アットホームのあゆみ

こんなスタッフが 働いています。

2002 年５月

株式会社 アットホーム

利用者の立場で考え必要なサービスを提供する、病院に属さない独立型
訪問看護ステーションを設立。看護師 3 名、アパートの一室でスタート。

〒569-1127 大阪府高槻市西真上
一丁目28番18号

職場は、いつも和気あいあい。

電話

072-668-1180（本社代表）

メール

info@athomeweb.net

2002 年９月
2004 年７月

一人ひとりにあった対応

スーパー
マルヤス

どんな病気でも症状は百人百様、経験をたくさん積んだ看護師でも常

6

に初めてのケースです。アットホームを必要として頂けるのであれば、ど
んな方でも受け入れられるよう、一つひとつの依頼に懸命に取り組んで

殿町

ファミリー
マート

ちと話し合いを持つこともあります。あらゆる社会資源を総動員し、ネッ
トワークを広げることで、より豊かでその人らしい生活が送れるように、
日々取り組んでいます。

子育て・介護と仕事の両立を支援
アットホームでは社内保育所を設置し、職員の子育てと仕事の両立も

キリン堂
高槻西真上店

芥川

▲

社内保育所近接。

高槻駅

今城塚
古墳

N

道

東

海

高槻市駅

線

本

都

京

急

阪

線

株式会社アットホーム

資本金

4,300 万円

2014 年７月

2002 年 4月5日

従業員数

約 400 名（パート・アルバイト含む）

2. 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

5. 健康保険法による訪問看護事業
6.障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業

訪問介護ステーション併設（大阪府箕面市萱野）
2015 年 12 月 サービス付き高齢者向け住宅「池田ナーシングホームさくら」開業
訪問看護ステーション・訪問介護ステーション・ケアプランセンター隣接
（大阪府池田市）
2016 年 3 月

8. 障がい者総合支援法に基づく相談支援事業

に取り組んでいます。

9. 介護・福祉に従事する介護員等の教育・研修

社内保育所
で、安心！

2016 年 12 月 アットホーム訪問看護ステーション園部開業
2017 年 4 月

10. 農業及び畜産業の経営並びに

スタッフからのメッセージ

11.サービス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理

吉本 草蔵さん

入社した時は何の資格もなく、不安で

誰とでも何でも言える関 係 性があり、

いっぱいでしたが、沢山の協力を得て働

困った時に相談できる職場です。おかげ

きながら資格を取得しました。

で会社に来れば体調がよくなる程です。

二人の子供がいますが、職場のみなさ

職種を超えて学び合い、ケアの質も上げ

んからアドバイスを頂いて、仕事と家庭

ることができます。

の両立を続けています。これからは自らそういう職場環境を

新しいことでも、利用者様に役立つことはチャレンジできる

作っていきたいと思っています。

自由さも魅力です。

2018 年 5 月

サービス付き高齢者向け住宅「箕面ナーシングホームさくら２号館」開業
訪問看護ステーション・訪問介護ステーション・デイサービス併設
（大阪府箕面市桜）

2019 年 7 月

アットホーム訪問看護ステーション長岡京開業

※上記記載の事業は、現状と異なる場合がございます。

家族のように助け合って、生きていこう。

事業所
●高槻市 西真上（本社）

●高槻市 津之江

●池田市

●

●

●

●
●

高槻ナーシングホームさくら
西真上さくら館

アットホーム訪問看護ステーション高槻

（西真上サテライト）
●
●
●
●

訪問介護ポッケ

デイサービス桜見庵

アットホームケアプランセンター西真上
さくら保育園（社内保育所）

●高槻市 辻子
●

アットホームで働くことにご興味をお持ちいただけましたらご連絡ください。職場見学も受け付けています。

サービス付き高齢者向け住宅「津之江ナーシングホームさくら」開業
訪問介護ステーション・デイサービス併設（大阪府高槻市津之江）

及び養成事業
これにより生産する物資の加工・販売

サービス付き高齢者向け住宅「高槻ナーシングホームさくら」開業
（大阪府高槻市西真上）

7. 障がい者総合支援法に基づく地域支援事業

習支援教室がオープンし、地域の子供たちの成長を応援する場づくり

介護職員初任者研修講座 開講（池田事業所）

2015 年 11 月 サービス付き高齢者向け住宅「箕面ナーシングホームさくら」開業

1. 介護保険法に基づく居宅サービス事業

4. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業

がくゆう

施設を出て
地域で
生活したい。

介護職の入口の資格講座で、介護人材の育成をスタート。

設立

また、2016 年から社内保育所の2 階にNPO 法人学遊が運営する学

しぜん塾やぎ農園（就労継続支援 B 型）開業
農を中心に、まちに貢献できる仕事づくりを目標に。
（園部事業所）

商号

子供の急病や家族の介護が必要な時には、
「子の看護休暇」
「介護休

ゆきちゃんの家（共同生活援助）開業
障がい者の自立生活を目指すグループホーム
（園部事業所）

2013 年８月

3.介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業

看護師

重度認知症デイケアと連携した訪問看護をスタート。
2013 年７月

●

アットホーム訪問看護ステーション高槻
アットホームケアプランセンター

医療からの視点を生かし、あらゆる年齢の方 へのサービスを行っています。

くすの森ケアセンター開業（池田事業所）
地域医療・福祉の拠点づくりを目指して診療所（内科・精神科）
・

N

会社概要

交換したり助け合いながら働いています。

杉本 愛佳さん

2011 年９月

▲

JR 高槻駅 北口より徒歩約 20 分
または高槻市営バス 真上南停留所下車 西へ徒歩約 5 分

事業内容

自宅で
最期を
迎えたい。

訪問看護ステーション・訪問介護ステーション・デイサービス併設

山陰合同銀行 阪神北支店

復職後も、お子さんのいるお母さんが多い環境なので、お互いに情報

みんな家族のように助け合って生きていこう」
と看護師が 設立した会社です。

住宅型有料老人ホーム
「西真上さくら館」

京都中央信用金庫 高槻駅前支店

そのうち7 名が同じ職場に復帰しています。

介護福祉士

伊勢寺

主要取引銀行 京都銀行 高槻支店

応援しています。2016 年〜 2020 年（3月）
の育児休業取得者は8 名。

暇」制度が活用されています。

67

アットホームは
「どのような障がいがあっても、

アットホームさくら館（西真上事業所）開業（現・本社）
に応えるため、24 時間のケア体制のある住まいをつくる。

道路

高速

います。利用者さんだけでなく、必要に応じてご家族も含めた支援をす
ることや、病気や障がいについて理解していただくために、地域の人た

2009 年６月

障がい・認知症など医療ニーズがありながら入院困難・在宅困難なケース

名神

こんにちは。アットホームです。

病気 や 障がいが
あっても地域で
暮らしたい。

高槻市辻子に会社移転。
（辻子事業所）

●広域図
6

デイサービス喜楽庵（きらくあん）開業

自分に
できることを見 つけて、
人の役に立ちたい。

認知症の方が安心して利用できる民家を利用したデイサービス。

https://www.athomeweb.net
●付近図

アットホームケアプランセンター開業
医療ニーズが高い・障がいを持つ高齢者のためのケアプランを提供。

ファクス 072-681-1120

なんでも話し合える職場環境を大切にしています。

アットホーム訪問看護ステーション開業

●
●

津之江ナーシングホームさくら

アットホーム訪問介護ステーション津之江
デイサービス喜楽庵

●箕面市 萱野
●
●

箕面ナーシングホームさくら

アットホーム訪問介護ステーション箕面

●箕面市 桜
●
●
●
●

●
●
●
●
●

アットホーム訪問介護ステーション池田

箕面ナーシングホームさくら２号館

アットホーム訪問介護ステーション箕面桜

●

アットホーム訪問看護ステーション箕面桜

●

デイサービスなじみ庵

●

給食センター

アットホーム訪問看護ステーション園部

しぜん塾やぎ農園
ゆきちゃんの家

アットホーム相談支援センター園部

●京都府 長岡京市
●

京都府

アットホームケアプランセンター池田
介護研修講座池田校

アットホーム訪問看護ステーション長岡京

個人やその家族、地域社会が最大限の
「健康」
を取り戻し、安心して生活ができるための支援を行っています。

京都府
南丹市

アットホーム訪問看護ステーション池田

●京都府 南丹市 園部町
●

アットホームは、どんな病気や障がいがあっても住み慣れた地域で暮らせるお手伝いをするために看護師が設立した会社です。

池田ナーシングホームさくら

るり渓高原
やぎ牧場

WHO（世界保健機関）
では
「健康」
を次のように定義しています。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or

京都府
長岡京市

inﬁrmity.（健康とは、完全に、身体、精神、及び社会的によい
（安寧な）状態であることを意味し単に病気でないとか、虚弱で
ないということではない。）

高槻市

池田市

いま、世界で起こっているさまざまな出来事が
「健康」
を脅かしているとするならば、
「健康」
を取り戻す活動は多岐にわたるとい

箕面市

えます。まず第一歩として、私たちは、医療・福祉事業、農業を通して、さまざまな困難を抱えた人々が尊厳をもってどのように

大阪府

生きていくのかを共に考え、安心してありのまま地域社会に受け入れられるように、地域社会に働きかけていきます。
AHCO5h2007

訪問看護

介護

一人ひとりを大切に、その人らしい生き方を地域で支えます。

就労支援・グループホーム

居宅介護支援（ケアプランセンター）
訪問介護（ホームヘルプ）
通所介護（デイサービス）

介護職員初任者研修／実務者研修

アットホーム介護研修講座池田校

高い知識や技術を持ち、高齢者や障がい者に共感できる、その人らしい生き方を支える介護者の育成を目指します。

『しぜん塾やぎ農園』農業と福祉をつなぎ、地域の一員として協働しよう。
『ゆきちゃんの家』障がい者の自立生活を目指すグループホーム。

24 時間あんしんの暮らし。

●

「どのような障がいや病気があっても、みんな家

族のように助け合って生きていこう」
という理念の

もと、その人らしい生き方を支えることができる
介護者の育成を目指します。

講義にはアットホームで働いている経験豊富な

看護師や介護福祉士が講師として参加していま

す。家族の介護や将来に備えたスキル習得をサ
ポートするため、実践で生かせる知識・技術につ

いて丁寧に指導・バックアップいたします。

介護職員初任者研修とは（旧ホームヘルパー 2 級）
介護職員初任者研修とは、初めて介護にたずさわろうとする人が最初に取る資格で、介護に関する全般
的なことが学べます。

介護に必須の知識や技術を習得するためのカリキュラムになっており、自宅での介護に役立てたいと考え

ている方も、介護技術などの基本を学べます。

また、福祉関係の仕事に就きたいと考えている方にとっては、介護福祉士などへのキャリアアップの入口

となる資格です。

実務者研修とは
国家資格である
「介護福祉士」
を受験するための必須科目です。
介護の専門職としてさらなるステップアップが目指せます。

サービス付き高齢者向け住宅

「ナーシングホームさくら」高槻・津之江・池田・箕面・箕面２号館
医療・看護が 24 時間 365日体制。重度、難病にも対応します。
訪問看護師 ※は、困難を抱える利用者や、その家族の伴走者のような存在です。利用者自らが選択した生活を尊重し支えていける
よう、医療・生活等の側面から身の回りの環境を整えていきます。どんな利用者でも病人や障がい者である前にまず一人の人間です。
人生に関わらせていただく一員として多様な人生をサポートする訪問看護師は、専門性以外にも様々な知識と柔軟な視点を必要とし
ます。訪問看護は、総合的な知識や技術を持った訪問看護師と、利用者・家族・多職種との連携・協働によって実践されるダイナミッ
クな活動であるといえます。

医療・看護・介護の連携体制で、
「 安心」
「自由」
「 選択」
「 交流」
のある生活を支えます。
「住み慣れた地域で、ともに生きる、ともに暮
らす」 高齢者の方が、安心して過ごせる場所で、いつまでも
「そのひとらしく」生活していただけるよう、スタッフが一人ひとりに寄り添い、
専門的な支援を行います。

※訪問看護従事者：保健師・看護師・准看護師・作業療法士・理学療法士

◉居宅介護支援（ケアプランセンター）

◉訪問介護（ホームヘルプ）

◉通所介護（デイサービス）

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービ

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立し

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立し

スを利用できるように、居宅介護支援専門員
（ケ

◉訪問看護
住み慣れた地域で安心して生活ができるように、
医師や他の事業所との連携を密にして継続した

看護を行っています。服薬管理の支援やリハビリ
支援、医療処置の必要な方、自宅での看取りな

ど、利用者のご要望に沿った看護を提供します。
24 時間 365日緊急対応をしています。いつもと
様子が違うと感じた時や、
「こんな時はどうしたら

いいんだろう・・・」
と困った時は、ご連絡ください。
かかりつけ医と連携を取りながら、迅速に対応し

ます。利用者とご家族にとって在宅療養の大きな
安心となります。

アマネージャー）が心身の状況や生活環境、本

【サービス内容】

人・家族の希望等にそってケアプランを作成し、

事業所
●

❶健康管理及び病状の観察

❷医療処置と各種器械・カテーテルの管理
❸在宅でのリハビリテーションの指導
❹日常生活の支援

●
●
●
●

介護サービスの連絡・調整などを行います。

アットホーム訪問看護ステーション高槻

利用者の困難が解消されるよう、個別の状況に応

アットホーム訪問看護ステーション池田

アットホーム訪問看護ステーション箕面桜
アットホーム訪問看護ステーション園部

アットホーム訪問看護ステーション長岡京

じて様々な公的な社会資源（介護保険制度を含め

制度化されているサービスや機関）活用のアドバイ

スや取り次ぎ、家族や地域の方との関係調整など
をお手伝いします。

❺認知症、精神障がいのケア
❻服薬管理の支援

❼ターミナル / 緩和ケア、家族等の支援
❽主治医やケアマネージャー、

（ホームヘルパー）
が利用者の自宅を訪問し、食

事・排泄・入浴などの介護（身体介護）
や、掃除・

洗濯・買い物・調理などの生活の支援（生活援助）

をします。

アットホームでは、認知症・ターミナル等常時介

護が必要な状態になってもサービスを利用しな

がらできるだけ最後まで自宅で過ごせるよう、そ
れぞれの方に合ったケアを行っています。

事業所

事業所

●

●

●

その他関係者との連絡調整

た日常生活を送ることができるよう、訪問介護員

●

アットホームケアプランセンター（高槻市辻子）
アットホームケアプランセンター西真上
アットホームケアプランセンター池田

●
●
●

❾ご家族等への介護支援・相談

●

訪問介護ポッケ
（高槻市西真上）

アットホーム訪問介護ステーション津之江
アットホーム訪問介護ステーション池田

アットホーム訪問介護ステーション箕面

アットホーム訪問介護ステーション箕面桜

た日常生活を送ることができるよう、自宅にこも

りきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維

持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減など

を目的としています。

アットホームでは、利用者の皆さんにくつろいで

過ごして頂けるような雰囲気づくりと、個別ニー

ズに合わせた個別ケアの徹底に努めています。車

いす専用車等にてご自宅まで送迎を行っていま

す。

またお風呂は個浴で、リフト浴も設置しています
ので、安心して入浴を楽しめます。
事業所
●
●
●

●女性（40 代） 非定型精神病

●赤ちゃんからお年寄りまで、病気や障が

色々相談に乗ってもらって、今自分が何に一番困っているのかを把握できるようになってきて、しんどいの

●要支援・要介護の認定を受けた方

はしんどいなりに自分の中で整理がつくようになってきました。

ご利用までの流れ

いがある方

ご利用方法
●医 療 保 険・介 護 保 険（要 介 護 認 定 が 必
要）、医療（介護）扶助・公費負担医療での利

用ができます。

●かかりつけ医が交付する
「訪問看護指示
書」
が必要です。

●かかりつけ医・担当ケアマネージャー、ま

たはアットホームへ直接ご相談ください。

医師に症状を説明する時も予め看護師さんに相談できるので、スムーズに話すことができます。しんどさか
らの逃げ道もわかってきて、日中は心穏やかに過ごすことができるようになってきました。
また24 時間電話で繋がっているので、安心感があります。

●男性（80 代） 高脂血症

利用期間 6 年目

長い付き合いの中で異動や退職等で多くの看護師さんに担当してもらいましたが、その都度感じたことは
どの看護師さんもにこやかで話し上手聞き上手な人ばかり。ついつい自慢話で話が長くなってしまうので
すが、しっかりと話を聞いてくれるので、看護師さんの訪問日を楽しみにしています。
体調や生活状況について細かく注意や相談に乗ってもらえるので、皆さんの気配りに感謝しています。

ていくように、ゆったりと自然の豊かさを感じながらできることからチャレンジするお手伝いをします。

◉就労継続支援 B 型
【サービス内容】
❶支援計画の作成

学び、作業スキルを構築します。苦手な作業も時

❷生活訓練

る」
という体験を通して自信を持って作業ができる

例 : 健康管理、食事の提供 など

◉生活介護

❸職業体験

個人課題に基づいて、実体験を積み上げる
「就労

経験蓄積」
を目指します。就労経験が少なくても、

ます。

きらくあ ん

デイサービス喜楽庵（高槻市津之江）

間をかけることで慣れ、また
「方法がわかればでき

ようになります。

活基盤を作ります。

とで、具体的な就労イメージを持てるようになり

デイサービス桜見庵（高槻市西真上）

作業を通して取り組む姿勢、周囲との関わり方を

生活リズムを整え、心身の状態を向上させる生

アットホームのサービス付き高齢者向け住宅「ナーシングホームさくら」
は、医療・看護・介護の連携で、

入所施設や、家族からの自立、環境を変えて生

を大切にし、穏やかな生活を実現します。

活を立て直したいなどを考えている方のための共

同住居です。

【サービス内容】

障がい者の自立生活を目指すグループホームです。

ワンルームタイプの個室を、各自の生活スタイルに

家事援助を行いますので、はじめての一人暮らし

の方でも安心です。

日中
（昼間）
の生活・活動を支援する通所サービ
スです。

介護、家事、その他の必要な日常生活上の支援、
創作的活動・生産活動、身体機能や生活能力の
向上の為に必要な援助を行います。

対象者

❶お住まいの各市町村に介護保険申請

❷要介護認定：
「要介護１〜５」
の結果が出た方は、
「介護サービス」

を、
「要支援１、２」
の結果が出た方は、
「介護予防サービス」
「介護予
防・生活支援サービス」
を利用できます。
❸ケアプラン作成

❹サービス利用開始：利用料等は各サービスによって異なりますので、

お問い合わせください。

対象者

ご入居までの流れ

60歳以上の方が対象です。

❸面談・ご契約→❹入居手続き→❺ご入居

●要支援・要介護認定を受けている

❶見学・ご相談→❷ご入居のお申し込み→

http://www.nursinghomesakura.net/

◉相談支援センター園部

連携先
誰もが地域社会の中で安心してありのままの自分で暮らせるよう、
アットホームは様々なかたちで働きかけていきます。

●計画相談支援
●地域移行支援
●地域定着支援

デイサービスなじみ庵（箕面市）

●通所介護（デイサービス）利用男性（80 代）

声

利用期間 3 年目 回答者：同居のご家族

以前は犬の散歩などで外にも出かけていましたが、膝の関節炎の影響で足運び
は な み あん

が悪くなり、家にこもりがちになっていました。桜見庵に見学に行くと、雰囲気が
良く主人も気に入りお世話になることになりました。家では変化のなかった毎日
から、お迎えの車が来る日は時間や着ていく服を気にしたり、生活にリズムがで
きて気持ちよく出かけていくようになりました。
体調に合わせてビーチバレーや将棋、誕生日にはフォトスタンドをもらってきたり
など、楽しく過ごさせていただいている様子です。主人がデイサービスに行って
いる間は、私も買い物や家の片づけなどゆっくり過ごすことができて感謝してい
ます。

また、地域支援の取り組みとして住宅内の家事・清掃サービス業務を通して、障がい者やシングルマザー

合わせて利用します。世話人と呼ばれるサポーター

が、生活や就労についての相談・助言・連絡など

の支援や、必要な方には食事・入浴・掃除などの

【サービス内容】

要介護度の高い方や医療ニーズの高い方を看護師・介護士が 24 時間 365日サポート。入居者の想い

など社会的弱者の就労支援を行っていく予定です。

◉共同生活援助

❹作業訓練

利用者それぞれの特性を生かす
「個別支援計画」

を立て、プログラムメニューを作成しています。

ゆきちゃんの家

利用者の

対象者

利用期間 2 年目

「多様性を認め、足るを知り、心豊かな社会」
の実現がテーマです。季節が変わっていくように、野菜が育っ

農作業ややぎの飼育作業現場で実習を重ねるこ

はなみあん

利用者の

声

しぜん塾やぎ農園

利用者の

声

対象者

●男性（20 代） 利用
（入居）期間 8 ヶ月目

●障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方
（知的・精神）

しぜん塾に来て、さいしょは何もかも出来なくてみんなにささえてきてもらってた

ご利用までの流れ

❶見学・相談：具体的な利用事業所が決定したら、お住まいの市
町村に障がい福祉サービスの支給申請を行います。

❷認定調査：利用者の心身の状態等を把握するための調査を行い

ます。

❸支給決定・障がい福祉サービス受給者証交付
❹サービス利用契約
❺サービスの利用
❻本支給決定

けど、今は、一人ぐらしをしてみんなとごはんをたべてたのしくくらしてます。
仕事もさいしょはわからない事ばっかりでおしえてもらってたけど、今はトラク
ターにものれるようになったし草かりきもつかえるようになって家でも草かりきが
つかえるようになってとてもよかったです。
今は実習に行ききびしい仕事をしてるけど、いずれかはしゅうしょくをしていき、
グループホームから出て一人ぐらしが出来るようにがんばっていきます。

●女性（20 代） 利用
（入居）期間 6 ヶ月目
自分の好きなことができてとても嬉しいです。これからも色々なことに挑戦して
いきたいと思うので、無理せず頑張りたいです。

くすのもり

●医療法人如月会 楠杜クリニック
（大阪府池田市）

アットホームは地域医療・福祉の拠点を目指し、
楠杜クリニック
（診療内科・精神科・重度認知症

デイケア）
と共同で2011 年に
「くすの森ケアセン

ター」
をスタート。

2016 年には同医療法人如月会クリニック
（心療

内科・精神科・もの忘れ外来）
が京都府南丹市に
開院しアットホームの園部事業所と連携。共に地
域での在宅療養を支えています。

http://kusunomori.net/

●有限会社 るり渓やぎ農園
（京都府南丹市）

「地球にやさしく、人にもやさしく」
をモットーに、
やぎの飼育と野菜作りを中心に循環型の農業を

ちょうようしゃ

●一般社団法人 重陽舎

（京都府乙訓郡大山崎町）

「障がいや病気があるけど、地域に出て一人で暮
らしたい」
そんな人たちが集まり、共同で生活体

目指します。

験をできるグループホームを運営しています。

の糖度も高くおいしくなります。やぎミルクを使っ

山崎にグループホーム
「ゆっくり」
を開所しました。

南丹市園部町は寒暖の差が大きく、果実や野菜

た乳製品も販売しています。収穫した野菜や米は

アットホームの
「ナーシングホームさくら」
やデイ
サービスで提供される食事に用いられます。

http://www.ruri-yagi.com/

2019 年 1月に大阪府豊中市、10月に京都府大

アットホームの訪問看護ステーションとも連携を

して、障がいのある人が自分らしい暮らしを実現
できるよう、サポートをしています。

