施設紹介

どんぐり山
■住所
三鷹市大沢 4-8-8

１．施設からのコメント
「優しくあれ、温かくあれ、そして共にあれ、人間らしく」の理
念をもと、入居者ご利用者一人ひとりの個性を尊重し、安心して
心豊かに生活できる施設経営がモットーです。隣接する保育園「椎
の実子供の家」とともに、地域に開かれた福祉活動の拠点施設を
目指しています

■電話
0422-33-2255
■ホームページ
http://www1.parkcity.ne.j

２．申し込みにあたってのご注意

p/donguli/

下記医療行為等については、受け入れが出来ておりません。

■交通手段

・常時、もしくは定期的な吸引が必要な方
・在宅酸素や定期的に酸素吸入が必要な方
・気管切開されている方
・経管栄養（胃ろう・経鼻等）の方、著しく嚥下機能の落ちている方
・バルンカテーテル留置、導尿（自己導尿も含む）の必要のある方
・血糖測定、インスリン注射の必要な方（自己測定や自己注射も含む）
・人工肛門、人工膀胱（膀胱ろう）
、腸ろうなどを造設されている方
・常時（または定期的な）注射や点滴が必要な方
・透析を受けている方
・疾患に対して現在、服薬調整中もしくは、症状が丌安定な方
・暴力行為など、他者に危害を加える可能性の高い方
・抑制が必要な方（つなぎ・ミトン・抑制帯・車椅子用の３点固定具
など）

①武蔵境駅南口より狛江営業
所行
. ②三鷹駅南口より調布駅行
③調布駅北口より三鷹・武蔵
境・武蔵小金井駅行
に乗車し大沢橋羽沢小学校前
にて下車徒歩 5 分

恵比寿苑
■住所
三鷹市牟礼 1-9-20
■電話
0422-48-5577

１．施設からのコメント
施設のモットーである「まごころ」を念頭に置き、明るく家庭的
な雰囲気のもと、ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にその
方の立場に立ってサービスを提供してまいります。

■ホームページ
http://www.oheikai.or.jp/e
bisu/index.html
■交通手段
①三鷹駅南口より久我山駅行
に乗車し御嶽神社にて下車徒
歩１分
②京王井の頭線久我山駅下車
徒歩１２分

２．申し込みにあたってのご注意
医療行為が必要な方の新規受け入れ状況について。
○当施設は医療機関ではないため、以下の対応、治療が必要な方
の新規受け入れが出来ません。
胃瘻、経鼻栄養、中心静脈栄養(IVH)、尿管、膀胱留置カテーテル、
人工肛門、酸素療法、皮膚・組織切除の必要や感染を伴う褥創、
気管切開、人工透析、インシュリン注射、常時痰の吸引が必要な
方、感染症をお持ちの方、精神状態が丌安定で治療が必要な方。

※詳細については、各施設に直接お問い合わせ下さい。

施設紹介

弘済園
■住所
三鷹市下連雀 5-2-5

１．施設からのコメント
昭和 30 年の創立以来、庭園に咲く季節の花や緑の多い環境の中

■電話
0422-4７-８９６５

で、利用される方のご意向やご要望を尊重しながら、安らかで生

■ホームページ
http://www.kosaien.or.jp/

提供に努めています。

■交通手段
①吉祥寺駅公園口または三鷹
駅南口より牟礼団地行に乗車
. し終点にて下車徒歩３分
②調布駅北口から吉祥寺行に
乗車し新川通りにて下車徒歩

きがいのある生活をしていただけるよう、心のこもったサービス

２．申し込みにあたってのご注意
経鼻・経管栄養（胃瘻・腸瘻）
、在宅酸素、尿管カテーテル、人工
透析、重度の褥瘡、インシュリン注射等日常的に医療行為が必要
な方に関しては、受け入れが出来ません。
ご丌明な点につきましては、弘済園入所担当へ直接お問い合わせ
ください。

１０分

みたか紫水園
■住所
三鷹市新川 5-6-31

１．施設からのコメント
全室個室のユニット型ホームです。各居室にはトイレ、洗面台を

■電話
0422-40-7201

完備しております。

■ホームページ
http://www.mitakashisuie

介護を心がけております。

n.jp/
■交通手段
①吉祥寺駅公園口からアジ
ア・アフリカ語学院団地西口
下車
②三鷹駅南口からアジア・ア
フリカ語学院団地西口下車
③仙川駅からアジア・アフリ
カ語学院団地西口下車
正面

「入所して良かった。」と思っていただけるよう、アットホームな

２．申し込みにあたってのご注意
胃瘻：新規の受入れは丌可ですが、すでに入所されている方が体
調の悪化で胃瘻になられる場合は受入れる場合もありま
す。その際、人数には制限があります。
褥瘡：症状が軽度の場合は受入れ可能と思われますが、重度の場
合はある程度回復されませんと受入れは難しいと思われま
す。
尿管カテーテル
新規の受入れは可能ですが、管理が難しい方は、受入れで
きない場合もあります。

※詳細については、各施設に直接お問い合わせ下さい。

施設紹介

あさひ苑
■住所
府中市朝日町 3-17-1
■電話
042-369-0080
■ホームページ
http://www.tama-dhk.or.j
p/asahi/index.html
■交通手段
①京王バス

飛田給駅北口発

多磨駅行き（榊原記念病院経
「警察学校東門」下車 徒
. 由）
歩3分
②西武多摩川線多磨駅下車徒
歩 20 分

１．施設からのコメント
府中市立あさひ苑は平成 5 年に開設しました。府中市の東、三鷹・
調布に隣接した緑に囲まれた静かな環境の中、三市の 100 名の
お年寄りが生活されています。
２．申し込みにあたってのご注意
日常的に医療処置が必要となる身体状況の場合、受け入れは出来
ません。
例）経管栄養・胃ろう・尿管カテーテル・在宅酸素療法・インシ
ュリン注射・人工透析・気管切開・人工肛門・中心静脈栄養・重
度の褥瘡等
ご丌明な点につきましてはあさひ苑入所担当へ直接お問い合わせ
ください。

※赤字は削除して入力してください。

ちょうふの里
■住所
東京都調布市西町２９０－５

１．施設からのコメント
「明るいあいさつ

やさしい笑顔 心がふれあう

ちょうふの

■電話
０４２－４４１－６６５４

里」のもと

■ホームページ
http://www.katabamikai.jp/s

います。そのために、利用者一人ひとりの希望や意志を尊重し、

ato
■交通手段
京王線飛田給駅から京王バス
「多磨駅」行きに乗車
. 「調布福祉園」下車
徒歩２分

一人ひとりが安心でき、価値あるものと受けとめら

れるサービスの提供に努め、選ばれる施設になることを目指して
自立の支援と生活の質の向上に努めます。
２．申し込みにあたってのご注意
ちょうふの里は、医療機関ではないため、日々、医療的な処置や
管理を必要とする方の新規の受入れは困難です。
例 中心静脈栄養（ＩＶＨ）胃ろう等の経管栄養の方
常時、もしくは定期的なたんの吸引が必要な方
常時、酸素吸入が必要な方
気管切開、人工透析やインスリン注射が必要な方 など
ご丌明な点や詳細につきましては、ちょうふの里入所担当へ直接
お問い合わせください。

※詳細については、各施設に直接お問い合わせ下さい。

施設紹介

砂川園
■住所
立川市上砂町 5-76-4

1.施設からのコメント
～思いやりみんなで支える砂川園～

■電話
042-537-3351

ご見学、お問い合わせは下記時間内で受け付けております。

■ホームページ
http://www.oheikai.or.jp/

お気軽にお問い合わせください。

.
■交通手段
①西武拝島線武蔵砂川駅下車

●担当：生活相談室

●時間：9 時から 18 時（全日）

２．申し込みにあたってのご注意

徒歩５分

《医療行為が必要な方の新規受け入れ状況》

②立川駅北口より（天王橋経

経管栄養・胃ろう：丌可

点滴の管理：丌可

由）松中団地行または拝島駅

尿管カテーテル：丌可

吸引：丌可

行に乗車し砂川二番にて下車

ストマ（人工肛門）
：可能

徒歩１０分

インスリン：丌可

ペースメーカー：可能

酸素療法：丌可
褥瘡の処置：△（本人の状態次第）
気管切開：丌可
透析：丌可
ＩＶＨ：丌可

多摩シルバーハウス
■住所
八王子市上柚木 1550
■電話
042-670-5311

１．施設からのコメント

※赤字は削除して入力してください。
三鷹市からは遠くなってしまいますが、緑に囲まれた静かな環境
です。

■ホームページ
http://www.yuzunoki.com
２．申し込みにあたってのご注意
■交通手段
①京王線北野駅北口より南大
沢駅行に乗車し野猿峠にて下
. 車徒歩１３分
②京王線南大沢駅より八王子
駅または聖蹟桜ヶ丘駅行に乗

IVH・鼻腔・丌可
バルーン・要相談
在宅酸素・ストマ・要相談
インスリン自己注射のみ要相談
胃ろう・人数制限あり

車し栗本橋にて下車徒歩 15
分

※詳細については、各施設に直接お問い合わせ下さい。

施設紹介

青梅天使園
■住所
青梅市今井１－２６０９－１

１．施設からのコメント
澄み切った大気、豊かな緑の森に囲まれた青梅天使園では、明確

■電話
０４２８－３２－２２５０
■ホームページ
http://www.mycaregarde

な基本理念、安心・安満・安全のもと、心のこもった介護を２４
時間にわたって提供させていただいております。
２．申し込みにあたってのご注意

n.jp/tenshien/pc/

・経鼻・胃瘻：新規受入丌可ですが、すでに入所されている方で

■交通手段
①JR 青梅線小作駅下車タク

経鼻・胃瘻になられる場合は人数制限で受入れ
可能

シーで１０分

・たん吸引・在宅酸素・インシュリン・人工透析・気管切開・中

. ②西武池袋線飯能駅下車タク
シーで１５分

心静脈栄養の受入は難しい状況です
・褥瘡：状態に応じて受入が可能な場合があります。応相談

③JR 八高線金子駅下車徒歩

・人工肛門・尿管カテーテル：

２０分

新規の受入は可能ですが、管理が難しい方は、
受入れできない場合もあります。

羽生の里
■住所
日の出町大久野 1263

１．施設からのコメント
入所者の健康に留意し、人としての尊厳を大切にするとともに明るい

■電話
042-597-6661

ホームライフを過ごしていただけるよう愛情をこめて共に生きるこ

■ホームページ
http://habunosato.yokuk

をもって支援し、和やかで潤いのあるホームづくりに努めます。

と基本理念としています。皆さんが快適な日々を送れるよう思いやり

ou.net
■交通手段
武蔵五日市駅より、下平井経
由・福生駅行き乗車、
「羽生」
. 下車、徒歩 3 分。

２．申し込みにあたってのご注意
《医療行為が必要な方の受け入れ状況》
気管切開 丌可
ＩＶＨ

丌可

透析患者 丌可
ご丌明な点や詳細については、羽生の里の入所担当へ直接お問い
合わせください。

※詳細については、各施設に直接お問い合わせ下さい。

