
ことぶきことぶきのの介護サービス介護サービス

自立した生活を送れるように
ご利用者様一人ひとりに寄り添ったサポートをします。

いつまでも、笑顔でいてほしいから



毎日を笑顔で過ごせるように
「ことぶき」では、ご利用者様が身体機能を維持・改善し、
自立した生活を送れるよう、デイサービスや居宅介護支援など
さまざまな介護サービスを提供し、皆様の“健康長寿”のお手伝いをいたします。

「ことぶき」は、高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して健康に、
そして生きがいをもって暮らし続けられるよう、

ご利用者様一人ひとりに寄り添った介護サービスの提供を目指しています。

ことぶきの介護サービス

共生型デイサービス

ことぶきハウス

訪問看護
ことぶき訪問看護

ステーション

居宅介護支援
ことぶき

ケアプランセンター

訪問入浴
ことぶき

訪問入浴事業所

ご利用者様
・

ご家族様

運動特化型の機能訓練
デイサービスです

介護保険に関する相談・助言
介護保険の申請代行
ケアプランの作成

※ことぶきの各介護サービス事業所では、新型コロナウイルスに対する万全な感染防止対策を実施しています。



ごあいさつ
　

ご利用者様のたくさんの笑顔をいただくこと、
それが私たちの願いです。

　
　私たちは、長年にわたり整骨院を運営してまいりました。たくさんの高齢者の方
にも通院していただき、さまざまなお話を伺う機会を得ることができました。その
なかで切実に感じたのは「歳を取ると健康が何より一番大切」というお声です。
　
　高齢者の方々が元気に、笑顔で生活していただくためのお手伝いができないもの 
か 　　 そう考えて立ち上げたのが「運動特化型のデイサービス」です。そして、
2020年４月から障害をもつ方を対象とした「共生型自立訓練（機能訓練）サービ
ス事業」として『ことぶきハウス』を開設し、高齢者と障害者が同じ施設で機能回復、
身体能力向上を目的とした新しい施設に生まれ変わりました。
　
　私たちは「健康は生きがいのための財産である」と考えています。衰えてきた身
体能力を維持・改善し、心身ともに健康になっていただき、「もうできない！」「歳
だから無理！」という嘆きを「まだまだできる！」「あきらめては損！」という前向
きの気持ちに変えていただきたいのです。
　そこには、新しいご自分との出会いがあると思います。これからの新しい人生目
標も見えてくるはずです。
　
　私たちは、そのためのお手伝いを、ご利用者様一人ひとりに寄り添い、全力で取り 
組んでいきます。より多くのご利用者様の、たくさんの笑顔をいただくこと、それ 
が私たちの願いです。
　　
� KTBI株式会社�代表取締役　金田 �恵

（右が金田恵）



�
ことぶきハウスは、機能訓練を
主体とした半日型のデイサービ
スです。要支援・要介護者や身
体障害者の方が日常生活の動作
をスムーズに行えるよう、高
齢者用のトレーニングマシンを
使用し、「立つ」「座る」「歩く」
といった基本動作に必要な機能
を鍛えます。

ことぶきハウス
機能訓練によって身体機能を維持・改善し、
毎日をずっと笑顔で過ごせるようにサポートします

ご自宅までお迎え
ことぶきハウスは、午前と午後の二部制です。
●午前の部…  ９：00～12：15（11：15）
●午後の部…13：00～16：15（15：15）
※（　　）内は要支援の方です。
高齢者にも優しいトレーニングマシンを使用した
運動プログラム
・血圧／脈拍／体温などの身体の健康状態をチェック
・ストレッチ体操など
・マシンなどによる筋力トレーニング
・個別機能訓練指導
・個別リハビリマッサージ
・口腔機能向上訓練（希望者）
・入浴介助サービス（希望者）
※随時水分補給をしながら、ゆっくりと進めていきます。

サービス提供内容

ことぶきハウスの特長
看護師、柔道整復師、鍼灸師の資格を持つ機能訓練指導員が、
ご利用者様一人ひとりの状態に応じて個別機能訓練を行います。
●機能回復に特化した半日利用の２部制（午前の部・午後の部）です。
●介護認定者または障害者手帳所有者が対象です。
●医療認証マシンを活用した高齢者に人気のフィットネス型です。
●入浴もできます。（希望者）

共生型デイサービス

併設の整骨院をご利用できます！

ご希望される方は、送迎付きで併設の整骨院をご
利用できます。（料金は別途）
ご利用者様の機能改善に大きな効果を上げ、好評
をいただいています。



ことぶき訪問看護ステーション
住み慣れたご自宅で療養生活が送れるように
訪問看護師が24時間体制でサポートします

�
訪問看護は、病気や障害をお持
ちの方や外出が難しい高齢者、
血圧・体温などこまめなバイタ
ルチェックが必要な方に欠かせ
ないサービスです。
ご家庭や住み慣れた地域で、そ
の人らしい療養生活が送れる�
ように健康管理から認知症ケア
まで24時間体制でサポートし
ます。

訪問看護の主なサービス

訪問看護サービスの利用条件
●病気や障害を持ちながら在宅療養する人すべてが対象ですが、訪問看護サービスの利用は、介護保険と医療
保険に分かれています。
●介護保険で利用できる方は、要支援・要介護認定を受けている方です。それ以外の方は医療保険となります。
※その他の要件もあるので、ご利用についてはお気軽にご相談ください。

訪問看護サービス

食事・トイレ・入浴
などの介助・指導

O2

血圧・脈拍・体温
などのチェック

点滴・注射などの
医療処置 介護・認知症などの相談

在宅酸素・人工呼吸器
などの管理 ターミナルケア 床ずれ防止のケア・指導 在宅機能訓練指導

※訪問看護サービスを受ける際は、ご利用者様がまずケアマネージャーに相談し、主治医の「訪問看護指示書」によ
り指示を受けてからご契約を結びます。



ことぶき訪問入浴事業所
ご自宅で安心して快適に入浴できるよう
準備から後片付けまですべてスタッフがサポートします

訪問入浴サービスの流れ

こんな方におすすめします
●寝たきりのため、自力での入浴が困難な方
●自宅の浴槽が狭く、家族のサポートだけでは入浴が困難な方
●体調の変化が激しく、看護師のサポートがある中で入浴させたい方

訪問入浴サービスの利用条件
●要介護（１～５）認定を受けている方

※要支援（１～２）の方には「自宅に浴室がない」などの条件付きで訪問入浴を
受けられる「介護予防訪問入浴介護」というものがあります。

訪問入浴サービス

�
訪問入浴は、看護師１名を含め
た３名、あるいは介護士３名の
スタッフがご自宅に訪問し、専
用の浴槽を使って入浴をサポー
トする介護サービスです。
ご本人もご家族も入浴の負担が
軽減し、気持ちに余裕が生まれ
ます。身体の清潔が保たれ、気�
持ちもリラックスすることで睡眠�
の質の向上にもつながります。

●訪問入浴専用の浴槽をお
部屋に運び入れますが、
２畳ほどのスペースがあ
れば大丈夫です。
●一軒家だけでなく、団地
やマンションでもご利用
いただけます。

入浴前に
健康チェック 入浴前準備 脱衣の手伝い

と浴槽への移動 入　浴

片づけ 入浴後の
健康チェック

更衣の手伝い
とベッドへの介助移動

※訪問入浴サービスを受ける際は、ご利用者様がまずケアマネージャーに相談し、申
請する必要があります。



ことぶきケアプランセンター
介護が必要な状態になってもご自宅で安心して暮らせるように
介護サービスのあらゆる相談に応じます

�
ことぶきケアプランセンターで
は、ケアマネージャーが要介護
者からの依頼を受け、心身の状
況、環境、要介護者や家族の希
望などを考慮してケアプラン
（介護支援計画）を作成するほ
か、介護に関するあらゆる相談
に応じています。

訪　問
訪問介護
訪問介護員がご自宅を訪れ、食事や排せつ、入浴な
どの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う
「生活援助」を行います。
訪問入浴
浴槽や給湯設備を搭載した専用自動車でご自宅を訪
問し、入浴をサポートします。
訪問看護
看護師が定期的にご自宅を訪問し、健康状態のチェッ
クから認知症ケア、リハビリまで24時間体制でサー
ビスを提供します。

通　所
通所介護（デイサービス）
通所介護事業所（デイサービスセンター）に通って、
機能訓練やレクリエーション、食事、入浴などのサー
ビスが受けられます。
通所リハビリ（デイケア）
機能回復訓練（リハビリ）に特化したタイプの通所
介護サービスです。理学療法士や作業療法士といっ
た専門家が常駐し、本人の体調や運動能力に応じた
プログラムを組んで指導に当たります。
※そのほか、短期間高齢者が施設に入所できる短期入所生活
介護（ショートステイ）サービスなどがあります。

ケアプランをもとに受けられる主な介護・生活支援サービス

ことぶきケアプランセンターの役割
●介護保険に関する相談・助言
●介護保険の申請代行
●サービス事業者に関する情報提供
●面接調査による課題の把握（訪問調査）
●ご利用者様とご家族の希望や要望に沿ったケアプランの提案・作成
●保険・医療・福祉・介護サービスとの連絡・調整
●介護用品、介護機器の紹介と使用・購入の助言、申請代行
●住宅改修についての提案・助言・申請代行

居宅介護支援事業所

ご本人ご家族

ケア
マネージャー

各関係機関

相　談

サービス

ケアプラン作成（無料）

各種手続き（無料）



運営法人：KTBI株式会社
●介護サービス事業
●整骨院・整体事業…ことぶき整骨院�新座店／浦和店／武蔵浦和店
●整体学院事業…ことぶき整体学院・新座校

共生型デイサービス ことぶきハウス
通所介護（事業所番号：1176517116）
共生型自立訓練（機能訓練）（事業所番号：11165107９1）

〒336−0022　さいたま市南区白幡3−2−7　オリオンビル１F
TEL：048−829−9598　FAX：048−829−9198

ことぶき訪問看護ステーション
（事業所番号：11665９1358）

〒336−0022　さいたま市南区白幡3−2−9　第１コーポミチ103
TEL：048−716−6777　FAX：048−716−9745

ことぶき訪問入浴事業所
（事業所番号：1176518817）

〒336−0022　さいたま市南区白幡3−2−9　第１コーポミチ103
TEL：048−716−6777　FAX：048−716−9745

運営法人：特定非営利活動法人コトブキハウス
居宅介護支援事業所
ことぶきケアプランセンター
（事業所番号：1176517587）

〒336−0022　さいたま市南区白幡3−2−9　第１コーポミチ201
TEL：048−717−8648　FAX：048−717−5626
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施設周辺図（駐車場あり）


