
医療法人  明輝会

吉野東
ホームクリニック

外観イメージ

明輝会グループ

医療ケア・リハビリ・介護をサポート

●小規模多機能型居宅介護
　小規模多機能ホームひばり
　多機能ホーム南洲の杜
　サテライト小規模多機能ホームすばる

●訪問看護
　よしの訪問看護ステーション

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　ケアステーション24御召覧

●訪問介護
　ヘルパーステーションよしの
　ヘルパーステーションかんまち

●サービス付き高齢者向け住宅
　東雲
　星空
　東風

●福祉用具レンタル、販売など
　ウェルフェア

●有料老人ホーム
　南洲の杜
　仁田原ノ杜

木のぬくもりを感じながら
充実した１日を過ごしていただきたい・・・
木のぬくもりを感じながら
充実した１日を過ごしていただきたい・・・

デイケアスマイルデイケアスマイル

●利用料金は介護度に応じてお支払いいただきます。
●食事代（1食）550円
　※その他諸経費として、利用者の希望による身の回りの品またはアクティ
　ビティーサービスに関わる料金を別途徴収致します。

●詳細な利用料金、各種加算につきましては、各事業所にてご説明
　いたします。
●ご本人様とご家族様の状態、状況に合わせてサービスを提供い
　たします。短時間のご利用や延長などお気軽にご相談下さい。

T E L ／ 099-295-0555
F A X／ 099-295-0561

所在地／鹿児島市吉野町5208-1

管理者（院長）／桶谷　眞

医療法人 明輝会

吉野東ホームクリニック

●介護老人保健施設
　ろうけん青空
　サテライトろうけん青空

●在宅療養支援診療所
　内村川上内科

●居宅介護支援事業所
　ケアセンターよしの
　ケアセンターかんまち
　ケアセンター鹿児島中央

●認知症対応型通所介護
　デイサービス若草
　デイサービス帯迫
　デイサービス南洲の杜

●通所介護
　デイサービス笑顔

●グループホーム
　グループホーム帯迫
　グループホームひばり
　グループホームよしの村

●通所リハビリテーション
　通所リハビリテーションかがやき
　通所リハビリテーション青空

デイケア体験（550円）も随時受け付けております。
お気軽にお電話・ご意見ください。

提 供 日 月～金

定　　員 （1日）10名

営業時間 8：20～17：20

T  E  L 099-295-0550
F  A  X 099-295-0562099-295-0562

（午前） （午後）
8：20 12：00 16：00

・脳活性化プログラム
・レクリエーション
・リハビリ

・入浴
・散歩
・お茶タイムなど

車にて
お送り

車にて
お迎え

●一日の暮らし

　利用者さまのご希望・生活状況・ご家族の状況に応じ

た機能回復訓練・脳活性化プログラム・レクリエーショ

ン等のリハビリや食事の提供、送迎を行うことにより、

利用者さまに楽しい時間を

過ごしていただき、心身とも

に健やかな生活を過ごすこ

とが出来ます様にお手伝い

いたします。

診療科目

内科・消化器内科

吉田IC

鹿児島市街地

県道
16号

菖蒲谷菖蒲谷

吉野町
帯迫

吉野東中学校 吉野東小学校

有料老人ホーム
仁田原ノ社

デイケア
スマイル

Vivid Village

吉野東ホーム
クリニック



理事長

理
念

私たち明輝会のすべての職員は、患者さん・利用者さんが
尊厳ある人間らしい生活を送るための環境を整え、
一日も早い社会復帰ができますように、可能な限りの
医療・介護・福祉のサービスを提供し、地域社会に貢献いたします。

私たち明輝会のすべての職員は、患者さん・利用者さんが
尊厳ある人間らしい生活を送るための環境を整え、
一日も早い社会復帰ができますように、可能な限りの
医療・介護・福祉のサービスを提供し、地域社会に貢献いたします。

外来診療のご案内
　かかりつけ医として、疾病に関する様々な相談を最初に受

ける医療機関をイメージし、初期検査を行える設備を用意し

ております。

　診療科目は、内科・消化器内科であり、かかりつけ医ではあ

りますが、専門性も考慮した診療体制を提供いたします。

　その他、健康診断や各種予防接種等も行っておりますので

お気軽にご相談ください。

在宅訪問診療のご案内
　行政も積極的に在宅医療を推進することになり、当院は在

宅療養支援診療所として内村川上内科との連携により24時

間365日、往診体制を確立致しました。

　私たちは、地域で暮らす皆さまに安心して、ご自宅での療養

を行っていただきたいと考えております。お気軽にご相談く

ださい。

　訪問診療とは、医師が患者さんのご自宅を定期的に訪問し

て診療を行うことです。通院が心身共に困難である患者さん

にご利用頂くことができます。また、体調不良の時など、臨時

で行う診療（往診）にも対応しています。

在宅医療とは？Q

A 　医師と看護師が「患者さんの家」で行う医療です。診察室
と同じように問診から始まって基本的な診察を行います。
注射や検査を自宅で行うことも可能です。

A

どのような方が対象になりますか？Q
　慢性的な疾患や病気の後遺症、末期がんを患っている方な
ど、基本的にひとりでは外来通院が困難な患者さんが対象と
なります。

A

いつでもすぐに来てくれますか？Q
　24時間365日いつでも看護師または医師が相談を受け
てアドバイスします。状態に応じて、訪問看護や往診を行っ
ています。ただし、夜間はお伺いするまでに時間がかかる場
合もございます。

主な医療機器
・電子カルテ（WINE Style）

・X線撮影装置

・CR装置

・エコー（心エコー・腹部エコー・血管エコー・甲状腺エコー）

・グリコヘモグロビン分析装置（HbA1c）

・末血CRP自動分析器

・心電図

・スパイロメーター

診療スケジュール ◇休診日：水・日・祝日／訪問診療（往診）は14：00～15：30に実施

診療時間

  9：00～12：30

14：00～15：30

15:30～18：00

日
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訪問診療 訪問診療

桶谷　眞
1984年　熊本大学卒業

所属学会／日本内科学会

　　　　　日本消化器病学会

　　　　　日本肝臓学会

プロフィール

おけたに　まこと

院長

　当院は、緑豊かな吉野東地区にある内科クリニックです。私
は、これまで長く鹿児島大学病院で、内科、消化器病、肝臓病
の研鑽を積み、前任の内村川上内科では在宅医療を学んで参り
ました。今後はこれらの経験を活かして、地域のかかりつけ医
として外来診療、訪問診療を通して皆様の健康をお守りするこ
とに力を尽くしていきたいと思います。
　クリニックにはデイケアスマイルが併設し、隣には有料老人
ホーム仁田原ノ杜があります。これらの施設はすべて、鹿児島
県産の木材をふんだんに使用しています。木の香りと温もりは、
そこに居るだけでも心や体を癒します。この木の温もりのよう
に、クリニックがいつも地域の皆様の安心を支える施設であり
たいと思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ



有料老人ホーム
【住宅型】

仁田原ノ杜
にたばるのもり

外観イメージ

医療・介護でお困りの方へ

たとえば…

このような医療・介護にお困りの方は
ぜひ、一度ご相談ください。

医療処置・リハビリが必要な方

病院や施設からの

退院・退所を予定されている方

認知症・寝たきりなどで在宅介護に

限界を感じられている方

●

●

●

医療法人 明輝会グループ併設事業所

ヘルパーステーションよしの（訪問介護）

ケアステーション24御召覧

デイケアスマイル（通所リハビリテーション）

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）

所在地：鹿児島市吉野町5208-1

県道16号線から車でお越しの場合

（来客駐車場あり）

①吉野町帯迫交差点を北東へ進む。

②菖蒲谷交差点を右折、700m程度進み、最初の

信号を右折、500m程度進むと吉野東小、中学

校があり、さらに200m程度進むと右手側に、

吉野東ホームクリニックが見えます。

吉田IC

鹿児島市街地

県道
16号

吉野東中学校 吉野東小学校

仁田原ノ社

入居に関するお問合せ

医療法人  明輝会
仁田原ノ杜  入居者相談窓口

TEL.099-202-0739
http://meikikai.com

医療ケア・リハビリ・介護をサポート

吉野東ホーム
クリニック

菖蒲谷

吉野町帯迫



ホーム内紹介 食事

例えば…

仁田原ノ杜は

医療・介護連携で安心の生活を

サポートする有料老人ホームです。

鹿児島の木材をふんだんに利用し、木造建築なら
ではの柔らかさや木の温もりを感じられる居室の
ほか、明るく開放的な空間をご用意。

かごしま木づかい推進事業による、木造公共施設が隣接しています。

ご入居費用等

洗面洗面

棚棚

テレビテレビ

ベッドベッド

トイレトイレ

洋室
8帖
洋室
8帖

Type A（25室）

洗面洗面

棚棚

テレビテレビ

ベッドベッド

トイレトイレ

洋室
10帖
洋室
10帖

※間取りはイメージです

Type B（4室）

毎食できたてのお食事を提供いたします。
栄養士が栄養バランスの良い日替わりのメニューを考え、ホームの厨房

で調理師が入居者様のお口に合うようなお食事を提供いたします。

また、季節行事に合わせたイベント食もご提供いたします。

きざみ食、ソフト食、ミキサー食、

糖尿病食、腎臓病食

※その他ご相談下さい

●昼食例

月額利用料…………132,200〜142,200円

入居時費用…………104,000〜124,000円

住宅型有料老人ホーム　 仁田原ノ杜

要支援２

10,473円

要支援１

5,003円

介護度

利用者
負担額
(30日換算)

要介護１

16,692円

要介護２

19,616円

要介護３

26,931円

要介護４

30,806円

要介護５

36,065円

介護度

利用者
負担額
(30日換算)

※居室内電気代は別途必要です。また、医療費・介護保険サービス利用料は別途負担となります。

※入居時費用は居室清掃費等を精算の上、返金致します。

　吉野東ホームクリニックのドクターによる月2回の訪問診療や、

訪問看護サービスを利用することにより、契約した患者様は、24時

間365日いつでも往診を受けることができます。

医　療

　ご愛用のタンスやテーブルなど様々な家具をお
持ち込み頂き、お好みの部屋にしていただけます。

　ケアステーション24御召覧の訪問介護サービスを利用すること

で、介護スタッフがホームに常駐し、お一人おひとりのケアプランに

基づいたきめ細やかなサービスで介護面のサポートをいたします。

ホーム内の巡回や生活相談等を行います。レクリエーションやイベ

ント食など、入居者様に喜んでいただけるような内容を考慮し、実施

します。

介護・生活支援

知っていますか？木の働き。

●調湿効果
●保温性
●音響効果

●リラックス効果
●弾力性
●エコ効果

内科・消化器内科【 診 療 科 目 】

鹿児島市吉野町5208-1【 所 在 地 】

桶谷　眞【管理者（院長）】

医療法人 明輝会

吉野東ホームクリニック

医 療 機 関

特別食の必要な方も

　　　　　　対応させて頂きます。
居　室

　ご家族やスタッフとの会話が楽しめる食堂や安
全な浴室など、日常的にゆとりと癒しを実感でき
る共用スペース・設備をご用意しています。

共用
スペース

●居室…29室（全室個室）　●構造・規模…木造2階建て

●敷地面積…2057.93㎡　●延床面積…898.20㎡

●居室面積…13.60㎡〜16.80㎡

●居室設備…トイレ、エアコン、照明設備、緊急通報装置、カーテン、洗面台

●共用設備…食堂（談話室）、浴室、特殊浴槽、エレベーター、洗濯室、トイレ、

　　　　　　スプリンクラー、自動火災通報装置

・家賃（Type A／25室） 52,000円

（Type B／  4室） 62,000円

・管理費 37,000円

・食費（30日の場合） 43,200円

…………………………………

…………………………………

……………………………………

…………………………………………………

介護保険サービス利用料 （介護保険自己負担額）

・敷金 104,000～124,000円……………………………………
（家賃の2ヶ月分） 

鹿児島県より補助金を受け、「かごしま木づかい推進事業」
として、建築致しました
　「かごしま木づかい推進事業」とは、県産材を使用したPR効果の高いモデル

的な木造公共施設の整備や内装木質化の取組について支援することで、県産材

の地材地建と、これらを通じた森林環境の保全に対する理解を深めていただく

ことを目的とした事業です。

　この事業に賛同し、地域の景観を損なわない、環境に優しい県産材を使用し

た、診療所とデイケア、老人ホームが併設した施設を造りました。


