
社会福祉法人 美郷会 

その他の施設・事業所についてもお気軽にご相談ください 

社会医療法人美杉会グループ URL: http://misugikai.jp 

○医療機関 

 特別養護老人ホーム 入所・ショートステイ・通所介護 

  美 郷  枚方市西招提町1253   TEL 072-866-7007 

  美 来  交野市倉治4-40-7     TEL 072-810-8670 

    枚方市南楠葉1-65-25  TEL 072-864-5422 

    枚方市西船橋2-58-3   TEL 072-867-8075 

    交野市東倉治5-8-8    TEL 072-891-0061 

    TEL 075-606-2299 

 介護老人保健施設  入所・通所リハビリテーション 

  美 杉  枚方市西招提町2166   TEL 072-866-7111 

  美樟苑  枚方市養父東町18-30   TEL 072-867-0224 

○介護保険施設 

 佐藤病院 120床（一般） 

  大阪府がん診療拠点病院 

  日本医療機能評価認定病院 

  二次救急告示病院・全29診療科 

  高精度放射線治療センター 
 

 枚方市養父東町65番1号 

 TEL 072-850-8711 

 男山病院 199床（一般･回復期･緩和ｹｱ） 

  日本医療機能評価認定病院 

  二次救急告示病院・全21診療科 

  通所リハビリテーション・訪問看護等 
 

 八幡市男山泉19番地 

 TEL 075-983-0001 

 サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス 

    枚方市東山2-29-1    TEL 072-856-2001 

    枚方市藤阪東町3-5-8   TEL 072-807-5258 

    枚方市交北3-9-12    TEL 072-807-7050 

    枚方市楠葉朝日1-22-14  TEL 072-851-1600 

    TEL 075-606-2116 

 みのやま病院 50床（一般） 

  在宅療養支援病院・全6診療科 

  通所リハビリテーション・人工透析等 
 

 八幡市欽明台北4-2 

 TEL 075-983-1201 

 有料老人ホーム  

  美 華  枚方市招提北町2-34-1  TEL 072-864-5713 

    枚方市西招提町1255   TEL 072-864-0108 

    枚方市牧野北町11-15  TEL 072-850-9271 

 

所  在  地  

建物概要 

併設施設 

：枚方市藤阪東町3丁目5番8号 

：鉄骨造３階建 

：サービス付き高齢者向け住宅（100戸）、 

 訪問看護、訪問介護、ケアプラン 

高齢者向け住宅及び介護サービスを併設、目的に合った生活を支援します 

201802 

 

高齢者複合施設 フルール長尾  
デイサービス・ショートステイのご案内 

 フルール長尾の特長  

美杉会グループでは、 

急性期病院の佐藤病院・男山病院を中心に、在宅医療、

訪問看護、訪問介護や介護施設等が連携し、在宅生活を

ご継続いただけるよう支援しています。 

 また、在宅での生活が困難になられた場合でも医療機

関、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどの

様々な施設があり、グループ全体で切れ目のない介護

サービスを提供できる体制を整備しています。 

社会福祉法人美郷会 

美杉会グループによる医療・介護の充実した支援体制  

訪問看護･介護 

 
 

ﾌﾙｰﾙ長尾 
透 析 施 設 在宅医療（往診） 

特養・老健施設 

佐 藤 病 院 男 山 病 院 

お問合先： ０７２-８０７-５２７２ 

ケアプラン 
 

介護保険サービス利用の為、

ケアプランの作成や、介護全

般のご相談等をお伺いします 

訪問介護（ホームヘルパー） 
 

訪問介護員が、身体介助・ 

家事援助等の必要な介護サー

ビスをご提供します 

サービス付き高齢者向け住宅 

 （住戸数100戸、内キッチン付44戸） 
 

60歳以上の方専用の賃貸住宅です 

“安心感･自由度”のある生活をご提供します 

レストラン 談話コーナー 
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フルール長尾 

平成26年10月オープン 

訪問看護 
 

看護師や療法士が、必要な 

看護、服薬管理や健康管理、 

リハビリ等をご提供します 



豊富なメニュー・プログラム（下記は一例です） 

“身体を動かす” 

エアロバイク 
膝に負担なく 

体力アップを 

図ります 

階段昇降 
ご自宅等に階段昇

降が必要な方、 

付添で訓練します 

平行棒運動 
筋力upと足の運び 

を訓練、転倒の 

予防に効果的です 

滑車運動 
肩関節を滑らかに 

動かし、可動域 

拡大を図ります 

バランスボール 
ボール上でバラン

ス保持､体幹の筋

肉を刺激します 

“ゆったり過ごす” マッサージ類 
全身・下肢および 

ウォーターベッド

型マッサージ機等

を複数台ご用意 
 

カラオケ･囲碁 
皆で一緒に 

楽しいひと時を 

過ごしましょう 

ハンドマッサージ  

パウダー等を利用し、 

手のマッサージを行い、 

手の血流を良くします 

“物を作る” 

パン作り教室 
出来たてのパンを

お召し上がりくだ

さい（参加料100円） 

かご編み教室 
色鮮やかで、 

素敵なかごを 

編んで頂きます  

木工倶楽部 
男性にも好評な木

工作業。様々な物

作りに挑戦します 

ギャラリー 

出来上がった 

作品は施設でも 

展示しています 

基本のご利用プランです 

体操、入浴、趣味･創作活動など、ゆったりとした時間をお過ごしください !! 

基本プラン 
（６～７時間） 

午  前 12 時 頃 午  後 

           

送 迎 体 操  休 憩 
 喫 茶 

送 迎 

9時前 

～   

10時 

15時 

 ～ 

16時半 

健 康 
ﾁｪｯｸ 

 昼 食 おやつ 

〔１日の流れ〕 

基 本 

お好みのメニューをお選びいただきます 

 デイサービス  

“身体を動かす”“ゆったり過ごす”“物を作る”“外出、季節を感じる”等々、 

 お一人ひとりのご希望に沿ったメニュー・プランをご提供します 

個々に合わせたご利用プラン 

ご利用時間・送迎時間等、調整が必要な場合はお気軽にご相談ください 

できる限り、ご希望に沿ったプランをご提供します 

【お試しデイサービス（無料）】 デイサービスの１日体験（食事・送迎付）を行っています 

注目！ 

日帰りでご来所いただき、食事・入浴等のお世話や機能訓練等を行います 

また趣味活動やレクリエーションへのご参加等により、心身機能の維持向上を目指します 

 ショートステイ  

ショートステイの特長 

 

このような場合にぜひご利用ください 

・要支援の方からご利用できます 

・１泊～数週間のご宿泊が可能です 

・所得に応じた減免が受けられます 

全室個室でゆったりとしたお時間をお過ごしください 

全室個室になっていますので、お部屋の中ではご自身のペースでお過ごしいただけます 

共同スペースは10人という少人数での生活、アットホームな雰囲気でおくつろぎください 

短期間施設にご入所いただき、食事・入浴・排泄等の日常生活全般の介助を行います 

普段介護されているご家族等が冠婚葬祭等の急なご用時や介護休暇にご利用ください 

充実したレクリエーｼｮﾝ、趣味活動等もご提供します 

レクリエーションや趣味活動を通じて、ご利用者さま同士の交流から新たな楽しみを発見 

また「楽しく続けられる」をテーマにした集団体操等で心身の機能向上にも努めています 

・介護をするご家族の気分転換など 

・介護者が旅行などで留守にされる場合 

・介護者の体調が悪い場合 

入浴設備は、 

「機械型浴槽」と 

「寝台型浴槽」を完備。 

身体状況に応じた設備で

安全・安楽にご入浴いた

だけます 

園芸活動 集団体操 

手指運動 外出企画 

ご利用時の様子をお手紙でお伝えします 

ご利用時の生活の様子を 

お手紙にしてお渡しします  

ケアワーカーや看護師の 

コメントや、写真にて 

分かりやすくお伝えします 
 

施設内でのにこやかな表情

をご覧いただき、安心され

る方も多くおられます 

心を込めた手作りのお食事 

管理栄養士が栄養バランスのとれた献立を作成し、 

調理スタッフが毎日心を込めた料理を提供しています 

透析食やキザミ食など、様々な食事形態に対応できます 


