
社会福祉法人 浩照会
あじさいガーデン伏見のご案内



あじさいガーデン伏見が大切にするもの

私たちは、地域のみなさまの日常生活活動が１つでも維持・向上できるよ
うご支援させて頂きます。なにより大切なのは、その人らしい生活を過ご
せる事です。「これからの人生に寄り添わせていただけることを大切に」
スタッフ一同心より願っております。

あじさいガーデン伏見

協力医療機関

行 政
在宅医療
サービス

地域住民
の方々 ボランティア

スタッフ

ご利用者様



法人紹介

• 社会福祉法人浩照会は開設以来１７年間、地域に根差した法人を目指
し、多くの実績とそのノウハウを共有することでご利用者さまにとってよ
りよい介護を実現しております。

伏見桃山総合病院 介護老人保健施設
あじさいガーデン伏見

特別養護老人ホーム
あじさい苑

居宅介護支援事業所
あじさい

訪問看護ステーション
あじさい



あじさいガーデン伏見の理念と
施設概要

１

２

医療と介護を通じて 人と地域に貢献する。

温かく心安らぐ 施設づくりを目指す。

通所リハビリテーション
（一日の定員：６0名）

ご利用者様のご状態に合わせ、
自立した在宅生活へ向けて個別
と集団によるリハビリテーショ
ンを行います。

介護老人保健施設
（入所定員：２７６名）

ご利用者様の生活を通し、在宅
復帰を目標とした支援を行いま
す。また、ショートステイも併
設しており、それぞれの個別状
況に応じた支援が可能です。



あじさいガーデン伏見の様子



介護老人保健施設
（入所 ショートステイ）



入所・ショートステイの特長

②専門スタッフによる
個別リハビリテーション

理学療法士・作業療法
士の他言語聴覚士によ
る専門的なリハビリの
提供

③楽しみを持った
生活

地域のボランティアさ
んと共に季節のレクリ
エーションをご提供い
たします

⑤一人ひとりの
個別性を尊重

在宅復帰だけではなく、
一人ひとりの個別性を
尊重した利用が可能

④在宅復帰に向けた
取り組み

入・退所前後訪問指導
を行うことで、在宅と
施設の相互利用のご提
案

医師・看護師・薬剤
師・管理栄養士など専
門職による健康管理

①多職種による
健康管理



特長①多職種による健康管理

看護師による薬剤管理や健康
チェックもお任せください管理栄養士・言語聴覚士・

作業療法士など専門家の視
点で、お身体にあった食事
を提供致します

※その他の職種は、後半の職員紹介をご覧
ください。



特長②専門スタッフによる個別リハビリ

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士
が身体機能を

アセスメント
いたします

※言語聴覚士（ＳＴ）は、5名在籍しています。

＊生活期における集中的なリハビリテーションを提供致します。



特長③楽しみを持った生活



一日の流れ

６：３０～ 起床 検温 血圧測定
☆

７：５０ 朝食 ☆

９：00～

１１：３０

入浴サービス（週に2回）

リハビリ （週に2回）

嚥下体操

１１：５０～ 昼食 口腔ケア ☆

１３：３０

１４：５０～

入浴サービス

レクリエーション

手工芸・集団体操

おやつ

１５：３０ ラジオ体操 ☆

１７：５０ 夕食 口腔ケア ☆
イブニングケア

２１：００ 消灯 ☆
定時巡回（０時２時４時）

☆印は排せつ介助

えん下体操

昼食

集団体操

入浴

楽しみながら

誤嚥を予防

一般浴 個浴 機械浴

お身体に合わせた入浴



特長④在宅復帰に向けた取り組み

専門職が、入所前後訪問を行い、
在宅のイメージを掴みます。

ケアプランに基づき個別支援
を行います。

在宅生活に向けた最終調整のため、
退所前にご本人様と一緒にご自宅の
訪問をさせて頂きます。

退所後のサービスのご提案を
させて頂きます！！

① ②

③ ④



特長⑤一人ひとりの個別性を尊重

ご利用者・ご家族
様の希望に寄り添
えるように専門家
の視点で支援方法
を検討。在宅復帰
が困難な場合もお
気軽にご相談くだ
さい。



入所までの流れ

ご相談

書類作成依頼
ご提出

ご面談

判定会議

入所待機

ご入所

※現在のご本人様の状況について
お聞かせください。

※申込書・ＡＤＬ表・診断書のご提出を
お願いいたします

※支援相談員がご本人様を訪問し聞き取
りさせて頂きます。

※当施設にて専門職員の視点から総合的
にご入所判定させていただきます。

ご入所日は、ご家族様送迎になります。



ご利用対象者

１ 年齢

２ 介護度

３ その他

60歳以上で在宅で生活している方が対象です。

(60歳未満の方も条件によってご利用可能です。お問合せください)

要介護度の制限はありません。

要支援度1から要介護度5の方までどなたでもご利用していただくことが可能

です。

医療面のサポートが必要な場合でも事前の個別状況を確認させていただき、

対応させていただきますのでまずはお気軽にご相談ください。



通所リハビリテーションの特長

①リハビリスタッフの
充実

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴの
3職種を配置した充実
のリハビリ対応

②一人ひとりに寄り添う
個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

利用者一人ひとりの
ニーズに合わせた個別
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの提供

③多職種連携による
質の高いﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

密な多職種連携による
ﾘﾊﾋﾞﾘﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ加算Ⅱ
生活行為向上加算

の取得

④医療面でのフォロー
体制の充実

様々な医療ニーズに対
応する医師・看護師が
常在する介護環境

⑤体に優しく
安心した食事

管理栄養士・言語聴覚
士の管理のもと個々の
栄養・嚥下状態に合わ
せた食事の提供



特長①リハビリスタッフの充実

言語聴覚療法

理学療法
作業療法



特長②一人ひとりに寄り添う
個別リハビリテーション

施設サービス・在宅サービス（通所・訪問リハビリ）にあたり、切れ目の

ないサービスを提供させていただきます。

集団を用いたリハビリ

訪問でのリハビリ指導
施設での個別リハビリ

利用者様



特長③多職種連携による
質の高いリハビリテーション

当施設ではリハビリテーションマネジメント加算Ⅱを算定して
おり、医師を含む多職種との連携をスムーズに行いながら、
利用者様の生活機能の向上を行っております。

• た

医師による診察を月に1度は行い
必要に応じて主治医との連携も行います。

多職種によるカンファレンス



医療分野受入対応表

特長④医療面でのフォロー体制の充実

インシュリン注射
食事療法対応可能

摂取日時、使用量等の詳細必要
酸素量及び抜去の可能性

検討可能

症状により検討可能

排菌状態

備考

在宅管理レベルは可能

○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
△

○
△
○
○
○
○

ＣＶポート

受入対応
○
×
○
×

感染症（結核）
感染症（梅毒）

感染症（Ｂ・Ｃ型肝炎）
感染症（疥癬）

ＭＲＳＡ
気管切開

在宅酸素

ＤＭ
バルーン
透析

感染症（ＨＩＶ）

病名・処置内容
末期がん

人工呼吸器

褥瘡（じょくそう）

認知症【徘徊】
浣腸・摘便
胃ろう

経管栄養
ストマ
ＡＬＳ

上記の疾病については、判断の目安を記載したもので実際のご利用に当たっては、
事前に相談、アセスメント調査により個別に判断させていただきます。

ゆっくり肩まで浸
かれる浴槽♨

ゆったり広々と
した浴室♨

座ったままで入れる
チェアーインバス♨

看護師が常在して
医療面もフォロー



特長⑤体に優しく安心した食事

普通食

嚥下状態を言語聴覚士が評価を行い、状態に合わせて食形態を段階的に変更します。

全粥・刻み食 ミキサー食



一日の流れ

8：３０ 送迎出発 （お迎え）

9：40 施設に到着

検温・血圧測定

10：00 朝の挨拶 体操

10：10 個別・集団リハビリ（午前の部）

入浴サービス

レクリエーション

11：50 嚥下体操

12：00 昼食 口腔ケア

13：00 個別集団リハビリ（午後の部）

入浴サービス

レクリエーション

14：30 レクリエーション

（カラオケ・ゲーム・脳トレ等）

15：10 おやつ・夕方活動

16：00 送迎出発（お送り）

Point１ : ご利用者様の参加したくなる
豊富なレクリエ―ション

・カラオケ、ゲーム、散歩など日替わりで
行っています。

・書道、将棋など曜日毎に変わるクラブ活動

Point２ : 広いスペースで、ゆとりある
時間と充実の活動

・廊下の直線距離は50m超、夏冬の外出し
にくい季節も十分に歩く事が出来ます。

・集団で過ごすだけでなく静かにできる空間
も提供しています。

Point３ : 自分で選ぶ一日の過ごし方
・レクリエーション・クラブ活動もご自分
で選択頂けます。体調に合わせて横になり
過ごすことも可能です。



こころもからだも元気になるデイケア



デイケアご利用までの流れ

１．お問合せ

２．見学相談

５．サービス利用開始

４．判定会議・ご契約

３．利用申し込み・面談

まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。介護の悩みや施設に関する
ご質問・ご相談も承ります。

ぜひ、一度ご見学にお越しください。事前に日程をご連絡いただき、スタッフが

施設内を案内いたします。その場でご相談に応じますので納得いくまでご相談く
ださい。

ご本人様の現在の状況とご希望、留意すべき事柄などの確認をさせていただき
ます。ご利用いただくにあたって、持ち物や必要な書類のご説明もいたします。

判定会議で支援内容を確認します。ご自宅での導線指導・介助指導等も
行わせて頂きます。納得の上、重要事項のご説明契約の手続きを行います。



私達がご支援します！！



私たちが一体となってご支援します

職種： 医師（施設長）
名前： 髙木 正博

利用者様を含め皆で生活機能向上を
目指して和気あいあいとやっていま
す

職種： 介護士（介護長）
名前： 石坪 浩規

安心した生活を送っていただけるよう
明るく元気なスタッフが心を込めて
サポートします

職種： 看護師（総援護長）
名前： 澤 清美

利用者の方が安心・安全に日常を
過ごし在宅復帰出来るよう心から
ケアを行っています

職種： 理学療法士（リハビリ科長）
名前： 吉田 隆

リハビリは当たり前の大切さを取り戻す
活動。皆で目標を共有してご支援します

職種： 事務（事務長）
名前： 中西 一哉

多職種が一体となりご利用者のみな
さまをご支援してまいります

職種： 支援相談員（相談室係長）
名前： 阪本 由紀子

少しでも皆様のお役に立てるよう心の
こもったご対応をさせて頂きます
何でもご相談ください



私たちが一体となってご支援します

職種： 介護支援専門員（主任）
名前： 菊辻 小百合

いつまでも住み慣れた場所で暮らせ
るよう、地域・多職種と連携を図り
ご支援していきます

写真

職種： 看護師（デイケア担当）
名前： 渡邉 節子

一人一人の体調に合わせた看護が
出来る様に心がけています
よろしくお願いいたします

職種： 管理栄養士（主任）
名前： 青柴 芳枝

食事は楽しみの一つです。皆様に
「おいしかったよ」と言っていただ
けるような食事を心がけています

写真

職種： 作業療法士（デイケア担当）
名前： 武末 恵里

個別訓練や集団体操、趣味活動を
通して心と身体のリハビリを楽しく
行っています

職種： 介護士（デイケア副ﾘｰﾀﾞｰ）
名前： 小池 航

来たい！と思っていただけるデイケア
を目指しています。デイのことなら
お任せください！！

職種： 言語聴覚士（デイケア・入所）
名前： 中野真生・谷本恵美

言葉の出にくい方、飲み込みにくい方の
リハビリを行っています
お気軽にご相談ください



事業概要等

■ あじさいガーデン伏見
【アクセス】
近鉄京都線 向島駅より徒歩 約１０分

【問い合わせ先】
TEL:０７５－６０１－６１００
FAX:０７５－６０５－７０７０
阪本・鍋嶋・辻・坂井・森川（支援相談室）

Mail: info_ajisaig＠ajisai-kosyokai.com
URL: http://www.ajisai-kosyokai.com

その他、何でもお気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

TEL:047-311-0777
TEL:0869-67-2331
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