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ウェルネスセンター中央で健康長寿な生活をサポート

ウェルネスセンター中央で
健康長寿な生活をサポート

中央支店長　林 利樹

デイトレセンター
ウェルネスセンター中央デイトレセンターは、

中四国地方最大級のメガデイサービスです。デイ
トレセンターでは、①完全なる自立支援の追及、
②全ての人を今より元気にする、③介護保険から
の卒業を理念に掲げ、ご利用者様お一人おひとり
がその日の気分や体調に合わせて過ごし方をお選
びいただけるよう、様々なプログラムをご用意し
ております。

当デイトレセンターではICTリハビリを導入し
ています。ICT（Information and Communica-
tion Technology）とは、通信を使ってデジタル
化された情報をやり取りする技術のことです。こ
の技術により、どのようなリハビリをどのくらい
やったらどういう状態になったかというデータを
蓄積していき、介護状態が改善した方はどのよう
なリハビリを行っていたのかがデータとして分か
るようになり、このデータを基に根拠のあるパー
ソナルベストなリハビリコンテンツの提案が可能
になります（図１参照）。

リハビリに取り掛かるにあたり、まずはご利用
者様ご自身の疾患に着目し、何の疾患があるのか、
何に困っているのかを確認し、そこからどうなり
たいかで、おすすめのリハビリコンテンツと紐づ
けするようにしています。（図２参照）

図２　質問シート

図１　ICT リハビリイメージ図

図３　パーソナルベストと現状実績の差を修正

質問① 質問②（困っている事） 質問③（どうなりたいか） レコメンド① レコメンド②

心疾患

①急に呼吸困難や息切れになる
ことがある

①声を出して肺活量を鍛える ①カラオケ（シング）①口腔体操
②筋肉量を増やしたい ②トラック歩行 ②不整地歩行
③筋のこわばりをなくし、呼吸筋を柔らかく使う ③レッドコード ③セラバンド

②坂道や階段を上がる時、胸の
圧迫感・しめつけられ感がある

①声がしっかりでるようにしたい ①カラオケ（シング）①カラオケ（リッスン）
②のどに負担のかからない食事がとりたい ②栄養教室
③水分量のコントロールをしっかりしたい ③栄養教室

③胸の痛みに、吐き気や冷や汗
がでることがある。腕・肩・あご
の痛みがある

①筋肉量を増やしたい ①トラック歩行 ①不整地歩行
②声を出して肺活量を鍛える ②カラオケ（シング）
③体力のつく食事が作れるようになる ③栄養教室

④むくみがある
①足の循環を良くしたい ①ニューステップ ②トラック歩行
②物を使って全身の循環を良くする ②重錘バンド体操 ②セラバンド体操



Heart News'22.12 3

ウェルネスセンター中央で健康長寿な生活をサポート

どのような疾患で、どのようなお困りごとがあ
り、どのようなリハビリに取り組み、どうなった
か。これらのデータがどんどん蓄積されるにつれ
てパーソナルベストなご提案ができるようになり、
今行っているリハビリをどのように導いていった
ら良いかというのを、根拠を持ってお示しするこ
とができます（図３参照）。

また、当デイトレセンターでは、管理栄養士に
よる栄養教室も行っています。「ご自宅でもできる
ように」をコンセプトに、例えば小分けして冷凍
していたお肉を使って調理したり、メニューもご
利用者様に馴染のあるメニューやどこのご家庭に
もある食材を使ったりしています。最初に栄養状
態の確認をさせていただいているので、エネルギー
制限のある方はごはんの量を調整したり、塩分制
限のある方は塩もみ等の下処理段階で減塩方法を
指導する等、個人にあった内容の食事を作れるよ
う工夫を行っています。

栄養教室で作った料理は、その日の昼食になり
ます。デイトレセンターの昼食はカフェテリア形
式で、ご自分でご飯の量を調整したり、選んだり
することができます。

あんしんホーム
ウェルネスセンター中央は、青藍会グループの

DX（デジタルトランスフォーメーション）の集大成
である総合健康管理システムを活用した施設です。

あんしんホームでは、ベッドの下にセンサーを
設置することによりご利用者様の状態を一括で管
理するシステムなどIoT活用による安心の見守り
を実施します。また、室内にはナースコールと連
動したカメラを設置し、緊急時に即座に室内の
様子を確認することができるようになっています

（希望者のみ）。

あんしんホームの入居者様は、メディフィット
クラブ（フィットネスクラブ）を特別料金でご利用
いただけますので、長く健康に過ごせるようにプ
ロのトレーナーのもと、自分に合ったトレーニン
グを日々の生活の中に取り入れることもできます。

栄養教室で作った料理は、その日の昼食になり

ご利用者様の状態を一括で管理するシステム

ナースコールに連動したカメラ
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メディフィットの月額使用料の中には、温泉の
利用料も含まれていますので、毎日でも温泉を楽
しんでいただくこともできます。

また、介護が必要になった際には、当グループ
内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
と契約することで、可能な限りご自宅（あんしん
ホーム）で自立した日常生活を送ることができる
よう、定期的な巡回訪問や随時通報への対応など、
心身の状況に応じて、24時間365日必要なサー
ビスを必要なタイミングで柔軟に受けることがで
きます。

メディフィットクラブ
メディフィットクラブでは、レノファとの連携

が本格的に始動しはじめました。

マイウェルネスアプリで左下図のように、メ
ニューをカスタマイズできます。アスリート用に
作成されたメニューで先ずはこの通りに取り組ん
でいき、それぞれ自分の課題に合わせてアレン
ジしていきます。今後、選手ごとのオリジナルメ
ニューができあがったら、また公開していく予定
です。

トレーナーの指導のもとに行うトレーニングや、
デイトレセンターのご利用者様が帰られた後の時
間帯にデイルームを使ってのトレーニングなど、
設備や空間をフル活用して体づくりに励んでい
ます。

練習後には皆で温泉に浸かり、広いお風呂で疲
れを癒して帰っていきます。
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■■■ハート掲示板

ハート掲示板
はあと農園のクリスマスケーキ

はあと農園では、クリスマスケーキの予約を行っています。生クリームデコレーション（５号・
3,300円）とチョコクリームデコレーション（５号・3,300円）の２種類で、各々50個ずつの限定販
売です。はあと農園のいちごを使ったクリスマスケーキを是非ご賞味ください。

クリスマスケーキをご購入いただいた方には、いち
ご狩りの割引券を進呈いたします。是非この機会にク
リスマスケーキ＆いちご狩りをお楽しみください。

はあと農園では、現在いちごがすくすくと成長し
ています。今シーズンは12月末からいちご狩りをス
タートする予定です。

区　　　分 通 常 料 金 はあと農園会員価格
大人（13歳以上） 1,800円 1,700円
子ども（3歳以上13歳未満） 1,200円 1,100円
幼児（3歳未満） 1,000円 900円
シルバー（75歳以上の後期高齢者）
障がい者 1,000円 900円

いちご狩り料金

はあと保育園吉敷おたのしみ DAY

11/5（土）に、はあと保育園吉敷で運動会と生活発表会を合わせたおたのしみDAY を開催しました。

児童クラブ宮野　芋ほり＆スイートポテトづくり

児童クラブ宮野では、10月末に、はあと農園に芋ほりに行き、その芋を使ってスイートポテトづく
りをしました。子どもたちも自主的に役割を持って動いてくれて、美味しいスイートポテトができあが
りました。

はあと農園
0120（2）81046

お申込み・問い合わせ先

はあと農園
ホームページ
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はあとｆ+ｊ中央開設

子どもの発達は様々です。兄弟でも上の子はこ
の時期にこれができていたけれど、下の子はまだ
まだできないなどというのはよくある話です。「落
ち着きがない」「話を聞かない」「人と遊ぶのが苦
手」というようなことがあると、神経発達症（発達
障害）なのでは･･･と心配になる方もいらっしゃる
でしょう。

神経発達症とはどのようなものなのでしょう
か？それぞれの障がいの特性は下の表のように
なっていますが、これらのタイプのうちどれにあ
たるのか障がいの種類を明確に分けて診断するこ
とは大変難しいとされています。障がいごとの特
徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多
いからです。

発達に関する相談窓口

発達に関する相談先は様々で、市役所の障がい
福祉課、市区町村の保健センター、児童相談所、
子育て支援センター、発達障害者支援センターな
どがあります。

お子さまの発達が気になったら、なるべく早く
相談してみましょう。早い段階からそれぞれの特
性に合わせた支援を行うことで将来を見据えた適
切な支援ができます。また、子どもの特性を理解
してくれる環境で適切な療育を受けることでのび
のびと育ち、その子の持つ良い部分を伸ばしてあ
げることができます。まずは相談窓口にて相談を
し、必要があれば医療機関等（医療版はせ込み裏
参照）で発達障害の検査などを受けます。その後
診断内容によって福祉サービスや支援・療育を受
けるようになります。

広汎性発達障害

自閉症
・�言葉の発達の遅れ
・�コミュニケーションの
障害
・�対人関係・社会性の障害
・�パターン化した行動、
こだわり

アスペルガー症候群
・�基本的に言葉の発達の
遅れはない
・�コミュニケーションの
障害
・�対人関係・社会性の障害
・�パターン化した行動、
興味・関心のかたより
・�不器用（言語発達に比
べて）

注意欠陥性他多動
性障害
ＡＤ／ＨＤ
・�不注意（集中できない）
・�多動・多弁（じっとし
ていられない）
・�衝動的に行動する（考
えるよりも先に動く）

学習障害　ＬＤ
・�「読む」「書く」「計算す
る」などの能力が全体
的な知的発達に比べて
極端に苦手

知的な遅れを
伴うこともある

国立障害者リハビリ
テーションセンター
HPより引用

はあと f+j 中央　事業所長　德永 剛大
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はあと保育園新山口運動会

10/１に３～５歳児が小郡南小学校体育館で、10/８に０～２歳児がはあと保育園新山口園庭でそれ
ぞれ運動会を行いました。両日とも晴天に恵まれ、清々しい空気の中、かけっこ・お遊戯・親子競技等
を力いっぱい楽しみました。

出張講座

山口市社会福祉協議会が主催で山口市有償在宅福祉サービス事業の協力会員研修交流会として、
10/21に宮野地域交流センターで低栄養に関する講座と調理実習が行われ、ウェルネスセンター中央
のデイトレセンターで栄養教室を行う管理栄養士が講師をしました。

青藍会グループの障がいサービス

青藍会グループでは障がいの有無に関係なく、
人格や個性を尊重し、お互いに認め支え合う全員
参加型の社会（共生する社会）の実現のため、障が
い児・者がよりその人らしく、個性を尊重し、自
立した社会生活を送るために必要な支援をプロの
視点から提案しています。特に障がい児サービス
では、心身共にすくすく育つかけがえのない時期
であるため、様々な体験・運動を通して心身育成
を促す支援をしています。また、大人への準備期
間として、学びや社会経験の場を提供し、成長や
自立を意識した支援も行っています。

また、子どもから大人まで切れ目のない支援を
行っています。

子どもの可能性を伸ばす支援

12月1日に、はあとｆ+ｊ中央が開設しました。
事業所名のｆはfitness（運動）を、ｊはjob（仕事）
を表しています。

対象児童は普通学校の支援クラスの児童が大半
の運動特化型放課後等デイサービスです。運動特
化型（fitness）プログラムは、単に運動するだけ
ではなく、有酸素運動を取り入れた活動を中心に
行っています。有酸素運動をすることで、脳内ホ
ルモンが分泌され、身体機能・集中力の向上につ
ながります。思う存分体を動かして、皆で楽しみ
ながら、少しずつ色々なことができるようになっ
ていくことにより可能性を伸ばし、自己肯定感を育
んでいきます。将来社会で活躍することを見据え、
集団活動もしっかりとできるように支援します。

また、中学・高校生には、就労準備型（job）と
して進学・就職を目標としたプログラムを行って
います。同じサービスを提供する小郡南の事業所
では、宿題の後に毎日タイピング練習に取り組ん
でいます。最初は苦戦したローマ字入力も、最近
ではローマ字表を見なくても打てる児童も増えて
きました。漢字検定も少しずつパワーアップして、
受験する人も回を増すごとに増えてきています。
中央でも今後同じように取り組んでいきます。

寄付のお礼

＜寄付者のご紹介＞
山田 智子 様、田尾 文裕 様、
株式会社 鴻池組 広島支店 様、
都濃 美馬 様、株式会社 成匠 様、
嶋田工業株式会社 様、
株式会社 中電工　山口統括支社 様、
株式会社 協食 厚狭営業所 様、
NECネッツエスアイ株式会社 
　営業統括本部 様、
大林道路株式会社 中国支店 
　山口営業所 様、
株式会社コア 様、
テクノジム ジャパン株式会社 様、湯田都タクシー株式会社 様、
株式会社アリス　市場調査総合研究所 様、株式会社 鴻池組 様、
株式会社成匠 協力業者会　成友会一同 様、大英産業株式会社 街づくり事業本部 様

社会福祉法人青藍会へご寄付・ご協力いただきありがとうございました。このたびの寄付金については、
社会福祉法人の貴重な財源として、社会貢献活動等に役立たせていただきます。 

ご協力いただいた皆様のお名前はハートホーム中央・ハートホーム山口玄関に「青藍会の樹」として掲
示しています。今後も、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

寄付に関するお問い合わせは、ソーシャルファンディング課 宮
みや

地
じ
（T083-933-6000）までご連絡

ください。

ウェルネスセンター中央開設時には、たくさんの御花をいただ
き、ありがとうございました。



※コンプライアンス部：この広報誌の写真は、ご本人に承諾を得た上で掲載しております。翻訳・引用・要約・開示・配布・書籍等への転載等を禁止します。
理念：私たちは、医療・保健・福祉の分野で、地域の方々の生活を生涯に渡って支えることに最善を尽くし、そして、そこで働いていることに誇りを持ちます。

ハートクリニック南山口
看護師長

山本 眞由美

退院支援部
部長

佐々木 千都子

ハートクリニック新山口
事務長

池田 恭子
青藍会在宅医療支援センター新山口
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所長
片岡 佳世

在宅医療支援部
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

次長
河野 光男

在宅医療部・
看護部本部長
大道　薫

ハートホーム山口
ハートハウス吉敷
看護リーダー
田原 妙美

ハートホーム宮野
看護リーダー
山本 幸恵

青藍会在宅医療支援センター
ハートハウス成城

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所長
清野 寛

ハートクリニック南山口
事務長

井上 智弘

ハートホーム平川
看護リーダー
藤原 美幸

青藍会在宅医療支援センター新山口
訪問看護ステーション

事業所長
中村 藤子

ハートホーム中央
看護リーダー
亀崎 佐恵子

あんの循環器内科
看護師長

久保田 佐紀

青藍会在宅医療支援センター山口
訪問看護ステーション

事業所長
金山 正美

ハートハウス成城
看護リーダー
山本 亮平

ハートハウス大歳
看護リーダー
山下 智子

ハートホーム小郡
看護リーダー
篠田 さちえ

老人保健施設
ハートホーム山口

医師
井上 裕二

在宅医療支援部
部長

あんの循環器内科
事務長

岩本 悟史

　　　

訪問看護師 訪問介護士
調理員

青藍会在宅医療支援センター山口
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
山口市黒川729-2
青藍会在宅医療支援センター新山口
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
山口市小郡平成町1-18

常勤・非常勤

治す

支える

介護・リハビリ
子育て
障がい

退院支援
青藍会地域包括ケアステーション（青藍会在宅医療支援センター山口・青藍会在宅医療支援センター新山口）

あんの循環器内科・ハートクリニック新山口・ハートクリニック南山口・おごおり薬局・メディキッズ山口・メディキッズ新山口

はあとサポート山口・青藍会在宅医療支援センター山口福祉用具事業所・キッチンはあと・はあと農園

はあと日本語学校・青藍会研修センター・就労支援

南部エリア
ハートホーム新山口
ハートハウス新山口
ハートホーム小郡
ハートハウス小郡
ハートホーム南山口
はあと保育園新山口
しらさぎ学級
ハートハウス小郡南

ハートホーム山口
ハートハウス吉敷
ハートホーム平川
ハートハウス大歳
はあと保育園吉敷
はあとW吉敷

ハートホーム宮野
ハートハウス大内
ハートホーム中央
はあと保育園中央
ウェルネスセンター中央

世田谷エリア
ハートハウス成城
はあと保育園成城
はあと保育園成城喜多見分園
青藍会在宅医療支援センターハートハウス成城

北部エリア
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スタッフ募集！

問い合わせ先

青藍会在宅医療支援センター山口
訪問看護ステーション
山口市吉敷中東1-1-2
青藍会在宅医療支援センター新山口
訪問看護ステーション
山口市小郡平成町1-18

常勤・非常勤

キッチン・はあと
山口市吉敷中東1-1-2
山口市宮野下2996-1
その他サテライトキッ
チンでも募集中（山口市内）

常勤・非常勤

T083(933)6000 Mrecruit@seirankai.or.jp
青藍会グループ　採用課　担当：宮本・木下 青藍会採用サイト

勤務地

雇用形態

見学できます見学できます
（オンライン対応OK）（オンライン対応OK）

勤務地

雇用形態
入職お祝い金

最高15万円

入職お祝い金

最高10万円

入職お祝い金

最高５万円

勤務地

雇用形態

スタッフ募集！

青藍会在宅医療支援センター山口

今なら採用サイトからの応募で今なら採用サイトからの応募で

入職お祝い金あり入職お祝い金あり

応募は
こちらから


