
会社概要
有限会社田中屋産業

弊社の会社ロゴは、「遠州七不思議」の1つ、「片葉の葦」をモチーフにしています。2023/03 版



代表挨拶
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近年、住み慣れた自宅で療養を行う「在宅療養」を望む方が増え、また国としても在宅療養を推進してい

ます。

ご自宅でご家族と一緒に過ごしながら心穏やかに療養し、精神的な安定とQOL（クオリティ・オブ・ライフ

＝ 生活の質）の向上を図りたいと願うのは当然のことであり、その思いを叶えるためには「自宅にいなが

ら専門的なケアや手厚い介護サービスを受けられること」が必要となります。

弊社は「訪問看護」、「訪問介護」、「訪問リハビリテーション」、「通所介護」、「居宅介護支援」の5つの介護

サービスをアッサンブラージュ(Assemblage)することでその思いにお応えいたします。

「5」という数字はバランス・ハーモニー・融合や本質を表し、弊社にとってアッサンブラージュを象徴する

ものであり、リハビリデイサービス「フアイブ」の名はそこから派生したものです。

今後も弊社は、医療・介護保険事業に新しい調和を探求しながら、お住いの方々が安心して暮らせる地域

と呼ぶに相応しい健康的な地域づくりを追い求めます。

アッサンブラージュ(Assemblage)：組み合わせるという意味のフランス語。



経営理念
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ミッション
（存在意義・使命）

住み慣れた地域・住まいで安心して暮らせる地域づくりに

貢献し続けます

ビジョン
（将来の理想像）

医療・介護の分野で地域に根差したより質の高いサービス

を提供し、高齢化の進む地域の健康増進を目指します

バリュー
（行動基準）

サービスを利用したいと言って下さる利用者様がいる限

り、「できない」「受け入れられない」とは決して言わず、真

摯に最大限の努力をし続けます



概要

会社名 有限会社田中屋産業

本社所在地 〒430-0817 静岡県浜松市南区頭陀寺町342番地の22

TEL/FAX TEL 053-461-6811 FAX 053-545-5065

代表者 代表取締役 田中 秀幸 (理学療法士)

設立 昭和45年10月

資本金 300万円

事業内容
訪問看護、訪問介護、通所介護、訪問リハビリ、居宅介護支援、リハビリテー
ション全般に関するコンサルティング等の介護保険関連事業
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沿革

昭和45年 法人設立 （オートバイ部品の製造・ピアノ用椅子部品の製造・菓子食料品の卸小売）

平成14年 訪問看護ステーション頭陀寺 開設 、 居宅介護支援事業所頭陀寺 開設

平成15年 静岡県指定訪問リハビリテーションステーションの指定を受ける

平成17年 コンサルタント業務を開始

平成21年 リハビリデイサービスフアイブりょうけ 開設

平成22年 リハビリデイサービスフアイブホソジマ 開設

平成23年 リハビリデイサービスフアイブホソジマミナミ 開設 、 デイフアイブ東町 開設

平成26年 リハビリデイサービスフアイブさとう 開設 、 訪問看護ステーション都富 開設

平成27年 リハビリデイサービスフアイブ寺脇 開設

平成29年 居宅介護支援事業所都富 開設

平成30年 訪問看護ステーション湖西 開設 、 ヘルパーセンターフアイブ 開設

令和4年 リハタイム（デイサービス） 開設

令和5年 訪問看護ステーション頭陀寺サテライト初生 開設
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事業内容
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訪問看護事業 訪問介護事業 通所介護事業

居宅介護支援事業 訪問リハビリ事業 リハビリコンサルティグ事業

経験豊富な看護師・療法士がご自宅へ訪問し、医
療処置、排泄援助、清潔援助、リハビリテーション、
介護相談、健康管理や生活へのアドバイスを行い
ます。

ヘルパーが介護が必要な方のご自宅へ訪問し、食
事・入浴・排泄など直接身体に触れる身体介助を
はじめ、掃除・洗濯・調理などの家事面のお手伝い
をいたします。

利用者を事業所へ送迎し、リハビリを主目的とし
たプログラムを軸に、物理療法、リラクゼーション、
入浴、レクリエーションなどのサービスを提供しま
す。身体機能の低下予防・維持・向上を目指します。

要支援・要介護と認定された方に対して、心身の
状況や環境、意向などを考慮して居宅サービス計
画（ケアプラン）を作成します。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご自宅を
訪問して、理学療法、作業療法、その他のご自宅で
の生活に必要なリハビリテーションを行います。

訪問看護、訪問介護、居宅介護支援、通所介護等
の事業運営・開設のコンサルティングを行います。



訪問看護事業
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訪問看護とは、住み慣れた自宅で病気や障がいに向き合う利用者様

とご家族に、看護師や理学療法士・作業療法士等が訪問して支援す

る専門的看護サービスです。

医療処置はもちろんのこと、排泄介助や清潔援助、日常生活へのア

ドバイス・介助等を医療の視点から行います。

医療措置

床ずれや創処置、吸

引、尿の管交換、胃

瘻の管理など。

排泄介助

排泄コントロールへ

の支援。浣腸、摘便、

おむつ交換など。

介護相談

介護に関するアドバ

イス、主治医及びケ

アマネとの連携など。

その他

内服薬の管理、看護

師もリハビリを行い

ます。精神的サポー

トも。

清潔援助

入浴介助、清拭、部

分浴、洗髪、陰部洗

浄など。



訪問看護事業所 ①
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訪問看護ステーション頭陀寺 (ずだじ)

訪問看護ステーション湖西

訪問看護ステーション頭陀寺サテライト初生

〒430-0817 静岡県浜松市南区頭陀寺町332番地の8住所

053-468-1350TEL 053-468-1351FAX

〒431-0431 静岡県湖西市鷲津1191-1 サンレイク和泉 303住所

053-488-7770TEL 053-488-7771FAX

〒433-8112 静岡県浜松市北区初生町381-7住所

053-430-2722TEL 053-430-2723FAX

サテライト事業所

サテライト事業所



訪問看護事業所 ②
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訪問看護ステーション都富 (くによし)

〒419-0205 静岡県富士市天間209-1住所

0545-32-8580TEL 0545-32-8581FAX



訪問介護事業
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訪問介護とは、訪問介護員（ホームヘルパー）などが利用者の自宅を

直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調

理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。

要支援・要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活をサ

ポートします。

身体介護サービス

身体に直接触れて行う介護のこと。

生活援助サービス

生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生

活支援のこと。

食事介助、入浴介助、清拭、排泄介助、歩行介

助、更衣介助、体位介助、移乗介助など

掃除、ゴミ出し、洗濯、食事準備、移動介助、爪

切りなど



訪問介護事業所
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ヘルパーセンターフアイブ

〒430-0817 静岡県浜松市南区頭陀寺町332番地の8住所

053-544-5000TEL 053-544-5003FAX



通所介護事業(デイサービス)
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通所介護（デイサービス）とは、要介護状態となった場合でも、利用者

が可能な限り自宅で自立した日常生活を営むことができるよう必要

な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感

の解消や心身の機能の維持、お世話をする家族の身体的・精神的負

担の軽減を図る目的で提供されるサービスです。

送迎

ご自宅まで専用車両でお迎え、

お送りいたします。

作業療法

心身の機能や社会適応力の維

持・回復をはかります。

健康管理

血圧、体温測定など健康管理の

お手伝いをいたします。

生活援助

入浴や昼食のサービスを行いま

す。

理学療法

日常生活に必要な基本動作を行

う機能の維持・回復を図ります。

その他

物理療法やリラクゼーションに

より精神的安定を図ります。



通所介護事業所 ①
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リハビリデイサービスフアイブ寺脇

リハビリデイサービスフアイブホソジマ

デイフアイブ

〒430-0841 静岡県浜松市南区寺脇町682住所

053-441-3030TEL 053-441-3041FAX

〒435-0045 静岡県浜松市中区細島町1番3号住所

053-411-5558TEL 053-411-5523FAX

〒430-0822 静岡県浜松市南区東町345番地3住所

053-427-1010TEL 053-427-1015FAX

90名

定員

45名

定員

23名

北

南

45名

定員

30名

月-金

土



通所介護事業所 ②
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リハビリデイサービスフアイブさとう

リハビリデイサービスフアイブりょうけ

リハタイム

〒430-0807 静岡県浜松市中区佐藤2丁目9-15住所

053-411-6060TEL 053-411-6061FAX

〒430-0852 静岡県浜松市中区領家1丁目3番30号住所

053-411-7070TEL 053-411-7071FAX

〒433-8112 静岡県浜松市北区初生町381-7住所

053-414-8181TEL 053-414-8182FAX

30名

定員

20名土

月-金

25名

定員

20名土

月-金

45名

定員

35名土

月-金



居宅介護支援
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居宅介護支援とは、介護保険サービスの利用者に対して、厚生労働

省令で定められた実務経験を持ち、試験と研修を修了した介護の専

門家であるケアマネジャーが行う様々なサービスのことを指します。

インテーク

電話や来訪により相談や面談を

行います。

サービス担当者会議

関係者を集め、ケアプランを検

討します。

アセスメント

自宅に伺って状態を確認し、困

りごとを具体的に把握します。

モニタリング

定期的に自宅を訪問し、サービ

スや目標達成度を確認します。

ケアプラン作成

目標達成に必要な介護サービス

の頻度・時間・料金を示します。

給付管理

支給限度額や利用者負担額など

介護給付費の管理をします。



居宅介護支援事業所
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居宅介護支援事業所頭陀寺 (ずだじ)

居宅介護支援事業所都富 (くによし)

〒430-0817 静岡県浜松市南区頭陀寺町332番地の8住所

053-545-5290TEL 053-545-6512FAX

〒419-0205 静岡県富士市天間209-1住所

0545-32-8580TEL 0545-32-8581FAX

現在、居宅介護支援事業所都富は稼働停止中



訪問リハビリ事業
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静岡県指定訪問リハビリテーションステーションでは、理学療法士や作業療法

士、言語聴覚士がご自宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他の必要なリ

ハビリテーションを行います。

家屋や周辺地域の状況も踏まえ、最適なプログラムを立案します。

運動療法

筋力強化・歩行訓練等の機能訓

練を行い、安全に動作が行える

ようサポートいたします。

上肢機能訓練

関節拘縮・変形の予防。また動き

にくくなった肩・手指等に対して

機能訓練を行います。

ADL訓練

入浴動作・トイレ動作・家事動作

等、生活に必要な動作を実際の

環境で訓練・指導いたします。

摂取嚥下訓練

食形態や食事方法のアドバイス、

口腔ケア・嚥下機能訓練で安全

な食事をサポートいたします。

構音障害

発声練習、口腔機能の練習、発

音の練習、話し方の工夫・指導な

どを行います。

その他

マッサージや、福祉用具・住宅改

修等についてのアドバイスも、専

門スタッフがいたします。



訪問リハビリ事業所
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静岡県指定訪問リハビリテーションステーション

〒430-0817 静岡県浜松市南区頭陀寺町332番地の8住所

053-468-1350TEL 053-468-1351FAX



リハビリコンサルティング事業
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訪問看護、訪問介護、居宅介護支援、通所介護等の事業運営・開設のコンサル

ティングを行います。

リハビリコンサルタントが客観的に現状業務を観察し、問題点を指摘し原因を

分析、そして対策案を示し施設の発展をお手伝いいたします。

医療保険法

病院・診療所における外来リハビリテーション・入院

リハビリテーションの運営業務指導。

介護保険法

病院・診療所における通所リハビリテーション・通所

介護・訪問リハビリテーションの開設及び運営業務

指導。

各種施設における訪問看護ステーション・訪問リハ

ビリテーション、リハビリテーションに特化したデイ

サービスの設立、運営業務指導。



事業所マップ ①
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訪問看護ST湖西

リハビリデイサービスフアイブ
ホソジマ・ホソジマミナミ

リハビリデイサービスフアイブ
さとう

リハビリデイサービスフアイブ
りょうけ

リハビリデイサービスフアイブ
寺脇

デイフアイブ東町

訪問看護ST頭陀寺
ヘルパーセンターフアイブ
居宅介護支援事業所頭陀寺
静岡県指定訪問リハビリテーション

ステーション

静岡県浜松市・湖西市

浜
名
湖

本社

リハタイム
訪問看護ステーション頭陀寺サテライト初生



事業所マップ ②
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静岡県富士市

浜
名
湖

訪問看護ステーション都富
新東名高速道路

東名高速道路

新富士IC

富士IC

JR富士

JR新富士

富
士
川
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