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きらめき＊ほっと＊通信
当センターは、湯田温泉の独自の泉源を利用し、温泉プール等での療養を行っています。

本紙は、  熱意を持ったきらめくスタッフが、温泉のように“ほっと”する和やかな話題をお届けします。

当センターの病院北側には、憩いの場「足湯」があります。

済生会が保有する泉源から引いている温泉です。

毎週水曜日、午前9時から午後4時の時間帯であればご自由に

ご利用できます。タオルはご持参ください。

山口地域ケアセンター
ホームページ

済生会山口地域ケアセンター 理念

二、地域に根ざした保健・医療・福祉に
　　取り組みます

三、思いやりを持って
　　患者さん、利用者さんに接します

一、済生会精神を守ります
済生会山口地域ケアセンターは、

　医療を有する日本最大の社会福祉法人「済生会」の１施設とし
て、地域の保健・医療・福祉・介護の包括的なサービスを提供して
います。
　済生会精神のもと、高齢者や障害者、ホームレスや刑務所出所
者等の生活困窮者への支援を充実させるため、地域との連携を
つねに心がけ、地域のニーズに応える活動をしていきます。

社会福祉法人 済生会支部山口県
済生会山口地域ケアセンター

恩賜
財団
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施設の取り組み紹介

特別養護老人ホーム福寿園1

養護老人ホーム福寿園2

　入居20床、ショートステイ10床、計30床の地域密着型の特別養護老
人ホームとして開設10年目を迎えました。
　ユニットケアを行っており、入居者さんが福寿園を自分の住まいと
思える環境づくりやこれまでの暮らしを継続できる生活の場として看護・
介護・相談員・リハビリ・栄養士が連携し支援しています。家族が訪れる
機会が多く家庭のような温かい雰囲気の中、生活されています。ショート
ステイでは家族、利用者さんの思いや家庭での生活を重視し、一人ひとり
の生活へ寄り添い支援しています。また、個人に合わせたレクリエーション
に取り組み、貼り絵や壁画、物づくりを提供しています。優れた作品も
多くありますので、ぜひ見に来てください。

（主任介護士　弘實　尚）　

レクリエーションでの一コマ

ご利用者さんの貼り絵作品

ひな祭り

　おおむね65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により地域での
生活が困難な方が入居される福祉施設です。身の回りのことはほぼ自分で
行える方の生活施設ですが、介護が必要となられた方は、平成18年より
ヘルパーやデイサービスなど介護保険サービスが利用できるように

体力や足腰の調子にも
よりますが、畑仕事を行って
います。これからも、できる
だけみんなで一緒にやって
いけたらと思います。
（ご入居者 Kさん）

湯田温泉駅の足湯への外出行事

もちつき

ご利用者さんの声

温かい雰囲気や職員さんの適切かつ愛情あふれる対応のおかげ
で父が元気に過ごせていると思います。（ご利用者 Aさん）
本人が楽しみにしており、色々と工夫して頂いて感謝しており
ます。（ご利用者 Bさん）

・

・

ご利用者さんの声

済生会山口地域ケアセンター
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なりました。
　園では、運動会、もちつき等季節の行事を
行ったり、健康作りの取り組みとして、朝の
ラジオ体操や、活き活き体操など継続して
体を動かす機会を設けています。
　入居者の皆さんが、元気で長くこの
施設で過ごして頂けるよう、健康でやす
らぎのある「生活の場」づくりを目指
しています。

 （主任生活相談員　田中 加与子）　



第2回 9月１1日（火）「介護保険制度について」

第3回 11月 「家の中でできる体力づくり」

どなたでも参加できます
ので、お 気 軽にご参加
ください。（申込不要）

※詳細は、ホームページや院内
ポスターでお知らせします。

場所
病院外来ホール
時間
10：00～（予定）

感染症予防チームの活動紹介
～感染予防対策で地域とのネットワークづくり～

健康教室のご案内

施設の取り組み紹介

にほ苑通所介護3

　当施設は、道の駅仁保の郷の真向かいにあり、仁保エリア・山口市北東部
にお住まいの方を中心に、遠くは徳地からもご利用いただいています。
ご利用者の『住み慣れた自宅・地域で健康的な生活を送りたい』という希望
を実現する為に、リハビリやレクリエーションに重点をおいています。例え
ば、リハビリスタッフが自宅へ訪問して、部屋のレイアウトや段差の高低な
どを調べ、生活に即した実践的なリハビリを行っています。また、レクリエー
ションでは、地域の行事や昔馴染みの場所などへ外出、パン作りやデザー
ト作り、ガーデニングなど、いろいろなメニューで活動しています。

ご利用者さんの声

色々な経験をさせて貰い、
家族としては、とても嬉
しく感じています。自宅
での会話も増えました。
（ご利用者 Nさんご家族）
ここへ来ることが生き甲斐
になり、生活が充実して
います。（ご利用者 Iさん）

・

・

済生会山口地域ケアセンター

※本紙の写真は、掲載の許可を得ています。3

　私たちは感染予防対策委員会
です。メンバーは医師・薬剤師・検査
技師・看護師・栄養士・事務職など
他職種で構成しています。職種の
壁を越え、全職員で感染対策がで
きるよう活動しています。
　その活動は、インフルエンザや
ノロウィルスなどの感染症予防の
基本である、手洗いやワクチン接種
の勧めから、予防に関する対策や

相談・指導まで多岐にわたります。
発生時には現場に駆けつけ、対応
することもあります。
　また、感染症に関する知識や嘔
吐した時の処理や消毒方法などの
習得に向け、定期的に職員教育も
行っています。その他、近隣病院 
との情報交換会へも参加したり、
地域の介護施設やご自宅での感
染対策についてもわかりやすくお

話する機会も設けています。
　病院内はもちろんのこと、他施
設の方や地域の方と関わりなが
ら、感染対策のネットワークを築く
ことができるよう努めています。
（感染予防対策委員会　　　　

主任看護師　山中　文子）

ういろうづくりにチャレンジ

　敷地内には他にケアマネジャー、訪問看
護、ヘルパーの事業所や特別養護老人
ホーム、小規模多機能型施設もあり、連携
しながら地域に根ざしたサービス拠点と
なれるように頑張って行きます。

（主任介護士　笠原　東吾）　お花見



済生会山口地域ケアセンター

済生会山口地域ケアセンター サービスのご案内

地域の医療・介護・福祉の
トータルケアを提供します

車でお越しの方

国道９号線神田町交差点
（目印はニトリさん）を北へ約750ｍ
・

公共交通機関をご利用の方

JR山口線／
湯田温泉駅よりタクシーで5分
防長バス／
総合庁舎前バス停下車徒歩5分
山口市コミュニティバス／
吉敷・湯田ルート
「東山通り・大橋まわり/旧道・朝倉まわり」
21番：済生会湯田温泉病院

・

・

・

交通の
ご案内

湯田温泉病院

特別養護老人ホームおとどいの里

在宅複合型施設やすらぎ

グループホームあさくら

あさくらデイサービスセンター

養護老人ホーム福寿園

特別養護老人ホーム福寿園

TEL 083-932-3311

TEL 083-922-0707

TEL 083-924-6614

TEL 083-933-0030

TEL 083-924-6945

TEL 083-922-2184

TEL 083-934-6301

障害者支援施設なでしこ園

小規模多機能型居宅介護施設にほ苑

特別養護老人ホームにほ苑

居宅介護サービス複合施設にほ苑

TEL 083-934-5200

TEL 083-934-3338

TEL 083-929-5084

TEL 083-929-5110

TEL 083-929-5080

4

済生会湯田温泉病院 外来医師担当表
整形外科外科内科

安武　俊輔

 

安武　俊輔

 

谷川　泰彦

安武　俊輔

 

安武　俊輔

東　祐一郎

中村　　洋

東　祐一郎

都野　公一

都野　公一

三木　秀生

都野　公一

 

三木　秀生

月

火

水

木

金

東　祐一郎

10 月の行事予定

　今年も済生会山口地域ケ
アセンターでは、認知症の人
や家族、支援者、地域の人が
少しずつリレーしながら全
国をタスキでつなぐ、RUN
伴(らんとも)に参加します。
　山口市は１０月２０日（土）
開催予定となっています。
詳細は随時、院内掲示ス
ペース等でお知らせします。

受付時間

8：30～12：00

休診日

土日、祝日、創立記念日（10月1日）
※ただし、急患の場合はこの限りではありません。

RUN伴に今年も参加します♪

当施設では、社会福祉法にもとづき、無料低額診療事業（診療費の減免）を行っています。
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湯田温泉病院

特別養護老人ホーム
おとどいの里

あさくら
デイサービスセンター

障害者支援施設
なでしこ園

在宅複合型施設
やすらぎ
グループホーム
あさくら

養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
福寿園

（山口市受託事業）

TEL 083-924-7035
（山口市受託事業）


