
お電話はおかけ間違いのないようお願い致します。

南部地域連携室 TEL.053-440-1200　FAX.053-440-1201
訪問看護ステーション入野 TEL.053-440-3000　FAX.053-440-1551
ケアプランセンター入野 TEL.053-440-1203　FAX.053-440-1201
ヘルパーセンター浜松 TEL.053-440-1200　FAX.053-440-1201

〒432-8053 浜松市南区法枝町248-3

〈介護老人保健施設（療養型）〉〈短期入所療養介護〉
和恵会ケアセンター（100床）　〒432-8061 浜松市西区入野町6413

〈介護医療院〉〈短期入所療養介護〉
和恵会医療院（80床）

TEL.053-440-5500（代表）　FAX.053-440-5501

〈介護老人保健施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
白脇ケアセンター（100床）　〒430-0846 浜松市南区白羽町1424
TEL.053-444-3131（代表）　FAX.053-444-3132

〈介護療養型医療施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
湖東病院（169床）　〒431-1111 浜松市西区伊左地町8151

〈介護医療院〉〈短期入所療養介護〉
湖東ケアセンター（60床）
TEL.053-486-2222（代表）　FAX.053-486-2618

〈介護老人保健施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
入野ケアセンター（150床）　〒432-8061 浜松市西区入野町6417
TEL.053-440-1200（代表）　FAX.053-440-1201

〈浜松市受託事業〉高齢者相談センター新津
地域包括支援センター新津 TEL.053-444-3333 FAX.053-444-3335
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北部地域連携室 TEL.053-486-2222　FAX.053-486-2618
伊佐見訪問看護ステーション TEL.053-486-3883　FAX.053-488-5525
ケアプランセンター湖東 TEL.053-486-5566　FAX.053-488-5525

訪問看護ステーション白脇 TEL.053-444-3030　FAX.053-444-3005
ケアプランセンター白脇 TEL.053-444-3000　FAX.053-444-3005
ヘルパーセンター浜松（白脇出張所） TEL.053-444-3000　FAX.053-444-3005

〈認知症対応型共同生活介護・グループホーム〉
入野やわらの家［1F］（18床）
TEL.053-440-3977（代表）  FAX.053-440-9502

〈介護老人保健施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
みずほケアセンター（100床）　〒433-8118 浜松市中区高丘西2-32-36
TEL.053-414-2220（代表）  FAX.053-414-2225

〈小規模多機能型居宅介護〉
舞阪の家　〒431-0214 浜松市西区舞阪町弁天島2658-51
TEL.053-597-0170（代表）　FAX.053-597-0177

〈地域密着型介護老人福祉施設〉
こうこうの里　〒432-8061 浜松市西区入野町10825-1　TEL.053-440-7733　FAX.053-440-7738

〈特別養護老人ホーム〉
葵の里　〒433-8111 浜松市中区葵西6丁目10－62
TEL.053-420-2220　FAX.053-420-2255

〈地域密着型通所介護〉
入野めぐみの里［2F］
TEL.053-440-9500（代表）  FAX.053-440-9502

〒432-8061
浜松市西区入野町6410

社会福祉法人　行和会

医療法人社団　和恵会
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ケアプランセンターみずほ TEL.053-414-2222　FAX.053-414-2225
ヘルパーセンター浜松（みずほ出張所） TEL.053-414-2220　FAX.053-414-2225

〈サービス付き高齢者向け住宅〉
シャトー高丘　〒433-8118 浜松市中区高丘西2-32-30
TEL.053-437-5551（代表）  FAX.053-437-5557

〈福祉用具貸与・特定福祉用具販売〉
やまとメディカル　〒433-8118 浜松市中区高丘西2-32-30（シャトー高丘内）
TEL.053-437-5551（代表）  FAX.053-437-5557
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お問い合わせは
法人本部まで

http://www.kotou-wakeikai.com/TEL.053-440-5505
［メールアドレス］
honbu@kotou-wakeikai.com

和恵会医療院のカレンダーの作品を
集めたものです。利用者様が毎月楽し
みにつくっています。
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理事長あいさつ 親切・丁寧・平等
医療法人社団　和恵会

医療法人社団 和恵会

理事長 猿原 大
ひろ

和
かず

日頃より医療法人社団和恵会の各種サービスをご
利用頂き、誠に感謝しています。法人職員を代表し、
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
さて、平成30年度から「介護医療院」が創設され、
平成31年3月31日時点で全国に1万床を超えるほど
に増えました。浜松市でも600床を超える介護医療
院が誕生しています。介護医療院とは、長期的な医療
と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常
的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医
療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた
施設です。当法人でも平成30年9月1日から湖東ケア
センター60床をⅠ型介護医療院に、平成31年4月1日
から和恵会ケアセンター2号館80床をⅡ型介護医療
院に転換しました。さらに、令和2年4月1日に湖東病
院169床をⅠ型介護医療院に、和恵会ケアセンター
100床をⅡ型介護医療院に転換する予定です。
介護医療院には、今までの療養病床機能に加え
「生活施設」としての機能が新たに加わりました。
このため、一人当たりの療養面積を8㎡と広くし、ベッド
とベッドの間に間仕切り家具を設置しました。これに
より、半個室環境となり、プライバシーを確保できる
ようにしました。湖東ケアセンターで行ったアンケー
トでは、「プライバシーが確保されてよい」、「落ち着
いて面会できるようになった」など、大変良い評価を
頂いています。

また、介護医療院は、地域高齢者の在宅生活を支
援することができます。湖東病院では、在宅からの
入院を積極的に受け入れるよう取り組んで参りまし
た。そのためには、予定外の急な入院であっても対応
できることが必須です。昨年度は20名を超える予定
外入院を受け入れることができました。「食事が十分
にとれなくなった」、「腰が痛くて動けない」などを
主訴に入院される患者様が多く、症状改善後は自宅
へ戻られる方も多くいらっしゃいました。高齢者の在
宅生活を支えるためには、医療機能を有することが
重要です。また、迅速に対応できる機能が必要です。
地域の急な依頼に十分に応えることができる組織作
りをこれからも努めていきます。
医療法人社団和恵会の15事業所すべてが「静岡県
働きやすい介護事業所」として県より認証して頂きま
した。静岡県では、平成30年10月より、人材育成の推
進、サービスの質の向上、労働環境の改善などに努力
して取り組んでいる介護事業所を「静岡県働きやすい
介護事業所」として認証し、ホームページで公開して
います。
当法人では、サービス向上のための法人内研修会
に努め、学会発表も積極的に行うと同時に職員が働
きやすいよう労働環境改善に努めてきました。このよ
うな取り組みを静岡県に評価して頂き、認証取得に
至ったことは、法人職員一同、大きな自信になりまし
た。今後とも、ご利用者様だけではなく、法人職員に
とっても、安心して過ごせる、働ける場づくりに努力し
て参ります。
現在、湖東病院、和恵会ケアセンターでは、より良い
住居環境を獲得すべく、大規模な改修工事を行ってい
ます。工事期間中、ご利用者様、ご家族様、ご面会者
様にご迷惑をお掛けすることをお詫び申し上げます。
最後に、医療法人社団和恵会は、「最後まで地元で」
をスローガンに地域の皆様が安心して生活できる地
域作りをするべく、これからも努力していきますので、
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。
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静岡県では、介護職員の定着と新規就業を促進するため、「キャリアパス制度・人材育成の
推進」、「サービスの質の向上」、「労働環境の改善（ワークライフバランス）」に取り組む県内
介護事業所を「働きやすい介護事業所」として認証する「静岡県働きやすい介護事業所認証
制度」を平成30年10月に創設しました。この制度では、認証に向けた取組を通じて、介護事
業所の主体的な職場環境の改善や処遇改善が更に促進されるよう支援しています。

親切・丁寧・平等
医療法人社団　和恵会

認証書

医療法人社団和恵会は、
静岡県認証の

働きやすい
介護事業所
を取得しました。
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リハビリテーション合宿入所リハビリテーション合宿入所

短期集中リハビリテーション

短期集中リハビリテーションサイクル

入所の安心

退所の安心

～毎日リハビリやりませんか？～

入野ケアセンターでは、入所から3ヵ月間は毎日個別リハビリが可能です！

理学療法士8名、作業療法士3名、言語聴覚士1名とスタッフの人数が豊富なため毎日の
リハビリが可能になっています。

●入所から3ヵ月間は毎日リハビリを行います。
　※日曜・祝日以外
●体の機能・日常生活に必要な動作(起きる、立つ、歩くなど)

の維持や向上のためのリハビリを行います。
●病気や障害により「話す」「聞く」「食べる」という動作の維持

や向上のためのリハビリを行います。
●1回20分以上行います。

▶短期集中リハビリ
▶認知症短期集中リハビリ
▶集団リハビリ
▶リハビリ体操
▶フロアリハビリ
　（立ち上がり・歩行訓練など）

▶短期集中リハビリ
▶集団リハビリ
▶リハビリ体操
▶フロアリハビリ
※認知症短期集中リハビリは1度きり
の利用となります。

▶通所リハビリ
▶ショートステイ
▶訪問リハビリ
▶訪問看護
▶訪問介護　など

▶通所リハビリ
▶ショートステイ
▶訪問リハビリ
▶訪問看護
▶訪問介護　など

●自宅に帰られてから3ヵ月経つことで、再度短期集中リハビリの利用が可能になります。
●入所生活と自宅生活を繰り返すことで絶え間ない集中的なリハビリが可能です。

認知症短期集中リハビリテーション

［リハビリスケジュール一例］

［年間サイクル一例］

月

4月

入 所 自 宅 入 所 自 宅

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

午前
短期集中リハビリ

認知症短期集中
リハビリ

認知症短期集中
リハビリ

認知症短期集中
リハビリ

短期集中リハビリ 短期集中リハビリ 短期集中リハビリ

集団リハビリ

フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ

リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操

集団リハビリ

短期集中リハビリ 短期集中リハビリ

午後

曜日
時間 火 水 木 金 土

●入所から3ヵ月間は週3回行います。　※日曜・祝日以外
●作業療法士が認知機能や生活環境を踏まえ、生活に必要

な能力を改善するためのリハビリを行います。
●1回20分以上行います。
※リハビリに関する専門的な研修を受けた医師の診断または認知症

機能検査の結果によって利用できます。

〒432-8061 浜松市西区入野町6417　
TEL：053-440-1200　FAX:053-440-1201

［担当］ 永見・水野・河合

作業療法士が複数
のご利用者様と体
操や季節の話、歌
唱等を楽しみなが
ら頭と体のリハビ
リを行います。

集団リハビリ
看護師が主体と
なって、ご利用者
様の状態に適した
運動(立ち上がり訓
練・歩行訓練等)を
実施します。

介護士が入所中の
ご利用者様と集団
で頭と体の体操を
行います。

▶自宅で能力が低下し、短期間で集中的なリハビリを受けたい。
▶リハビリが充実した施設を探している。
▶一時的に入所ができる施設を探している。
▶病院からの退院後、もう少しリハビリをやって力をつけたい。

このような使い方もできます！！

入所しても自宅に帰っても安心できる施設を目指しています！！

フロアリハビリ リハビリ体操 医療法人社団 和恵会　入野ケアセンター

リハビリだけに限らず歯科衛生士
や管理栄養士など各専門職が豊富
に在籍しているため、各分野から適
切なケア・アドバイスができます。

１．各種専門職が在籍
理学療法士の施設ケアマネジャー
が在籍しているため、その方の能力
を活かした活動中心の生活計画を
立案できます。

２．ケアプラン強化
リハビリ専門職が関わる時間以外
にも看護師・介護士が主体になって
運動・体操を行っています。

３．フロアリハビリ強化

自宅に帰られた後に担当療法士が
自宅を訪問し、生活状況の確認、困
りごとの相談対応を行っています。

１．自宅訪問
同施設内に、ショートステイ、通所
リハビリ、訪問リハビリ、訪問看護、
訪問介護など多種多様なサービス
があるため、密な連携がとりやすく
なっています。

２．多様な居宅サービス
同施設のショートステイ・通所リハ
ビリを利用することで、ご利用者様
の生活・身体状況を把握している入
所時の担当療法士がそのまま関わ
ります。

３．リハビリの安心強化

お申込み
お問い合わせ

入野ケアセンター
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リハビリテーション合宿入所リハビリテーション合宿入所

短期集中リハビリテーション

短期集中リハビリテーションサイクル

入所の安心

退所の安心

～毎日リハビリやりませんか？～

入野ケアセンターでは、入所から3ヵ月間は毎日個別リハビリが可能です！

理学療法士8名、作業療法士3名、言語聴覚士1名とスタッフの人数が豊富なため毎日の
リハビリが可能になっています。

●入所から3ヵ月間は毎日リハビリを行います。
　※日曜・祝日以外
●体の機能・日常生活に必要な動作(起きる、立つ、歩くなど)

の維持や向上のためのリハビリを行います。
●病気や障害により「話す」「聞く」「食べる」という動作の維持

や向上のためのリハビリを行います。
●1回20分以上行います。

▶短期集中リハビリ
▶認知症短期集中リハビリ
▶集団リハビリ
▶リハビリ体操
▶フロアリハビリ
　（立ち上がり・歩行訓練など）

▶短期集中リハビリ
▶集団リハビリ
▶リハビリ体操
▶フロアリハビリ
※認知症短期集中リハビリは1度きり
の利用となります。

▶通所リハビリ
▶ショートステイ
▶訪問リハビリ
▶訪問看護
▶訪問介護　など

▶通所リハビリ
▶ショートステイ
▶訪問リハビリ
▶訪問看護
▶訪問介護　など

●自宅に帰られてから3ヵ月経つことで、再度短期集中リハビリの利用が可能になります。
●入所生活と自宅生活を繰り返すことで絶え間ない集中的なリハビリが可能です。

認知症短期集中リハビリテーション

［リハビリスケジュール一例］

［年間サイクル一例］

月

4月

入 所 自 宅 入 所 自 宅

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

午前
短期集中リハビリ

認知症短期集中
リハビリ

認知症短期集中
リハビリ

認知症短期集中
リハビリ

短期集中リハビリ 短期集中リハビリ 短期集中リハビリ

集団リハビリ

フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ フロアリハビリ

リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操 リハビリ体操

集団リハビリ

短期集中リハビリ 短期集中リハビリ

午後

曜日
時間 火 水 木 金 土

●入所から3ヵ月間は週3回行います。　※日曜・祝日以外
●作業療法士が認知機能や生活環境を踏まえ、生活に必要

な能力を改善するためのリハビリを行います。
●1回20分以上行います。
※リハビリに関する専門的な研修を受けた医師の診断または認知症

機能検査の結果によって利用できます。

〒432-8061 浜松市西区入野町6417　
TEL：053-440-1200　FAX:053-440-1201

［担当］ 永見・水野・河合

作業療法士が複数
のご利用者様と体
操や季節の話、歌
唱等を楽しみなが
ら頭と体のリハビ
リを行います。

集団リハビリ
看護師が主体と
なって、ご利用者
様の状態に適した
運動(立ち上がり訓
練・歩行訓練等)を
実施します。

介護士が入所中の
ご利用者様と集団
で頭と体の体操を
行います。

▶自宅で能力が低下し、短期間で集中的なリハビリを受けたい。
▶リハビリが充実した施設を探している。
▶一時的に入所ができる施設を探している。
▶病院からの退院後、もう少しリハビリをやって力をつけたい。

このような使い方もできます！！

入所しても自宅に帰っても安心できる施設を目指しています！！

フロアリハビリ リハビリ体操 医療法人社団 和恵会　入野ケアセンター

リハビリだけに限らず歯科衛生士
や管理栄養士など各専門職が豊富
に在籍しているため、各分野から適
切なケア・アドバイスができます。

１．各種専門職が在籍
理学療法士の施設ケアマネジャー
が在籍しているため、その方の能力
を活かした活動中心の生活計画を
立案できます。

２．ケアプラン強化
リハビリ専門職が関わる時間以外
にも看護師・介護士が主体になって
運動・体操を行っています。

３．フロアリハビリ強化

自宅に帰られた後に担当療法士が
自宅を訪問し、生活状況の確認、困
りごとの相談対応を行っています。

１．自宅訪問
同施設内に、ショートステイ、通所
リハビリ、訪問リハビリ、訪問看護、
訪問介護など多種多様なサービス
があるため、密な連携がとりやすく
なっています。

２．多様な居宅サービス
同施設のショートステイ・通所リハ
ビリを利用することで、ご利用者様
の生活・身体状況を把握している入
所時の担当療法士がそのまま関わ
ります。

３．リハビリの安心強化

お申込み
お問い合わせ

入野ケアセンター
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理事長
猿原 大和

湖東病院
通所リハビリ所長
野嶋 淳史 理学療法士

みずほケアセンター
通所リハビリ主任
鈴木 圭吾 理学療法士

通所リハビリについて
聞きました。
どのような方が通所リハビリに通って
いますか？
森下　様々な理由で身体等に機能低下があり、要介護
認定を受けた方が利用されています。和恵会の通所リ
ハビリは療法士が多く、自主訓練の機器も多くあります。
そのため、主にリハビリを中心に行いたいというご利用者
様が多いです。通所リハビリは、一日コースと半日コース
があり半日コースでは、リハビリを集中的に行う方が多
く、一日コースでは、リハビリ以外にも入浴や食事・他者
との交流やレクリエーションも楽しみたいという方が多
いです。看護師も在籍している為、胃ろうの方・インスリ
ンの注射など医療行為の必要な方も利用されています。

どのようなリハビリ・トレーニングを行って
いるのでしょうか？
鈴木　筋力訓練やストレッチ・バランス訓練などの身体
機能訓練、起居動作や歩行などの基本動作訓練、トイ
レ動作や更衣動作などの日常生活動作の訓練などを行
います。言語聴覚士の在籍している施設では、言語訓練
や嚥下訓練などを行うこともできます。
　また、リハビリ専門職がご自宅での実際の動作や生
活環境を確認し、福祉用具の提案や動作指導を行うこ
ともあります。
　ご利用者様の希望や身体
の状態・日常生活の様子を
お伺いしながら、リハビリ専
門職がご利用者様と一緒に
なって目標や訓練の内容を
考えていくので、自分にあっ
た個別の訓練を受けること
ができます。
　施設によって機械は異な

る物もありますが、個別リハビリ以外の時間で温熱や電
気治療といった物理療法やマシントレーニングなどを実
施することもできます。
　個別リハビリ以外に自主トレーニングの提案も可能で
すので、お気軽にご相談していただけたらと思います。

夫婦で利用されている方もいますか？

土屋　はじめは奥様が利用されていて、そのあとに旦那
様が利用されている方がいらっしゃいます。同じ曜日に
利用されているので、元々休みがちだった奥様は旦那
様と一緒に利用することでほとんどお休みされることが
無くなりました。今は「夫婦
で元気にずっと通うことが
目標」だと伺っています。最
近は親子で通われる方もい
らっしゃいますし、老人会で
一緒になる方をご利用者様
が声掛けをして通うように
なったという事も多くなりま
した。

通所リハビリ｜座｜談｜会｜
医療法人社団和恵会
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入野ケアセンター
通所リハビリ所長
森下 貴史 理学療法士

白脇ケアセンター
通所リハビリ所長
土屋 沙央里 作業療法士

訪問リハビリはどのような方が利用して
いて、どうすれば利用できますか？
野嶋　訪問リハビリは医師の診療により、リハビリが必
要であると判断され、介護保険の認定を受けている方
であれば利用することができます。
　ご利用になられる方は、自宅でのリハビリを希望され
る方や退院後の日常生活にお困りで生活動作訓練が
必要な方、福祉用具や住宅改修などのアドバイスが必要
な方などであり、目的はさまざまです。

　訪問リハビリの最大の特徴はやはり、自宅の生活
環境で個別のリハビリができるということです。実際の
生活の場でリハビリする事により効果的な関わりが可
能となります。また、ご家族様への介助指導なども行な
うことができ、介助量の軽減を図ることも出来ます。
　現在はまだまだ積極的には行なっていませんが、通所
リハビリとのサービス併用を行なうことで、通所リハビ
リでのリハビリをより効果的に行えるようになり、ご利
用者様の自立支援をより一層進められるのではないか
と考えます。

各施設の特徴・強みを教えて下さい。

野嶋　湖東病院通所リハビ
リは『地域の方々とのつな
がりを大切に、高齢者の皆
様が住み慣れた地域で安心
して過ごして頂けるよう支援
する』ということをモットー
に掲げ、元気なからだ作り、
意欲的な生活活動のお手伝

いをしています。
　リハビリ機能については、リハビリ専門職の個別リハ
ビリはもちろん、筋力訓練機器や整形外科にあるよう
な電気治療器や温熱治療器、マッサージ器などもそろえ
ご利用者様に合わせたリハビリを展開しています。また、
ご利用者様の自宅に訪問し、生活動作の評価や介助方
法の指導や相談にも力を入れています。

鈴木　みずほケアセンター通所リハビリは一日コース・
午前半日コース・午後短時間コースがあり、ご利用者様
の状態や目的によって自分にあったコースを選択するこ
とができます。特に午後短時間コースはリハビリを中心
に利用を考えている方に人気があります。施設の隣には
公園があり、外出や体力向上を目的として屋外歩行訓練
を実施したり、レクリエーションの一環として散歩に行く
こともあります。また入浴は完全個別での対応となるた
めプライバシーを守って入浴することが可能です。

森下　入野ケアセンター通所リハビリはリハビリと多様
な過ごし方を提案できることです。リハビリに関しては
療法士も多く、言語のリハビリも実施しています。個別
リハビリ以外でもご利用者様に合った自主訓練の指導
も行っており、半日コースではパワーリハビリという機械
を使った運動も行っていま
す。一日コースでは、陶芸や
生け花、カラオケ、習字など
様々な活動をご用意してい
ます。集団体操やロコモ体
操なども実施しており、リハ
ビリと協力してご利用者様
が通所することを楽しいと
思って頂けるよう様々な過ご
し方を提案できるのが強み
です。

土屋　白脇ケアセンター通所リハビリは担当制で理学
療法士・作業療法士・言語聴覚士がご利用者様に合っ
たリハビリを提供し、自宅訪問も積極的に行っています。
8月より体組成計を導入し、自身の体を正確に知り、より
効果的なリハビリを実感して頂けます。アットホームな
雰囲気の中で週替わりで様々なバリエーションのレクリ
エーション・心身の能力に合わせた個別作業活動を提
供しています。看護師が常勤なので各種医療行為や急
な体調変化にも迅速に対応できる体制が整っています。
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「みずほ祭」
みずほ祭では、たくさんのご利用者様が釣
りゲームや射的、学生さんの太鼓演奏を楽
しむことができました。

「風船レク」
風船を落とさないように必死になり盛り上が
りました。

「和恵会祭」
迫力ある太鼓の演奏に圧倒されました！！

「すいか割り」
『右、右、左、まっすぐ…』と指示が飛びか
いおおいに盛り上がりました。

「七夕会」
職員が「織姫＆彦星」に扮装しご利用者様
と一緒に盛り上がりました♪

「あさがお」
皆さんで力を合わせて綺麗な朝顔が完成し
ました。

「音楽会」
みんなで楽しくギターの調べに合わせて歌
を歌いました。みなさん、とてもいい歌声
でした。

「足浴」
様々な効果が期待されている足浴です。
丁寧で楽しいケアで気分爽快です！

「幼稚園交流会」
今年も近隣の園児さんたちが遊びに来てく
れました。ご利用者様も園児と交流ができ
てとても楽しそうでした。	

みずほケアセンター

和恵会ケアセンター

和恵会医療院

白脇ケアセンター

入野めぐみの里

入野やわらの家

湖東病院

湖東ケアセンター

入野ケアセンター
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米 ･････････････････････････････････････････２合
さつまいも ･････････････････････････ 中１本（２５０g）
★酒 ･･･････････････････････････････････････ 大2
★塩 ･････････････････････････････････････小2/3

さつまいも秋の味覚

1

2

3

米は洗い、炊飯器に入れて目盛りに合わせて水を
入れ20分浸しておく。
さつまいもはよく洗い、皮付きのまま１㎝の厚さの
いちょう切りにして水に5分ほどつけておく。
1に★の調味料を加えて混ぜさつまいもを上に乗せ
てそのまま炊く。炊き上がったらさっくり混ぜて完成！

さつまいもご飯
さつまいも ･････････････････････････ 中１本（２５０g）
サラダ油････････････････････････････････････ 大1
黒ゴマ･･････････････････････････････････････ 小1
★砂糖 ･････････････････････････････････････ 大1
★水 ･･･････････････････････････････････････ 大1
★醤油 ･･･････････････････････････････････小1/2

1

2

3

4

さつまいもはよく洗い、１口大に切り水に５分ほど
つけてざるにあける。
1を耐熱皿に並べて軽くラップをし500ｗのレンジで
５分ほど加熱する。（竹串が通ればOK)
フライパンにサラダ油を熱し2を入れ軽く焼き色を
付けて取り出す。
同じフライパンに★の調味料を入れトロミがつくまで
弱火にかけ3を戻して絡める。仕上げにゴマも加え
たら完成！

食物繊維とビタミンＣが豊富なさつまいも。
実は皮や皮と実の間に多くの栄養が含まれているので、皮ごと食べるのがおススメです。また、ビタミンCは水溶性

なので茹でると流れ出てしまいます。そこで今回は効率的に栄養を摂取できるレシピをご紹介します！

材 料（2～3人分）材 料（3～4人分）

作り方

作り方

顧客満足度アンケートのお礼とご報告
　日頃より医療法人社団和恵会のサービスをご利用
いただき、誠にありがとうございます。
今年度もご利用者様、ご家族様には大変ご多忙の中、
顧客満足度アンケートにご協力いただき、心より感謝
申し上げます。
　総合評価のサービス満足度の評価や温かなご意見
は職員の「励み」になっております。
　そして、今回頂いた貴重なご意見・ご要望を真摯に
受け止め、より一層ご利用者様に寄り添えるサービス
を提供してまいりたいと思います。

　今後も、ご利用者様の尊厳を守
り「安全・安心」な医療・介護の提
供を行い、地元の皆様の力に
なれるよう職員一同努めてま
いります。
サービス向上委員会

配布数
1,835合計

回収数
1,346 

回収率
73.35%

満足度
88.45%

熱量 357～477kcal
塩分 0.8～1.1g
熱量 167～250kcal
塩分 0.2～0.3ｇ

栄養価
（１人分

）
簡単大学芋

さつまいもご飯

簡単大学芋
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お電話はおかけ間違いのないようお願い致します。

南部地域連携室 TEL.053-440-1200　FAX.053-440-1201
訪問看護ステーション入野 TEL.053-440-3000　FAX.053-440-1551
ケアプランセンター入野 TEL.053-440-1203　FAX.053-440-1201
ヘルパーセンター浜松 TEL.053-440-1200　FAX.053-440-1201

〒432-8053 浜松市南区法枝町248-3

〈介護老人保健施設（療養型）〉〈短期入所療養介護〉
和恵会ケアセンター（100床）　〒432-8061 浜松市西区入野町6413

〈介護医療院〉〈短期入所療養介護〉
和恵会医療院（80床）

TEL.053-440-5500（代表）　FAX.053-440-5501

〈介護老人保健施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
白脇ケアセンター（100床）　〒430-0846 浜松市南区白羽町1424
TEL.053-444-3131（代表）　FAX.053-444-3132

〈介護療養型医療施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
湖東病院（169床）　〒431-1111 浜松市西区伊左地町8151

〈介護医療院〉〈短期入所療養介護〉
湖東ケアセンター（60床）
TEL.053-486-2222（代表）　FAX.053-486-2618

〈介護老人保健施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
入野ケアセンター（150床）　〒432-8061 浜松市西区入野町6417
TEL.053-440-1200（代表）　FAX.053-440-1201

〈浜松市受託事業〉高齢者相談センター新津
地域包括支援センター新津 TEL.053-444-3333 FAX.053-444-3335

JR高塚駅

入野
幼稚園

イオン
スポーツ

バス停
入野東

P P

イオン

雄踏街道

入野ケアセンター

和恵会医療院

和恵会ケアセンター
和恵会クリニック

入野やわらの家（1F）／入野めぐみの里（2F）
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JR高塚駅より徒歩20分

浅田・米津線バス停地蔵前下車

北部地域連携室 TEL.053-486-2222　FAX.053-486-2618
伊佐見訪問看護ステーション TEL.053-486-3883　FAX.053-488-5525
ケアプランセンター湖東 TEL.053-486-5566　FAX.053-488-5525

訪問看護ステーション白脇 TEL.053-444-3030　FAX.053-444-3005
ケアプランセンター白脇 TEL.053-444-3000　FAX.053-444-3005
ヘルパーセンター浜松（白脇出張所） TEL.053-444-3000　FAX.053-444-3005

〈認知症対応型共同生活介護・グループホーム〉
入野やわらの家［1F］（18床）
TEL.053-440-3977（代表）  FAX.053-440-9502

〈介護老人保健施設〉〈通所リハビリテーション〉〈短期入所療養介護〉〈訪問リハビリテーション〉
みずほケアセンター（100床）　〒433-8118 浜松市中区高丘西2-32-36
TEL.053-414-2220（代表）  FAX.053-414-2225

〈小規模多機能型居宅介護〉
舞阪の家　〒431-0214 浜松市西区舞阪町弁天島2658-51
TEL.053-597-0170（代表）　FAX.053-597-0177

〈地域密着型介護老人福祉施設〉
こうこうの里　〒432-8061 浜松市西区入野町10825-1　TEL.053-440-7733　FAX.053-440-7738

〈特別養護老人ホーム〉
葵の里　〒433-8111 浜松市中区葵西6丁目10－62
TEL.053-420-2220　FAX.053-420-2255

〈地域密着型通所介護〉
入野めぐみの里［2F］
TEL.053-440-9500（代表）  FAX.053-440-9502

〒432-8061
浜松市西区入野町6410

社会福祉法人　行和会

医療法人社団　和恵会
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瑞穂神社

高丘中央

みずほケアセンター

シャトー高丘

和恵会クリニック（高齢者精神科・内科）

ケアプランセンターみずほ TEL.053-414-2222　FAX.053-414-2225
ヘルパーセンター浜松（みずほ出張所） TEL.053-414-2220　FAX.053-414-2225

〈サービス付き高齢者向け住宅〉
シャトー高丘　〒433-8118 浜松市中区高丘西2-32-30
TEL.053-437-5551（代表）  FAX.053-437-5557

〈福祉用具貸与・特定福祉用具販売〉
やまとメディカル　〒433-8118 浜松市中区高丘西2-32-30（シャトー高丘内）
TEL.053-437-5551（代表）  FAX.053-437-5557
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お問い合わせは
法人本部まで

http://www.kotou-wakeikai.com/TEL.053-440-5505
［メールアドレス］
honbu@kotou-wakeikai.com

和恵会医療院のカレンダーの作品を
集めたものです。利用者様が毎月楽し
みにつくっています。
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