
2017.4.1更新　

▶ JR『琴似駅』と市営地下鉄『琴似駅』、又は市営地下鉄『発寒南駅』から
JR北海道バスが運行しています

☞ 午前7時台で計8便、午前8時台で計6便が運行しています
☞ 早番・遅番にも間に合います

『琴似駅』〇西野平和線[琴４２] 20分

 停留所『平和1条11丁目』降車
『発寒南駅』西野平和線[発４２] 17分 当施設までは徒歩２分です♪

▶ 市営地下鉄『琴似駅』の5番出口（静和記念病院）前より無料送迎バスが
日・祝を除き運行しています（シフトにより利用可能です）

▶ 車通勤も可能です（駐車場は無料・交通費は支給です）

 【平和地区】
・ 平 和 病 院　　 ☎011-662-2525
・ 平和リハビリテーション病院　 ☎011-662-1771

 【琴似地区】
・ 静和記念病院　　 ☎011-611-1111
・ 訪問看護ステーションことに　 ☎011-611-3323
・ 札幌市西区第1地域包括支援センター ☎011-611-1161
・ 静和ケアプランセンター　　 ☎011-640-8080
・ 静和ケアサービスセンター　　 ☎011-640-8901
・ 札幌市西区介護予防センター八軒 ☎011-611-8566
・ 琴似看護専門学校　　 ☎011-644-4439

 【蘭越町】
・ 昆布温泉病院　　 ☎0136-58-2231

介護老人保健施設とは 短期入所療養介護とは 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝとは
医師による医学的管理の
下、看護・介護や、作業療
法士や理学療法士等による
リハビリテーション、また
栄養管理等を通じて家庭復
帰に向けたケアを提供する
入所サービスです。
利用者様1人1人の状態や
目標に合わせた施設サービ
ス計画書(ケアプラン)を作
成し自立支援を行います。

短期間（連続30日間ま
で）施設へ入所される利用
者様に、医学管理の下で看
護・介護・リハビリを提供
するサービスです。
「数日家を空けなければな
らない」「介護者が体調を
崩してしまった」など一時
的に自宅での生活が困難と
なった場合や、介護者の負
担軽減も目的の1つです。

介護老人保健施設や診療
所・病院で提供され、ご自
宅から通所していただきな
がら作業療法士や理学療法
士等によるリハビリテー
ションのほか、入浴・趣味
活動等を行っていただき健
康の維持・増進を図るサー
ビスです。
また介護者の身体的・精神
的負担の軽減も図ります。

✔サービス種類

✔アクセス 　介護老人保健施設

エル・クォール平和

↘
↗

✔医療法人社団静和会グループ

医療法人社団 静和会

介護老人保健施設エル・クォール平和
〒063-0022 北海道札幌市西区平和2条11丁目2-5

☎ 011-667-8111 Fax011-667-8121

✉ rouken-jim@seiwa-kai.or.jp
［問合せ先］事務課長 亀本

介護老人
保健施設
【 入 所 】
定員：100床

内、認知症専門棟25床

従来型個室と４床室あり

対象：要介護度1～5

病院併設型（平和病院）

短期入所
療養介護

【ショートステイ】
対象：要支援1・2

要介護度1～5

定員：空床利用型

送迎：西区全域

（西区外も一部対応可）

通所ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ
【デイケア】
６～８時間の提供

対象：要支援1・2

要介護度1～5

利用定員：60名

送迎範囲：西区全域

Elegant Quality Of Life
エル ク オ ー ル

～更に上質な生活のために～



平成２９年４月１日時点

医 師　　常勤1名 ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ　計10名在籍

看護職員（看護師・准看護師） ケアマネージャー　2名在籍

　入所16名・通所3名在籍 [平均年齢47歳] 支援相談員（社会福祉士）2名在籍

介護職員　➡　全体の7割以上が介護福祉士 管理栄養士

　入所33名・通所13名在籍 [平均年齢37歳] 事務職員ほか

 各職種の採用条件は求人票（ハロー

ワークにも掲載中）でご確認ください！

▶職員の配置状況

▶介護処遇改善加算（Ⅰ）算定 ▶介護ソフト導入施設　パソコン・

当施設は本年4月から拡充された↑加算の
算定施設ですので、介護職員の資格や研
修修了の努力を評価して昇給する仕組み
が整備されています。

タブレットから記録等を入力いただきます。

▶Facebook　　 配信中

■ 看護・介護部（入所）

利用者様の大切にし
ていることを

看護・介護の専門職
として大切にしています

当施設には、病気や

けがなどでそれまで

通りの生活が困難と

なった人が多く入所

されています。

そして、その人が

自宅やその他の生

活の場に戻るために、

私たちは支援を行っています。その中で、

一人ひとりのそれまでの長い人生で大切

にしてきたもの、この先どう過ごしてい

きたいかということに目を向けています。

家族や多職種とも話し合い、利用者様一

人ひとりがいかにその人らしく過ごせる

かを、私たちは看護・介護の専門職とし

て日々追求しています。

そのケアの実践では

当施設に在籍する

豊富な経験と資格

を有する専門職が

活躍しています。

↓在籍する職員の資格など
・老人看護専門看護師
・認知症看護認定看護師
・認知症ケア専門士
・認知症介護リーダー研修 修了者多数

尚、経験の(介護職は資格も)ない職員に

も基礎から教育する仕組みがあるため、

ご安心ください！

▶当施設の特徴

✔病院併設型（平和病院）

休日や夜間の緊急対応も当直の医師が

常駐しているため安心です。

✔『在宅強化型老健』届出施設
まだ北海道では全体の約1割しか届出施

設がありませんが、老健は終の住み処で

はないため、その本来の役割を担うこと

を目指しています。

✔入所者のレベル
【要介護度】 平均３．２（H28年度実績）

医療的な処置（ストマ・気管切開・胃

瘻・インスリン・カニューレ等）が必要

な利用者様の受け入れも行っています。

✔職員の配置数（入所100床に対し）
【日勤】 療養室担当 看護3名、介護6名

＋早・遅番、ﾘｰﾀﾞｰ、入浴担当等を配置

【夜勤】 看護1名＋介護4～5名の配置

（2交代）

✔ケアプランの作成
当施設では看護・介護

職も資格に関わらず

『ケアプラン』を作成

します。その利用者様に

とって、どんな支援が

必要かを考え実践することが専門性を高

めていく上で重要だからです。

✔看取りケア
老衰や老化に伴いご本人やご家族が積

極的な治療を希望しない方を対象に看取

りケアを行っています。ご家族の心身の

疲労や精神的負担にも配慮しつつ出来る

限り支援いたします。

毎月の誕生会・季節毎の行事や夏祭り開催

の他、毎月のセラピードッグの来訪や、毎週

のアロマハンドトリートメントは利用者様に

とても好評です♪

■ リハビリテーション科

1回のリハビリで1回の

笑顔をモットーに

利用者様のやる気を引き

出す事に重点を置いています

専門職が利用者様の機能評価の上で最適な

プログラムを作成しリハビリを提供します。

また在宅復帰、及び在宅療養の継続支援と

して、居宅のケアマネージャーさんとも連

携を図り、福祉用具や住宅改修等のお手伝

いもさせていただきます。

↓主なメニュー↓

✔ 短期集中＆個別リハビリテーション

✔ 認知症短期集中リハビリテーション

✔ パワーリハビリテーション

✔ 学習療法『脳活性トレーニング』

✔ 認知症緩和ケア『タクティールケア』

✔ 車椅子の適合評価や

装具作製のお手伝いなど

■ 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

利用者様のやりたい事や

目標を見つけるお手伝いと

実現に向けた機動力には

自信があります

当事業所では、利用者様が目標を持って生

活できるよう様々な提案をしながら‟やりた

い事”を探すお手伝いをしています。

そして目標実現のためにどんな支援や訓練

が必要か考え、実現に向けた実践を開始し

ます。今ではすっかり定番となったパーク

ゴルフ場やボーリング場へのお出掛けは、

日々の努力の披露の場です。

尚、昼食・おやつバイキング、

手打ち蕎麦の実演やお寿司、

毎年恒例のホテルバイキング

へのお出掛けなど、やはり

『食』に関するイベントは

利用者から大人気です！

乙坂リハ科・通リハ科長

種田介護科長

大久保看護科長
（老人看護
専門看護師）

清水看護・介護部長


