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●電車 JR高崎線「宮原駅」またはJR川越線「日進駅」から車で約5分、または徒歩約40分

●バス 「宮原駅」から「西大宮駅」行きにて「内野本郷」下車、徒歩5分
 「大宮駅」西口から「8番乗場のバス」にて「清河寺」下車（約30分）徒歩約20分
 「上尾駅」西口から「大谷循環」にて「花の丘」下車（約5分）徒歩約5分

●お車 大宮駅付近から約30分／関越自動車道「川越IC」から約30分

アクセス案内

介護老人保健施設 ケア大宮花の丘
〒331-0045 埼玉県さいたま市西区内野本郷975番地5

ケア大宮 花の丘 居宅介護支援センター

ケア大宮花の丘 案内図
Care Oomiya Hananooka

TEL.048-620-2400
FAX.048-620-2401

E-mail.careoomiya@maruyamakai.or.jp

TEL.048-620-7670
FAX.048-620-7671

ここには、あたたかい“家”がある、

あたたかい“人”がいる、

あたたかい“時間”がある。

●名　　称 ケア大宮花の丘
●認　　可 平成17年5月1日
●所 在 地 埼玉県さいたま市
 西区内野本郷975-5
●施設規模 鉄筋造 地上2階建
 敷地面積 10,229㎡
 建築面積 4,298㎡
 建物延面積 7,850㎡

施設の概要

1階
療養室（個室：10室）（4人室：10室）
食堂・談話コーナー／機能訓練室
レクリエーションルーム／デイケアルーム
一般浴室／特別浴室／サービスステーション
面会コーナー／厨房／居宅介護支援センター
事務室／相談室／診察室／調剤室　他

２階
療養室（個室：20室）（４人室：20室）
食堂・談話コーナー／一般浴室／特別浴室／
サービスステーション／面会コーナー　他

職員
施設長／医師／事務長
作業療法士・理学療法士・言語聴覚士
支援相談員／介護支援専門員／看護職員
介護職員／管理栄養士／事務職員／調理員 他

“ケア大宮花の丘”は、心身に障害を持つ高齢者等の皆さんが、
地域の中で安心して、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や介助、機能訓練、
その他必要な医療サービスを提供する施設です。

療養室（1人部屋）

療養室（4人部屋）

居宅介護支援センター
介護保険を利用する上で、必要な申請
から居宅サービス計画（ケアプラン）の
作成、介護サービス事業所との調整
等、介護支援専門員（ケアマネジャー）
が支援します。ご自宅の介護でお困り
の方はお気軽にご相談下さい。

●入所サービス
●短期入所サービス
●通所（デイケア）

●居宅介護支援センター

特別浴室

一般浴室

食堂・談話コーナー

“住み慣れた地域で自分らしく暮らす”



●介護保険の要介護の認定を受けた方です。
●定員は150名（短期入所を含む）です。
●病状が安定し入院の必要がなく
なっても、身の回りのことに介護
を必要としている場合に、機能訓
練や生活面の援助により家庭で
生活するための準備をしたり、家
庭で生活している方の機能低下
を防いだりする時などにご利用い
ただけます。

入所 短期入所（ショートステイ）

通所（デイケア）

●介護保険の要支援・要介護の認定を
　受けた方です。
●一日の定員は80名です。

ご利用案内

担当の居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）にご相
談いただくか、施設へ直接ご相談ください。ご利用にあたっては、居宅サー
ビス計画（ケアプラン）に基づいて利用の調整をさせていただきます。

ご利用できる方は

ご利用できる方は

●看護・介護… 食事／着替え／排泄／一般浴・機械浴／清拭／口腔衛生等
 体温・脈拍・血圧等の測定／体位交換等
●病状の急変等治療が必要な場合は、協力病院等で必要な治療を受ける
　ことができます。
●レクリエーション…集団レク／合唱・合奏／散歩／誕生会／季節行事等
●比較的安定した病状についての医療…診察／投薬／注射／検査／処置等
●機能訓練・リハビリテーション
　　　…生活動作訓練を中心とした作業療法・理学療法・言語聴覚療法等
●理・美容師による出張サービス

こんなサービス内容です

直接ご来所いただくか、お電話でご相談ください。
（相談員と日時のご予約をお願いいたします。）

お申込み時に必要な書類…「介護保険被保険者証」「健康保険証」等

ご相談・利用の申し込みは

●介護保険対象サービス費用は介護保険の負担割合証の負担割合
　（要介護度に応じて異なります）
●食費及び居住費
●その他、ご利用の内容により、日常生活にかかる費用・特別なサービスの
　費用を別途申し受けます。

利用料は ※詳しい内容についてはご相談ください

ご利用できる方は
●介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方です。
●家庭で介護している介護者が
休養を必要とする時、旅行や冠
婚葬祭などで介護ができなく
なった時など一時的にご利用
いただけます。また、利用者本
人の他者交流の場への参加を
促す時にも利用できます。

●利用日：月曜日～土曜日（年始の一部期間を除く毎日）
●利用時間：午前8時30分～午後5時30分
●ご希望により施設で家庭への送迎も行います。

ご家庭で生活されている要支援・要介護者の皆さんが、施設に通い、食
事・入浴・レクリエーション・リハビリなどのサービスを受け、一日楽しく
過ごしていただくものです。

利用方法は

こんなサービス内容です
●看護・介護… 食事／着替え／排泄／一般浴・機械浴／清拭／口腔衛生等
 体温・脈拍・血圧等の測定／体位交換等
●病状の急変等治療が必要な場合は、協力病院等で必要な治療を受ける
　ことができます。
●レクリエーション…集団レク／合唱・合奏／散歩／誕生会／季節行事等
●比較的安定した病状についての医療…診察／投薬／注射／検査／処置等
●機能訓練・リハビリテーション
　　　…生活動作訓練を中心とした作業療法・理学療法・言語聴覚療法等
●理・美容師による出張サービス

専門の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が個々の
状況に応じた機能訓練を行います。集団で楽しみながら
の機能訓練や、トレーニングマシンを用いて運動機能を
高めるパワーリハビリテーションも実施しています。

看護師が血圧・脈拍の他、健康状態をチェックし、その状
況をお知らせします。病状の急変等治療が必要な場合は、
ご家族へご連絡、かかりつけ医師へのご連絡となります。

季節に応じたレクリエーションや皆で楽しく参加できる
レクリエーションを行います。
集団レク／合唱・合奏／散歩／誕生会／季節行事等

身体状況に応じて、一般浴・機械浴を選択していただけます。

行事食も取り入れながら季節に応じたメニューを提供
いたします。

●機能訓練………

●健康チェック…

●レクリエーション…

●入浴……………

●食事……………

こんなサービス内容です

担当の居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）にご相談
いただくか、施設へ直接ご相談ください。ご利用にあたっては、居宅サービ
ス計画（ケアプラン）に基づいて利用の調整をさせていただきます。

ご相談・利用の申し込みは ご相談・利用の申し込みは

●介護保険対象サービス費用は介護保険の負担割合証の負担割合
　（要介護度に応じて異なります）
●食費及び居住費
●その他、ご利用の内容により、日常生活にかかる費用・特別なサービスの
　費用を別途申し受けます。

利用料は ※詳しい内容についてはご相談ください

利用料は ※詳しい内容についてはご相談ください

●介護保険対象サービス費用は介
護保険の負担割合証の負担割合
（要介護度に応じて異なります）
●食費
●その他、ご利用の内容により、日常
生活にかかる費用・特別なサービ
スの費用を別途申し受けます。

ケア大宮 花の丘介護老人保健施設
Care Oomiya Hananooka
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