
竜間之郷をご利用いただける方

竜間之郷の特徴
１．医療

：「要介護１～５」の方
：「要介護１～５」の方
：「要支援１～２」の方
：「要介護１～５」の方
：「要支援１～２」の方

※介護認定を申請中の方でも暫定的に利用することは可能ですので、
　まずはご相談下さい。

入 所 サ ー ビ ス
短 期 入 所 サ ー ビ ス
介護予防短期入所サービス
通所リハビリテーション
予防通所リハビリテーション

・施設長は神経内科専門医で、ＡＬＳ、パーキンソン病、脊椎小脳変性症
などの筋肉や神経の病気、その他難病に対応しています。
・敷地内に500床の病院を併設していますので、必要に応じて検査・
治療が可能です。

３．介護
・介護職員数が豊富なうえ、職員の6割以上が国家資格を有しております
ので質の高い介護サービスを提供しています。

４．リハビリテーション
・リハビリ専門スタッフ（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）が、
利用者さん一人一人の運動、認知、嚥下（飲み込み）機能を把握し、
個々のプログラムに沿ってリハビリを提供しています。

２．看護
・看護職員が24時間ケアにあたっておりますので、夜間でもご安心して
過ごしていただけます。
・栄養や排泄のための管（胃瘻、腸瘻、膀胱瘻、尿道カテーテル）、人工
肛門の管理、在宅酸素、点滴や注射（インシュリン）、たんの吸引等の
処置、また看取りにも対応可能です。

〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目7-17

TEL (06) 6632-0358
FAX (06) 6644-1099

〒579-8056
大阪府東大阪市若草町1-6
TEL (072) 988-1409
FAX (072) 982-5425

〒574-0012
大阪府大東市大字龍間1580
TEL (072) 869-0116
FAX (072) 869-0135

〒556-0005
大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目7-17 3F

TEL (06) 6632-0358
FAX (06) 6644-1099
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サービス紹介
介護

通所リハビリテーション

お食事

看護

ご相談

施設長挨拶

施設概要

リハビリテーション

施設で安心した生活を過ごして
いただけるよう質の高い介護技
術を有する介護職員があたた
かい気持ちになる介護を提供し
ます。

ご家庭から日帰りで通所してい
ただき、リハビリテーション、
入浴や食事、レクリエーションを
ご利用いただけます。

「自宅で食べているようなホッと
する献立」を中心とし、時には
お寿司や天ぷら、土用の丑の日
にはうな丼など、季節に合った
食事を管理栄養士が考え、提供
しています。

正確な知識と技術を持ってケア
をいたします。
胃ろう造設をされている方も安
心して利用していただけます。

担当の相談員がご相談に応じ
ます。ご自宅での生活で不安を
感じておられること、施設の
サービスのことなど何でもお話
ください。

利用者さんの希望やご自宅の
住宅環境を考慮し、安心できる
よう、支援して在宅復帰してい
ただけるようにします。

介護老人保健施設「竜間之郷」は、ご利用される皆さまが
安心して在宅生活を過ごして頂く為の準備と支援を行う
施設です。
当施設は在宅復帰を目指す要介護者が「安心して在宅生
活を過ごして頂けるよう準備と支援を行う施設」として
1992年に開設されました。利用者対象者は、病状が安定し
看護、介護、リハビリテーションのサービスが必要な要介護
者です。提供されるサービスは個々の利用者に応じた施設
サービス計画書(ケアプラン)に基づいた看護、介護および
機能訓練(リハビリテーション)等で、利用者の能力に応じ
て自立した社会生活を営むことができるよう支援します。

当施設は明るく家庭的な雰囲気の中で、利用者の尊厳を守り、さまざまな
感染症にも万全の対策を講じ、安心安全に配慮しながら、常に利用者の立場
に立ってサービス提供に努めてまいります。
至らない点、改善すべき点やご不明な点などございましたらなんなりとお申し出
ください。

施設長　
大河内　二郎

名　　称：介護老人保健施設　竜間之郷
運営主体：社会医療法人 若弘会
所 在 地：〒574-0012　
　　　　　大阪府大東市大字龍間1595-7
入所定員：100名（短期入所含む）
通　　所：25名
療 養 室：4人部屋　96床
　　　　　2人部屋　4床
協力併設病院：わかくさ竜間リハビリテーション病院
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