
ケアタウン南草津

施設案内

医療法人 社団 よつば会

医師、看護師、理学療法士、ケアマネジャー、支援
相談員：介護福祉士、その他支援スタッフによる、
ご利用者それぞれの状況や目的に合わせたきめ
の細かいプロのサービスをお約束します。同じ場
所で生活を共にする者として、親身になって
対応させていただきます。どんなことでも
ご相談ください。

よつば会の理念である「貢献すること」「感謝す
ること」「想像すること」。3つの姿勢を常に忘れ
ず、創造的であたたかみのあるケアを目指しま
す。「人・暮らしを支えるケア」ケアタウン南草津
から多くの笑顔とたくさんの幸せが生まれるよ
う、スタッフ一同努力いたします。

充実のスタッフ 3つの理念

何よりもお一人おひとりが大切です。ご利用者の
方、お一人おひとりのそれまでの環境や立場、性
格等が様々であるように、ケアの内容や方法も当
然、千差万別です。できる限りそれぞれの方に適
したケアを行い、ご満足いただけるよう、あらゆる
面でサポートさせていただきます。

個人の尊重
ゆとりのある生活、活動空間、全室個室対応な
ど、ご利用者の皆様がご自分の「住まい」として愛
着をもっていただけるよう、あらゆる充実した設
備を整えています。「ご自身の生活を楽しみなが
ら、温かい交流が生まれる」ケアタウン南草津は、
そんなユニットケア方式の施設です。

充実の設備
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2F 介護老人保健施設
3F 介護老人保健施設

3ユニット・定員：38名

定員：40名

2F：3F 東野町・西野町・北野町

3ユニット・定員：32名
充実した日常生活をお送りいただくため、またご自
宅での生活へ向けてのお手伝いのため、医療的な
支援のもと、全室個室対応で各分野の専門スタッフ
がサポートいたします。療養に必要な期間の入所
（宿泊）をしていただき、心身の機能維持、回復、日常
生活動作の自立を支援させていただきます。

入居サービス

在宅サービス

在宅で生活されている方が、介護者に用事があると
きや、休養のために一時的にご利用いただきます。
利用者様には専門スタッフにより集中的なケアを行
い、生活のリズムやリハビリなど、おうちでの生活が
よりよくなるように援助させていただきます。

1F 訪問看護ステーション
病気、けが、その他の理由でご家庭において療養が必
要な方に、住み慣れた環境で安心して生活が送って
いただけるよう、かかりつけ医の指示を受けた看護
師がご訪問し、看護サービスを提供いたします。私達
はみなさんがご自宅でより良い在宅療養ができます
ように、できる限りのご支援をさせていただきます。

1F 通所リハビリテーション
日中、要介護状態の方々に施設へ来ていただき、個々
の「通所サービス計画」に沿って心身の機能維持、回
復、日常生活動作の自立を図るためのリハビリテー
ション、レクリェーション、食事、入浴などのケアを受
けていただく在宅介護支援サービスです。

1F 居宅介護支援事業所
介護支援専門員（ケアマネジャー）がご利用者やご
家庭の状況に合わせて、あらゆる介護サービスを適
切に総合的にご提供できるように居宅サービス計
画（ケアプラン）を作成し、より良く暮らしていける
よう支援させていただきます。

2F・3F 短期入所療養介護

■居宅介護支援事業所　■訪問看護ステーション
■短期入所療養介護

■介護老人保健施設　　■通所リハビリテーション

医療法人 社団 よつば会 

ケアタウン南草津
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町621番地
TEL.077-562-1001 FAX.077-562-1162

ケアタウン南草津 
〒525-0066 滋賀県草津市矢橋町627番地1
TEL.077-562-1124 FAX.077-562-1069

〒525-0028 滋賀県草津市上笠4丁目24番19号
TEL.077-562-1254 FAX.077-562-1251

クローバー 医療法人 社団 よつば会 グループホーム 医療法人 社団 よつば会 グループホーム

車：名神高速道路 大津IC・瀬田IC・草津・田上ICより約20分
電車：JR西日本琵琶湖線 南草津駅下車
バス：JR南草津駅下車　西口より
1.イオンモール行き
　よし池経由　よし池停下車　徒歩2分
2.イオンモール行き
　草津総合病院経由　矢橋郵便局停下車　徒歩3分

車：浜街道から→下笠北交差点を草津駅方面へ。
　　　　　　　 一つ目の交差点を越え、すぐ右手方向。
　  草津駅方面から→県道42号線野村中央交差点を浜街道方面へ。
　　　　　　　　　 三つ目の交差点を越え500m程で左方向。
電車：JR西日本琵琶湖線 草津駅西口下車
バス：JR草津駅西口下車　近江バス
1.下物行き　2.琵琶湖博物館行き　3.草津総合病院経由南草津駅行き
上笠4丁目停下車　徒歩1分
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イオンモール
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交通のご案内 交通のご案内
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  よつばライフケアネットワークいっしょに歩こう。
統括本部
〒525-0050 滋賀県草津市南草津2-3-7 メディカルツインビル4F  TEL: 077-598-5225 / FAX: 077-598-6336

くろづ外科医院

くろづ外科 デイケア

ケアタウン南草津 グループホーム

住宅型有料老人ホーム すまいるⅠ号館

グループホーム クローバー

医療法人 社団 よつば会

ケアタウン南草津
・介護老人保健施設　ショートスティ
・通所リハビリテーション
・居宅介護支援事業所
・よつば訪問看護ステーション
・ヘルパーステーションよつば 

・よつば居宅介護支援事業所 くろづ

社会福祉法人 よつば会

特別養護老人ホーム 風流里 （開設予定）

特別養護老人ホーム 夕凪の里
・特別養護老人ホーム　・ショートスティ

特別養護老人ホーム 風和里
・デイサービス・特別養護老人ホーム　・ショートスティ

・居宅介護支援事業所・特別養護老人ホーム　・ショートスティ

地域密着型特別養護老人ホーム 帆の里
・特別養護老人ホーム　・ショートスティ

医療法人 芙蓉会

南草津病院

南草津病院グループ

地域密着型特別養護老人ホーム のじのさと
特別養護老人ホーム やまでら
草津市老上デイサービスセンター きはん
草津市老上在宅介護支援センター きはん

特別養護老人ホーム やわらぎ苑

社会福祉法人 しあわせ会

草津市老上地域包括支援センター

地域密着型特別養護老人ホーム ゆうすいのさと

障害福祉サービス事業所 第二むつみ園
障害福祉サービス事業所 むつみ園
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やすらぎの「暮らし」を実現できる
空間があります。

介護老人保健施設は少人数のグループ生活の中、専属スタッフによるケアを行なう「ユニットケア方式」を取り入れ、全室個室を実現い
たしました。それぞれの個性や生活リズムを尊重しつつも、他の入居者との無理のない交流が生まれる「ユニットケア方式」は、落ち着い
た環境の中で家庭的なきめの細かいケアをさせていただくことができます。また、通所リハビリテーション・訪問看護・短期入所療養介護
など在宅生活へ密着した介護サービスをご選択いただけます。さらに居宅介護支援事業所では居宅サービス計画（ケアプラン）の作成
など、介護に関わる総合的なご相談にも対応させていただきます。やすらぎや温かみを感じながらご利用していただけるコミュニティと
して、地域の方々やご利用者様に信頼していただけるベストパートナーとして、お一人おひとりの「暮らし」を支えるケアを目指します。

エントランス奥には天井から光が
降り注ぐ吹き抜けの中庭があり、
施設内にいながら自然を楽しむ
ことができます。通所リハビリ
テーション・訪問看護ステーショ
ン・居宅介護支援事業所の各施設
を併設し、一般浴室をはじめとし
た各種浴室も充実しています。

通所リハビリテーション
訪問看護ステーション
居宅介護支援事業所

フロアを3ユニットのグループに
分け、各ユニットにはそれぞれ西
野町・東野町・北野町の愛称を付
け、ご利用者様の方々に愛着を
持って生活していただけるよう
様々な工夫をしています。各町に
はそれぞれ生活に必要な施設の
他、広々とした食堂・機能訓練室
があります。

介護老人保健施設

フロアを3ユニットのグループに
分け、2Fと同じく各ユニットには
それぞれ町名が付けられ、充実し
た設備を整えています。美しい風
景を望むことができるバルコニー
など、ゆとりのある空間の中で生
活していただくことができます。

介護老人保健施設

皆様にできる限り無理のない
ペースで生活を送っていただ
くため、全室個室を実現しまし
た。ご自分のお部屋として、お
好きなようにおく
つろぎ下さい。

温かいお食事 全室個室

ユニット型準個室38名 ユニット型個室20名
ユニット型準個室12名

エントランスホール

一般浴室

浴室脱衣場

3F食堂・機能訓練室レクリェーション

3F特殊浴槽

3F個室

特別浴室

個別浴室

玄関

中庭

2F食堂・機能訓練室レクリェーション 2F介護老人保健施設

2F女子トイレ 2F男子トイレ 2F洗濯室

2F個別浴室

通所リハビリテーションデイルーム

機能訓練室

東野町

東野町

北野町
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おいしい食事は、安定した生活
の第一条件。ケアタウン南草津
では全国的にも珍しい最新の
保温機器を導入し、いつでもお
いしく温かい食事を召し上がっ
ていただけるよう工夫
しています。
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ケアタウン南草津は・・・

「個人の尊厳」を大切に、

お一人おひとりにやさしさと

思いやりのケアをご提供いたします。

最新設備の介護環境、個人を尊重したお部屋、

医療・介護スタッフの充実で、

「人・暮らしを支えるケア」を目指します。

施設から住まいへ。

ご利用者はもちろん、ご家族の皆様にも

安心していただけることが、私達の喜びです。

リフト浴

台所

台所

台所

台所

台所

台所

S

ベランダT

S

R

T

エレ
ベーター

エレ
ベーター エレ

ベーター

ピ
ロ
テ
ィ


