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介護老人保健施設
オネスティ南町田
東京都町田市鶴間7-3-3

042-788-0373
東名高速道路 横浜町田ICより1分。
国道16号線沿い。

東急田園都市線 南町田グランベリーパーク駅
グランベリーパーク口より徒歩13分。
タクシー　南町田グランベリーパーク駅より5分。
国道16号線沿い。
※万葉の湯の隣。

医療法人社団 永生会

介護老人保健施設

オネスティ南町田
介護老人保健施設

オネスティ南町田

オネスティ＝高潔。誠実。率直。
その人がその人らしく

よろこびと思いに満ちた生活をおくる場所

https://www.eisei.or.jp/honesty/

お車でお越しの場合

公共交通機関ご利用の場合
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HOME ASSISTANCE

訪問看護ステーション とんぼ
八王子市片倉町440-2

訪問看護ステーション めだか
八王子市みなみ野5-30-25

訪問看護ステーション ひばり
八王子市千人町2-13-8-1F

訪問看護ステーション いるか
八王子市南大沢1-18-11-A103
訪問看護ステーション 口笛
町田市鶴間7-3-3

ケアプランセンター えいせい
八王子市椚田町583-15

ケアプランセンター ぴあの
町田市鶴間7-3-3

在宅総合支援サービス 
（有）十字会ケアステーション
八王子市めじろ台1-9-1

高齢者あんしん相談センター 片倉
八王子片倉町440-2

高齢者あんしん相談センター 館
八王子市館町156 館事務所内

在宅支援・他

居宅介護支援事業所 片倉
八王子市片倉町440-2

高齢者あんしん相談センター 追分
八王子市追分町7-17-1F

CARE FACILITIES

MEDICAL FACILITIES

介護施設

医療施設

永生病院
八王子市椚田町583-15

南多摩病院
八王子市散田町3-10-1

みなみ野病院
八王子市みなみ野5-30-3

548床

170床

205床

永生クリニック
八王子市椚田町588-17

クリニック グリーングラス
八王子市千人町4-12-3

クリニック0（ゼロ）
八王子市寺田町490

グリーングラス 南大沢クリニック
八王子市下柚木2-26-11

認知症グループホーム 寿限無じゅげむ介護老人保健施設 イマジン
八王子市椚田町583-15 八王子市椚田町590-4

認知症グループホーム 南風みなみかぜ
八王子市下柚木2-26-11

介護老人保健施設 オネスティ南町田
町田市鶴間7-3-3

介護老人保健施設 マイウェイ四谷
新宿区大京町1-3

永生会グループ
東京・八王子を中心に施設を展開医療・介護を通じた
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介護老人保健施設は介護保険で運営され、病院と在宅ないし在宅に代わる施設を
つなぐ中間施設とされています。長期の入院や、在宅での生活で日常生活自立度が
低下し、在宅での生活が困難となることがあります。そのような方に一定期間入所
していただき、健康管理をしながら日常生活に必要な能力を上げるためのリハビリ
テーションを受けていただきます。在宅復帰や在宅生活支援が大きな目的となって
いますが、自宅以外の施設を選択される方へのサポートにも力を入れています。
いずれの生活の場所でも「自分らしく、実りのある生活」ができるようになることを
目標に、介護サービスを提供しています。そのため医師、看護師、介護士、リハビリ
スタッフ、栄養士、薬剤師、ケアマネジャー、支援相談員などの専門知識・技術を持った
多職種のスタッフが配置されています。介護サービスの種類としては、入所、ショー
トステイ、訪問リハビリ等があり、訪問看護ステーション、居宅支援事業所も併設
しています。より良い日常生活を送っていただくために、個々のニーズにあわせた
形でご利用いただければ幸いです。

オネスティ南町田 施設長　菊池 友允

介護老人保健施設　オネスティ南町田について

「自分の家に戻りたい」「少しでも自分でできることは自分でやりたい」そんな、当たり前の願いに
応え続けていきたい。ここから、オネスティ南町田だからできる介護への挑戦がはじまりました。
オネスティ南町田では、毎日の生活の中で優しく寄り添い、安心感をもってお過ごしいただきた
いと思っています。
ご本人様やご家族様の望まれる生活の実現に向けて、その方の状況に合わせたリハビリを行う
ことで機能の回復を目指してまいります。
日々、笑顔で暮らしていただくための支援、それが私たちオネスティ南町田の介護です。

ご利用者さまの
希望を第一に考え
サ ポートします



ショートステイは介護する側の介護疲れの予防や、冠婚葬祭で
家を空けなければいけない時などに1泊2日から利用できます。
ショートステイは繰り返し利用することが可能です。

ご利用までの流れ

見学・面談
お電話にてご予約をお取りの上、
ご来所ください。支援相談員が、
施設のご案内、身体状況やご希
望の詳細をお伺いします｡

書類提出書類提出書類提出

利用申し込み書／事前調査表・
日常生活動作確認表を提出して
ください。

利用開始
ご利用開始日を支援相談員と調
整させていただきます。ご入所
時は、ご家族様のお付き添いを
お願いいたします。

要介護認定で、要介護度が1～5に該当する方。
但し、短期入所（ショートステイ）、通所リハビ リテーション（デイケア）は、要支援該当者もご利用いただけます。

重要事項説明重要事項説明重要事項説明
サービス利用開始が近づきまし
たら、支援相談員よりご連絡を
させていただき、重要事項やご
利用上の注意事項を説明させて
いただきます。

利用判定会議
当施設のスタッフによる、施設
サービス利用の可否を検討させて
いただきます。検討結果は、支援
相談員から申込者へお知らせいた
します。

家事をする、お風呂に入る、トイレに行くなどすべての動作がリハビリ テーション。
オネスティ南町田では、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、そして 介護老人保健施設では数少ない
言語聴覚士（ST）が在籍しています。身体だけでなく、食べることやお 話することへのリハビリ、認知症
に対してもリハビリを提供しています。

PT・・理学療法士
理学療法では、立位や歩行などの基本
的な動作を中心にリハビリテーション
を行っています。一人ひとり具体的な
目標をたて、その人に必要な筋肉の強
化や動作がしやすいような環境設定を
お手伝いさせていただいています。

OT・・作業療法士
作業療法では、食事・更衣等の日常生
活動作や調理・買物等、社会生活をし
ていく上で必要な動作に対して、リハ
ビリテーションを行っていきます。また、
趣味活動や認知機能に対するリハビリ
テーションを行い、その人らしい生活を
送れるように支援していきます。

ST・・言語聴覚士
安全に美味しくお食事をしていただく
ため、利用者様に合わせた形態の提案
や嚥下訓練も実施しています。認知症
や言語のリハビリも担当しています。

充実のリハビリテーション

ご相談、施設見学、
資料請求のお問い合わせ

TEL：042-788-0373
東京都町田市鶴間 7-3-3

短期入所（ショートステイ）
住み慣れた地域で活き活きと生活ができるよう心に寄り添う
きめ細やかなケアをモットーにしています。
退院が決まっているが自宅に戻るのが不安な方や家に戻る前
にもう少しリハビリをして、効率的に機能向上や維持のため
のご利用もできます。また特養や有料老人ホームなどの入居
待ちの際もご相談ください。

家に戻る前にもう少し
リハビリが必要な方

退院が決まったが
不安な方

ご家族の用事で
1泊2日だけ
利用したい方も

ショートステイは
繰り返し利用できます

入所サービス

  6：00～

  7：00～

  8：00～

  9：00～

10：00～

12：00～

13：00～

14：00～

15：00～

18：00～

19：00～

21：00～

起床

整容

朝食　口腔ケア

入浴

個別リハビリ

昼食　口腔ケア

個別リハビリ

レクリエーション
活動
おやつ

夕食　口腔ケア

就寝

消灯

1日の流れ

ご利用いただける方



ホスピタリティの精神と機能性をとことん追求し、
居心地のよい空間が創出されています。

通所リハビリテーション
在宅で生活されている方が、日帰りで心身機能の維持や回復のためのリハビリテーション・健康チェック・
食事・入浴・日常生活の介助・レクリエーションなどのサービスを利用できます。

居室
間接照明を採用するなど、落ち着いた雰囲気
を醸しだし、心と体が休まる空間です。4人室
には全室間仕切り家具を導入し、プライバシー
に最大限の配慮をしています。

トイレ
“おむつゼロ”を目指してい
ます。さまざまな状態の方
でもトイレが使えるように
する手すりの位置などが熟
考されています。
また全トイレに温水洗浄付き
便座を導入します。
（2階フロアはウォームレット
機能のみ）

浴室
生活の中で入浴はハイライトのひとつです。
機械浴、リフト浴、個浴のいずれかを各フロアに
設置しています。一人ひとりの状態に合わせて、
安全にご入浴いただけます。

ラウンジ
たくさんの人と出会う街角のひとつをイメージしました。
色彩豊かな空間でゆったりと話し合えるロビーです。

施設のご案内

通所リハビリテーション 定員40名　浴室　機能訓練室　相談室　コインランドリー
●訪問看護ステーション　●居宅介護支援事業所　●訪問リハビリテーション1階

療養室 定員40名【個室×4室、4人室×9室】
浴室　家族介護教室　食堂　デイルーム2階

療養室 定員38名【個室×22室、4人室×4室】
浴室　談話コーナー　食堂　診察室／施設長室3階

療養室 定員38名【個室×22室、4人室×4室】
浴室　談話コーナー　食堂4階

療養室 定員34名【個室×10室、4人室×6室】
浴室　談話コーナー　食堂　Honesty Room5階

レクリエーションルーム
会議室　ボランティアルーム　屋上庭園6階

認知症専門棟

入所定員 150名（従来型）
　 内 認知症専門棟40名
通所リハビリ 40名／日
居室数 個室58室 4人部屋23室

  8：30～

  9：45～

11：30～

12：00～

12：45～

13：30～

15：00～

15：30～

16：00～

送迎

健康チェック
個別リハビリ
自主トレーニング
娯楽・趣味活動
ご入浴（対象者のみ）

個別リハビリ
集団体操・転倒予防体操
自主トレーニング
レクリエーション活動

食前体操・口腔体操等

昼食

休憩

おやつ

帰宅準備

送迎

1日コース
（6～7時間）

1日の流れ

＊時間については目安となります。
＊個別リハビリテーションは1日で15～20分程度となります。
（短期集中リハビリテーション実施加算対象時は40分間のリハビリを行います。）
短期集中個別リハビリテーション実施加算とは・・・退院、退所日より3カ月間
週2日以上のご利用が対象条件となります。理学・作業療法士、また言語聴覚士
による個別リハビリテーションを実施致します。

※ご入浴は1日コースのみ可能です。空き状況では待機となる場合があります。


