
地 域 の み な さ ま に 、安 心 と 生 き が い を



介護老人保健施設・短期入所療養介護 (ショートステイ )

完全個室の
ユニット型入所施設

【お問い合わせ】 0833-92-0331 0833-92-0332

介護老人

保健施設

介護ベッド、タンス、洗面台を完備しており、家具等の準備は不要
です。また、ベッド横にナースコールを設置しています。

サービス
ステーション

共同生活室

エレベーター

ユニット

ユニット

全 80室

ユニットユニット

TEL FAX

広い共同生活室で他の入所者さまとの団らんや食事をしていただく
ことができます。

1ユニット 10部屋の個室と台所・居間・トイレ・浴室などの共
同スペースの全 8ユニットで構成されています。自分の生活空間
である個室と少人数の入所者さまが交流できる共同生活室とに区
別されており、入所者さま一人ひとりの個性やご希望を尊重し「そ
の人らしい生活」を支援します。



介護老人保健施設・短期入所療養介護 (ショートステイ )

■施設について

■ショートステイ (短期入所療養介護 )

ご家族の旅行などの都合により、一時的に在宅介護が困難になった場合に、ご利用いただけます。

入所サービスと同様に、リハビリテーションを実施可能です。

【ユニットでの様子】
医療管理のもと、入所者さまの能力や家庭環境を考慮し、日常ケアから、リハビリテーションを意識した支援
をさせていただきます。

【リハビリテーションの様子】
理学療法士、作業療法士による個別リハビリテーションや集団リハビリテーションによる身体機能及び、日常
生活動作の向上を図ります。また入所期間中は週 3回以上の個別リハビリテーションを提供します。

【行事・レクリエーションの様子】
入所者さまに楽しんでいただける季節に応じた行事・レクリエーションを実施します。

介護を必要とする高齢者の在宅復帰・自立支援をめざすため、医師による管理のもと、理学療法士や作業療法
士によるリハビリテーションのほか、看護師や介護士による日常ケア、管理栄養士による栄養管理等のサービ
スを多職種が共同して提供します。



通所リハビリテーション

スタッフ全員による
リハビリテーションサービス

【お問い合わせ】 0833-92-0331 0833-92-0332

通所

リハビリ

テーション

TEL FAX

医師・看護師・介護士・理学療法士・作業療法士それぞれの強
みを生かしながらスタッフ全員でリハビリテーションサービス
を提供しています。

リハビリテーション介護
「したい」「ありたい」を応援するケア

リハビリテーション計画
「したい」「ありたい」を叶える
個別プランニング

リハビリテーション看護
体調の変化や生活状況の
モニタリング

リハビリ
テーション介護

介護士

理学療法士
作業療法士

看護師

リハビリ
テーション看護

リハビリ
テーション計画



■一般浴 (天然温泉 )
関節痛・神経痛・高血圧症等に

も効能がある天然温泉「高水温

泉」のお風呂で心身ともにリラ

ックスしていただけます。

■特殊浴
車いす利用の方や寝たまま入
浴できる浴槽を導入しており
要介護度の高い方でも安全
に入浴いただけます。

入浴サービス

色々な活動内容を準備しております。作品づくりや園芸、オセロ、麻雀といった
趣味活動を楽しむなど、ご自身のペースでお過ごしいただけます。

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

9:30 頃
到着

送迎
送迎健康

チェック 活動時間 昼食
活動時間
おやつ

9:30頃
到着

送迎

■1日の流れ

通所リハビリテーション

実際に1日ご利用いただき、雰囲気をぜひご体験ください。健康チェックも実施しております。

送迎、入浴、食事等すべて無料にて実施させていただいております。
無料体験
実施中！

送迎リハビリ 14:30 頃
到着

送迎
送迎リハビリ

長時間利用 (6時間程度 ) 定員 名60

短時間利用 (午前 1時間程度 ) 定員 名8 短時間利用 (午後 1時間程度 ) 定員 名8

■送迎地域

・周南 (須々万地区、中須地区、久米地区、旧熊毛町 )
・光 ( 島田地区、浅江地区、虹ヶ丘地区、周防地区、岩田地区 )
・下松 (久保地区、花岡地区、末武地区、西豊井地区 )
・岩国 (旧周東町 )

授業形式のレクリエーションプログラム

スタッフが「先生」、利用者さまが「生徒」となり
授業を行います。昔懐かしい学校や授業をテーマ
として、利用者さまに発言いただいたり、教えあ
ったりすることで、生活意欲の向上を図ります。

生徒募集中 !

たかみずおん

せん



訪問リハビリテーション

セラピストがご自宅に

【お問い合わせ】 0833-92-0331 0833-92-0332

訪問

リハビリ

テーション

TEL FAX

理学療法士、作業療法士が要介護状態・要支援状態にある方のご
自宅に直接訪問し、在宅生活に直結する基本的動作、身の回りの
動作、コミュニケーション能力の改善に努め、最適な日常生活動
作の獲得支援に取り組んでいます。
またご本人さまをはじめご家族さまとお話をし、状態に応じた快
適な環境づくりのアドバイスやご相談にも応じています。

■リハビリプログラム

■実施地域

医師の診断に基づいた実施計画書に沿って、セラピストがご自宅にて

個別目標に応じたきめ細かなリハビリテーションを行います。

周南市 (高水地区・三丘地区・勝間地区・八代地区・大河内地区 )、下松市 (久保地区・花岡地区 )、光市 (島田地区・

周防地区・三井地区 )、岩国市 (周東地区 )

自宅で行う日常生活動作の練習
(玄関の上がり框の昇降練習や、歩行練習など )

身体機能訓練
(筋力トレーニング、関節可動域訓練など )

手段的日常生活動作の練習
(実際にスーパーに行って買い物動作の練習や調理の練習をするなど )

福祉用具や治療に必要な用具の選定



居宅介護支援

一人ひとりにあわせた
ケアプランのご提案

【お問い合わせ】 0833-92-0360 0833-91-3382

居宅介護

支　　援

TEL FAX

「介護老人保健施設 なごやか熊毛」の 1階に「居宅介護支援事業
所なごやか熊毛」を併設しています。要支援・要介護認定の方に
対し、介護支援専門員が相談に応じ、心身の状況を把握し、利用
者さまの意向を反映したケアプランを作成します。そして、居宅
サービスが利用できるよう関係諸機関と連絡調整を行い、要支援・
要介護の方が自立した日常生活を営めるよう支援いたします。

■高齢者一人での生活が不安。

■一人でお風呂に入るのが難しい。

■車椅子を借りたい。

高齢者の生活・介護のことでお困りのことがありましたらご相談ください。

ご相談 ケアプランの
ご提案

サービス事業者との
連絡調整

支援

連絡調整

・介護老人保健施設
・ショートステイ
・通所リハ・訪問リハ
・サービス付き高齢者向け住宅
・訪問介護

介護支援
専門員

利用者
さま

ご相談

ケアプランのご提案



サービス付き高齢者向け住宅

全戸バリアフリー設計の
安心住宅

【お問い合わせ】 0833-92-0600 0833-92-0601

サービス付き

高齢者向け

住宅

TEL FAX

全 40室・全面バリアフリー設計の高齢者向けの賃貸住宅
です。スタッフが 24時間常駐し、また、併設された訪問
介護事業所のご利用もでき、日常生活に介護が必要な方で
も安心してご入居いただけます。

各居室には、トイレや家具が設置してあり、家具をご用意いただく負担もなく、入居時の引越しも容易です。

要介護認定を受けている方が主に入居できます。スタッフが 24時間常駐しているので緊急時も安心です。隣接の
「介護老人保健施設 なごやか熊毛」にて通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションを実施することも可能です。

居室内トイレ居室 共有スペース 共有キッチン

敷金・礼金

なし
24時間
スタッフ
常駐

デイケア
・

訪問リハ



訪問介護

安心した生活をサポート

【お問い合わせ】 0833-92-0600 0833-92-0601

訪問

介護

TEL FAX

「サービス付き高齢者向け住宅 なごやか熊毛」の 1階に「訪
問介護事業所 なごやか熊毛」を併設しています。
食事、入浴、排泄、掃除、洗濯といった日常生活に必要な
サポートをさせていただきます。

■サポート内容

1. 身体介護
食事中の手伝いや見守りを行う「食事介助」、入浴の際の手助けや洗髪、身体の清拭の世話をする「入浴介助」、トイレの

お手伝いやおむつの交換などの「排泄介助」のほか、車いすへの乗り降り、床ずれ予防や防止のための体位変換などのお

手伝いを行います。

2. 生活援助
利用者さまやご家族さまが家事を行う

ことが困難な場合、訪問介護スタッフ

(ホームヘルパー )が利用者さまのもと

へ伺い、掃除、洗濯、調理などの日常

生活の援助を行います。

身体介護
排泄介助・食事介助・

入浴介助等

掃除・洗濯・
買い物代行等 入浴支援・

生活支援等

総合事業
訪問介護

生活援助



山陽新幹線

介護老人保健施設
「なごやか熊毛」

サービス付き
高齢者向け住宅
「なごやか熊毛」

国道 2 号 線

岩 徳 線

JR高水駅

熊毛 IC

岩国→←徳山

コメリ

山陽自動車道

セブンイレブン

熊毛総合支所熊毛中

JA熊毛支所

〒745-0662　山口県周南市高水原2丁目7番21号
TEL.0833-92-0331　FAX.0833-92-0332

〒745-0662　山口県周南市高水原2丁目7番27号
TEL.0833-92-0600　FAX.0833-92-0601
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