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「いつも、ご利用していただき
誠にありがとうございます！！」

その他の掲載記事

『第二こうせい苑グループホーム

ホーム長より皆様へ』

センター長、及び主任より皆様へ

『各施設のクリスマス会等行事の写真を掲載』
・

『ミニミニ介護保険情報』などなど！

医療法人

幸晴会

理事長

矢原靖之より皆様へご挨拶

気持ちの良い春風が舞い過ごしやすい季節となりました。皆様におきましては益々ご健勝のこととお喜
び申し上げます。
さて、この度、機関誌の表紙にも上げておりますが、当医療法人幸晴会は平成22年３月１日に八尾市中
田３丁目にて住宅型有料老人ホームを開設する運びとなりました。施設名は『住宅型有料老人ホームジ・
アール(慈亜留)中田』となります。
また、同施設内の1階スペースにて平成22年４月１日、小規模多機能型居宅介護としまして『小規模多
機能ホーム中谷』を開設する運びとなりました。どちらの施設においても要介護認定・要支援認定を受け
られた方が対象の施設となります。
高齢社会を向かえた今、医療法人幸晴会は皆様が楽しく、意欲的なそして健康的な生活を送ることがで
きるように医療・介護におけるサービスを惜しむことなく提供していく所存であります。新しく開設する
この２施設の事業につきましても、また、現在、当法人が運営しております他介護保険サービス提供事業
につきましても、これからの高齢社会の自立支援を担う法人といたしましては欠かせないサービスの提供
と考えております。
最後になりますが、平成22年３月１日、４月１日に開設する住宅型有料老人ホームおよび小規模多機能
型居宅介護の開設に関するお知らせをさせていただくとともに皆様へのご健康ご多幸をお祈りしつつご挨
拶とさせていただきます。
今後とも医療法人幸晴会を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
住宅型有料老人ホームジ・アール中田は１階４部屋、２階、３階が15部屋。
小規模多機能ホーム中谷は１階のスペースにて開設。

住宅型有料老人ホーム
ジ・アール中田
（ご入居される方が
ご利用できる設備等）

小規模多機能ホーム中谷
（「通い」「宿泊」「訪問」を
ご利用される方々の設備等）

『住宅型有料老人ホーム ジ・アール（慈亜留）中田』
ホーム長

竹中

陽子

皆様、はじめまして、3月1日にオープンする「住宅型
有料老人ホーム

『小規模多機能ホーム中谷』

ジ・アール（慈亜留）中田」ホーム長

の竹中と申します。
ジ・アール中田は立地条件も良く日常生活を送られる
際の環境も整っているとても明るいホームです。
ご入居される方々が安心して生活を送る事ができるよ
うに職員一同となって支援・援助させていただきます。

ホーム長

堀川

貴子

皆様「小規模多機能ホーム中谷」ホーム長の堀川と申
します。
当施設では「通い・訪問・宿泊」のサービスがあり、
利用者様のニーズに添って必要なサービスを柔軟に提供
していきます。住み慣れた自宅や地域の中で、自分らし
く・その人らしく、生活が継続できるように顔なじみと
なったスタッフがサポートさせていただきます。人と人

また、ご入居されるご家族様が当ホームに面会等お気

との繋がりを大切に温かい雰囲気のホームを目指し、ご

軽にお越ししていただけるようなホームにしていきたい

利用していただく皆様が笑顔で楽しい生活を送ることが

と思っております。今後共、どうぞ宜しくお願いいたし

できるように、職員一同となって頑張っていきたいと思

ます。

っております。
ご見学・ご相談などは随時受け付けておりますので、
どうぞお気軽にご連絡、お立ち寄り下さい。
皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

『住宅型有料老人ホーム』とは･･･
有料老人ホームには主として３つの形態がありま
す。３つの形態とは「介護付有料老人ホーム」「住宅
型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」と呼ば
れるものです。介護付有料老人ホームは介護保険の

『小規模多機能型居宅介護』
（介護予防小規模多機能型居宅介護）とは･･･
介護保険制度における地域密着型サービスの中の
ひとつです。誰しも年齢を重ねていく上で介護が必
要となった場合、住み慣れた自宅や地域の中で家族
や親しい人たちとともに一緒に過ごしていきたいと

特定施設の指定を受けた施設として、施設内のサー
ビス、特定施設入居者生活介護サービスを受ける事
ができます。しかし、そのような施設はその施設か
ら通うという介護保険デイサービス等を利用するこ
とができません。健康型有料老人ホームはその施設
にて生活を送られるホームですが、介護が必要にな
った場合退去するといった契約内容が含まれている
ことがあります。
住宅型有料老人ホームは訪問介護、通所介護等の
介護保険サービス（外部サービス）を利用しながら、
日常生活を送られる際の援助等を受けながら生活す
る施設となります。介護、援助等が必要な場合、外
部サービス（訪問介護、通所介護等介護保険サービ
ス）を利用しながらの施設となりますので、ケアマ
ネージャーが作成をするケアプランに基づいて各居
宅サービスを利用する事ができます。（ただし、要支
援・要介護の認定によっては、全ての介護保険サー
ビスがご利用できるとは限りません）ご自宅にて利
用ができた介護保険の居宅サービスをその施設内に
ても同様に利用することができ、自立した生活を送
られるように支援・援助を受けることができるとい

ご希望がおありかと思います。小規模多機能型居宅
介護はそのような願いに応えようとするためのサー
ビスです。特別養護老人ホーム等の施設の在宅版の
ようなサービスです。施設の居室が自宅、施設の廊
下が道であると考えるとご理解しやすいと思います。
小規模多機能型事業所の職員が施設の居室にお邪魔
するように自宅に「訪問」したり、施設の日中のつ
どいの場所として食堂に集まるようにその事業所に
「通い」ができます。また、その事業所に「宿泊」す
ることもできます。その事業所への「通い」を中心
にご本人様の様態や希望に応じて、「訪問」「宿泊」
といったサービスを組み合わせて、自宅で継続して
生活する為に必要な支援をしていきます。「通い」
「訪問」「宿泊」といったサービスを提供いたします
が、「通い」で顔なじみになった職員が「宿泊」や
「訪問」に対応しますので、環境の変化に敏感な方に
は不安を和らげることにもつながっていきます。現
在の制度では「通い」を中心に生活を支える仕組み
になっています。生活や暮らし全体を通しての流れ
の中で困っていることは何か、自宅での暮らしを成
り立たせるために必要な事は何かを見極め、柔軟に

った特徴を持っています。

支援していくといったサービスとなっています。

医療法人 幸晴会 デイサービス！
！
こうせい苑デイサービスセンター
センター長

末永

善隆

皆様、「こうせい苑デイサービスセンター」センター長の末永と申します。日頃は、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。こうせい苑デイサービスセンターでは「利用者様満足主義」で、ご利用される皆
様の笑顔のためにスタッフ一同となって一生懸命頑張っています。こうせい苑デイサービスの最大の特徴は「親切・
丁寧・明るい」をモットーとする笑顔と個性に溢れたスタッフです。芸人の域を超えた職員による楽しい演出や様々
な工夫を凝らしたイベント・行事で皆様をお迎えいたします。
そしてもう一つの特徴が「年中無休」と「19時までの延長利用」です。「日曜日も仕事があるけれど、おじいちゃ
んのデイサービスが日曜日は休みだがら困ってしまう」「夕方までに仕事が終わらない。おばあちゃんがデイサービス
から帰ってきてから1人になってしまう。もう少し長時間デイサービスで過ごす事ができたら･･･」等、それぞれのご
家庭において諸事情がありお困りのこともあるかと思います。そんな皆様の声に少しでも応えるべく、他のデイサー
ビスはあまり行っていない営業時間でサービス提供を実施しております。
ご家族様に用事が入った日だけの延長利用も可能です。また、機能訓練にも力を入れております。下記写真のよう
に気持ちのいいマッサージや個別に計画されたリハビリ、言語聴覚士による言語訓練など充実した内容となっており
ます。是非、ご利用希望がございましたらお気軽にご相談して下さい。最後となりましたが、こうせい苑デイサービ
スは人と人との出会いを大切に、地域に根付いたサービスを提供していきます。今後共どうぞ宜しくお願い致します。
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機能訓練やマッサージの様子

通所介護の特徴
外出と社会交流･･･要介護等の認定を受けた方が自宅にこもらず、集団活動に参加し社会的孤独感が解消できる。
家族介護の負担軽減･･･昼間にデイサービスを利用することにより、家族の介護負担軽減を図ることができる。
機能訓練・日常生活訓練･･･個別に計画されたプログラムに沿い機能訓練を受けることができる。
入浴･･･自宅での入浴が困難な方が、介護職員の入浴介助を受けて身体の清潔を保持することができる。
送迎･･･送迎車により、自宅までお迎えに行き、帰りは自宅まで送り届ける。家族が施設まで送迎しなくてもよい。
昼食･･･デイサービス利用中に昼食を用意してもらうことができる。
（食事は実費となります）
在宅生活の継続･･･デイサービスを利用することにより、以上のことについて援助等を受けることができます。
よって、ご利用される方々は心身共に活発となり、寝たきり予防等を図ることにつながっていきます。
また、認知症の症状をお持ちの方も、寝たきりの状態の方もご利用することができるサービスです。

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

こんにちは、「デイサービスセンター中谷」センター長の福田でございます。当デイサービスセンターでは100%の
八尾天然温泉を使用しております。自宅での入浴が困難な方でも介護職員の介助と充実した入浴設備にて気持ちよく
入浴をしていただくことができます。また、足湯場も完備しており全身入浴が苦手な方でも身体の芯から温もって頂
けます。１人でも多くの方々に当温泉に入浴していただきたく、今年から１日体験利用を実施させていただくことと
なりました。
「デイサービスを探している、温泉に浸かりたい、介護負担を軽減したい」等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。八尾天然温泉

デイサービスセンター中谷に起こし頂けるよう、スタッフ一同、心よりお待ち

致しております。

主任

木下

剛志

いつもデイサービスセンター中谷をご利用していただき誠に有難うございます。主任の木下と申します。
皆様、寒い日が続きますが、体調悪くされないよう風邪などには十分気をつけて下さいね。
ところで、皆様、最近、笑っていますか？
デイサービスセンター中谷では運動会・クリスマス会・誕生日会などを含め様々な行事を行い、皆様が笑って過ご
して頂けるよう職員一同、頑張っております。
たくさん笑い、寒さ等笑い飛ばしていきましょう！

温泉を使った入浴

盛り上がったクリスマス会

疲れた時は横になる事もできます
足
湯
の
風
景

八尾天然温泉

こうせい苑デイサービスの特徴

デイサービスセンター中谷の特徴

☆ 元旦を除く364日営業

☆源泉１００％の天然温泉にての入浴

☆19時までの延長利用が可能

☆足浴場完備

※

こうせい苑デイサービス・八尾天然温泉デイサービスセンター中谷、両施設において
1日体験利用を実施しております。ご希望の方は各施設にお気軽にご相談下さい。

平成21年12月

各施設クリスマス会等のご様子

中谷クリニックデイケアセンター

こうせい苑デイサービス
運動会

クリスマス会

クリスマス会

保育園園児さんとの交流

住宅型有料老人ホームジ・アール北木の本
カラオケ大会

こうせい苑グループホーム
遠足

運動会

クリスマス会

クリスマス会

年末・年始

第二こうせい苑グループホーム
クリスマス会

一緒に外食

保育園

お誕生日
おめでとうございます！

八尾天然温泉 デイサービスセンター中谷
クリスマス会

園児さんとの交流

皆様！様々な行事に参加して頂き、ありがとうございます。
今後も、皆様に楽しんで頂ける行事等を企画していきたいと思っております！どうぞ、お楽しみに！

第二こうせい苑グループホームより

第二こうせい苑グループホーム ホーム長 高橋 トミ子
平成22年４月１日より、第二こうせい苑グループホーム ホーム長に就任しました高橋と申します。
第二こうせい苑グループホームでは認知症高齢者である利用者様が家庭的な雰囲気の中で明るく快適な生活を送ることがで
きるように日々サービス提供をさせていただいております。私自身、まだまだ未熟であり、戸惑う事もありますが、地域の
方々、家族様のご協力を得ながら、アットホームな住まいとなるように日頃より心がけております。ご利用者様に楽しんで頂
ける行事等も企画しており、地域の皆様のご参加も歓迎いたします。ぜひお気軽に起こし下さい。これからもご利用される皆
様が気持ちよく過ごしていただけるように、職員一同、家庭的な、そして笑顔の絶えない施設にし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致します。

ミニミニ

介護保険情報！
前回、日向ぼっこ通信1号においてご自宅にてご利用ができる介護保険サービスのご紹介をさ
せていただきました。今回は施設のサービスについて抜粋してご紹介をさせていただきます。
介護保険が適用される施設に入所して介護サービスを受ける施設は以下の通りです。
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
上記以外に地域密着型サービスとして、認知症の高齢者が施設にて日常生活の世話等を受けな
がら共同生活を送る認知症対応型共同生活介護（グループホーム）があります。
また、「有料老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス等）、養護老人ホーム、適合高齢者専
用賃貸住宅」と呼ばれる施設もあります。
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は終身入所ができ介護等をうけつつ生活を送る施
設ですが、全国的に入所をご希望される方が多く、申し込みをされたとしても中々入所の順番
がまわってこないという事があります。介護老人保健施設についてはその施設にてリハビリ等
を受けて在宅生活の復帰を目指すといった目的を持った施設となります。介護療養型医療施設
はその施設において医療フォローを受けつつ在宅生活への復帰を目指す等の特徴を持っていま
す。有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅といった施
設においては特定施設入居者生活介護サービスを利用しつつ生活を送る、また外部からのサー
ビスを受けつつ生活を送ることが特徴で施設によっての契約内容等が様々となっています。
このように、施設に入って生活を送ると申しましても様々な種類があり、内容も複雑にてご
利用される皆様も混乱してしまうことがあるかと思います。上記のような施設に入所・入居す
るということは生活環境等が変わり、生活スタイルも変わっていきます。また、施設によって
の特徴、契約内容等も様々です。
そのため、施設選びはとても重要な事項となります。施設を選ばれる際、有効な手段としま
しては、希望される施設に問い合わせて相談をされる・見学をされる、担当ケアマネージャー
がいる場合はそのケアマネージャーに相談してみる等が考えられます。

※ 医療法人

幸晴会においては、認知症対応共同生活介護（グループホーム）と致しまして「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」を２施設運営しております。
また、住宅型有料老人ホームと致しまして「ジ・アール北木の本」「ジ・アール中田」を２施設運
営しております。それぞれの施設へ入居のご希望等がございましたら、電話等にてお気軽に相談して
下さい。

編集・発行
＜編集後記＞
今回の日向ぼっこ通信はいかがでしたでしょうか？
施設の入所等の説明を掲載致しましたが、様々な種類
の施設がありますね。また、医療法人幸晴会が運営し
ております各サービス利用時の様子等の写真を掲載さ
せていただきました。
ご利用される皆様が笑顔で楽しく、毎日の生活を送
る事ができるように我々も頑張っていきたいと思って
います！（編集室）

〒581−0016

八尾市八尾木北3丁目123番地
(電話)代表

医療法人

072−993−5585

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.nakataniclinic.or.jp

医療法人 幸晴会 各事業所
所在地 マップ
至 中央環状線
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畿
自
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道

近鉄
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近鉄大阪線

八尾市役所

○

介護ステーション中谷
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法務局
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八尾市
総合体育館

○

○

○

久宝寺

郵便局
中谷クリニックケアプランセンター
中谷クリニックヘルパーセンター
○

税務署

高安

住宅型有料老人ホーム
ジ・アール(慈亜留)中田
小規模多機能ホーム中谷

消防署
○

J R八尾

中谷クリニック
中谷クリニックデイケア

線

本

西

関

JR

第ニこうせい苑
グループホーム

こうせい苑
グループホーム
こうせい苑
デイサービスセンター 25号線

八尾天然温泉
デイサービスセンター中谷

住宅型有料老人ホーム
ジ・アール北木の本

医療法人

幸晴会

中谷クリニック 【住所】八尾市八尾木北3丁目123番地
【電話】０７２−９９３−５５８５
中谷クリニックデイケア
【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】０７２−９９３−５８５０
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
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
第二こうせい苑グループホーム

【住所】八尾市中田３−５４−２６

（八尾天然温泉）デイサービスセンター中谷

【電話】０７２−９２５−７８３３

【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
住宅型有料老人ホーム ジ・アール（慈亜留）中田
【住所】八尾市中田3丁目47番地の1 【電話】０７２−９９３−１１５５
小規模多機能ホーム中谷

【住所】八尾市中田3丁目47番地の1

【電話】０７２−９９３−０１８１

