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おひとりお一人、そしてご家族の
安全・安心・安息に
総合力でお応えします。

社会福祉法人恵風会は昭和56年に設立され
今日に至っております。
近年医療の進歩により長寿社会となり、
また女性の社会進出により家庭での介護が困難な状況になっています。
当施設におきましては高齢者、家族の方の
少しでも助けの場になればと考えています。
恵風会では介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウス、
通所介護、通所リハビリ、ショートステイ、居宅介護支援事業所と
ほぼ全ての介護サービスを提供できる複合施設となっており、
疾患を発症した場合は関連病院へ搬送するシステムとなっています。
高齢者の自立生活支援を中心に
高齢者の方が安心して生活できる施設という事を目標にしており、
福祉を充実させることが地域社会に貢献できると考えております。
こうした理念をふまえ、より一層の福祉充実を思い、
令和元年9月、今在家の地に新しい介護老人保健施設恵風苑を
新築移転いたしました。どうぞ宜しくお願いいたします。

社会福祉法人恵風会
理事長　宮本 宣義

21

恵風会グループのネットワーク
特別養護老人ホーム
 恵風荘

介護老人保健施設
 恵風苑

・介護老人保健施設  恵風苑  ショートステイ
・恵風苑  通所リハビリテーション
・特別養護老人ホーム恵風荘  ショートステイ
・ケアハウス 恵園
・恵風会 ホームヘルパーステーション
・恵風荘 デイサービスセンター
・恵風荘 在宅介護支援センター

・宮本整形外科病院
・恵風会 訪問看護ステーションくにとみ
・サービス付き高齢者住宅 レジデンスめぐみ
・恵風会 居宅介護支援ステーション

 恵風苑
通所リハビリテーション

 恵風荘
デイサービスセンター
 恵風荘　ショートステイ
 恵風苑　ショートステイ

 恵風会
ホームヘルパーステーション  恵風荘

在宅介護支援センター  恵風会
居宅介護支援
ステーション

 恵風会
訪問看護
ステーション くにとみ

・河田病院
・安井歯科医院
・しみず歯科
　グランデンタルクリニック

・内科　・整形外科
・リハビリ科　・放射線科

宮本整形外科病院

提携医療機関

ケアハウス
 恵園

サービス付
高齢者向け住宅
レジデンスめぐみ

社会福祉法人 恵風会

医療法人社団 恵風会

居　宅
サービス

医　療
サービス

施　設
サービス

1. 明るい施設、開かれた施設  
　　 何時でも、どこでも、迅速に対応を
2. 温かい心、温かい手で よりよい、看護・介護を

社会福祉法人恵風会基本理念
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温かい心と手で、安らぎのある生活を援助いたします。
特別養護老人ホームでは、自宅での生活が病気や障害な
どにより困難になられた方に対して、ご家族に代わって生
活の支援を行います。
施設サービス計画書に基づき、食事、入浴、排泄、機能訓
練、その他の日常生活全般において個々の身体状況に応
じたケアの提供をしています。各職種が利用者様の有する
能力を最大限に引き出し、可能な限り自立した日常生活を
営むことができることを目指し支援しています。
また、ご利用者には楽しみを持って生活していただけるよう、
クラブ活動や季節のイベントなどを行い、生活の中にハリや
刺激を持って、明るく笑顔で生活ができるよう支援いたします。
（原則として要介護3～5の認定を受けられた方がご利用に
なれます。要介護1～2の認定を受けた方もやむを得ない事
由が認められる場合、特例的に対象となる場合がありま
す。）

特別養護老人ホーム 恵風荘

サービス内容
●施設サービス計画書（ケアプラン）の作成
●食事の提供（栄養管理・栄養ケアマネジメントなど）
●健康維持（定期検診や協力病院医師による診察）
●日常生活の援助（食事・排泄・入浴・レクリエーションなど）
●機能訓練指導員によるリハビリ
●口腔ケア・口腔機能維持（歯科衛生士の介入）
●自立支援に向けた生活相談援助
●行政手続き代行
●クラブ活動・季節のイベントなど
●その他（理美容・訪問歯科・ボランティアの慰問など

お一人おひとりの気持ちに寄り添えるように…

明るい笑顔があふれる明るい食堂

社 会 福 祉 法 人

定員80名

短期入所生活介護［ショートステイ］

在宅介護を続けるために、
ご利用者とご家族の
負担をサポートします。
ご用事などで介護が難しい時やご家族の介護負担の軽
減等を目的としてご利用になれます。
当施設を短期間ご利用いただき日常生活のお世話や機
能訓練を行います。ご利用者の心身機能の維持に努め、
自宅へ帰られてからも生活に困ることがないよう配慮い
たします。
また、ご利用者を尊重し安心して健やかに過ごせるよう
サービス提供を行います。

恵風荘ショートステイ

サービス内容
●ご利用者同士が交流しながら生き生きと過ごせます。
●健康面・食べやすさを考慮した食事を提供いたします。
●それぞれの状態に合わせた入浴が選べます。
●書道・華道などクラブ活動が充実しています。
●ご希望があれば個別のリハビリも提供いたします。

生きがいを持って生活できるような楽しい行事の実施

今谷

定員20名
今谷

個々に合わせたリハビリを提供します。

プライバシーが確保され、
ゆったりしたスペースで自由な時間を
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社 会 福 祉 法 人

恵風荘デイサービスセンター

コンフォート恵（通所棟）1階

通所介護［デイサービス］

それぞれの身体状況に合わせた
適切な入浴支援を提供

和気あいあい、笑顔あふれるひとときを提供します。
日常生活支援総合事業の事業対象者、要支援・要介護
の認定を受けた方がご利用いただける施設です。看護
師、介護福祉士、機能訓練指導員等の各専門職が、ご
利用者それぞれのニーズに合わせて入浴・食事・排泄等
の必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行い、心身
機能の維持・向上を図りながら、住み慣れた地域で生活
が続けられるよう支援を行います。また、ご利用者のご要
望に応えられるように作業活動やレクリエーション活動に
も力を入れ、ボランティア活動も多く、日常生活上の支援
が受けられるだけでなく、活動や交流もしっかりとできる、
充実したひと時をご提供致します。

入浴

多彩な活動内容　　　

充実したリハビリ　　　

栄養士によるバランスの取れた昼食　　　

●嚥下状態に合わせた
食事形態の提供

　（普通食、粥刻み食、ミ
キサー食）

●治療食の対応
 （糖尿病食、腎臓病食、

心臓病食など）
●行事食
　（七夕、敬老の日、節分

等）

●各種教室
　絵手紙、書道、手芸、折

り紙教室、生け花等
●作業活動
　塗り絵、計算、、硬筆、

脳トレ、囲碁、将棋等
●レクリエーション
　カラオケ、回想レク、誕

生日会、わくわくクッキ
ング、季節行事等

送迎

ご利用者の身体状況や住宅環
境に合わせた安全な送迎体制。
岡山市中区を中心として送迎
を実施。北区、東区、南区につ
いてはご相談下さい。

開放感のあるデイルーム

落ち着いた畳の空間

行事メニュー例（韓国フェア）

見晴らしの良い
ベランダ

広々とした廊下

明るいリハビリ室

食事メニュー例
（かにクリーミーフライ）

カラオケルーム

個室浴室特殊浴槽

一般浴室

「住み慣れた地域で暮らす」を応援。
介護に関する様々な事に
お応えします。
介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で生き生き
と安心して暮らしていけるように、ケアマネジャーがご家族
や医療・介護等の関係機関と連携を図り、自立支援のお手
伝いをさせて頂きます。介護に関する様々なお困り事や相
談に応じる他、心身状況に応じた住宅改修や福祉用具の
購入等についてのアドバイスも致します。

当デイサービスのリハビリ室は、デイルームとは別に3階に
あります。ベランダからは東岡山地区が見渡せ、大きな窓
からはたくさんの陽の光が入る明るく開放的な部屋となっ
ています。肩関節や股関節の運動や上下肢運動、歩行や
昇降訓練、体幹バランス訓練など、全身運動が行えるよう
多彩なリハビリ機器を揃えております。また、機能訓練指導
員が、ご利用者それぞれの身体状態や住宅環境に合わ
せて、個別の機能訓練計画書を作成し、それぞれに合っ
たリハビリを提供する体制を作っており、ご利用者が住み
慣れた自宅・地域で生活が続けられるよう支援を行ってい
きます。

居宅介護支援事業所

サービス内容
●介護保険に関する相談・助言・申請代行
●事業対象者・要支援・要介護のご利用者、ご家族のニーズに

沿ったケアプランの提案・作成
●保健・医療・福祉サービス等、関係機関との連絡調整
●住宅改修、福祉用具の購入等についての相談・助言・申請代行

　　　　　　　ケアマネジャーとは
介護予防・日常生活支援総合事業の対象者や介護認定を受けて介護保険
サービスを利用する方に対して、ご利用者の希望や心身の状態、自宅状況を
考慮し、自宅や施設で適切な福祉サービスが受けられるように、ケアプランを
（介護サービス計画）を立て、各関係機関との連絡調整を行いながら支援をし
ていくのが、ケアマネジャーです。

ワンポイントメモ

ケアマネジャーが、そのニーズに合ったサービスを受けられるように
調整を行います。

今谷

恵風荘在宅介護支援センター

多彩なリハビリ機器

国富
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サービス内容
●食事：栄養士の管理のもとに、栄養バランスのとれた食事の

提供
●入浴：大浴場は数人でも入れるようなスペースがあり、毎日

利用可能。また小浴場では訪問介護（一部制限あり）による入
浴が可能。

●健康管理：定期的な病院受診による健康診断での健康の保
持と疾病の予防

●受診送迎：宮本整形外科病院（内科、整形外科）へは、送迎サ
ービスを実施

バリアフリーに配慮した
共用スペース

個室タイプで
プライバシーを重視した居室

2階 談話コーナー

3階 談話コーナー 4階 談話コーナー

1階 娯楽スペース

「安全・安心に暮らしたい」を支えます。
60歳以上で身体機能の低下等により独居生活が困難な
方や訪問看護などの援助を受ければ自立した生活を送
ることができる方が入居できます。食事は栄養バランスの
とれたメニューで食べ易いものを提供させていただきま
す。居室への閉じこもりにならず、日々の生活が活気溢れ
るよう、1日2回（朝・夕）の体操を毎日行っており、書道や
園芸などの趣味活動やレクリエーション、遠足、敬老会、
クリスマス会などのイベントを行っています。また有料サー
ビスにて買い物の送迎や買い物代行も行っています。一
部日用品につきましては売店にて購入することもできます。
施設設備では、ナースコールがあり、健康管理や病気な
どの緊急時にも素早く対応し、24
時間対応可能です。他にも無料
Wi-fiや読書スペース、自由に使
える遊技機、サイクルマシーン、
岩盤浴ベッドなどの設備もありま
す。当施設での日常生活の相談
や悩みごとなど、様々なご相談に
もお応えします。立地は小高い山
頂で自然に溢れ、澄んだ空気と
小鳥のさえずりを聞きながら生活
できます。

ケアハウス 恵園 定員30名

●買物サービス：近隣スーパーへの買い物を有料送迎サービ
スにて実施（買物代行サービスも有料で実施）

●相談援助：各種相談に応じた適切な助言、協力
●居室環境：全個室（洋室／ミニキッチン、洗面所、トイレ、エ

アコン、クローク、押入、ナースコール）
●共有スペース：食堂、浴室、洗濯室、談話コーナー、集会室、

娯楽室
●通信環境：施設内に無料Wi-fi設備あり。

●大浴場●

●間取り●

「可能な限り自立した在宅生活を送りたい」をお手伝いします。
「可能な限り自立した在宅生活を送りたい」と希望される
方に、訪問介護員を派遣して、入浴、排泄、食事、買物、
その他生活全般に亘る支援を行います。具体的なサー
ビス内容は、居宅サービス計画（ケアマネージャーの立て
たケアプラン）がある場合は、それに沿って当事業所が
作成した訪問介護計画（個別援助計画）により決まりま
す。
また要介護認定で非該当（自立）となった方や介護保険
対象とならないサービスを希望される方でも、介護保険
適応外サービスを利用することができます。お気軽にご
相談下さい。

訪問介護

サービス内容
●要介護認定で非該当（自立）の方は、介護保険適応外でのサ

ービスをご利用できます。

●各市町村の事業対象者、又は要介護認定の要支援、要介護
の方が介護保険適応にてご利用できます。

●居宅介護支援事業者が作成した、居宅サービス計画に沿って、
当事業所のサービス提供責任者が作成した、訪問介護計画

（個別援助計画）によりホームヘルプサービスを実施。

●ご利用者が可能な限り自立した在宅生活を送れるような援助。

●ご利用者の心身機能の改善、環境整備を通じてご利用者を
支援し、生活の質の向上に資するサービスの提供と、ご利用
者の意欲を高めるような働きかけを実施。

●入浴、排泄、調理、食事の介護、掃除、その他全般に亘る支援。

●居宅介護支援事業者や保健、医療、福祉サービスの事業者と
綿密な連携を図りながらのサービス提供。

恵風会ホームヘルパーステーション

恵風会
ホームヘルパーステーション

今谷

今谷
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在宅介護を続ける為にご利用者とご家族の負担を
サポートします。

恵風荘デイサービスセンター

万全のリハビリ体制
●冠婚葬祭などで短期間介護が出来なくなってしまう
　介護者の方
●短期間、集中してリハビリを受けてみたい方
●入所する前に体験で利用したい方
●介護負担を感じられる為に休息目的など

こんな方ご利用下さい

定員180名 サービス内容各フロアの充実した設備
●施設サービス計画の立案
●食事の提供、栄養管理、栄養ケアマネージメント等
●健康維持管理（医療、看護）
●日常生活の援助（介護）、食事、排泄、入浴、整容、
　レクリエーション等の援助

在宅復帰を目指して、万全の体制でサポートします
当施設は、病状が安定期にある要介護認定(要介護1～５)
を受けた方がご利用できます。自宅と病院との中間施設と
して位置づけられているリハビリ施設です。住み慣れた自
宅や地域に戻り、そこで生活が続けられるように万全の体
制を整えています。
医学的管理の下、医師をはじめ、看護師・理学療法士・作
業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・管理栄養士・介護士・
ケアマネージャー・支援相談員等の様々な専門職種がチー
ムとなって、在宅生活をする為に必要なリハビリや医療・看
護の提供の他、食事や排泄、入浴等の日常生活上の支援
を行います。
リハビリでは、療法士とご利用者が一対一で行う個別リハ
ビリ制をとっており、関節可動域訓練、筋力強化訓練、起居
動作訓練、歩行・昇降訓練、日常生活動作訓練等、その方
のニーズに合わせたリハビリを行います。ご利用者の体調
や心身状況に応じてリハビリ室だけでなく、居室やベッド上
等でもリハビリを行い、自宅の住環境に応じた内容のリハビ
リも実施しています。
医療ケアについても、常時看護師が滞在しているので、イ
ンスリン注射や経管栄養、胃ろう、痰の吸引等の医療的管
理が必要な方への対応も可能です。
「介護は人助けの原点である」という考えの下、私たちが
ご利用者にとって「小さな太陽」のような存在になる事で、
ご利用者の心が穏やかに明るく過ごせるよう支援をしてい
きます。その為に、ご利用者が住み慣れた地域で過ごせる
事を目指して、職員一人ひとりが真心を持って、ご利用者
お一人おひとりにあった看護介護に励んでいます。また、ご
家族にとっても安心して預けられる施設であることを目標し、
地域社会にも貢献していきます。

当苑の 2 階から 4 階の各フロアは、東・西・南ゾーンに
分かれており、それぞれ 20 名ずつのユニットとなっていま
す。従来は 4 人部屋のみでしたが、新たに 2 人部屋、1
人部屋を用意し、ご利用者の要望に沿ったお部屋の提
供ができるようになりました。また、浴室も各階に特殊浴
槽と個別浴槽を用意し、効率的な動線を作る事でご利用
者の移動の負担軽減を図る他、各ユニットにサブステー
ションを配置し、ユニット全体が見渡せ、きめ細やかな対
応が行えるように配慮した造りとなっています。

在宅で生活している方が利用できるサービスのひとつで
す。
ご家族の事情によりご自宅での生活が困難な時、介護さ
れるご家族が所用の為、介護ができない時、日々の介護
から離れてリフレッシュしたい時など短期間にお預かりして
ご家族に代わってお世話をします。
入所サービスと同様の居室、共用施設などをご利用頂け
ます。利用中はご利用者一人ひとりの身体機能に合わせ
た日常生活ケアを提供します。
また、ご自宅に戻られてからの生活がスムーズに行えるよ
うにご利用者お一人おひとりに合ったリハビリも提供しま
す。

介護老人保健施設 恵風苑 

短期入所療養介護［ショートステイ］ 恵風苑ショートステイ

今在家

今在家

①短期間、自宅介護中のご家族に代わってケアします
②短期のお泊り利用、心と身体のリフレッシュ
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マシントレーニング

日々のリハビリで、健やかな毎日を応援します。
恵風苑の1階に併設されている通所リハビリテーションは、
要支援・要介護認定を受けた方に対して、住み慣れた自
宅や地域で生活が続けられるよう支援を行うリハビリ施
設となっています。医師の指示の下、理学療法士・作業
療法士・言語聴覚士のリハビリ専門職が、「一人ひとりに
合ったリハビリ」を提供します。リハビリ機器も充実してお
り、ご利用者それぞれの心身機能を十分に把握した上
で、専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）が
その方にあったリハビリ計画を立て、身体機能の向上や
生活上の不安や課題を解消するように努めています。退
院後の積極的なリハビリだけでなく、疾患や加齢による
機能低下に対しても、しっかりとしたリハビリを行う他、住
宅環境に対するアドバイスも行い、自宅で安心した生活
を送れるよう生活に根差した支援をご提供します。
また、看護師や介護福祉士の資格を持つ介護職員が、
体調の変化に気を配り、食事や排泄、入浴等の必要な日
常生活上の支援も行いながら、健やかに過ごせるように
支援を致します。
広 と々した室内には、くつろげる畳スペースを設けて、ゆ
ったりと過ごして頂けるよう配慮している他、個室浴槽や
機械浴を設置し、ご利用者それぞれの身体状況に合わ
せた対応ができるようになっています。作業活動も充実し
ており、ご利用者それぞれに選んで頂く「自己選択」を意
識して活動して頂くよう取り組んでおります。

恵風苑リハビリテーション通所リハビリテーション［デイケア］

万全のリハビリ体制
●理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の充実した
　リハビリ体制
●一人ひとりの身体状態を専門職が評価し、個々に合った
　リハビリ計画を作成・提供
●要支援の方々には、支援体操やマシントレーニング等を
　中心としたリハビリ計画を作成・提供
●日常生活に沿ったリハビリ内容を提供
●体操や自主トレの充実
●作業活動の内容の充実

理学療法士とは
基本的な動作能力の回復
が目的です。障害や後遺症
のある部位に対して、主に
運動療法や物理療法など
を行います。

作業療法士とは
創作活動（手工芸や絵画
など）やレクリエーション（遊
びやスポーツなど）、食事、
料理、掃除などを通して、日
常生活をスムーズにする動
作の回復を図ります。

言語聴覚士とは
コミュニケーションや嚥
下に問題がある方々の
機能維持・向上を図
り、自分らしい生活がで
きるよう支援する。

ワンポイントメモ
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安心の医療サポート
●看護師が常時滞在しているので、糖尿病の方のインスリン注

射や吸引、胃ろう、在宅酸素等の対応も安心してお任せくだ
さい。また、看護師による健康相談も実施しています。

●ご利用者の身体状況や住宅環境に合せた送迎を行います。
●岡山市中区、北区の一部が送迎範囲となります。南区・東区に

ついては、ご相談下さい。

安心の送迎体制

医療と福祉を連携し、地域医療の発展をめざして
宮本整形外科病院は、1962年に前理事長 宮本政義が
岡山市内で初めての整形外科専門医院として開設し、
現在に至っています。2004年より現理事長が運営を引き
継ぎ関節外科、関節リウマチ、脊椎疾患（頚部痛、腰痛）
などの患者様を中心に診療、手術を行っています。
関連施設として介護老人保健施設恵風苑、特別養護老
人ホーム恵風荘、ケアハウス恵園などの介護サービス事
業も整備しており医療と福祉の連携を重視し地域医療を
発展させることが社会貢献につなが
ると考えております。
また患者様、地域の皆様、岡山大学
医学部・歯学部附属病院、独立行
政法人 国立病院機構岡山医療セ
ンターなどの主幹病院との連携を深
めより良い医療の提供を行っていき
たいと思っております。

 宮本整形外科病院

かけがえのない人生を我が家の
ような寛ぎと安心の中で
レジデンス めぐみは、介護・医療と連携し、高齢者の皆さま
の安心を支える24時間365日のサービスを提供するバリア
フリー構造の住宅です。先進の医療と温かい福祉・介護
のネットワークで絶え間ないサービスでお一人おひとりが、
その人らしく生活していただくためのサポートを行います。

サービス付き高齢者向け住宅  レジデンス めぐみ

診療内容
●整形外科

●内科 
●放射線科

●リハビリテーション科

サービス内容
●ケアサービス

●食事サービス

●安否確認サービス

●生活相談サービス

医療、介護の専門スタッフによる絶え間
ないサポート
栄養管理はもちろん季節を先取りした食
事、楽しみのある食事をご提供
ご利用者のプライバシーに配慮しながら、
専門スタッフによる目配り、気配りで支援
常時の相談窓口の設置と生きがいづく
りのお手伝いとして外出時もサポート

手術を含め全般的な整形外科、脊椎外科、
関節外科、関節リウマチ
一般内科、消化器、呼吸器、循環器（内視鏡）
MRI、CT、骨塩量測定、消化管透視検査、
レントゲン等一般検査
　　　　機能維持・向上、ADL（日常生活動作）
　　　　の向上、運動器リハビリテーションⅠ・Ⅱ
　　　　脳血管疾患等リハビリテーションⅢ

骨塩量測定器手術室

体温・血圧等の測定はもちろ
ん、お薬の管理なども看護師
がお部屋にお伺いして健康
管理をさせていただきます。

介護保険を使って、もう少し
快適な生活がしたいとお考
えの際にはいつでもご相談
下さい。ケアマネジャーがお
伺いします。

恵風会訪問看護ステーションくにとみ 恵風会居宅介護支援ステーション

今在家
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富山中学校

恵風会
今谷グループ

社会福祉法人医療法人社団 恵 風 会

〒703-8226　岡山市中区今谷770 -1

恵 風 会

〒703-8236　岡山市中区国富4-2-63

〒703-8236　岡山市中区国富739-1

特別養護老人ホーム  恵風荘 　　　TEL.086-277-0761
恵風荘  ショートステイ 　　　TEL.086-277-0761
ケアハウス  恵園 　　　　　　　 TEL.086-274-7710
恵風会  ホームヘルパーステーション　TEL.086-274-5580
コンフォート恵（通所棟）
　恵風荘 デイサービスセンター 　　　TEL.086-277-1977

介護老人保健施設  恵風苑 　　　TEL.086-275-8008
恵風苑 通所リハビリテーション　　　　TEL.086-275-5566

恵風荘  在宅介護支援センター 　　　TEL.086-273-2211

宮本整形外科病院

サービス付き高齢者向け住宅
レジデンス めぐみ

恵風会訪問看護ステーションくにとみ

恵風会居宅介護支援ステーション

岡山駅前診療所

TEL.086-272-1211

TEL.086-272-7272

TEL.086-270-1088

TEL.086-270-1088

〒703-8208　岡山市中区今在家304-6

〒703-8236　岡山市中区国富769-1
〒700-0902　岡山市北区錦町2-8

TEL：086-225-2311

岡山市全エリアをカバーする充実のアクセスで
ご利用者、ご家族の方の負担を軽減。
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