
24時間

就労支援就労支援

新型コロナウイルス対策
介護崩壊の防止／発熱者は速やかに検査を受ける。

医療法人医誠会との業務提携によるPCR検査の実施
対象者：職員及び職員の家族、利用者及び利用者の家族

介護安全に留意した
質の高い標準介護の実現
介護安全に留意した

質の高い標準介護の実現

看護師看取り

送迎入浴リフト

電子カルテ･ペーパーレスで電子カルテ･ペーパーレスで

すぐ記録・確認・共有すぐ記録・確認・共有
ヒューマンエラー防止　

スケジュール管理システム
ヒューマンエラー防止　

スケジュール管理システム

（施設数20施設　ベッド数82床　職員数382人）

夜間訪問看護
緊急時

インテリジェントヘルスケア株式会社
Intelligent Healthcare Co.,Ltd.

®

9名体制による

Aiming for digital care／Information

在宅介護事業部門

＜在宅介護事業部門＞

＜事業内容＞
⑴オンライン診療（オンラインセルフケア）事業
⑵遠隔画像診断事業
⑶健診事業（出張健診・出張検診）
⑷メディカルフィットネス事業
⑸産業保健・健康管理事業
⑹在宅介護事業(デジタルかんたき 他）

看護師介護　24時間24時間看護師介護　
8名体制による

YouTubeで「かんたき」について
事例を交えながらご説明しています！

看護師中心の新しい介護のかたち

（看護小規模多機能型居宅介護）（看護小規模多機能型居宅介護）
電子カルテ　ペーパーレス　キャッシュレス

〒593-8329 堺市西区下田町19番15号 ●かんたき堺下田 事業所番号 2796300255

●訪問看護ステーション堺下田 事業所番号 2766390245

®かんたき堺下田

インテリジェントヘルスケア 本部
平日：8:30 ～ 17:15（土日祝除く）・時間外はアナウンスのみ

0570-002151（有料）

かんたき堺下田

堺下田
デジタル

かんたき（看護小規模多機能型居宅介護）13施設
訪問看護ステーション（訪問看護・訪問リハ）7施設

ケアプランセンター 1施設



＜仕事を続けながら親の介護・家族介護のできる環境設定＞
自宅で、或いは［かんたき］で寄り添い、癒し、治し、そして看取る。

［かんたき］は社会的課題となっている［介護離職］の防止を支援します。

通　　い：7：00～ 21：30

[かんたき] の営業時間：年中無休

泊 ま  り：21：30～ 7：00
（送迎サービス： 初発 7：00 自宅着～最終 21：30 自宅着）

（緊急時医療介護相談は各施設にて 24 時間体制で受付けています。）

24時間・365日 介護サービス

「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」「ケアプラン」
のサービスを一体化して、

一人ひとりに合わせた柔軟な支援ができる看護師を中心としたトータルケア事業所です。

宿　泊宿　泊

と看護師介護 介護士介護と看護師介護 介護士介護

看護小規模多機能型居宅介護

（在宅復帰支援施設）

夜間 看護師の常駐夜間 看護師の常駐

かんたきでは医療ニーズの高い方へも対応しており、がん末期や人工呼吸器など
看護ケアが必要な方に、看護師が対応いたします。

看護師が対応可能な手技

看護師による看取り看護師による看取り

Intelligent Healthcare

（電子カルテ・ペーパーレス・キャッシュレス）

人工呼吸器吸引 中心静脈栄養管理 床ずれ 末期がん 看取り胃ろう 人工肛門 膀胱留置カテーテル インスリン注射 在宅酸素

かんたきでは医療ニーズの高い方へも対応しており、がん末期や人工呼吸器など看護ケアが必要な方に、看護師が対応いたします。
Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ

デジタル
看護師中心の新しい介護のかたち
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2020年12月10日現在

インテリジェントヘルスケア（株）は四者満足（①利用者満足 ② 職員満足 ③ 会社満足 ③社会満足）の実現を目指しています。　

Intelligent Healthcare
ご家族と利用者さんを応援しています

（介護安全に配慮した質の高い標準介護の提供）

CSR（社会貢献企業）を志向するインテリジェントヘルスケア㈱は、
利用者の立場に立った介護環境エンリッチメントの整備・充実を図り、

介護離職の防止に積極的に取り組んでいます。

24時間365日

24時間365日

User first principle
（利用者中心主義）

施設利用者

看護小規模多機能型居宅介護

緊急時医療介護相談
送迎システム

仕事を続けながら
親の介護・家族介護が
できる環境設定

ウータンちゃん
ホロニクスグループイメージキャラクター

NPO法人未来プロセスは
希少動物の保護活動を支援しています 入院

病院レスパイトケア

在宅ときどき入院

看護師介護・看護師看取り

介護離職の防止

ウータンちゃん
インテリジェントヘルスケア株式会社

かんたき 泊まり

在宅 ときどき

かんたき

初発 7：00 自宅着～最終 21：30 自宅着

看護師8名・ケアスタッフ8名体制

）％45荘之庫武きたんか：設施多最（ ％6.03 合割の護介労就の体全所業事
2020 年 5 月 11 日現在

インテリジェントヘルスケア株式会社
Intelligent Healthcare Co.,Ltd.

®
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～ 電子カルテ・ペーパーレス・キャッシュレス ～

デジタル

2021年4月9日現在インテリジェントヘルスケア株式会社
Intelligent Healthcare Co.,Ltd.

®

　医療ニーズの高いご利用者への対応
がん末期や人工呼吸器など看護ケアが必要なご利用者に昼夜、看護師が対応致します。

　在宅で最期を看取るためのケアを行います
住み慣れた地域や自宅で最期を迎えたいご利用者と在宅で看取りたいというご家族の要望があっても看取り
に対する不安を抱えている場合、かんたきで、看護師が中心となってご家族とともに穏やかに最期を迎えら
れるよう看取りケアを行う体制が整っています。

　在宅復帰促進に向けた受け皿としての機能
医療から在宅への切れ目のない連携として、かんたきは「在宅復帰への受け皿」となります。病院・施設
から自宅退院される方で、体調面、介護面に不安がある場合など、直接自宅ではなく、一時的にかんたき
で慣らしながら自宅復帰の準備を整えるなど退院・退所を促すための受け入れも可能です。

退院後、次の療養病院や長期間の入所施設へ移られる事を希望される方も転院・転所待ちの間、かんたきを
利用して頂く事も出来ます。

　介護をするご家族の介護離職を回避するための
　24 時間 365 日の介護サービス
ご家族が出勤される前の朝 7：00 にご利用者をお迎え、帰宅される夜 9：30 にお送りする「通い」や必要
に応じて利用できる「泊まり」のサービスなど介護者が仕事と介護の両立ができるようサポートをします。

　緊急時医療・介護相談 24 時間 365 日受付
かんたきにご登録の方は、もしもの場合や不安な時に 24 時間 365 日医療・介護相談を受付けています。
また必要時には訪問対応をしています。

ご利用いただける主な看護ケア
◉認知症　◉がんなど終末期　◉難病

看護小規模多機能型居宅介護のご案内

★

●

●

●

　中間施設としてのご利用●

●

(仕事を続けながら親の介護・家族介護の出来る環境づくり）

在 宅 復 帰 と み な さ れ る 施 設

かんたき（看護小規模多機能型居宅介護）とは
介護が必要になっても住み慣れた地域や自宅で療養できるように「通い」「泊まり」「訪問（看護・
リハビリ・介護）」を必要に応じ、組み合わせて利用できる地域密着型の介護サービス。ご利
用者は要介護度1～ 5、事業所の所在地の市町村区にお住まいの方が対象となります。

人工呼吸器吸引 中心静脈栄養管理 床ずれ 末期がん 看取り胃ろう 人工肛門 膀胱留置カテーテル インスリン注射 在宅酸素

Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ Ⓡ
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かんたき堺下田

ご利用スペース

Intelligent Healthcare

1割負担額 2割負担額

ご 利 用 内 容

ご利用条件

営業日

要介護1～5の認定を受けられた方で
堺市内、当事業所より送迎車でおおよそ片道20～30分程度　※ご利用者の状態に合わせて要相談

365日

営業時間

通い ─ 7：00～21：30（基本時間）

宿泊 ─ 21：30～7：00（基本時間）
訪問 ─ 24時間対応（看護師による電話での連絡及び対応体制）
※ご利用者の心身の状況により柔軟に対応いたします。

(送迎サービス： 初発 7：00自宅着～最終 21：30自宅着 )

月額費用

定　員

要介護度に応じた定額制（月単位）
介護度別利用者負担金

●登録者数 ……………… 29名
●1日の「通い」定員  … 18名

●1日の「宿泊」定員  …  7名

《別途必要費用（実費）》
● 宿 泊 費　2,500円／1泊
● 食費／朝　　300円
　　　　昼　　500円　おやつ 50円
　　　　夕　　550円

社会医療法人ペガサス 馬場記念病院
社会医療法人ペガサス 介護療養型老人保健施設 ペルセウス
医療法人 湯川歯科医院

● 要介護1　13,122円
● 要介護2　18,361円
● 要介護3　25,810円
● 要介護4　29,273円
● 要介護5　33,113円

● 要介護1　26,244円
● 要介護2　36,721円
● 要介護3　51,619円
● 要介護4　58,546円
● 要介護5　66,225円

※上記の料金は基本部分のみで加算は含れておりません。

協力医療機関
及び施設

食堂・機能訓練室
車いす
トイレ

車いす
トイレ

キッチン

エントランス

地域交流室
（相談室）

居室1 居室2 居室3 居室4 居室5 居室6

居室7
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かんたき堺下田 Intelligent Healthcare

交通のご案内

イトーヨーカドー

津久野小

下田緑地

石津川
下田町南

鳳小栗街道

文

 津
久野

線
和
阪

ジョーシン

下田町

28 30

施設の概要
かんたき堺下田施設名称

〒593-8329　堺市西区下田町 19 番 15 号所 在 地

施設内容

開設時期 ２０１5年 11 月

1F　看護小規模多機能型居宅介護事業所
2F　訪問看護ステーション

イトーヨーカドー

駐車場

川
津
石

川
津
石工

鉄
ニ
タ
イ

工
鉄
ニ
タ
イ

業
工
泰

業
工
泰

駅野
久津

駅野
久津

線和阪
線和阪

かんたき堺下田

入口入口

〒593-8329 堺市西区下田町19番15号 ●かんたき堺下田 事業所番号 2796300255

●訪問看護ステーション堺下田 事業所番号 2766390245

®かんたき堺下田

インテリジェントヘルスケア 本部
平日：8:30 ～ 17:15（土日祝除く）・時間外はアナウンスのみ

0570-002151（有料）

お問合せは
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TEL

所在地

⑬かんたき児島
〒711-0913 倉敷市児島味野1 丁目4番23号〒711-0913 倉敷市児島味野1 丁目4番23号
kojima-takinou@holonicsystem.com  kojima-takinou@holonicsystem.com  

看取り対応可能 ケアルーム7室

Mai l

所在地

看取り対応可能 ケアルーム7室

TEL

所在地

⑫かんたき武庫之荘
〒661-0045 尼崎市武庫豊町2丁目12番6号〒661-0045 尼崎市武庫豊町2丁目12番6号
mukonosou-takinou@holonicsystem.commukonosou-takinou@holonicsystem.comMai l

所在地

所在地

TEL

⑪かんたき尼崎
〒661-0965 尼崎市次屋1丁目9番1号〒661-0965 尼崎市次屋1丁目9番1号
amagasaki-takinou@holonicsystem.comamagasaki-takinou@holonicsystem.com

看取り対応可能 ケアルーム6室

所在地

Mai l

看取り対応可能 ケアルーム9室

所在地

TEL

⑩かんたき八尾北本町
〒581-0802 八尾市北本町4丁目7番14号〒581-0802 八尾市北本町4丁目7番14号
yaokita-takinou@holonicsystem.comyaokita-takinou@holonicsystem.com

所在地

Mai l

所在地

TEL

⑧かんたき大東
〒574-0055 大東市新田本町4番26号〒574-0055 大東市新田本町4番26号
daitou-kangotakinou@holonicsystem.comdaitou-kangotakinou@holonicsystem.com

看取り対応可能 ケアルーム9室

所在地

Mai l

看取り対応可能 ケアルーム7室

TEL

所在地

⑨かんたき河内長野
〒586-0011 河内長野市汐の宮町12番2号〒586-0011 河内長野市汐の宮町12番2号
kawachinagano-takinou@holonicsystem.comkawachinagano-takinou@holonicsystem.comMai l

所在地

看取り対応可能 ケアルーム9室

所在地

TEL

⑦かんたき堺高倉台

takakura-takinou@holonicsystem.comtakakura-takinou@holonicsystem.com
〒590-0117 堺市南区高倉台2丁8-27〒590-0117 堺市南区高倉台2丁8-27所在地

Mai l

看取り対応可能 ケアルーム9室

所在地

TEL

⑥かんたき堺長尾
〒591-8045 堺市北区南長尾町2丁2番19号〒591-8045 堺市北区南長尾町2丁2番19号
sakainagao-takinou-k@holonicsystem.comsakainagao-takinou-k@holonicsystem.com

所在地

Mai l

看取り対応可能 ケアルーム9室

④かんたき東住吉
〒546-0031 大阪市東住吉区田辺4丁目1番5号〒546-0031 大阪市東住吉区田辺4丁目1番5号所在地

Mai l higashisumiyoshi-takinou@holonicsystem.comhigashisumiyoshi-takinou@holonicsystem.com

看取り対応可能 ケアルーム9室

所在地

TEL

③かんたき住之江
〒559-0006 大阪市住之江区浜口西2丁目5番4号 〒559-0006 大阪市住之江区浜口西2丁目5番4号 
suminoe-takinou@holonicsystem.comsuminoe-takinou@holonicsystem.com

所在地

Mai l

インテリジェントヘルスケア 本部
平日：8:30 ～ 17:15（土日祝除く）・時間外はアナウンスのみ
0570-002151（有料）お問い合わせ先

⑤かんたき堺下田
〒593-8329 堺市西区下田町19番15号
sakai-takinou@holonicsystem.com

所在地

TEL

看取り対応可能 ケアルーム7室

所在地

Mai l

②かんたき城東
〒536-0011 大阪市城東区放出西2-14-14〒536-0011 大阪市城東区放出西2-14-14
jyoto-takinou@holonicsystem.comjyoto-takinou@holonicsystem.com

看取り対応可能 ケアルーム6室

所在地

Mai l

①かんたき上新庄
〒533-0014 大阪市東淀川区豊新2-9-8
kamishinjyou-takinou@holonicsystem.com

看取り対応可能 ケアルーム6室

所在地

Mai l

かんたき　施設一覧（近畿） インテリジェントヘルスケア株式会社
Intelligent Healthcare Co.,Ltd.

2021 年 11 月 現在
インテリジェントヘルスケア株式会社

Intelligent Healthcare Co.,Ltd.
®

2021 年 11 月 現在
インテリジェントヘルスケア株式会社

Intelligent Healthcare Co.,Ltd.
®

府
阪
大

府
阪
大

県
庫
兵

岡

県
山

⑤かんたき堺下田

⑥かんたき堺長尾

⑦かんたき堺高倉台

かんたき武庫之荘

⑤かんたき堺下田

⑥かんたき堺長尾

⑦かんたき堺高倉台

⑪かんたき尼崎

⑫かんたき武庫之荘

⑧かんたき大東

②かんたき城東

かんたき八尾北本町

かんたき東住吉

①かんたき上新庄

③かんたき住之江 ⑧かんたき大東

②かんたき城東

⑩かんたき八尾北本町

かんたき河内長野⑨かんたき河内長野

④かんたき東住吉

①かんたき上新庄

③かんたき住之江

訪問看護ステーション摂津

かんたき児島⑬かんたき児島

岡山県

兵庫県

大阪府

かんたき

かんたき

かんたき

かんたき 訪問看護

かんたきかんたき

かんたき

かんたき

かんたき 訪問看護 ケアプラン

かんたき 訪問看護

かんたき 訪問看護

かんたき 訪問看護

かんたき 訪問看護

訪問看護ステーション上新庄
サテライト摂津

訪問看護ステーション上新庄 サテライト摂津
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インテリジェントヘルスケア 本部
平日：8:30 ～ 17:15（土日祝除く）・時間外はアナウンスのみ
0570-002151（有料）

インテリジェントヘルスケア株式会社
Intelligent Healthcare Co.,Ltd.

®
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ベッド

インテリジェントヘルスケア 本部
平日：8:30 ～ 17:15（土日祝除く）・時間外はアナウンスのみ
0570-002151（有料）

インテリジェントヘルスケア株式会社
Intelligent Healthcare Co.,Ltd.

®
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『かんたき』全事業所に
低濃度オゾン発生装置、イオン消臭器を導入し、
感染症に対する環境対策を行っています。

『かんたき』全事業所に
低濃度オゾン発生装置、イオン消臭器を導入し、
感染症に対する環境対策を行っています。

、

インテリジェントヘルスケア (株 ) の新型コロナウイルス感染症対策

インテリジェントヘルスケア ( 株 ) 在宅介護事業部門では、『かんたき』13 カ所全

事業所に低濃度オゾン発生装置とイオン消臭器を設置し、浮遊・付着ウイルスを

24 時間不活性化するウイルス対策をとっています。

オゾンガスは多くの病原体を不活化する効果があることが知られており、新型コロ

ナウイルスにも効果があることがすでに報告されています。

藤田医科大学では低濃度（0.05 と 0.1ppm で実験）でもオゾンガスが新型コロナ

ウイルスに対して除染効果があるということを明らかにしました。（藤田医科大学

プレスリリースより）

ご利用者がより安心してご利用いただくために、万全な感染症対策に取り組んでま

いります。

〒530-0047　大阪市北区西天満4丁目11番23号満電ビル

在宅介護事業部門 インテリジェントヘルスケア 本部
平日：8:30 ～ 17:15（土日祝除く）・時間外はアナウンスのみ

0570-002151（有料）インテリジェントヘルスケア株式会社
Intelligent Healthcare Co.,Ltd.

®

食堂・機能訓練室食堂・機能訓練室 スタッフスタッフ
控えカウンター控えカウンター

2階事務所2階事務所送迎車送迎車
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