
医療法人　幸晴会�医療法人　幸晴会�

日向ぼっこ　通信�

発行日　平成21年11月21日

発行元　医療法人　幸晴会

Vol １

医療法人幸晴会　理事長　矢原靖之より皆様へご挨拶

秋の色濃く寒く相なり、皆様におきましてはご健勝のこと

とお喜び申し上げます。また、日頃は当医療法人幸晴会をご

利用していただき誠にありがとうございます。

医療法人　幸晴会は地域における医療また、介護・看護に

関して様々なサービスを提供してまいりました。

これからも皆様が健康的で意欲的な生活等を送ることがで

きますよう支援・援助させていただく所存であります。

さて、医療法人幸晴会　中谷クリニックにおきましては平

成20年9月には皆様からのニーズに応えるべく中谷クリニッ

クを移転いたしました。外来患者様における診察・リハビリ

がより一層皆様のご希望にお応えできますよう診察室・リハ

ビリ室を拡張いたしました。

また、診察の待ち時間を少しでも和らいだお気持ちで待っていただけるように待

合室においても配慮いたしました。

中谷クリニック　本館

法人理念

私たちの使命

慈愛・信頼・創造・永続

豊かな心と高い志を持って、

医療・介護サービスを提供し、

利用者様や地域社会の信頼を得る事が、

私たちに与えられた使命です。



中谷クリニック通所リハビリテーション中谷クリニック通所リハビリテーション
行き帰りの送迎はもちろん、昼食、入浴

そして、リハビリがご利用いただけます

介護保険サービスにおける通所リハビリテーションにおきましても、多くの方々からご利用を希望され

る声があがっておりましたが、定員について制限等もありご迷惑をお掛けいたしておりました。

中谷クリニック移転に伴い、皆様からの通所リハビリテーションを利用し元気になりたいというお声に

お応えできますようにフロアを一新いたしました。

理学療法士による

リハビリの様子

自宅での入浴が困難な方についても、気持ちよく入浴して

いただけるように配慮し、また、歩いての段差の上り下りが

不自由な方についてもゆっくりと浴槽につかっていただける

ようにリフト浴を新たに設置することとなりました。

送迎バスによる送り迎えはもちろん、昼食、入浴のご利用。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によ

るご本人様にあったプログラムによるリハビリテーション。

介護職員による心のこもった介助等を提供しております。

医療法人　幸晴会は通所リハビリテーション以外にもこれからの高齢社会に向けて、介護保険サービス

の事業による支援・援助を惜しみなく提供していく所存であります。

最後となりますが、皆様のご健康、ご多幸をお祈り申し上げご挨拶とさせていただきます。

今後共、どうぞ宜しくお願いいたします。

医療法人　幸晴会

理事長　矢原　靖之
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医療法人幸晴会における、介護保険サービス事業医療法人幸晴会における、介護保険サービス事業

通所系サービス

訪問介護サービス

ご自宅まで送迎車が送り迎えを行います。
楽しくリハビリテーションを行います。
レクリエーション活動に参加しリフレッシュ！
自宅では入浴が困難な方等への入浴サービス。

ご自宅にヘルパーが訪問し身体介護・生活援助に

おける支援を提供いたします。

ケアマネージャーが利用者様における

居宅介護支援を提供いたします。

足浴場

天然温泉を使ったお風呂での入浴！

介護ステーション中谷に

おいては病院への通院等に

おける援助として介護タク

シーも行っております。

入浴場

こうせい苑デイサービスセンター

中谷クリニックヘルパーセンター

介護ステーション中谷

八尾天然温泉

デイサービスセンター中谷元旦を除く364日営業。日曜・祝日も営業！

夜19時まで延長利用可！

居宅介護支援

中谷クリニックケアプランセンター

介護ステーション中谷

グループホーム
こうせい苑グループホーム

第二こうせい苑グループホーム

認知症をお持ちの方を対象に施設にて生活を送る

事ができる支援をいたしております。

他の入居者と一緒に楽しくほがらかな生活を送る

事ができるように介護職員が温もりのあるサービス

を提供いたしております。



介
護
保険
サービス提供事業

所
各センター長等より�
皆様へご挨拶�

センター長 堤　信博

いつも、ご利用して頂き誠にありがとう御座います。中谷クリニックデイケアは介護、看護職員による

サービスの提供はもちろんのこと、特にリハビリに関しては、地域においてトップクラスを誇る体制（理

学療法士3名・作業療法士1名・言語聴覚士1名）を整えており、お1人お1人プログラムに沿ったリハビリ

を提供させていただいています。 また、デイケアは退院後の在宅生活をスムーズにする為に・最近、外

出の機会が減っている・日常生活にメリハリや活性化が無くなってきた等のニーズに応える為に生活リハ

ビリを提供し、他者との交流の場としてもご利用していただいております。

ご家族様の介護負担軽減も視野に入れ

サービスを提供しております。小さなこ

とでも結構ですのでお気軽にご相談して

下さい。

中谷クリニック
通所リハビリテーション（デイケア）

スタッフ一同、�
心よりお待ち致しております。�

こうせい苑
デイサービスセンター

センター長 末永　善隆　　　　

日頃は医療法人幸晴会をご利用していただき、誠に有

難う御座います。こうせい苑デイサービスセンターは

「明るく・丁寧・楽しい」をモットーに笑顔いっぱいのス

タッフでご利用者様と一緒に幸せを分かち合っています。

ご利用者様の「こうせい苑デイサービスは楽しい」「あり

がとう」の声が聞きたくて、これからも一所懸命「利用

者様満足主義」でサービスを提供していきます。今後共

宜しくお願い致します。

八尾天然温泉

デイサービスセンター中谷

センター長 福田　博章　

日頃は医療法人幸晴会をご利用して頂き誠にありがとう

ございます。八尾天然温泉デイサービスセンター中谷では、

といった、「温もり」をモットーにご利用者様に満足して

頂けるサービスの提供を志しております。

★こうせい苑デイサービスをご存知ない方へ★

・年中無休・19時までの延長

・リフト浴・特別浴完備

スマイル0円で営業してい

ます。お近くにいらした際

はお気軽に見学にお立ち寄

り下さい。

・スタッフによる心のこもった温もりのある介護

・一からの手作りによる温もりのある食事の提供

・源泉１００%の天然温泉による温もりのある入浴

皆様のご利用を

スタッフ一同心

よりお待ちして

おります♪



中谷クリニック
ヘルパーセンター

センター長 西村　沙織

いつも、ご利用していただき有難うございます。

中谷クリニックヘルパーセンターは開設してから、今

年で7年目に入ります。ベテランのヘルパーも育ち、まと

まりのある事業所となっています。

これからもご利用者様に満足して頂ける事業所を目指

していきたいと思っています。

これからもどうぞ宜しくお願い致します。

介護ステーション中谷
ヘルパーセンター

センター長 釘村　真弓

介護ステーション中谷をご利用していただき誠にあり

がとう御座います。介護ステーション中谷ヘルパ－セン

ターでは地域に根ざしたサービスを提供しており、ご利

用者様のニーズに応え在宅生活が長く楽しく送れる様に

援助しております。また、通院等の外出する際の移動手

段として介護タクシーによる援助も提供しております。

今後共どうぞ宜しくお願い致します。

中谷クリニックケアプランセンター

管理者 中村　博保

こんにちは、中谷クリニックケアプランセンターの中村と申します。当ケアプランセンターには4人のケアマネージャ－

が在籍しており、日々、利用者様の介護等に関する相談受け付け・支援をしております。利用者様が自宅等において自立

した生活が送れる様にこれからも頑張っていきたいと思っております。 今後共どうぞ宜しくお願いいたします。

介護ステーション中谷ケアプランセンター

管理者 平林　圭子

皆様、介護ステーション中谷においてケアプランセンターの管理者をしておりますケアマネージャーの平林と申します。

私たちケアプランセンターにおきましては皆様方の今までの人生や人生観・生き様・価値観・今の生活世界・感情等を

尊重し、主体性に歓喜しながら様々な支援・援助を提供しております。今後共宜しくお願い致します。

こうせい苑
グループホーム

第二　こうせい苑
グループホーム

ホーム長 松田　克子

こうせい苑グループホームでは上記を理念として掲げ、

地域密着型認知症対応型共同生活介護事業を運営してい

ます。認知症であっても住み慣れた地域で安心して生活

をして頂ける様に馴染みの職員と共に家庭的な雰囲気の

中で共同生活を送っています。入居者の皆様はそれぞれ

できる範囲で役割を持

ち、支え合いながら生

き生きと暮らしておら

れます。認知症に関す

る事でお悩みでしたら

何なりとご相談くださ

い。見学も受け付けて

います。

目配り・気配り・心配り「個別・自立支援」

やさしく・親切・丁寧で「その人らしさを尊重」

地域と和合して「安心・安全」

ホーム長　堀川　貴子

こんにちは、ホーム長の堀川と申します。

当グループホームにおいては認知症高齢者の方々が家

庭的な雰囲気のもと、快適な生活を送る事ができるよう

にサポートさせていただいております。

ご本人様、ご家族様におきましてグループホームとは

どういった所かとお思いの方もいらっしゃるかと思いま

す。見学は随時受け付けておりますので、お気軽にお立

ち寄り下さい。どうぞ宜しくお願いいたします。



介護保険情報！�
ミニミニ�

ご自宅等においてご利用ができる�
介護保険のサービス�

高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成１２年（２０００年）４月より介

護保険制度がスタートしました。

こちらでは介護保険のサービスを抜粋して紹介させていただきます。

ご自宅等においてご利用ができる介護保険のサービスは以下となります。

上記にあげている各介護保険サービスは要介護の認定を受けた方々がご利用できるサー

ビスです。（注：全てのサービスがご利用できるとは限りません）

上記以外においても要支援の方々がご利用できるサービス、地域密着型サービスと呼ば

れるサービスもあります。また、施設サービスもあります。

介護保険のサービスをご利用する際にあたっては、介護支援専門員（ケアマネージャー）

と呼ばれる専門員が本人様家族様からの相談を受けて、自立支援のもと援助等を行います。

複雑な仕組みにて、一言で説明をさせていただく事が困難な制度となっています。

介護保険サービスのご利用をお考えの方、また、介護について悩んでいる方々におきま

しては、まずは、ケアプランセンターと呼ばれている場所にお気軽に相談されてみてはい

かがでしょうか？

【訪問サービス】

訪問介護（ホームヘルプサービス）

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

【通所サービス】

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

【短期入所サービス】

短期入所生活介護（ショートステイ）

短期入所療養介護

居宅介護支援

◎ 居宅サービス

コラ
ム

コラ
ム

冷たい風が吹き、寒い季節の到来です。春風が待ち遠しい季節でもあります。

皆様ご自宅においていかがお過ごしでしょうか？

寒い日が続きますと、なんと言っても「お風呂での入浴」が何よりも気持ちが良いですね。

特に浴槽につかることは身体を温めるだけではなく、気分転換のいい機会ともなります。

しかし、高齢者様にとって入浴は危険な時間になる、という事を皆様ご存知でしょうか？

特に入浴中の事故は冬場が多くなる事が国からも報告が上がってきています。

お1人での入浴に支障がある方は特に注意が必要になってくると思います。

脱衣所や浴室を暖めたり、浴槽につかる時間に気をつけたり、転倒に気をつけたり等、介護者となられる家

族様の声かけや入浴される方の体調の配慮が不可欠となってきます。これらに注意していただきながら高齢者

様が気持ちよく入浴できるように気をつけていただきたいと常に念じております。

寒い季節となりました
入浴には�

　気をつけて下さいね。�
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医療法人　幸晴会　中谷クリニック

中谷クリニックデイケア

【住所】八尾市八尾木北3丁目123番地
【電話】０７２－９９３－５５８５
【電話】デイケア直通　０１２０－８０４－６０５

中谷クリニックヘルパーセンター ／　中谷クリニックケアプランセンター【住所】八尾市青山町４－５－２５メゾンカリフ1階

【電話】０７２－９２５－８３３３ ／ 【電話】０７２－９２５－５８５０

こうせい苑デイサービス　／　こうせい苑グループホーム

【住所】八尾市北木の本５－６－１　　【電話】０７２－９２８－０３１３

介護ステーション中谷ヘルパーセンター　ケアプランセンター

【住所】八尾市南小阪合町１－１－８　【電話】０７２－９２５－７１７２

第二こうせい苑グループホーム　【住所】八尾市中田３－５４－２６　【電話】０７２－９２５－７８３３

（八尾天然温泉）デイサービスセンター中谷　【住所】八尾市八尾木北５－１０７－２　【電話】０７２－９９３－１２３１

住宅型有料老人ホーム　ジ・アール（慈亜留）北木の本

【住所】八尾市北木の本５－１１４　　【電話】０７２－９９３－１３３１



平成21年2月に開設�
住宅型有料老人ホーム�

ジ・アール(慈亜留)北木の本�

平成21年2月に開設�
住宅型有料老人ホーム�

ジ・アール(慈亜留)北木の本�

平成21年2月に医療法人幸晴会は新たなサービスをお届けする為八尾市北木の

本に「住宅型有料老人ホームジ・アール北木の本」を開設することとなりました。

高齢者の方々（要介護者等）が居宅介護サービス等による支援を受けつつ健康

的な生活を送ることができるようにとの目的にて開設した施設となります。

＜編集後記＞

このたび、医療法人幸晴会といたしまして、「日向ぼ

っこ通信」という機関誌を発行することとなりました。

皆様に医療法人幸晴会の行っているサービスがどんな

ものなのか、分かりやすくお伝えしていきたいと思っ

ております。

また、医療・介護における情報等についても皆様に

お伝えできたらと思っております。定期的に発行する

予定となっておりますので、どうぞ宜しくお願いいた

します。 （編集室）

ホーム長　　中橋　利也
日頃は当施設をご利用していただき誠に有難う御座

います。

当施設は平成21年2月に開設したばかりの新しい施

設です。ご入居されている方々には日々快適に健康的

に過ごしていただけるようにスタッフ一同一丸となっ

てサービス提供を図っていく所存であります。入居者

様、家族様がジ・アールに来てよかった、と言ってい

ただけるホームを目指していきます。

これからもどうぞ宜しくお願いいたします。

～　特徴　～
☆　過ごしやすい個室での生活

☆　朝・昼・夕のお食事の提供
(食事負担は別途料金となります)

☆　医療従事者による健康管理等

―　医療についての受け入れ体制　―
インシュリン投与・胃ろう・在宅酸素・尿バルーンストー

マ・褥瘡(床ずれ)等における医療フォローを行います。

編集・発行

〒581－0016 八尾市八尾木北3丁目123番地

電話代表　072－993－5585

医療法人　幸晴会

各施設の詳細につきましては、

ホームページにも詳しく紹介しております。

医療法人　幸晴会　ホームページ

http://www.nakatanicl inic.or.jp


