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ひかり病院

至浜大津

医
療
を
通
じ
て
地
域
の
た
め
に
つ
く
し
た
い

FAX 077-522-5419　
〒520-0002 滋賀県大津市際川3丁目35-1

医療法人良善会 077-522-5411(代表)

在宅療養支援病院

日本医療機能評価機構認定病院

唐崎駅
コンビニ

コンビニ
郵便局

唐崎小学校

唐崎幼稚園

ジョーシン
西大津店

琵琶湖

滋賀大学教育学部
附属特別支援学校

滋賀里駅



当院の取り組み・コミュニケーション　　　　　　　　当院の取り組み・コミュニケーション　　　　　　　　
チーム医療、医療安全への取り組み、地域の薬局との連携などを行なっています。
また、楽しいイベントやコンサートなど、患者様とのコミュニケーションの場を大切にしています。
チーム医療、医療安全への取り組み、地域の薬局との連携などを行なっています。
また、楽しいイベントやコンサートなど、患者様とのコミュニケーションの場を大切にしています。

P7 ～ P8

リハビリテーション・地域との連携リハビリテーション・地域との連携
リハビリテーション科で行なっている治療について、また地域の連携についてのご紹介です。リハビリテーション科で行なっている治療について、また地域の連携についてのご紹介です。

P9 ～ P10

訪問診療・訪問看護訪問診療・訪問看護
ご自宅での診療や看護を医師や看護師が訪問にておこないます。
お一人での通院が困難な場合など、ケアマネジャー、訪問看護師、介護士、リハビリ療法士、
薬剤師などと連携を密にして在宅での療養を支えます。

ご自宅での診療や看護を医師や看護師が訪問にておこないます。
お一人での通院が困難な場合など、ケアマネジャー、訪問看護師、介護士、リハビリ療法士、
薬剤師などと連携を密にして在宅での療養を支えます。

P11 ～ P12

居宅介護支援事業所（ケアプランセンター）居宅介護支援事業所（ケアプランセンター）
居宅介護支援事業所 (介護情報センター) では、居宅サービス計画 (ケアプラン)を作成する
専門的な相談窓口です。まずは介護等お困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。
居宅介護支援事業所 (介護情報センター) では、居宅サービス計画 (ケアプラン)を作成する
専門的な相談窓口です。まずは介護等お困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。

P13院長あいさつ・院内紹介院長あいさつ・院内紹介 P3 ～ P6

知識や技術だけでなく、笑顔や温かみのある看護や介護を大切にした教育を行なっています。
また、定期的な研修会、勉強会の実施や奨学金制度によりバックアップ体制も充実しています。
知識や技術だけでなく、笑顔や温かみのある看護や介護を大切にした教育を行なっています。
また、定期的な研修会、勉強会の実施や奨学金制度によりバックアップ体制も充実しています。

スタッフ教育についてスタッフ教育について P17

訪問介護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション訪問介護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション
介護を中心としたサービスをホームヘルパーが訪問にておこなう「訪問介護」や、リハビリ専門
職が利用者さまのご自宅へお伺いし、その場でリハビリの支援をおこなう「訪問リハビリ」、
またデイケアセンターでの「通所リハビリ」等がございます。

介護を中心としたサービスをホームヘルパーが訪問にておこなう「訪問介護」や、リハビリ専門
職が利用者さまのご自宅へお伺いし、その場でリハビリの支援をおこなう「訪問リハビリ」、
またデイケアセンターでの「通所リハビリ」等がございます。

P1４ ～ P16

ビケンテクノグループでは、様々な介護・医療事業の施設を展開しています。ビケンテクノグループでは、様々な介護・医療事業の施設を展開しています。

ビケンテクノグループ紹介ビケンテクノグループ紹介  P18

院長挨拶、各施設やフロアー紹介などの当院のご案内を中心にご紹介しています。院長挨拶、各施設やフロアー紹介などの当院のご案内を中心にご紹介しています。
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患者様本位の最良の医療をいたします。

清潔で明るい雰囲気の療養環境を提供いたします。

地域住民の健康生活に貢献いたします。

患者様本位の最良の医療をいたします。

清潔で明るい雰囲気の療養環境を提供いたします。

地域住民の健康生活に貢献いたします。

私たちは

患者様とその家族が満面の笑みをいだけるよう治療を
される側に立って行動します。 

患者様の要望は大切に考え、治療に取り入れていきます。

わかりやすい言葉で説明、対話をします。

患者様との隔たりをなくし、気持ちを理解し一緒に病に
向い合う医療を行います。

患者様とその家族が満面の笑みをいだけるよう治療を
される側に立って行動します。 

患者様の要望は大切に考え、治療に取り入れていきます。

わかりやすい言葉で説明、対話をします。

患者様との隔たりをなくし、気持ちを理解し一緒に病に
向い合う医療を行います。

誓いの言葉
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ひかり病院では、そんな願いを叶えたいとの思いで、各部門が連携し、「医療と介護」

を切れ目なく提供できる体制を整えております。入院や通院による治療やリハビリは

もちろんのこと、訪問による診療や看護、在宅でのリハビリや介護など、お一人

おひとりに合わせた総合的な在宅支援サービスを提供しております。

4

医療の高度化、社会の高齢化に伴い、人々

の病院に対するニーズはますます多様化し

ています。

当病院の開設にあたり、私たちが考えたの

は、単に治療の場としての病院ではなく、

「医療を通じて地域・福祉・保健に貢献した

い」「地域に開かれた病院を作りたい」とい

うことでした。

明るく温かい、地域の“ひだまり”のような

病院にとの思いを込めて、患者様や高齢者

の方、そのご家族の方の期待に応えるきめ

細やかな医療・看護・介護サービスの充実

はもちろん、地域の方々が豊かなコミュニ

ケーションを育める環境づくりと、家庭的な

雰囲気の親身な看護・介護に向けて日々努

力していきます。

患者様、高齢者の方を第一に考えた小回り

のきく病院をモットーに、地域の皆様の健康

的で明るい暮らしをサポートしていきます。

院長挨拶

医療を通じて
地域のために尽くしたい

住み慣れた地域で自分らしく暮らしたい…

ひかり病院 理事長・院長 柳橋 健

訪問診療 訪問看護

訪問
リハビリ

訪問介護

居宅介護
支援事業所

通所
リハビリ

　　ひかり病院は、医療
と介護を切れ目なく 一体的に提供する体制を構築しております。
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急性期医療の治療を終えても、引き続き医療

提供の必要性が高く、病院での療養が継続的

に必要な患者様が主にご入院されています。

入院期間は、急性期と比べて長期に渡りま

す。（当院での目安：3ヶ月～6ヶ月）

5

1F エントランス

・病床数
・スタッフ数 
・各種保険取扱 

170床（療養型病床140床、地域包括ケア病床30床）
250名
社会保険・国民健康保険 等
CTスキャナー /  X線透視撮影装置
超音波診断装置 /  自動血液ガス
測定装置

・その他設備

病棟シャワールーム
特殊浴室
 （三台の特殊浴槽（寝たまま入浴）と

　普通浴槽の設備があります。）

療養型病床について

急性期の治療を終えて症状が安定した患者

様や、在宅療養中、急に入院が必要となった

患者様が主にご入院されています。医師、看

護師、専従リハビリスタッフ、ソーシャルワー

カー等が連携し、「在宅への復帰」に向けた

支援を行います。（入院期間は最大60日間）

地域包括ケア病床について

1F リハビリテーション室

1F 浴室 / 特殊浴室総合受付
入口

リハビリテーション室 浴室

検査室

第三診察室 レントゲン室

診察室処置室

夜
間
通
用
口

C
T
室

守
衛
室

デイケア
センター

薬
局WC

EV EV
EV

WC

ナースステーション

食堂

病室

Floor1

ナース
ステーション

食堂・談話室

洗
濯
室

EV EV
EV

ナース
ステーション

食堂・談話室

洗
濯
室

EV EV
EV

広くて綺麗な施設がやさしさを提供 院内・フロアーマップのご紹介

Floor4

Floor5

Floor2 .3

訪問看護ステーション、訪問介護ステーション、居宅支援事業所、
相談室、応接室、各会議室

…療養型病床

…療養型病床

…地域包括ケア病床
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患者様が在宅へ帰られても引き続き
入院中と同じ形でお薬を服用してい
ただけるよう、地域の薬局に向けて、
入院中に使用されていたお薬の情報
だけでなく、患者様お一人おひとりに
合った情報を提供しています。

地域の薬局との連携

患者様に最善の治療を行う
ため、医師をはじめとして
各部門のスタッフがそれぞれ
の専門性を活かし、チームと
して医療を提供しています。

・ 栄養サポートチーム
  （NST）
・ 感染対策チーム（ICT）
・ 褥瘡チーム

7

「日本医療病院機能評価
機構」が、中立・公平な立場
の専門調査チームで審査
を行い、病院が備えるべき
機能について「一定の水準
を満たしている」として評価
を受けました。ひかり病院
は認定病院として医療の
質の維持・向上に継続的に
取り組んでいます。

病院機能評価

「日本医療病院機能評価機構」について

1995年に公益財団法人として設立され、患者様の視点に立って良質な医療を
提供するための「組織体制」「プロセス」「管理・運営体制」など約90項目にも
わたる病院機能について、審査し評価しています。専門調査者が評価することで、
病院の課題を明らかにして医療の質改善を支援することが目的です。

チーム医療

皆で楽しく交流できるイベント

定期ロビーコンサート開催!

患者様やご
家族、

地域の皆様
に気軽に音

楽を

楽しんでい
ただく場と

して、

地域の方々
のご協力の

もと、

職員が手作
りで開催し

ています。

音楽の力で
元気になれ

る！

そんなコン
サートを

目指してい
ます。

ひかり病院の

取り組み

患者様により安全な医療を提供するため
に、病院全体で医療事故の温床となるよう
な医療行為・環境を洗い出し、原因を分析、
事故防止策を構築するとともに、予防の
ための方策や教育・指導に努めています。

医療安全への取り組み

ひと夏の思い出づくり

患者様とご家族の
想い出づくりの場として「夏のびわこ
花火大会」は、患者様とご家族が
　そろって楽しんでいただけるよう、
　　毎年病院屋上をを開放しています。

イベントそのものを楽しんで
いただくことはもちろんですが、

そこから生まれるコミュニケーション　
　　を大切に考えています。

病棟での季節の

行事（クリスマス・節
分など）

や、毎年開催される「
看護フェア」

など、看護部が中心と
なり

様々なイベントを企
画。

患者様・地域の皆様
との

交流を大切に

しています。

地域・ご家族・職員で思い出づくりのお手伝い安全で安心できるひかり病院の取り組み
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１人でも多くの方が、
自分らしく暮らせるように・・・

住み慣れた地域で
安心して暮らし続けるために・・・

リハビリテーション科では、在宅復帰を目指す方・施設へ
入所される方・看取りを希望される方など、患者様の多種多
様な目標に合わせた治療を行っております。病棟スタッフや
ご家族様とも連携体制をとり、１人でも多くの患者様が
自分らしく暮らせるようサポートさせていただきます。

当院では、地域の皆様の「住み慣れた地域で自分らしく
暮らしたい」という思いに沿ったサポートができるよう、
地域の診療所や医療機関・介護施設とも連携し、切れ目
のない医療の提供に努めております。

当院は、「機能強化型在宅療養支援病院」

として24時間365日の在宅診療をサポート

しております。

地域で訪問診療をされている診療所とも

連携し、各診療所の医師不在時に交代で

緊急往診を行うなど、複数の医師が協力

し、地域の皆様がより安心して在宅療養を

続けられる環境づくりに努めております。

理学療法

医師の指示のもと、病気やケ
ガなどで後遺症を抱える方や
高齢で筋力低下を招いている
方などへ、“すわる、立つ、歩
く”といった身体の基本機能
の回復をサポートします。理
学療法士は病気や障害があ
っても住み慣れた街で、自分
らしく暮らしたいというお一人
おひとりの思いを大切にして
います。

作業療法

医師の指示のもと、病気やけ
がなどで後遺症を抱える方や
高齢で筋力低下を招いている
方などへ、日常生活に必要な
能力を回復するためのリハビ
リテーションを行います。
作業療法士は、その方ができ
るだけ自立できるよう、生活
される環境を考え、提案して
います。

言語聴覚療法

医師の指示のもと、脳梗塞、
脳出血、事故などの後遺症に
よって、言葉によるコミュニケ
ーションや飲み込みが困難な
方へ、専門的サービスを提供し
ます。言語聴覚士は、その人
らしい生活を取り戻せるように
お手伝いをしています。

退院後も安心のフォロー体制

当院では、入院中だけでなく、
退院後のフォローも行ってお
ります。
通院しながらのリハビリ（外
来リハビリ・デイケア）、ご自宅
でのリハビリ（訪問リハビリ）
など、お一人おひとりに合っ
た形で退院後のケアを受けて
いただくことが可能です。

9

※当院ではVF検査（嚥下造影検査）の実施が可能です。

訪問診療における連携

当院では、「地域連携室」を設置し、地域

の診療所や医療機関・介護施設との連携

に努めております。精密な検査や入院治

療が必要な場合は、各施設から当院へご

紹介いただき、当院での入院治療を終え

られた方は、当院から各診療所・介護施設

へお繋ぎいたします。

このように、地域で相互に連携をとりなが

ら、地域の患者様を見守ってまいります。

入院医療における連携

地域との連携患者様の目標に合わせたリハビリテーション
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FAX : 077-522-4424

医療処置 (医師の指示による)

病状の観察

医療的ケア

24時間365日

訪問看護師は、病気のことだけでなく、看護を通じて毎日安心して穏やかに過ごしていただくことを大切に考
えています。「退院してから、病気のことや痛みで不安があるけどどうしたらいいか分からない」「病院まで行か
なくても看護師さんが来てくれたらいいな. . .」「最期の時まで自宅で穏やかに過ごしたいな. . .」このような方
はお気軽にご相談ください。

体調が急変された場合など、かかり
つけ医と連携して症状の観察や緊急
処置を行います。（ご契約が必要）

サービス内容 ターミナルケア

認知症ケア

服薬管理・服薬援助

医療機器の管理

ご家族の方への介護支援・ご相談

認知症の方への支援

生活リズムの調整やご家族間の
コミュニケーション援助、認知症
に対する介護のご相談にもお答え
いたします。

ターミナルケア支援

病院で最期を迎えるのではなく、
ご自宅やご家族のもとで穏やかに
過ごせるよう、疼痛管理や症状緩
和の対処を行います。
(ご家族様と看取りもさせていただきます)

医療や介護の橋渡し

医療処置や健康管理、療養上の
相談にとどまらず、様々な在宅ケア
サービスの使い方をご紹介したり、
役立つ情報提供などをさせていた
だきます。

対応エリア 大津市全域

077-522-3811月～土営業日 営業時間

日・祝日・年末年始 (12/31～1/3)休業日 

9:00～17:30

歩行が困難で通院が難しい方

寝たきり、またはそれに準ずる方

脳梗塞や神経疾患により身体機能が
低下された方

24時間365日

「住み慣れた地域ですごしたい」「住み慣れた家がいい」「大切な家族と一緒にいたい」「自分らしく暮らしたい」 
そのような想いに応えられるよう、ケアマネジャー、訪問看護師、介護士、リハビリ療法士、薬剤師などと連携を
密にして在宅での療養を支えます。

「突然、熱が出たら?」
「身体の状態が変化したら?」

 機能強化型在宅療養支援病院として、
 24時間365日いつでも対応できる
 体制を整えています。

高度の認知症があり、通院が困難な方

末期がんなどで、ご自宅での療養を希望
される方

人生の最期を住み慣れた地域やご自宅で
過ごされたい方

ご家族と最後まで共に過ごされたい方

入院できる病床を確保

「病状が悪化した場合は?」
「自宅での療養が難しくなった
 場合は ?」

 ひかり病院では、病院施設と連携し、
 入院できる病床を整えております。

末期がんなどの緩和治療

「痛みや辛さを和らげる」という
 緩和治療を必要とされる患者様に
 ご提供できます。

在宅サービスとの密な連携

リハビリ療法士、薬剤師、管理栄養
士など、ひかり病院として包括的
な連携が可能です。

対象となる患者様 一例
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FAX : 077-526-8619

対応エリア

077-526-8639月～金営業日 営業時間

日・祝日・年末年始 (12/31～1/3)休業日 

9:00～17:00

当院より16km以内の方が対象となります。 主に大津市中心部から大津市北部（仰木・雄琴
周辺まで）西部（比叡平・藤尾周辺まで）を対象に訪問診療を行わせていただいております。

通院が困難な患者様に対して、
医師がご自宅や施設に定期訪問して診療を行います。

かかりつけ医の指示のもと、
看護師がご自宅を訪問し、療養生活をサポートさせていただきます。

訪問診療訪問診療 訪問看護訪問看護
訪問看護ステーション
ヴィーナス24



排泄介助（おむつ交換・更衣介助）

食事介助・服薬介助・調理等
(特段の専門的配慮をもって行う調理)

入浴介助・清拭・身体整容

移動介助・外出介助
(通院や買い物なども含)

体位変換、起床や就寝介助、見守り的
援助など

自宅でできる限り自立した生活が送れるように、ヘルパーが生活援助や身体介護を行います。
住み慣れた環境で生活できるため安心感が強く、また自宅の環境に合った介護方法を知ることができる
介護サービスです。訪問介護は要支援1・2および要介護度1～5に認定された方が対象（事業対象者も
含む）となります。
40歳～64歳の方の場合は、16種類ある特定疾病が原因で要介護状態になった方のみが対象です。

掃除、洗濯、衣服の整理、被服の補修、ゴミ出し

一般的な調理、配下膳、買い物、薬受け取りなど

生
活
援
助

身
体
介
護
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対応エリア 仰木、日吉、唐崎、皇子山、打出（一部地域を除く）

077-522-1906月～金営業日 サービス提供日

年中無休休業日 

8:50～17:00

※一人暮らしなど、別途条件があります。

このような方はご相談ください。

居宅介護支援事業所 (介護情報センター)は、介護を必要とされる方や、介護されているご家族様が安心
した生活を送ることができるよう支援する、介護支援専門員 (ケアマネジャー) がいる専門的な相談窓口です。
居宅サービス計画 (ケアプラン) を作成し、介護サービス事業者との連絡・調整等を行います。
介護を必要とする方と福祉・医療・保健のサービスを結ぶ「架け橋」のような役割を担っています。
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対応エリア 仰木、仰木の里、仰木の里東、雄琴、日吉台、坂本、下阪本、唐崎、志賀、比叡平、長等、中央
※その他の地域については要相談

077-522-5323月～土営業日 営業時間

日・祝日・年末年始 (12/31～1/3)休業日 

8:50～17:30

ケアマネジャーが在宅介護に関するご相談をお伺いいたします。 ホームペルパーがご自宅を訪問し、日常生活の援助を行います。

このような方はご相談ください。

モットー

主治医の先生を中心とし
て、医療と介護が切れ目な
く円滑に提供できるようご
提案いたします。
介護保険の制度説明や申
請手続きなど、導入手続き
の一切は、私共にお任せく
ださい。

病院併設のセンター

訪問診療、訪問看護、訪
問リハビリ、訪問介護、デイ
ケアなど、ひかり病院併設
の事業所と連携した在宅
支援サービスの提供はもと
より、増悪時やレスパイト
など、病院併設のセンター
ならではの支援もご提供
させていただきます。

質の高いサービス

当センターでは、主任介護
支援専門員を常に配置し、
24時間の連絡体制を敷いて
います。
また、事業所の質を評価する
「特定事業所加算Ⅱ」を取得、
質の高いサービスの提供に
努めてまいります。

介護の方法が分からない.. .

一人で介護するのは大変.. .

お昼の食事や排泄.. .、どうしよう.. .

軽度の認知症の母親が一人で心配.. .

私が仕事に出てしまうと、体の不自由な

父が一人に.. .

介護保険を申請したい。

リハビリテーションはどこで受けられるの？

デイサービスに通って元気になりたい。

ヘルパーさんに家事を手伝ってほしい。

介護に疲れた時は入院させてもらえるの？

自宅で病気の療養をしたい（在宅療養）

住み慣れた自宅で最後まで暮らしたい。
（在宅看取り）

FAX : 077-522-4424

訪問介護訪問介護
介護情報センター
ヴィーナス24

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所



健康管理               健康評価

日常動作訓練

自主トレーニング指導

自主トレ指導

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった国家資格を有する当院のリハビリ専門職が利用者
様のご自宅へお伺いし、その場でリハビリの支援を受けることができるサービスです。
通院や通所リハビリテーションの利用が困難であっても、住み慣れたご自宅でご自分のペースでリハ
ビリを受けることができます。

日常生活の上で困っている
ことや、できない動きに対し
て、運動療法や日常生活の
動作練習を用い、リハビリ
テーションを行います。

専門スタッフ

医師の指示のもと、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚
士の国家資格を有するスタ
ッフが、利用者様のご自宅を
訪問し、サポートします。

外出に向けての支援

ご家族の方への介助方法の指導

住宅改修の提案

福祉用具の選定 など

サービス内容

対応エリア 仰木、日吉、唐崎、皇子山、打出

077-522-5411月～金営業日 営業時間

日・祝日・年末年始 (12/31～1/3)休業日 

9:00～17:30

15

利用者様が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることを目的とする在宅支援サービスのひとつで
す。食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスな
どを日帰りで提供します（利用の際は送迎を行っております）。

対応エリア 日吉台、坂本、下阪本、唐崎、志賀、比叡平、長等、逢坂、中央
（逢坂・中央については一部地域を除く）

077-522-4466月～土営業日 ご利用時間

日・祝日・年末年始 (12/31～1/3)休業日 

9:40～16:05

デイルーム リハビリ設備

浴室 送迎車
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医師の指示のもと、利用者様のご自宅でリハビリの支援を行います。
食事・入浴などの日常生活支援、

生活機能向上のためのサービスを日帰りでおこないます。

訪問
リハビリテーション

訪問
リハビリテーション

通所
リハビリテーション

通所
リハビリテーション



充実した教育プログラム& キャリアアップ ビケンテクノグループの介護・医療事業の展開

人間ドック医療法人 聖授会

聖授会
総合健診センター
大阪市天王寺区東高津町7-11
大阪府教育会館5F

PET がん健診医療法人 聖授会

OCAT
予防医療センター
大阪市浪速区湊町1-4-1
OCATビルB3F・B4F

人間ドック医療法人 聖授会

フェスティバルタワー
健診センター
大阪市北区中之島2-3-18
中之島フェスティバルタワー15F

訪問診療医療法人 聖授会

緑・在宅クリニック

大阪府豊中市少路1-7-21
メルシー緑ヶ丘併設

介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム

メルシー緑が丘

大阪府豊中市少路1-7-21

メルシーますみ

大阪府池田市満寿美町8-16

18

大阪本社　〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-12-1
東京本部　〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー16F

総合ビルメンテナンス事業を核とした、環境と建物の総合サービス企業東証二部上場

支 店
札幌 / 仙台 / 新潟 / 
名古屋 / 福岡 / 沖縄

笑顔と温かさを大切にした看護と介護をお届けするため

継続したスタッフ教育を大切にしています！
必要な知識・技術に加え、家庭的な雰囲気や親身な対応、 コミュニケーション力を育む教育を行っています。

看護師・准看護師養成施設に在学
する看護学生または、これから看
護学校に入学する方々への学費
面をサポートする奨学金制度がご
ざいます。

看護部では、勤務年数や役職ごと
に、年間を通して定期的に研修会・
勉強会を開催しています。
また、院内だけでなく外部講師に
よる講演や他部署スタッフによる
勉強会も行い、様々な視点から学
ぶことのできる環境づくりに努め
ています。

17

院内認定制度に基づく教育
介護の質の向上・スキルアップを
目的として、「院内認定コース」を
設けています。知識・技術の習得
に向けて、１年をかけて１つのコース
を学習します。

・オムツ交換
・移乗
・口腔ケア／食事介助
・認知症の介護

・本院新人研修プログラム
・滋賀医大新人研修
 プログラムの受講
・プリセプターシステム

新人教育

キャリア教育
・クリニカルラダーシステム

定期的な研修会・
勉強会の開催

看護助手教育看護師教育

奨学金制度

医療法人 良善会はビケンテクノグループです。　

介護付有料老人ホーム

かおりの里

滋賀県大津市伊香立向在地町250

グループホーム

メルシー緑が丘

大阪府豊中市少路1-8-22

ケアプランセンター

メルシー吹田

大阪府吹田市南金田2-12-1
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