セイワ

☎511-4531
参加回数  4

 川崎市社会福祉協議会さいわい訪問介護支援事業所
住所 川崎市幸区戸手本町1-11-5
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎556-5535
参加回数  4

 株式会社ケアネット ケアステーション幸
住所 川崎市幸区下平間144  プラザ鹿島田301
法人 （株）ケアネット

☎201-9696
参加回数  1

 夢見ケ崎 居宅介護支援センター
住所 川崎市幸区南加瀬1-7-14
法人 （社福）和楽会

☎580-4766
参加回数  4

 ほがらか介護
住所 川崎市幸区南加瀬2-20-1  南加瀬ビル110
法人 三共商事（株）

☎599-3305
参加回数  3

 介護サービス 木村整形外科リハビリデイセンター
住所 川崎市幸区南加瀬3-1-1
法人 （医）社団  木村整形外科

☎599-9112
参加回数  1

 アースサポート川崎
住所 川崎市中原区新丸子町761-5
（株）
法人 アースサポート

☎733-9611
参加回数  3

 東京海上日動みずたま介護ST元住吉ケアプランセンター
住所 川崎市中原区木月2丁目2-3
メゾンミール元住吉101号室
法人 東京海上日動ベターライフサービス（株）

☎430-6963
参加回数  4

 社会福祉法人セイワ すみよし居宅介護支援センター
住所 川崎市中原区木月祗園町2-1
法人 （社福）セイワ

☎455-0882
参加回数  2

 井田居宅介護支援センター
住所 川崎市中原区井田2丁目27番1号
法人 （特非）リ・ケア福祉サービス

☎741-3720
参加回数  4

☎589-8158
参加回数  3
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 いしん居宅介護支援事業所
住所 川崎市中原区下小田中2-2-1
ピアオオタニ504号
法人 （有）フリーラン

 社会福祉法人セイワ すえなが居宅介護支援センター
☎948-8944
参加回数  3

 アップル居宅介護支援
住所 川崎市中原区新城中町14-14
服部ビル202号
法人 （株）アップル介護サービス

☎741-1153
参加回数  2

 社会福祉法人春日会 居宅介護支援事業所等々力
住所 川崎市中原区宮内4-19-26
法人 （社福）春日会

☎753-2260
参加回数  1

 労協たっく
住所 川崎市中原区宮内2-15-15
法人 （企組）労協センター事業団

☎740-3120
参加回数  3

 居宅介護支援事業所 ほりかわ
住所 川崎市中原区宮内三丁目19番21号
法人 （株）ケイアンドエヌ

☎752-5183
参加回数  4

 株式会社ケアネット 川崎サービスセンター
住所 川崎市中原区上小田中4-1-1
法人 （株）ケアネット

☎281-5400
参加回数  2

 川崎市社会福祉協議会なかはら訪問介護支援事業所
住所 川崎市中原区今井上町1-34  和田ビル1階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎722-7710
参加回数  4

 株式会社ケアネット ケアステーション高津
住所 川崎市高津区溝口2-6-26
アズマヤ栄橋ビル403
法人 （株）ケアネット

☎850-0771
参加回数  1

☎850-9152
参加回数  2

 川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所
住所 川崎市高津区久本3-1-26
ピーククレセント1階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎814-1138
参加回数  4

 ウェルダリープラザ溝の口
住所 川崎市高津区久本3-7-4
NECグリーンプラザ溝の口2階
法人 （株）NECライベックス

☎811-5651
参加回数  2

☎982-0311
参加回数  1

 七樹居宅介護支援センター
住所 川崎市高津区坂戸1-6-23  グレース秀栄101
法人 （有）七樹

住所 川崎市高津区蟹ケ谷17番地
エトール山一101
法人 （株）真心

☎863-6655
参加回数  2

 桜ケアプラン川崎
住所 川崎市高津区宇奈根635-2
法人 桜ジャパン（株）

☎850-3887
参加回数  2

 川崎市恵楽園居宅介護支援センター
住所 川崎市高津区下作延2-26-1
法人 （社福）川崎聖風福祉会

☎861-2648
参加回数  4

住所 川崎市高津区下作延2-7-41
コロナーデ溝口207
法人 （株）セレモニア

☎870-0108
参加回数  4

 まはなステーション
住所 川崎市高津区向ケ丘149-5
法人 （有）まはな

住所 川崎市宮前区有馬1-20-1
法人 （株）メディケア鍼灸マッサージセンター

☎866-8236
参加回数  1

☎829-1773
参加回数  1

☎871-2558
参加回数  2

 あゆみ 福祉サービス
住所 川崎市宮前区鷺沼1-11-6
鷺沼第一ビル401号室
法人 （有）あゆみ福祉サービス

☎863-2261
参加回数  3

 社会福祉法人セイワ 鷲ケ峯居宅介護支援センター
住所 川崎市宮前区菅生ケ丘13-1
法人 （社福）セイワ

☎978-2723
参加回数  4

 川崎市社会福祉協議会みやまえ訪問介護支援事業所
住所 川崎市宮前区宮崎2-6-10
宮崎台ガーデンオフィス4階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎856-5827
参加回数  4

 帝京大学居宅介護支援センター
☎777-1711
参加回数  2

 ケアマネステーション タウンナース
住所 川崎市多摩区菅北浦二丁目17番8号
エスポワール21 1F
法人 （株）タウンナース

住所 川崎市多摩区登戸1891  第3井出ビル3階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎935-5916
参加回数  4

住所 川崎市多摩区登戸3356-1
（株）
法人 アースサポート

☎930-6601
参加回数  3

 みのり居宅介護支援事業所
住所 川崎市多摩区西生田五丁目24番1号
（社団）
法人 （医）新光会

☎281-5110
参加回数  1

 ケアプランうえはら
住所 川崎市多摩区生田二丁目5番7号
法人 （同）ケアプランうえはら

☎933-6231
参加回数  1

 川崎市社会福祉協議会あさお訪問介護支援事業所
住所 川崎市麻生区万福寺1-2-2
新百合21ビル1階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎952-4716
参加回数  4

 ケア工房・真謝

 あっぷるケアプランセンター溝の口

☎819-5712
参加回数  1

 あうん介護センター
住所 川崎市多摩区登戸2158-2
法人 （株）あうん
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☎789-8235
参加回数  3

 合同会社わかばケア
住所 川崎市高津区久末1894-3
法人 （同）わかばケア

 川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所

 アースサポート登戸

 まごころケアマネジメント

住所 川崎市宮前区野川本町2-13-6
法人 （学法）  帝京大学

 椿の大樹介護保険センター
住所 川崎市高津区久本3-3-2
溝ノ口第一生命ビルディング2階
法人 （社福）秀峰会

☎861-0776
参加回数  4

 メディケア鍼灸マッサージセンター 居宅介護支援事業所

 SOMPOケア 川崎高津 居宅介護支援
住所 川崎市高津区溝口3-11-17
溝口パークホームズ2-A
法人 SOMPOケア（株）

住所 川崎市高津区末長1丁目3番13号
法人 （社福）セイワ

☎900-0033
参加回数  4

4 ツクイ川崎中島
住所 川崎市川崎区中島3丁目7番3号
落合店舗1階
法人 （株）ツクイ

☎222-7102
参加回数  1

5 けあビジョン川崎
住所 川崎市川崎区昭和2-8-3  ルミナス青山101
法人 （株）ビジュアルビジョン

☎288-6010
参加回数  2

6 アイスタッフ大師
住所 川崎市川崎区大師町10-6  アイスタッフビル
法人 （株）アスリート

☎201-6267
参加回数  4

7 ひまわりケア 大島訪問介護事業所
住所 川崎市川崎区大島2丁目15番16号    ☎050-3775-4157
参加回数  2
法人 ひまわりケア（株）

8 ケアサポートセンター こくあ
住所 川崎市川崎区渡田山王町17-12ノースワン2階 ☎272-7726
参加回数  1
法人 （有）サン矢留

9 フルライフ川崎

住所 川崎市麻生区王禅寺西1-44-1-102
法人 （有）真謝

☎969-5831
参加回数  2

 特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブグループとも
住所 川崎市麻生区王禅寺西3-26-6
法人 （特非）ワーカーズコレクティブグループとも

☎953-8656
参加回数  4

 医療法人社団晃進会 たま日吉台病院 居宅介護支援事業所
住所 川崎市麻生区王禅寺東3-26-4-B-2
法人 （医）社団晃進会

☎955-2088
参加回数  2

 医療法人定玲会 ケアサポートセンター
住所 川崎市麻生区上麻生五丁目43番18号
T.Sビル101
法人 （医）定玲会

☎987-3937
参加回数  1

 木下の介護 はるひ野
住所 川崎市麻生区はるひ野4丁目19番3号
法人 （株）木下の介護

☎981-1174
参加回数  2

訪問介護

☎222-7948
参加回数  3

2 ジャパウイン訪問介護ステーション
住所 川崎市川崎区貝塚2-2-3
ナイスアーバン川崎101号室
法人 （株）ジャパウイン

☎221-0855
参加回数  1

3 SOMPOケア 川崎日進 訪問介護
住所 川崎市川崎区日進町22-3  吉田貸事務所
法人 SOMPOケア（株）

☎520-2091
参加回数  3

 特定非営利活動法人たすけあい はなもも
住所 川崎市幸区塚越1-126
沼田第3マンション102
法人 （特非）たすけあい  はなもも

☎511-3682
参加回数  1

 ケアリッツ新川崎
住所 川崎市幸区下平間134新川崎デントヒルズ2階 ☎276-6386
参加回数  1
法人 （株）ケアリッツ・アンド・パートナーズ

 ツクイ川崎幸
住所 川崎市幸区小倉5-5-57  森本ビル1階
法人 （株）ツクイ

☎589-0656
参加回数  2

 ケアリッツ武蔵小杉
住所 川崎市中原区新丸子東2-925
オグチビル1階
法人 （株）ケアリッツ・アンド・パートナーズ

☎948-4663
参加回数  2

 フルライフ中原

1 川崎市社会福祉協議会かわさき訪問介護支援事業所
住所 川崎市川崎区富士見1-6-3
読売川崎富士見ビルB-1棟6階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

住所 川崎市幸区幸町2-593
モリファーストビル3階B
法人 （株）フルライフ

☎221-0204
参加回数  2

住所 川崎市中原区丸子通1-627-8  トーシンビル
法人 （株）フルライフ

☎948-6711
参加回数  3

 メロウクラブ訪問介護事業所
住所 川崎市中原区中丸子341
法人 （有）メロウクラブ

☎431-1321
参加回数  2

 訪問介護 あんず
住所 川崎市中原区田尻町60  サンハイム104
法人 （株）プレシャスライフ

☎276-9785
参加回数  1

 東京海上日動みずたま介護ST元住吉
住所 川崎市中原区木月2丁目2-3
メゾンモール元住吉101号室
法人 東京海上日動ベターライフサービス（株）

☎430-6963
参加回数  4
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 東電さわやかケア元住吉・訪問介護
住所 川崎市中原区木月3-21-22  河村ビル203
法人 東電パートナーズ（株）

 訪問介護事業所 銀杏
☎431-3378
参加回数  2

 株式会社ひまわり
住所 川崎市中原区新城3-10-5
法人 （株）ひまわり

☎739-3575
参加回数  1

 ケアセンター介護福祉士会 たかつ
住所 川崎市高津区溝口2-24-1
アーバニー溝口102
法人 （特非）ケアセンター介護福祉士会

☎814-0730
参加回数  1

☎850-0772
参加回数  2

☎850-9151
参加回数  1

 川崎市社会福祉協議会たかつ訪問介護支援事業所
住所 川崎市高津区久本3-1-26
ピーククレセント1階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎814-1138
参加回数  3

 ヘルパーステーションわっしょい
住所 川崎市高津区末長二丁目10番地16号
溝ノ口スペック102号室
法人 フロントエンド（株）

☎862-4648
参加回数  2

 株式会社ゆうゆう
住所 川崎市高津区子母口303-2
法人 （株）ゆうゆう

☎740-6112
参加回数  1

 ケアパートナー優心
住所 川崎市高津区子母口701-2番地
アメニティハイム101号
法人 （同）  SHIN

☎789-5746
参加回数  1

 クローバー訪問介護かわさき
住所 川崎市高津区宇奈根635-2
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎850-8487
参加回数  2

 あっぷるホームケアサービス溝の口
住所 川崎市高津区下作延2-7-41
コロナーデ溝口207号
法人 （株）セレモニア
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住所 川崎市宮前区鷺沼1-11-6
鷺沼第一ビル401号室
法人 （有）あゆみ福祉サービス

☎863-2261
参加回数  2

 訪問介護事務所 ライトハウスケア宮前
住所 川崎市宮前区土橋2-11-12  向山ビル3F
法人 ケアパートナー（株）

住所 川崎市宮前区初山2-17-9  プチセゾン201
法人 （特非）地域福祉サービス・ぐみの家

☎870-4195
参加回数  4

住所 川崎市宮前区神木本町3-10-1
法人 （特非）カワセミ

☎871-6140
参加回数  1

☎976-0885
参加回数  1

☎862-5253
参加回数  2

 ことは介護ステーション
住所 川崎市宮前区神木本町4丁目16番28号
ダイヤモンドハイツ203
法人 （株）フリーダムEX

☎877-2235
参加回数  2

 NPO法人 コアラ かわさき
住所 川崎市宮前区西野川1-26-43
法人 NPO法人  コアラ  かわさき

☎982-7440
参加回数  2

 訪問介護事業所 いちご
住所 川崎市多摩区中野島4-16-10
大庭ビル101号
法人 （株）一期一会

☎819-5292
参加回数  1

 アリスの介護
住所 川崎市多摩区中野島3-14-10
アスタック壱番館1C号室
法人 （株）アリスの介護

☎933-1805
参加回数  1

☎930-9093
参加回数  1

☎935-5916
参加回数  4

 セントケア あさお
住所 川崎市麻生区多摩美1-2-4
法人 セントケア神奈川（株）

 ケア工房・真謝
住所 川崎市麻生区王禅寺西1-44-1-102
法人 （有）真謝

☎969-5831
参加回数  2

住所 川崎市麻生区上麻生5-38-1
エキマエアーケード2F-B
法人 福祉クラブ生活協同組合

☎981-3114
参加回数  1

 木下の介護 はるひ野
住所 川崎市麻生区はるひ野4丁目19番3号
法人 （株）木下の介護

☎981-1173
参加回数  2

☎850-9151
参加回数  2

2 SOMPOケア 川崎新百合ヶ丘 夜間訪問介護
住所 川崎市麻生区万福寺4-1-8
グラードビュウ百合丘2階201号室
法人 SOMPOケア（株）

☎953-9816
参加回数  1

☎430-2808
参加回数  3

8 リンクス訪問看護リハビリステーション
住所 川崎市中原区新城1-13-3-102
法人 （株）スマイルs

☎299-9045
参加回数  2

9 ソフィア訪問看護ステーション溝口
住所 川崎市高津区溝口1-19-11
グランデール溝ノ口605号室
（株）
法人 ソフィアメディ

☎850-1851
参加回数  3

 ほのぼの訪問看護ステーション溝の口
住所 川崎市高津区久本3-7-4
NECグリーンプラザ溝の口
法人 （株）NECライベックス

住所 川崎市高津区久本3丁目3番2号
溝ノ口第一生命ビルディング2階
法人 （社福）秀峰会

1 SOMPOケア 川崎高津 夜間訪問介護
住所 川崎市高津区溝口3-11-17
溝口パークホームズ2-B
法人 SOMPOケア（株）

住所 川崎市中原区木月1-18-11  柳澤ビルV201
（株）
法人 ソフィアメディ

☎812-1378
参加回数  1

 訪問看護リハビリステーション椿の大樹

夜間対応型訪問介護

☎969-9851
参加回数  2

☎874-9003
参加回数  1

 ななき訪問看護ステーション
住所 川崎市高津区坂戸1-6-23-101
法人 （有）七樹

☎819-5557
参加回数  1

 指定訪問看護アットリハ新城
住所 川崎市高津区新作6-8-33
法人 （株）AT

☎948-6969
参加回数  4

 指定訪問看護アットリハ新城サテライトアットリハ鷺沼
住所 川崎市宮前区鷺沼1-8-5
エトワーレ・オトール鷺沼203
法人 （株）AT

訪問看護
1 ティエル訪問看護ステーション
住所 川崎市川崎区本町1-8-2  トラストビル2F
法人 （株）ウェルメディック・ジャパン

☎221-2009
参加回数  1

住所 川崎市川崎区池田1-5-4
法人 （株）AT

住所 川崎市川崎区中島3-6-8  コートクレール1F
法人 （医）社団  和光会

☎949-5515
参加回数  2

 みのり訪問看護ステーション 百合ヶ丘

☎541-0222
参加回数  2

 ケアーズ訪問看護リハビリステーション新百合ヶ丘

☎542-3556
参加回数  2

 指定訪問看護アットリハ新百合ヶ丘

6 指定訪問看護アットリハ八丁畷サテライトアットリハ平間
住所 川崎市中原区北谷町16-3  ソニア北谷町ビル
法人 （株）AT

住所 川崎市多摩区菅北浦2-17-8
エスポワール21  1F
法人 （株）タウンナース

☎221-2031
参加回数  1

5 ソフィア訪問看護ステーション鹿島田
住所 川崎市幸区下平間144-27  小鹿倉ビル2F
（株）
法人 ソフィアメディ

 訪問看護ステーション タウンナース

 Luxem訪問看護リハビリステーション川崎多摩

4 第二国道訪問看護ステーション
住所 川崎市幸区南幸町3-95
法人 （医）社団  幸会

☎948-6969
参加回数  2

☎201-9357
参加回数  4

3 りんこう訪問看護ステーション

 川崎市社会福祉協議会たま訪問介護支援事業所
住所 川崎市多摩区登戸1891  第3井出ビル3階
法人 （社福）川崎市社会福祉協議会

☎959-6460
参加回数  1

2 指定訪問看護アットリハ八丁畷

 彩
住所 川崎市多摩区登戸新町316-6
ヴューラー316  1-B号室
法人 （株）ソシアスメディカルケア

7 ソフィア訪問看護ステーション元住吉

住所 川崎市麻生区万福寺1丁目8番7号
パストラル新百合ヶ丘310号室
法人 （株）エイプレイス

 福祉クラブ生協麻生にじ

 特定非営利活動法人カワセミ

 SOMPOケア 川崎高津 訪問介護
住所 川崎市高津区溝口3-11-17
溝口パークホームズ2-B
法人 SOMPOケア（株）

☎860-6530
参加回数  2

 地域福祉サービス・ぐみの家

 株式会社ケアネット ケアステーション高津
住所 川崎市高津区溝口2-6-26
アズマヤ栄橋ビル403
法人 （株）ケアネット

住所 川崎市宮前区有馬1-7-5  サンプラザ鷺沼1F
法人 SOMPOケア（株）

 あゆみ 福祉サービス
☎740-3950
参加回数  2

 ホームヘルプサービス ソラスト武蔵小杉
住所 川崎市中原区小杉町2-227
法人 （株）ソラスト

 エイプレイス麻生
☎920-9973
参加回数  1

 SOMPOケア 川崎鷺沼 訪問介護
☎753-0230
参加回数  1

 労協川崎中部地域福祉事業所 TACK
住所 川崎市中原区宮内2-15-15
法人 （企組）労協センター事業団

住所 川崎市宮前区野川429  2階
法人 （株）Reiz

☎201-9357
参加回数  3

住所 川崎市多摩区登戸2706-5白井ビル3F
法人 （株）Luxem

住所 川崎市麻生区高石3-9-1
（社団）
法人 （医）新光会

☎819-5302
参加回数  4

☎969-7172
参加回数  1

住所 川崎市麻生区万福寺5-14-7  La.VistaⅠ  2F-1 ☎969-5080
参加回数  2
法人 （株）フェアウェイマネジメント

住所 川崎市麻生区万福寺1-8-7
パストラル新百合ヶ丘207A
法人 （株）AT

☎299-6696
参加回数  3
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 ヴィラージュ虹ヶ丘 訪問看護ステーション
住所 川崎市麻生区虹ケ丘1-22-1-2
法人 （社福）美生会

4 こ・こ・ろ生活デイサービス
☎712-5512
参加回数  2

 ケア工房・真謝

 ベストケア・デイサービスセンター武蔵中原
☎270-0556
参加回数  4

5 デイサービス南さいわい

住所 川崎市麻生区王禅寺西1-44-1-102
法人 （有）真謝

☎969-5831
参加回数  2

住所 川崎市幸区東小倉6-1
法人 （社福）母子育成会

1 島脳神経外科整形外科医院
住所 川崎市中原区井田杉山町29-10
法人 （医）社団  悠悠会

☎777-5556
参加回数  1

2 医療法人社団 晃進会 たま日吉台病院
住所 川崎市麻生区王禅寺1105番地
法人 （医）晃進会

☎955-8220
参加回数  1

3 医療法人社団 総生会 麻生リハビリ総合病院
住所 川崎市麻生区上麻生6-23-50
法人 （医）総生会

☎981-6878
参加回数  1

4 渡辺クリニック
住所 川崎市麻生区上麻生7-22-11
法人 （医）柿生会

☎986-1001
参加回数  1

☎222-4911
参加回数  1

2 アースサポート川崎
☎733-9611
参加回数  1

3 アサヒサンクリーン在宅介護センター高津
住所 川崎市高津区新作5-18-10  モンセダー1階
法人 アサヒサンクリーン（株）

☎870-6170
参加回数  2

通所介護

☎222-7947
参加回数  2

2 鍼灸マッサージ 〜憩〜 川崎
住所 川崎市川崎区元木2-4-3
神奈川都市交通川崎ビル4F
法人 （株）Arise

☎271-9925
参加回数  3

3 アイスタッフガーデン十番地
住所 川崎市川崎区大師町10番6
法人 （株）アスリート

 コムネットジャパン（株）万葉のさと 梶ヶ谷

☎948-7661
参加回数  2

 コムネットジャパン（株）万葉のさと 溝の口

☎201-9700
参加回数  2

住所 川崎市中原区木月祗園町2-1
法人 （社福）セイワ

住所 川崎市高津区新作3-1-4
法人 コムネットジャパン（株）

☎948-9716
参加回数  2

住所 川崎市高津区千年662-101
法人 （一財）リ･ケア福祉財団

住所 川崎市高津区千年768
法人 パナソニック  エイジフリー（株）
☎948-4874
参加回数  1

☎455-0880
参加回数  2

☎862-8891
参加回数  1

☎751-6655
参加回数  4

☎740-2810
参加回数  1

☎799-0561
参加回数  1

☎789-9610
参加回数  2

☎753-2217
参加回数  2

☎797-5487
参加回数  2

 リ・ケア華サロン
住所 川崎市高津区東野川2丁目13番17号
法人 （有）リ・ケア華

☎871-0750
参加回数  2

 ジョイリハ アスリエ宮前平
住所 川崎市宮前区小台2-7-13
宮前平ガーデンハウスB1F
法人 （株）文教センター

☎750-7661
参加回数  2

住所 川崎市宮前区犬蔵1-16-10  アメニティ宮前1F ☎975-0691
参加回数  1
法人 （株）日本エルダリーケアサービス

住所 川崎市宮前区潮見台8-1
潮見台伊東ビル101号室
法人 （株）文教センター

☎863-7211
参加回数  2

住所 川崎市宮前区神木本町2-4-13-8
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎870-5587
参加回数  2

住所 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目17番20号
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎944-8587
参加回数  2

 しゅくがわらデイサービスセンター
☎753-0885
参加回数  3

 デイサービスセンター福寿かわさき高津
住所 川崎市高津区久末336番2
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市高津区上作延178-1
法人 （株）ニチイ学館

 デイサービスセンター福寿かわさき多摩
☎860-3121
参加回数  3

 デイサービス フローレンスケアたかつ
住所 川崎市高津区久末1744-2
法人 工藤建設（株）

☎861-2648
参加回数  4

 デイサービスセンター福寿かわさき宮前

 にじの里 しぼくち
住所 川崎市高津区子母口269-1
法人 （株）グッドワン

住所 川崎市高津区下作延2-26-1
法人 （社福）川崎聖風福祉会

 ジョイリハ アスリエ潮見美しが丘
☎852-5584
参加回数  2

 パナソニック エイジフリーケアセンター川崎
ちとせ・デイサービス

 社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設みやうち
住所 川崎市中原区宮内1-25-1
法人 （社福）セイワ

住所 川崎市高津区新作1-21-16
ビバリーライフ梶ヶ谷1F
法人 コムネットジャパン（株）

☎850-1680
参加回数  3

 デイホームゆりの木宮前

☎435-6274
参加回数  1

 井田老人デイサービスセンター
住所 川崎市中原区井田2丁目27番1号
法人 （特非）リ・ケア福祉サービス

☎861-5318
参加回数  4

 クリスタルプラザたかつ

 メディコケアセンター
住所 川崎市中原区中丸子364番地1
東豊ツカサビル1階
法人 （株）メディコサービス

住所 川崎市高津区末長2丁目9番45号
法人 SOMPOケア（株）

住所 川崎市高津区久地2-23-16
法人 （株）やまねメディカル

 ニチイケアセンター溝の口
☎543-8652
参加回数  3

☎580-6025
参加回数  1

 ケアーハウスこだま
住所 川崎市中原区丸子通1-403-10
法人 ケアーハウスこだま（有）

住所 川崎市高津区末長2丁目10番16号
溝ノ口スペック102号室
法人 フロントエンド（株）

 かがやきデイサービス溝の口

 川崎市恵楽園デイサービスセンター
☎739-3575
参加回数  2

 デイサービスわっしょい

☎589-0133
参加回数  2

 ジェクサー・プラチナジム コトニアガーデン新川崎
住所 川崎市幸区北加瀬2丁目11番3号
法人 JR東日本スポーツ（株）

住所 川崎市高津区末長1丁目3番13号
法人 （社福）セイワ

 SOMPOケア ハッピーデイズ溝の口

 社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 すみよし

1 しおんデイサービスセンター
住所 川崎市川崎区本町1-1-1
法人 （社福）母子育成会

住所 川崎市幸区矢上12-14  サンスカイパレス1F
法人 なごやかケアリンク（株）

住所 川崎市高津区溝口3-19-18グランソレイユ1F
法人 （株）グッドワン

☎580-3166
参加回数  4

 デイサービスセンターなごやか新川崎

住所 川崎市幸区北加瀬3-19-7
レジデンシャル新川崎1F
法人 （株）和

1 アースサポート川崎南

住所 川崎市中原区新丸子町761-5
（株）
法人 アースサポート

☎587-1651
参加回数  3

9 ケアパートナー新川崎
住所 川崎市幸区南加瀬2-29-1
法人 ケアパートナー（株）

住所 川崎市中原区小杉町2-227  ITOビルⅡ
法人 （株）ソラスト

 社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 すえなが
☎589-8990
参加回数  2

8 夢見ケ崎 デイサービスセンター
住所 川崎市幸区南加瀬1-7-14
法人 （社福）和楽会

☎711-2123
参加回数  2

 にじの里 NEXT STAGE
☎520-3860
参加回数  3

7 リハビリセンターいずみ小倉店
住所 川崎市幸区小倉3-13-10
法人 （株）QED

住所 川崎市中原区上小田中6-27-27
法人 ベストケア（株）

 デイサービス ソラスト武蔵小杉
☎542-3695
参加回数  4

 デイサービス笑い門

訪問入浴介護

住所 川崎市川崎区本町1-7-4  第二平川ビル10B
（株）
法人 アースサポート

住所 川崎市幸区南幸町3丁目149-3
法人 （社福）三篠会

6 しゃんぐりらデイサービスセンター

訪問リハビリテーション
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住所 川崎市川崎区池上新町2-22-3
法人 アイハート福祉（有）

☎863-7727
参加回数  2

住所 川崎市多摩区宿河原6-20-19
法人 （社福）鈴保福祉会

 特別養護老人ホーム

☎935-2691
参加回数  1

虹の里

住所 川崎市麻生区王禅寺963-26
法人 （社福）慈正会

☎986-1007
参加回数  1

 麻生ケアセンター そよ風
住所 川崎市麻生区上麻生6-24-14
法人 （株）ユニマットリタイアメント・コミュニティ

☎981-3081
参加回数  1

 アイメディカルフィットネス新百合ヶ丘
住所 川崎市麻生区上麻生4-15-1  山口台ビル3階
法人 （医）社団伸和会

☎969-7121
参加回数  4

 地域福祉センター金井原苑
住所 川崎市麻生区片平1430
法人 （社福）一廣会

☎986-1566
参加回数  2

 特別養護老人ホーム 片平長寿の里
住所 川崎市麻生区片平1829
法人 （社福）川崎市社会福祉事業団

☎455-4188
参加回数  1
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 木下の介護 はるひ野
住所 川崎市麻生区はるひ野4丁目19番3号
法人 （株）木下の介護

 デイサービス チャオ 久末店
☎981-1172
参加回数  2

 富士見プラザデイサービスセンター
住所 川崎市宮前区南野川1-8-11
法人 （社福）子の神福祉会

住所 川崎市宮前区有馬一丁目20番1
法人 （株）メディケア鍼灸マッサージセンター
☎277-1181
参加回数  2

2 リハプライド 川崎
☎287-1640
参加回数  1

3 リハビリデイサービスnagomi川崎鋼管通店
住所 川崎市川崎区鋼管通1-4-7
法人 （株）飯泉

☎201-4527
参加回数  1

4 アースサポート小杉
住所 川崎市中原区新丸子町756番2号
（株）
法人 アースサポート

☎739-3831
参加回数  2

5 よもぎ屋デイサービス
住所 川崎市中原区中丸子432-1
法人 （株）よもぎ屋ライフアンドヘルス

☎948-8562
参加回数  2

6 元気サポート はなまる 6号店
住所 川崎市中原区下小田中4-18-17  1階
法人 （株）はなまる

☎753-0870
参加回数  3

7 アップルデイサービス
住所 川崎市中原区新城中町14-14  服部ビル1F
法人 （株）アップル介護サービス

☎741-1153
参加回数  1

8 ちいきのよりどころMAC
住所 川崎市中原区新城1-10-3-1階
法人 （株）ワン・ステップ・K

☎948-5631
参加回数  1

9 労協川崎中部地域福祉事業所 デイサービスTACK
住所 川崎市中原区宮内2-15-15
法人 （企組）労協センター事業団

☎740-3950
参加回数  1

 リ・ケア梶ヶ谷ふれあいデイ第2
住所 川崎市高津区梶ケ谷3-13-1  村田ビル
法人 （特非）リ・ケア福祉サービス

☎871-6891
参加回数  2

 ゴーゴー広場
住所 川崎市高津区子母口188-1
法人 （株）昭和会議

住所 川崎市高津区東野川2-5-32
アルティス野川100号
法人 （株）ほっとステーション

☎740-6789
参加回数  1

☎948-5950
参加回数  3

住所 川崎市宮前区有馬9-12-2
法人 誠信ルピナス（同）

☎872-8971
参加回数  1

住所 川崎市宮前区菅生3-41-22
法人 （株）SOCIAL  LAB

☎978-0225
参加回数  2

住所 川崎市宮前区菅生3-41-22
法人 （株）SOCIAL LAB

☎978-0225
参加回数  1

住所 川崎市多摩区生田7-21-1
法人 （株）ベネッセスタイルケア

☎969-7435
参加回数  3

8 老人保健施設 レストア川崎

 Luxemデイサービス縁尽
住所 川崎市多摩区栗谷3-8-12
法人 （株）Luxem

☎712-4150
参加回数  1

 ちろりん村 新百合ヶ丘
住所 川崎市麻生区金程2-7-3
法人 （社福）葵友会

☎543-9034
参加回数  1

 元気サポート にこにこ3
住所 川崎市麻生区百合丘2-2-11-1F
法人 （株）Quest care

☎712-4837
参加回数  2

 元気サポート にこにこ5
住所 川崎市麻生区片平2-22-1
住真マンション102
法人 （株）Quest care

☎328-9063
参加回数  2

住所 川崎市高津区新作3-7-1
法人 （医）社団  じゅらく会

住所 川崎市宮前区犬蔵2-25-9
法人 （医）花咲会

3 株式会社フロンティア 川崎東営業所

☎777-5556
参加回数  3

4 株式会社柴橋商会 介護用品川崎営業所

☎711-0880
参加回数  3

5 メディケアセンター川崎

☎862-4321
参加回数  2

6 サクラサービス（株）幸営業所

☎976-7111
参加回数  1

7 セントケアリフォーム中原

9 帝京大学老人保健センター
住所 川崎市宮前区野川本町2-13-6
法人 （学法）  帝京大学

☎777-1711
参加回数  2

 介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ宮前
住所 川崎市宮前区南野川3-23-1
法人 （医）徳寿会

☎753-5530
参加回数  2

 よみうりランドケアセンター
住所 川崎市多摩区菅仙谷4-1-3
法人 （社福）読売光と愛の事業団

☎948-1611
参加回数  1

 よみうりランドケアセンター（ユニットケア型）
住所 川崎市多摩区菅仙谷4-1-3
法人 （社福）読売光と愛の事業団

☎948-1611
参加回数  1

 渡辺クリニック

認知症対応型通所介護

住所 川崎市麻生区上麻生7-22-11
法人 （医）柿生会

1 野川の里 “利家庵”松の間
☎798-8788
参加回数  1

☎986-1001
参加回数  2

 新百合ケ丘介護老人保健施設 つくしの里
住所 川崎市麻生区上麻生3-14-20
法人 （医）社団れいめい会

住所 川崎市川崎区東田町8番地
パレールイエロー館3F
法人 （株）丸冨士

☎411-5535
参加回数  3

6 介護老人保健施設 葵の園・武蔵小杉

7 介護老人保健施設 ゆい

1 プロトライフケア川崎

2 かりん

5 島脳神経外科整形外科医院

☎969-3366
参加回数  2

☎981-5667
参加回数  3

福祉用具貸与

☎520-1033
参加回数  3

4 古矢整形外科医院

☎922-8801
参加回数  2

 ベネッセデイサービスセンター生田

☎366-1581
参加回数  3

3 介護老人保健施設 千の風・川崎

住所 川崎市中原区今井西町2-58
法人 （医）社団葵会

 サロンデイ中野島
住所 川崎市多摩区中野島3-3-1
バードタウン5番館
法人 （株）サロンデイ

住所 川崎市川崎区小田5-1-3
法人 （医）啓和会

住所 川崎市中原区井田杉山町29-10
法人 （医）社団  悠悠会

 セラピストデイ菅生2

☎328-3711
参加回数  3

2 医療法人啓和会 野末整形外科歯科内科

住所 川崎市中原区西加瀬4-12
法人 （医）健

 セラピストデイ菅生

住所 川崎市麻生区黒川318
法人 （医）社団神緑会

1 介護老人保健施設葵の園・川崎

住所 川崎市幸区小向町15-25
法人 （社福）健仁会

 樹楽 川崎鷺沼

住所 川崎市宮前区野川本町1-17-48
法人 （特非）リ・ケア福祉サービス
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☎788-6567
参加回数  1

 介護老人保健施設 アクアピア新百合

通所リハビリテーション

住所 川崎市川崎区小田栄2-1-6
法人 （医）社団葵会

 メディケア鍼灸マッサージセンター デイサービスみやまえ

1 ゆとりあデイサービスセンター

住所 川崎市川崎区池上新町二丁目18番7号
法人 リハコンテンツ（株）

☎797-6359
参加回数  2

 ブリッジライフ高津
☎751-2465
参加回数  1

地域密着型通所介護

住所 川崎市川崎区殿町1-11-10
法人 （社福）川崎大師福祉会

住所 川崎市高津区久末1553番地4
法人 （株）C-CARE

住所 川崎市川崎区藤崎4-21-1
法人 （一社）メディホープかながわ

住所 川崎市川崎区中瀬2-2-1
法人 （株）フロンティア

住所 川崎市川崎区江川1-9-11霧島ビル2階
法人 （株）柴橋商会

住所 川崎市川崎区池上新町2-14-20
法人 （株）メディケアー

住所 川崎市幸区南加瀬5丁目18番7号
法人 サクラサービス（株）

住所 川崎市中原区新丸子東1-791-3
朝日サンライズ多摩川ビル1F
法人 セントケア神奈川（株）

☎201-4960
参加回数  4

☎287-7390
参加回数  3

☎221-1201
参加回数  1

☎280-7130
参加回数  4

☎201-4014
参加回数  4

☎599-3277
参加回数  2

☎431-2921
参加回数  4

8 アースサポート川崎
住所 川崎市中原区新丸子町761-5
（株）
法人 アースサポート

☎733-9611
参加回数  3

9 フランスベッド株式会社 メディカル川崎営業所
住所 川崎市中原区下沼部1760  カインド玉川2F
法人 フランスベッド（株）

☎430-0294
参加回数  4

 株式会社トーカイ 川崎営業所
住所 川崎市中原区宮内2-11-1
トーカイ
法人 （株）

☎740-3081
参加回数  4

 株式会社ヤマシタ中原営業所
住所 川崎市中原区宮内1-20-30
法人 （株）ヤマシタ

☎777-5995
参加回数  3

 パナソニックエイジフリーショップ川崎高津
住所 川崎市高津区千年768番地
法人 パナソニックエイジフリー（株）

☎799-2001
参加回数  4
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 介護用品ショップ あっぷる 溝の口店
住所 川崎市高津区下作延2-7-41
コロナーデ溝口206号
法人 （株）セレモニア

3 社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設みやうち
☎870-8191
参加回数  3

 ニチイケアセンター溝の口
住所 川崎市高津区上作延178-1
法人 （株）ニチイ学館

☎871-0750
参加回数  2

 株式会社ヤマシタ宮前営業所
住所 川崎市宮前区鷺沼1-11-6
鷺沼第一ビル  2-2号室
法人 （株）ヤマシタ

☎866-2723
参加回数  1

住所 川崎市中原区宮内1-25-1
法人 （社福）セイワ

4 社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 すえなが
住所 川崎市高津区末長1丁目3番13号
法人 （社福）セイワ

☎871-5512
参加回数  4

 株式会社イノベイションオブメディカルサービス川崎営業所
住所 川崎市宮前区犬蔵2-12-33
法人 （株）イノベイション オブ メディカル サービス

☎978-1411
参加回数  4

 柴橋商会 介護用品 川崎宮前営業所
住所 川崎市宮前区南平台1-12
ビューラー風久保3  1F
法人 （株）柴橋商会

住所 川崎市麻生区片平1829
法人 （社福）川崎市社会福祉事業団

住所 川崎市宮前区神木本町5-1-3
第6マルテイビル201号
法人 ハナリハデザイン（株）

☎400-1006
参加回数  4

☎949-5081
参加回数  4

☎969-7125
参加回数  1

1 ゆとりあ短期入所サービスセンター
住所 川崎市川崎区殿町1-11-10
法人 （社福）川崎大師福祉会

2 社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 すみよし
住所 川崎市中原区木月祗園町2-1
法人 （社福）セイワ
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住所 川崎市川崎区浜町4-6-19-1階
法人 （医）社団悠翔会

☎329-0606
参加回数  1

☎455-0880
参加回数  2

住所 川崎市幸区幸町4-18-8
法人 （特非）楽

3 花織さいわい

住所 川崎市中原区宮内2丁目17番36号
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市中原区宮内2-17-35
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市幸区矢上2番7号
法人 （医）社団咲八会

☎982-9015
参加回数  1

住所 川崎市中原区小杉町2-313
ポン・ルテェール小杉1階
法人 （医）はなまる

住所 川崎市中原区小杉町3丁目24-4  1階
法人 昇栄プランニング（株）

☎753-1875
参加回数  2

☎711-2870
参加回数  1

☎455-5270
参加回数  1

住所 川崎市多摩区宿河原2-29-4
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎753-5213
参加回数  2

☎751-1252
参加回数  2

☎328-5211
参加回数  3

住所 川崎市麻生区岡上341-8
法人 （株）日本アメニティライフ協会

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

住所 川崎市幸区北加瀬3丁目18番18号
法人 SOMPOケア（株）

住所 川崎市中原区丸子通1-627-8トーシンビル
法人 （株）フルライフ

☎976-8073
参加回数  2

住所 川崎市川崎区藤崎3-6-1
法人 （株）木下の介護

☎948-6711
参加回数  1

☎280-7413
参加回数  3

2 SOMPOケア ラヴィーレ川崎
☎931-0688
参加回数  2

住所 川崎市幸区幸町2-632-1
法人 SOMPOケア（株）

☎542-6090
参加回数  2

3 そんぽの家 御幸公園
☎959-2564
参加回数  2

住所 川崎市幸区東古市場95-1
法人 SOMPOケア（株）

☎542-4681
参加回数  3

4 そんぽの家 小倉
☎981-5107
参加回数  2

住所 川崎市幸区小倉5-8-5
法人 SOMPOケア（株）

5 リアンレーヴ武蔵新城

☎877-0608
参加回数  1

6 SOMPOケア ラヴィーレ溝の口

住所 川崎市宮前区鷺沼1-11-6  鷺沼第一ビル406 ☎272-5207
参加回数  1
法人 （医）社団平郁会

☎431-3670
参加回数  1

特定施設入居者生活介護

☎850-2122
参加回数  1

7 医療法人社団平郁会 青野診療所

☎455-4130
参加回数  2

1 ライフコミューン川崎

 花物語あさお
住所 川崎市麻生区片平7-1-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎865-9377
参加回数  2

2 フルライフ中原

 花織たま南
住所 川崎市多摩区南生田4-25-16
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市宮前区梶ケ谷1483-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

1 SOMPOケア 北加瀬 定期巡回

9 花織たま東

5 医療法人社団ARCWELL 田園二子クリニック

住所 川崎市高津区末長1-23-17
法人 （医）社団  慈生会

住所 川崎市宮前区水沢3-14-3
法人 ヒューマンライフケア（株）

☎751-5897
参加回数  2

3 ナーシングホーム岡上
☎542-4687
参加回数  2

7 花織たかつ新館
住所 川崎市高津区宇奈根637-6
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市高津区子母口777
法人 （株）日本アメニティライフ協会

2 花織みやまえ
☎522-4910
参加回数  4

8 ヒューマンライフケア 宮前の宿

6 梶ケ谷クリニック
☎277-1165
参加回数  2

☎245-0387
参加回数  2

2 （特非）楽 ひつじ雲

住所 川崎市高津区久末2112-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

居宅療養管理指導

住所 川崎市高津区溝口2-16-5
アイピー溝の口ビル2階
法人 （医）社団ARCWELL

短期入所生活介護

住所 川崎市川崎区藤崎1-8-5
法人 （株）日本アメニティライフ協会

1 花織たかつ

6 花織たかつ南

4 のぞみ薬局

 愛らんどあさお
住所 川崎市麻生区王禅寺東3-26-4
王禅寺ショッピングプラザB-5
法人 ライフサプライ（株）

☎741-3077
参加回数  1

3 はなまるクリニック
☎819-7711
参加回数  4

1 花織かわさき

5 花物語なかはら新館

2 メディ在宅クリニック

 ケイ・ホスピア株式会社 川崎北営業所
住所 川崎市麻生区百合丘3-25-11
才沢第1ビル101
法人 ケイ・ホスピア（株）

☎520-1033
参加回数  2

2 介護老人保健施設 たかつ
住所 川崎市高津区子母口498-2
法人 （医）社団早雲会

看護小規模多機能型居宅介護

4 花織なかはら

1 介護老人保健施設 千の風・川崎
住所 川崎市幸区小向町15-25
法人 （社福）健仁会

小規模多機能型居宅介護

住所 川崎市幸区下平間340-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

1 医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック川崎

 株式会社フロンティア 川崎営業所
住所 川崎市多摩区生田1-10-14-1F
法人 （株）フロンティア

☎455-4188
参加回数  1

短期入所療養介護

☎978-3335
参加回数  3

 ハナリハデザイン

☎861-5318
参加回数  4

5 特別養護老人ホーム 片平長寿の里 短期入所生活介護

 ケイ・ホスピア株式会社
住所 川崎市宮前区土橋1-11-1
法人 ケイ・ホスピア（株）

☎740-2810
参加回数  1

住所 川崎市中原区新城中町13-1
法人 （株）木下の介護

住所 川崎市高津区末長2丁目9番45号
法人 SOMPOケア（株）

☎580-3201
参加回数  1

☎740-9323
参加回数  2

☎866-6541
参加回数  2

7 SOMPOケア ラヴィーレ溝の口弐番館
住所 川崎市高津区末長2丁目9番31号
法人 SOMPOケア（株）

☎877-4165
参加回数  2
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8 フローレンスケア溝の口
住所 川崎市高津区下作延3-6-2
法人 工藤建設（株）

 ニチイケアセンター川崎宮内
☎877-1188
参加回数  2

9 フローレンスケア宮前平
住所 川崎市宮前区宮前平2-9-2
法人 工藤建設（株）

☎862-8868
参加回数  3

☎978-1165
参加回数  1

☎222-8187
参加回数  2

2 グループホーム銀木犀<川崎>
☎276-8126
参加回数  4

3 グループホーム殿町
住所 川崎市川崎区殿町2-14-11
法人 （株）ケア

☎223-7801
参加回数  4

4 川崎大師バナナ園
住所 川崎市川崎区四谷上町16-7
法人 （株）アイ・ディ・エス

☎280-2386
参加回数  2

5 花物語さいわい
住所 川崎市幸区下平間340-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎542-6387
参加回数  3

6 グループホーム  第2バナナ園
住所 川崎市幸区小倉4-6-12
法人 （株）アイ・ディ・エス

☎587-1773
参加回数  2

7 川崎ナーシングヴィラそよ風
住所 川崎市幸区南加瀬5-18-12
法人 （株）ユニマット  リタイアメント・コミュニティ

☎589-0345
参加回数  4

8 バナナ園  武蔵小杉
住所 川崎市中原区苅宿8-54
法人 （株）アイ・ディ・エス

☎863-7101
参加回数  2

9 グループホームのんびりーす
住所 川崎市中原区木月4-54-14
法人 （社福）ばなな会
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住所 川崎市中原区宮内三丁目2番28号
法人 （株）アルカディアコーポレーション

住所 川崎市中原区上小田中2-10-1
法人 （社福）ばなな会

☎750-9203
参加回数  3

☎422-2295
参加回数  1

☎751-5887
参加回数  3

☎753-2317
参加回数  3

☎751-0687
参加回数  2

☎829-5887
参加回数  2

☎820-8287
参加回数  3

住所 川崎市麻生区王禅寺1241-38
法人 （社福）藤英会

☎955-1746
参加回数  4

住所 川崎市麻生区上麻生5-19-10
法人 （社福）鈴保福祉会

☎987-0021
参加回数  4

☎959-0187
参加回数  2

住所 川崎市麻生区万福寺2-20-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎953-1287
参加回数  2

◦チームケアとは

住所 川崎市麻生区片平7-1-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎981-5107
参加回数  2

住所 川崎市川崎区殿町1-11-10
法人 （社福）川崎大師福祉会

住所 川崎市川崎区殿町1-11-10
法人 （社福）川崎大師福祉会

住所 川崎市幸区東古市場116-12
法人 （社福）照陽会

住所 川崎市中原区上平間611-1
法人 （社福）川崎市社会福祉事業団

☎871-4987
参加回数  2

住所 川崎市中原区木月祗園町2-1
法人 （社福）セイワ

住所 川崎市高津区末長1丁目3番13号
法人 （社福）セイワ

種同士がチームを組んで介護を必要としている方のケアにあたる
介護サービスの成果を評価しています。

☎277-1165
参加回数  3

◦看護小規模多機能型居宅介護とは
自宅からの通所介護を中心に、訪問看護、訪問介護、宿泊を
組み合わせることで、常に看護と介護が必要な方が切れ目なく
サービスを利用することができます。すべてのサービスを同一

☎277-1165
参加回数  3

☎520-1901
参加回数  4

事業所で顔なじみの職員から受けられるので、家庭的な雰囲気
の中で過ごすことができるという利点があります。

◦ケアカンファレンスとは
ケアプランを作成する際にケアマネジャー、介護サービスを提
供する事業者やサービス担当者、サービスを利用する要介護者

☎544-3994
参加回数  3

やそのご家族などが集まって利用者への適切なサービスを検討
する会議のことです。医療や福祉の現場でよりよい治療やケア
のために各々の立場から意見を述べ、情報の共有や共通理解を

☎455-0880
参加回数  4

6 社会福祉法人セイワ  介護老人福祉施設  すえなが
☎862-6187
参加回数  2

ケアマネジャー、看護師、理学療法士、介護士など、他
（多）
職
こと。「かわさき健幸福寿プロジェクト」では、チームケアによる

介護老人福祉施設

5 川崎市特別養護老人ホーム  すみよし

図ったり、問題の解決を検討することを主な目的にしています。

◦ケアプランとは
要介護者の希望や意思、ニーズが実現されるように、要介護者

☎861-5318
参加回数  4

に対してどのような方針で、どのような具体的なサービスを提供

☎935-2690
参加回数  3

この事例集に掲載されている写真および氏名の公表について

するのかを計画したものです。

7 川崎市特別養護老人ホーム  しゅくがわら

 花物語みやまえ東
住所 川崎市宮前区西野川3-10-43
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市多摩区南生田4-25-16
法人 （株）日本アメニティライフ協会

4 川崎市特別養護老人ホーム  ひらまの里

 花物語みやまえナーシング
住所 川崎市宮前区梶ケ谷1483-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎986-1007
参加回数  4

 特別養護老人ホーム  柿生アルナ園
☎911-1599
参加回数  2

3 介護老人福祉施設  みんなと暮らす町

 花物語みやまえ
住所 川崎市宮前区平2-19-62
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市多摩区三田5-9083
法人 （株）アイ・ディ・エス

2 特別養護老人ホーム  ゆとりあ
（従来型）

 花物語たかつ新館
住所 川崎市高津区宇奈根637-6
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎931-3387
参加回数  2

1 特別養護老人ホーム  ゆとりあ
（ユニット型）

 花物語  たかつ
住所 川崎市高津区宇奈根635-2
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市麻生区王禅寺963-26
法人 （社福）慈正会

 特別養護老人ホーム  潮見台みどりの丘

住所 川崎市多摩区宿河原2-29-4
法人 （株）日本アメニティライフ協会

 花物語あさお
☎829-1091
参加回数  4

 花物語たかつ南
住所 川崎市高津区久末2112-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎933-2287
参加回数  2

 花物語しんゆりナーシング
☎740-3155
参加回数  1

 グループホーム  フローレンスケアたかつ
住所 川崎市高津区久末1744-2
法人 工藤建設（株）

☎967-0881
参加回数  2

 花物語たま南ナーシング

 花物語たかつナーシング
住所 川崎市高津区子母口777
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市多摩区登戸658-2
法人 （株）日本アメニティライフ協会

住所 川崎市多摩区西生田5-24-2
法人 （社福）よつば会

9 特別養護老人ホーム  虹の里

 バナナ園  生田ヒルズ
☎741-2553
参加回数  2

 ひまわり高津つどいの家
住所 川崎市高津区北見方3-12-5
法人 （株）生活科学運営

☎945-7387
参加回数  2

 花物語たま東
☎753-5213
参加回数  2

 のんびりーす等々力

住所 川崎市中原区上小田中2-40-2
法人 （株）日本アメニティライフ協会

1 花物語かわさき

住所 川崎市川崎区中島3-13-7
法人 （株）シルバーウッド

住所 川崎市中原区宮内2-17-35
法人 （株）日本アメニティライフ協会

 花物語なかはら西

認知症対応型共同生活介護

住所 川崎市川崎区藤崎1-8-5
法人 （株）日本アメニティライフ協会

☎753-0287
参加回数  2

 グループホームゆう和
☎978-4100
参加回数  2

 介護付き有料老人ホーム  アシステッドリビング宮前
住所 川崎市宮前区水沢2-8-60
法人 （株）ZENウェルネス

住所 川崎市中原区宮内2丁目17番36号
法人 （株）日本アメニティライフ協会

8 特別養護老人ホーム  生田広場

住所 川崎市多摩区菅稲田堤3-18-1
法人 （株）日本アメニティライフ協会

 花物語のぼりと

 花物語なかはら新館
☎978-3811
参加回数  4

 フローレンスケアたまプラーザ
住所 川崎市宮前区犬蔵2-17-65
法人 工藤建設（株）

 花物語たま北
☎740-1861
参加回数  2

 花物語なかはら

 ニチイホーム たまプラーザ
住所 川崎市宮前区犬蔵2-23-6
法人 （株）ニチイケアパレス

住所 川崎市中原区宮内1丁目7番12号
法人 （株）ニチイ学館

☎788-6887
参加回数  2

住所 川崎市多摩区宿河原6-20-19
法人 （社福）鈴保福祉会

は、事前にご本人、ご家族および関係者に了解を得ています。
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