
7：35

入所までの流れ

函館本線「JR八雲駅」下車。
徒歩で約15分。

・開          設 平成10年4月
・施 設 面 積 敷地面積／9346.44㎡
 建築面積／4441.03㎡
・入 所 定 員 90名
・通 所 定 員 45名
・療養室構成 4人部屋20室　1人部屋10室
・協 力 病 院 八雲総合病院
・協 力 歯 科 ヤクモ歯科クリニック

❶

❷

お問い合わせ
お電話で相談の予約をお取りください。
TEL 0137-65-2000

相談・施設見学
ご本人、または、ご家族に施設にお越しいただき、
ご相談を承ります。
ご本人は同席・不在どちらでも結構です。
疑問点や不安な点、相談したいこと、ご要望などが
ありましたら、お気軽にどうぞ。

❸
「入所利用申込書」の作成・提出

❹
❺

ご本人との面接

「入所利用申込書」はご本人、または、ご家族がご記入ください。
その後、主治医・かかりつけ医に「診療情報提供書」を作成していただきます。

支援相談員がご本人と面接させていただきます。

入所判定会議

❻ 入所可否の連絡

❼
入所

「入所利用申込書」「診療情報提供書」、および面接結果をもとに、医師など
多職種のスタッフが専門的見地による検討会議を行います。

入所判定結果が出ましたら、お電話にてご連絡いたします。

ベッドの空き状況、ご家族のご都合などを調整し
入所日時の調整をいたします。

医師、看護師等の医学的な管理のもと、専門スタッフが自立に向けた治療、看護、介護、リハビリ
テーションを行います。また、食事や入浴などの日常生活の介護サービスや、季節ごとの外出や行
事・レクリエーション・趣味活動などを通じ、ご利用者がその人らしく明るく楽しく生活ができる
よう援助し、在宅復帰を目指したサービスを提供いたします。

対象者 : 要介護 1 ～ 5 の方

安心の
サービス

サービス内容

・安定期の医療サービス
・日常生活 ( 食事・入浴・排泄等 ) の援助
・自立のためのリハビリテーション
・レクリエーション・ 趣味活動・ 行事
・理容・美容
・健康・介護・生活福祉の相談　等

コミュニティホーム八雲の 1 日

起床・着替え・トイレ

洗面・整容

朝食・口腔ケア

入浴

お茶
リハビリテーション（個別）
レクリエーション
昼食・口腔ケア

トイレ・休憩

趣味活動

リハビリテーション（集団）

お茶・趣味活動

夕食・口腔ケア

着替え・就寝準備・TV 観賞

消灯

6：00

7：00

7：30

9：00

10：00

10：30

12：00

13：00

14：00

15：00

18：00

16：00

19：00

21：00

お花見

入浴
広々とした浴槽でゆったりとくつ
ろげます。車いすの方でも安心し
てご利用いただけます。

診療
常駐する医師による診療が受けら
れます。

リハビリテーション
一人ひとりの状態に合わせた機能
訓練のほか、みなさんで楽しみな
がら運動できるリハビリも実施し
ています。

食事
季節に応じて、栄養バランスのと
れたメニューをご用意いたします。

レクリエーション
カラオケ、手芸、書道などの活動や、
屋内・屋外のさまざまな行事を通
して、ふれあいの時間を楽しむこ
とができます。

相談
施設療養・在宅療養に関すること
など、専門の職員が何時でも相談
に応じます。

理容・美容
ご入所中は、カット・パーマなどの
サービスを受けることができます。

年 

間 

行 

事 

予 

定

施設概要 アクセス

函館バス「シルバープラザ」下車。
徒歩で約1分。

電車でお越しの方

「JR八雲駅」より車で約5分。
道央自動車道「八雲I.C」より約5分。

お車でお越しの方

バスでお越しの方

介護保険の要介護１～５の認定を受けている方が対象となります。

介護認定を受けていない方は、申請が必要になりますので

支援相談員までご相談ください。

 0137-65-2122
〈共通〉〒049-3117 二海郡八雲町栄町13番地1　ＦＡＸ：0137-63-2085　http://www.keijinkai.com/c-yakumo

【お問い合わせ】

入所介護
サービス

 0137-65-2000
 0137-65-2121

y-hhs@keijinkai.or.jp

お気軽にお電話ください。

yakumo@keijinkai.or.jp

y-kyotaku@keijinkai.or.jp

新年会・餅つき1月

節分2月

ひな祭り3月

運動会4月

5月

花植え・八雲まつり見学6月

八雲山車行列見学7月

夏祭り・外出行事8月

敬老会9月

幼稚園交流会10月

忘年会12月

中学校交流会11月

住み慣れた八雲で
いつまでも

自分らしく生活
できるように

介護老人保健施設

介護老人保健施設



ようこそ八雲町の高齢者福祉の拠点

「コミュニティホーム八雲」へ
コミュニティホーム八雲は病気や障がい等により介護が必要な要介護者と

そのご家族の方に保健・医療・福祉などの幅広いサービスの提供により

在宅生活を支援する、ご利用者・ご家族、職員がいつも笑顔でいられる

アットホームな施設です。

病状の安定期にあり入院治療をする必要のない方に、できる限り住

み慣れた家庭や地域で生活を営むことができるよう、保健・医療・

福祉の幅広いサービス（看護・介護・リハビリテーションなどを中

心とした医療サービスと日常生活サービス）を提供する、介護保険

適用の施設です。病院と自宅の橋渡しとなっていることから、「中間

施設」「在宅復帰施設」とも呼ばれています。

コミュニティホーム八雲には、医師、看護スタッフ、介護スタッフ、

作業療法士（OT）や理学療法士（PT）、言語聴覚士（ST) などのリハ

ビリテーションを専門に行う職員、支援相談員、管理栄養士、ケア

マネジャーなど、ケアのプロフェッショナルがいます。

この医師をはじめとする専門スタッフが、ご利用者一人ひとりの状態

や目標に合わせたケアプランに基づき、夜間でも安心して生活できる

体制を整えて日常生活の援助など総合的なケアサービスを提供します。

介護老人保健施設とは 

在宅系介護サービス 高齢者の方々の生活を支えるコミュニティホーム八雲の事業
ケアプランに基づき、ご利用者の生活環境に合わせたサービスを行います。

居宅介護支援

ご利用者の心身の状態や生活環境、望んでいる生活などに考慮して、ホームヘ

ルパーやショートステイなど個別のサービス計画をご提案いたします。また、

介護保険サービスなどに関するご相談もお受けいたします。

・ケアプランの策定
・生活福祉の相談
・各種申請代行
・福祉用具、住宅
　改修の相談　等

短期入所療養介護（ショートステイ）
介護者の病気・冠婚葬祭・旅行などの理由で一時

的に介護ができなくなったときや、家族の介護の

負担軽減のため、ご家族に代わって援助いたしま

す。また、送迎もいたします。

訪問リハビリテーション
専門のリハビリテーションのスタッフがご利用者のご自宅に訪問し、心身機

能の維持回復や、日常生活の自立に向けて、ご利用者の生活環境に沿ったリ

ハビリテーションを行います。

訪問介護員（ホームヘルパー）がご利用者のご自宅を訪問し、食事・排泄・入浴・

着替えなどの身体介護サービスや、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助サー

ビスを行います。

通所リハビリテーション（デイケア）
ご自宅から通いながら、食事や入浴

などの日常生活上の援助や、生活機

能向上のためのリハビリテーション

などを日帰りで行います。また、趣

味活動や社会交流を深め楽しい生活

を過ごせるよう援助いたします。
対象者：
要支援 1・2 の方
要介護 1～5 の方

サービス内容

・起き上がり、立ち上がりの練習
・安定した歩行の練習
・入浴やトイレの動作練習
・ご家族への介助方法
　アドバイス

・福祉用具、住宅改修の
　相談　等

対象者：
要支援 1・2 の方
要介護１～５の方

サービス内容

・安定期の医療サービス
・日常生活 ( 食事・入浴・排泄など ) の援助
・自立や介護予防のためのリハビリテーション
・レクリエーション・趣味活動・行事
・理容・美容
・健康・介護・生活福祉の相談　等

対象者：
要支援１・２ の方
要介護１～５ の方

サービス内容

・専用車両による送迎
・入浴
・昼食
・自立や介護予防のためのリハビリテーション
・レクリエーション・趣味活動・行事
・健康・介護・生活福祉の相談　等

対象者：
要支援 1・2 の方
要介護 1～5 の方

サービス内容

・調理
・買い物
・掃除
・洗濯
・入浴介助
・排泄介助
・通院介助 　等

対象者：
要支援 1・2 の方
要介護 1～5 の方

サービス内容

※ご利用期間については、ご相談ください。

訪問介護
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　相談　等

対象者：
要支援 1・2 の方
要介護１～５の方

サービス内容

・安定期の医療サービス
・日常生活 ( 食事・入浴・排泄など ) の援助
・自立や介護予防のためのリハビリテーション
・レクリエーション・趣味活動・行事
・理容・美容
・健康・介護・生活福祉の相談　等

対象者：
要支援１・２ の方
要介護１～５ の方

サービス内容

・専用車両による送迎
・入浴
・昼食
・自立や介護予防のためのリハビリテーション
・レクリエーション・趣味活動・行事
・健康・介護・生活福祉の相談　等

対象者：
要支援 1・2 の方
要介護 1～5 の方

サービス内容

・調理
・買い物
・掃除
・洗濯
・入浴介助
・排泄介助
・通院介助 　等

対象者：
要支援 1・2 の方
要介護 1～5 の方

サービス内容

※ご利用期間については、ご相談ください。

訪問介護



7：35

入所までの流れ

函館本線「JR八雲駅」下車。
徒歩で約15分。

・開          設 平成10年4月
・施 設 面 積 敷地面積／9346.44㎡
 建築面積／4441.03㎡
・入 所 定 員 90名
・通 所 定 員 45名
・療養室構成 4人部屋20室　1人部屋10室
・協 力 病 院 八雲総合病院
・協 力 歯 科 ヤクモ歯科クリニック

❶

❷

お問い合わせ
お電話で相談の予約をお取りください。
TEL 0137-65-2000

相談・施設見学
ご本人、または、ご家族に施設にお越しいただき、
ご相談を承ります。
ご本人は同席・不在どちらでも結構です。
疑問点や不安な点、相談したいこと、ご要望などが
ありましたら、お気軽にどうぞ。

❸
「入所利用申込書」の作成・提出

❹
❺

ご本人との面接

「入所利用申込書」はご本人、または、ご家族がご記入ください。
その後、主治医・かかりつけ医に「診療情報提供書」を作成していただきます。

支援相談員がご本人と面接させていただきます。

入所判定会議

❻ 入所可否の連絡

❼
入所

「入所利用申込書」「診療情報提供書」、および面接結果をもとに、医師など
多職種のスタッフが専門的見地による検討会議を行います。

入所判定結果が出ましたら、お電話にてご連絡いたします。

ベッドの空き状況、ご家族のご都合などを調整し
入所日時の調整をいたします。

医師、看護師等の医学的な管理のもと、専門スタッフが自立に向けた治療、看護、介護、リハビリ
テーションを行います。また、食事や入浴などの日常生活の介護サービスや、季節ごとの外出や行
事・レクリエーション・趣味活動などを通じ、ご利用者がその人らしく明るく楽しく生活ができる
よう援助し、在宅復帰を目指したサービスを提供いたします。

対象者 : 要介護 1 ～ 5 の方

安心の
サービス

サービス内容

・安定期の医療サービス
・日常生活 ( 食事・入浴・排泄等 ) の援助
・自立のためのリハビリテーション
・レクリエーション・ 趣味活動・ 行事
・理容・美容
・健康・介護・生活福祉の相談　等

コミュニティホーム八雲の 1 日

起床・着替え・トイレ

洗面・整容

朝食・口腔ケア

入浴

お茶
リハビリテーション（個別）
レクリエーション
昼食・口腔ケア

トイレ・休憩

趣味活動

リハビリテーション（集団）

お茶・趣味活動

夕食・口腔ケア

着替え・就寝準備・TV 観賞

消灯

6：00

7：00

7：30

9：00

10：00

10：30

12：00

13：00

14：00

15：00

18：00

16：00

19：00

21：00

お花見

入浴
広々とした浴槽でゆったりとくつ
ろげます。車いすの方でも安心し
てご利用いただけます。

診療
常駐する医師による診療が受けら
れます。

リハビリテーション
一人ひとりの状態に合わせた機能
訓練のほか、みなさんで楽しみな
がら運動できるリハビリも実施し
ています。

食事
季節に応じて、栄養バランスのと
れたメニューをご用意いたします。

レクリエーション
カラオケ、手芸、書道などの活動や、
屋内・屋外のさまざまな行事を通
して、ふれあいの時間を楽しむこ
とができます。

相談
施設療養・在宅療養に関すること
など、専門の職員が何時でも相談
に応じます。

理容・美容
ご入所中は、カット・パーマなどの
サービスを受けることができます。

年 

間 

行 

事 

予 

定

施設概要 アクセス

函館バス「シルバープラザ」下車。
徒歩で約1分。

電車でお越しの方

「JR八雲駅」より車で約5分。
道央自動車道「八雲I.C」より約5分。

お車でお越しの方

バスでお越しの方

介護保険の要介護１～５の認定を受けている方が対象となります。

介護認定を受けていない方は、申請が必要になりますので

支援相談員までご相談ください。

 0137-65-2122
〈共通〉〒049-3117 二海郡八雲町栄町13番地1　ＦＡＸ：0137-63-2085　http://www.keijinkai.com/c-yakumo

【お問い合わせ】

入所介護
サービス

 0137-65-2000
 0137-65-2121

y-hhs@keijinkai.or.jp

お気軽にお電話ください。

yakumo@keijinkai.or.jp

y-kyotaku@keijinkai.or.jp

新年会・餅つき1月

節分2月

ひな祭り3月

運動会4月

5月

花植え・八雲まつり見学6月

八雲山車行列見学7月

夏祭り・外出行事8月

敬老会9月

幼稚園交流会10月

忘年会12月

中学校交流会11月

住み慣れた八雲で
いつまでも

自分らしく生活
できるように

介護老人保健施設

介護老人保健施設


