東名高速道路
浜松西 I.C

航空自衛隊
浜松基地

西山病院
総合案内

舘
山
寺
街
道

気 持 ち の わ か る 親 切
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おかしの
●チップス
●
セブンイレブン

西区役所●

雄踏街道

雄踏街道
●
イオン志都呂

●カインズモール
浜松雄踏

最寄りの交通のご案内

西山病院グループ 西山の杜

遠鉄バス利用：浜松駅前より
『舘山寺線』乗車、
西山団地前、
または狸坂
（たぬきざか）
下車、徒歩3分

地域包括支援センター佐鳴台

遠鉄バス利用：浜松駅前より
『蜆塚佐鳴台線』乗車、佐鳴台団地下車、徒歩1分

地域包括支援センター雄踏 西山病院グループ介護保険センターいなほ
遠鉄バス利用：浜松駅前より
『志都呂宇布見線』乗車、
つるが丘入口下車、徒歩3分

気 持 ちの わ かる親 切

西山 病 院グループ

インフォメーションセンター
（総合案内）
〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町500番地

TEL.053-485-5558 FAX.053-485-5653
0120-124-151（医療相談室直通）
ホームページ https://www.nishiyama.or.jp/
メールアドレス info@nishiyama.or.jp

©202206.1000

医療法人

一 穂 会

社会福祉法人

西山福祉事業団

介護の必要な方やそのご家族の気持ちを理解し、優しく心のこもった手を差し伸べる。
地域に根差したサービスで支援していく西山病院グループです。

総合案内

☎053-485-5558（代）

ご本人の心身の状況やご家族のご意向等を考慮し、
その方にあった施設サービスをご紹介いたします。
困っていること、
わからないこと、
些細なことなどお気軽にお尋ねください。
専門の相談員が親切丁寧に対応致します。

西山病院 ①②③④ ………………… P5〜7

総合案内へご連絡ください

施設サービスについての相談

医療ケアの必要性が高い方
長期療養を必要とする方
リハビリの必要性が高い方

軽・中度の認知症ケア

介護中心のケア

西山ナーシング ⑥⑦ …………………… P7
西山ウエルケア ⑧……………………… P8
グループホームハイジの家 ⑤ ………… P8
西山の杜 ⑩ …………………………… P9

自宅での生活に支障がある方、
介護に関して不安を感じていらっしゃる方、
いつまでも健康で生活したいと
思ってらっしゃる方、
その他自宅での生活、
介護に関してのご相談に応じます。
困っていること、
わからないこと、
些細なことなどお気軽にお尋ねください。
専門の相談員が親切丁寧に対応致します。

ハ ートフ ル コミュ ニ ケ ー ション

西山病院グループは、静岡県西部地域の高齢者医療・介護の一端を担うべく、

地域包括支援センター雄踏 ⑫ ………… P12

総合案内へご連絡ください

やさしく。あ た た かく。

在宅サービスについての相談

Heartful Communication

地域包括支援センター佐鳴台 ⑪ ……… P12

地域の高齢者に
ついての相談窓口

在宅介護についての相談

日帰りでリハビリを
受けたい方

西山病院グループ介護保険センター ③… P12
西山病院グループ介護保険センターいなほ ⑫ P12
通所リハビリテーション ③④⑦⑨… P10・11
訪問看護ステーション西山 ④……………P11
訪問リハビリテーション ⑨………………P11
西山病院ショートステイ ③……………… P 7
西山ウエルケアショートステイ ⑧ ……… P 8

家族介護の負担軽減

認知症対応型通所介護 ⑩……………… P 9

恵まれた自然環境の地域の中で、昭和56年より高齢者のケアに専念してまいりました。
相手の気持ちを思いやる心を大切に充実したサービスを提供し、

案内図

N

地域の身近な相談窓口としても活動を行っております。
①

私たち西山病院グループは、常に ケアのあり方 を追求し、研鑚にはげんでいます。

気 持ちのわかる親 切

なごやかな雰囲気

清潔

②

を基本理念として今後も心のこもったケアで地域と共に歩んでまいります。
④

⑩

工事中 P

P

③

⑤

⑨

⑥
⑦

⑧
※⑪は中区佐鳴台、
⑫は西区雄踏町の住所になります。

1

2

西山病院グループ

Nishiyama Group

4

2

3
1

5

こりす保育園

7

未来型デイケア棟建設予定地

6

8

9

10

3

①西山病院本館
②西山病院西館
③西山病院東館
④西山病院南館
⑤グループホーム ハイジの家
⑥⑦西山ナーシング
⑧西山ウエルケア
⑨短時間型 通所リハビリテーション
⑩西山の杜
⑪地域包括支援センター佐鳴台
⑫地域包括支援センター雄踏・西山病院グループ介護保険センターいなほ

※⑪は中区佐鳴台、
⑫は西区雄踏町の住所になります。
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【医療療養病床158床】
［西館］
西山病院［本館］

Nishiyama Group

施設サービス

西山病院グループの中核となる施設で、老人医療の先駆けとして昭和56年に開院。介護を必要とする方や
ご家族の気持ちを理解し、優しく心のこもったケアを提供できるよう心がけています。

【介護医療院22床・全室個室】
介護医療院 西山病院［南館］

Nishiyama Group

施設サービス

家庭での生活が延長でき、遠慮せず安心して生活できる場所をコンセプトにプライバシーを尊重した
ケアを提供する完全個室病棟です。令和2年4月に介護医療院へ転換。

慢性期の医療・介護療養を行う施設です。
慢性期の医療・介護療養を行う施設です。

ご利用者のプライバシーを大切にした完全個室の病棟です。

医療をより必要とした方に対して医師、看護師等の職員配置を厚くし、

緑に囲まれた上質のくつろぎと、充実した医療介護サービスの

心のこもった介護と医療を提供いたします。医学的管理の必要な患者

安心感をお届けします。ご自宅のお部屋にいるような快適な療

様に個々のリハビリ計画を作成し、リハビリテーションを行っています。

養環境の中、生活を送ります。

ターミナルケアにも力を入れており、ご本人様のQOL（生活の質）の向

また、リハビリテーションやターミナルケアにも力を入れており、

上を図ります。

ご本人様のQOL（生活の質）の向上を図ります。
クローゼットに加え、ミニキッチン、浴室を備えた広い間取りの

Nishiyama Hospital

お部屋もご
ざいます。

診療科目 内科 リハビリテーション科
事業内容 入院、
ショートステイ、通所リハビリテーション
職員構成 医師、
薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、

介護職員、管理栄養士、歯科衛生士、相談員他

5

6

【介護医療院91床】
介護医療院 西山病院［東館］

Nishiyama Group

施設サービス

西山ウエルケア【介護老人保健施設148床】

介護を中心とした医療ケアを提供する施設です。
令和2年4月に介護医療院へ転換。

静岡県初の老人保健施設として平成元年に開設。

慢性期の医療・介護療養をおこなう施設です。

家庭と病院の中間施設に位置付けられている施設

介護認定が要介護1〜5の方がご利用できます。

です。介護認定が要介護1〜5の方がご利用できま

疾病や認知症等の重度の障がいにより常時介護が

す。一定期間入所していただく施設サービスと、リハ

必要な方に、レクリエーションやボランティアの方と

ビリテーションやご家族の介護負担軽減を主な目

の交流等を通して充実した療養生活を送っていただ

的としたショートステイ、本人の自立支援を目的とし

けるようサポートしています。

た通所リハビリテーション等の在宅サービスを通し

リハビリテーションやターミナルケアにも力を入れ

て、介護が必要な方やご家族を総合的にサポートい

ており、ご本人様のQOL（ 生活の質）の向上を図り

たします。また、日常生活動作の維持向上の為、個

ます。ご家族の介護負担軽減の為のショートステイ

別リハビリテーションやレクリエーション専門スタッ

も行っております。また喫茶コーナーではご自由にく

フによる多彩な趣味活動にも力を入れています。

Nishiyama Group

施設サービス

つろぎのひと時を味わえます。

Nishiyama Wellcare
事業内容 入所、
ショートステイ、通所リハビリテーション
職員構成 医師、
薬剤師、理学療法士、作業療法士、

看護師、介護職員、管理栄養士、
歯科衛生士、支援相談員他

介護医療院 西山ナーシング【介護医療院164床】

Nishiyama Group

施設サービス

第２西山病院として昭和６１年に開院。平成３０年に介護医療院へ転換。
長期にわたり医療と介護が必要な要介護認定１〜５の方
を対象とした施設です。
疾病、認知症重度の障がいなどにより、常時介護を必要と
される方に心のこもったケアを提供いたします。
医療サービスでは、経管栄養や喀痰吸引などの日常的な
医学管理やリハビリテーションの提供などを行っていま
す。また、重度の認知症を患った方へのケアや看取り・ター
ミナルケアにも力を入れています。
生活の場として長期の療養を快適に過ごしていただけるよ
う、広い居住空間・プライバシーの確保、広いホールを利用
した様々なレクリーションやボランティアの方との交流等
を行っています。
Nishiyama Nursing

グループホームハイジの家 【認知症対応型共同生活介護18床】

Nishiyama Group

地域密着型サービス

軽度、中度の認知症の方に家庭的な環境の中、少人数で共同生活を送っていただき
認知症の緩和ケアを行っています。
調理、洗濯、掃除等の家事や日常生活上の作業はスタッフ
と利用者が共同で行います。居室はすべて個室です。
ご自宅で使っていた馴染みの家具を持ち込んでいる方もい
らっしゃいます。１日の流れは特に決められておらず、ス
タッフとともに家事や趣味活動をしたり、散歩をして外の
空気に触れたりしてゆったりとした時間の流れの中で過ご
されています。少女ハイジは、苦しんでいたり悲しんでいた
りしている人たちに喜びや微笑みをもたらしました。
そのハイジのような優しい気持ちで入居者に接し、ハイジ
の家が居心地のいい「家」であるよう心がけてケアを行って
います。

H e i d i ʼs H o m e

事業内容 入所、
通所リハビリテーション

事業種類 認知症対応型共同生活介護

職員構成 医師、
薬剤師、理学療法士、作業療法士、看護師、

職員構成 介護職員、
介護支援専門員他

介護福祉士、介護職員、管理栄養士、歯科衛生士、
相談員他
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地域密着型介護老人福祉施設 西山の杜

Nishiyama Group

施設サービス

西山病院通所リハビリテーション

Nishiyama Group

在宅サービス

定員が29名の個室ユニットケアで、家庭的な雰囲気を大切にした一人ひとりに合わせたケアを行っています。

マシントレーニングや体操など様々なコンテンツを通して、日常生活動作の維持・向上を支援いたします。
個別計画に基づいて送迎、入浴などのサービスも提供しています。

介護認定が要介護３〜５で、在宅生活が困難な浜松市

広いホールを活用し、トレーニングマシンや

に住所がある方が利用できます。また、要介護１、２で

ケアトランポリンなど多くの運動機器を完備

あっても、やむ得ない事情により、施設以外での生活が

しています。

困難な方については、特例的に入所できます。

また陶芸や料理教室、クラフトアートなど作

施設に入居されている要介護者に対し、食事・入浴・排

業療法も充実しており、趣味活動も行えます。

せつ等の援助やその他の日常生活上の世話や機能訓

筋トレや有酸素運動などの体操や認知トレー

練を行います。

ニング、手芸、麻雀など豊富なコンテンツの

施設は10名程度の少人数で生活していく場《ユニットケ

中から好きなものを選択し、1日のスケジュ

ア》を提供しています。各ユニットには、玄関・談話室・リ

ールをご自身で決めることができます。また、

ビング・浴室居室があります。入居者一人ひとりの個性

職員の提案に併せてA Iを使用し客観的にデー

や生活のリズムを保つ為の個室と、他の利用者との人

タ分析することで、目標をもってリハビリに

間関係を築くためのリビング（在宅では居間）という

取り組むことができます。

ハードと同時に、小グループごとに配置された職員によ

ホール間の移動時には、季節を感じる事ので

る入居者の生活に沿ったケアを提供しています。

きる中庭を眺めることができます。

屋上が庭園になっており、安全に散歩や園芸、日光浴が

1日の主なプログラム（定員100名）

楽しめます。

8：30
9：30
10：15
12：00
13：00
15：00
16：00

N i s h i y a m a ʼs W o o d s
事業種類 地域密着型介護老人福祉施設
事業内容 ユニット型介護老人福祉施設入所者生活介護

送迎
健康チェック
個々の活動・入浴
昼食
個々の活動・入浴
帰りのコンテンツ
送迎

西山ナーシング通所リハビリテーション

職員構成 生活相談員、
看護師、介護職員、栄養士、他

認知症対応型通所介護 デイサービス西山の杜

Nishiyama Group

在宅サービス

集団体操や趣味活動などを通して、日常生活動作の維持・向上を支援いたします。また、経管栄養・イン
シュリン（血糖測定）などの医療処置が必要な方もご利用いただけます。
Nishiyama Group

在宅サービス

在宅で生活されている認知症要介護（要支援）者に対し、
デイサービスで、介護職員や看護師などから入浴、排せつ、
食事などの介護、その他の日常生活の世話および機能訓
練が提供されます。
小規模（定員12名）で家庭的な雰囲気の中で、個別ケアに

『笑顔・元気・丁寧』を掲げ心温まるケアを
目指し、ご利用者様の気持ちに沿ったサービ
スを提供します。集団体操や手作業にも力を
入れており、日常生活をより豊かに過ごして
いただけるよう支援いたします。日常生活動
作で必要なリハビリや看護師による生活上の
助言や状態観察も行っています。

取り組んでいます。

1日の主なプログラム（定員45名）
1日の主なプログラム
8：30
9：30
10：00
10：30
11：45

9

お迎え
来所
健康チェック
入浴
体操
嚥下体操

12：00
13：00
13：00
15：00
15：30
16：30

昼食
趣味活動
レクリエーション
喫茶・おやつ
個別レクリエーション
お送り・帰宅

8：30
9：30
10：00
12：00
13：00
15：00
16：00

送迎
健康チェック
リハビリ体操・個別リハビリ・入浴
昼食・口腔ケア・休憩
趣味活動・個別リハビリ・入浴
おやつ
送迎
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西山ウエルケア短時間型通所リハビリテーション

Nishiyama Group

在宅サービス

地域包括支援センター佐鳴台／雄踏【浜松市委託事業】

Nishiyama Group

在宅サービス

個別リハビリテーションを中心とした短時間型通所サービスです。
『個別リハビリテーション』
医師の指示に基づいて理学療法士や作業療法士が１人ひ
とりの状態に合った個別的なリハビリを提供致します。
『パワーリハビリ』
軽い負荷での運動を反復して行うことで普段使っていない
筋肉の活性化や、日常生活に必要な正しい動作の再学習
を図ります。
『リラクゼーション』

地域包括支援センター佐鳴台

地域包括支援センター雄踏

温熱治療器や空気圧式マッサージ器、ウォーターベッド型
マッサージ器まで取りそろえたリラクゼーションにより、痛

佐鳴台担当エリア 城北地区・佐鳴台地区

雄踏担当エリア

神久呂地区・雄踏地区・舞阪地区

みの緩和や代謝の促進を図ります。
1日の主なプログラム
午前の部
（定員30名）
8:15 送 迎
9:15 健康チェック・準備体操
9:30 リハビリ
11:30 昼 食
12:30 送 迎

午後の部（定員30名）
11:30 送 迎
12:30 昼 食
13:15 健康チェック・準備体操
13:30 リハビリ
15:45 送 迎

西山ウエルケア 訪問リハビリテーション

Nishiyama Group

在宅サービス

地域で暮らす高齢者を介護、福祉、健康、医療等様々
な面から総合的にサポートする身近な相談窓口です。
保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員のそれぞ
れの専門職によるチームアプローチを行い、地域の課
題を解決したり、地域のネットワークの構築を行ったり
します。

主なサービス内容
1 介護、
健康、福祉、医療、生活等に関する相談
2 成年後見制度の紹介や虐待の早期発見・解決、
消費者被害等への対応
3 ケアマネジャーの支援、
他機関とのネットワーク作り
4 要支援者、
また介護の不安のある方、自立した方等への介護予防支援
5 介護保険の申請代行
6 その他

西山病院グループ介護保険センター【居宅介護支援事業所】
西山病院グループ介護保険センターいなほ

Nishiyama Group

在宅サービス

リハビリの専門職がご自宅に伺い、マンツーマンで対応する
サービスです。

専任の介護支援専門員
（ケアマネジャー）
がご自宅にお住いの介護を必要とする方やご家族のご相談に応じます。

介護認定をお持ちの方に、身体状況や自宅環境を踏まえたリハビリを

生活を続けられるよう、利用者の希望に沿ったケアプランを作成

提供し、自立した日常生活や社会参加を実現できるようサポートをし

し、介護サービス事業者への連絡や調整を行います。

介護認定を受けられた利用者が、可能な限り住み慣れた地域での

ます。個人指導を受けたい方、出かけることが困難な方はご相談くだ

主なサービス内容

さい。

1 介護に関わるご相談、
介護保険の申請代行
2 ケアプラン
（居宅介護サービス計画）の作成

主なサービス内容

3 市町村・保険医療・福祉・介護サービス事業所等との連絡調整
4 相談や苦情等の受付対応

1 病状の観察（バイタルチェック等）

5 その他

2 身体機能の改善・向上
3 日常生活の指導・アドバイス

こりす保育園【事業所内保育施設】

4 介護相談・支援

訪問看護ステーション西山

Nishiyama Group

在宅サービス

ご自宅に看護師や理学療法士が訪問し、看護・リハビリを受けるサービスです。
病気や障がいがあっても「住み慣れた家」で快適な在宅療養生活を送れるように、
かかりつけ医（主治医）と連携を取りながら支援をさせて頂きます。

Nishiyama Group

保育サービス

西山病院グループでは、子育て支援の一つとして保育施設があります。
働くことと子育ての両立は、働く本人にとってもその家族に
とっても重要な問題です。西山病院グループでは、職員の
子供だけでなく地域の子供を一緒に保育を行います。定員
は19名（うち地域枠5名）で対象年齢は0歳児から2歳児で
す。卒園後の受け入れ先として連携施設があります。

主なサービス内容
1 病状・障がい・全身状態の観察

5 ターミナルケア、
認知症患者の看護

2 清拭等による清潔の保持、
食事及び

6 療養生活や介護方法の指導、
助言

排泄等の日常生活の援助
3 褥瘡の予防・処置
4 リハビリテーション
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7 カテーテル等の交換・管理
8 その他主治医の指示による診察の補助
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お問い合わせ

ボランティア活動

Nishiyama Group

ボランティア

医療法人一穂会
法人事業本部

西山病院グループでは、ボランティア活動にも力を注いでいます。

所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
500番地（西山病院内）
Tel（053）
485-5558
（代）
Fax（053）
485-5653

高齢者の日常的なふれあいや支えあいの和が広がればとの
思いで、平成7年西山病院グループに「ボランティアの会」が
発足いたしました。
喫茶お手伝い、裁縫、体操、フルートや三味線等の演奏、フラ

西山病院（医療療養・介護医療院）

ダンス、本の読み聞かせ、大道芸等、多くの団体や個人の方

所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
500番地
Tel（053）
485-5558
（代）
Fax（053）
485-5653
診療科目：内科 リハビリテーション科
事業内容：入院、通所リハビリテーション、
ショートステイ

がボランティア登録されており、西山病院グループの活動の
中で様々な場面でご協力やご支援を頂いております。また、
身近な話し相手やゲーム等の対戦相手などのふれあいボラ
ンティアもお願いしております。
高齢者が心豊かな生活を送れるようボランティアの皆さんと
共に地域での活動を続けてまいります。

介護医療院 西山ナーシング（介護医療院）
所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
411番地の1
Tel（053）
485-5151
（代）
Fax（053）
485-6938
事業内容：入所、通所リハビリテーション

西山ウエルケア（介護老人保健施設）
所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
411番地の2
Tel（053）
485-5500
（代）
Fax（053）
485-6130
事業内容：入所、ショートステイ、
通所リハビリテーション

西山病院 医療相談室、
地域連携室

四季折々の活動

Nishiyama Group

活動

楽しく日々の生活を過ごしていただけるよう各セクションで様々なレクリエーション活動をおこなっています。
また、季節が感じられるよう四季折々のイベントも開催しています。
施設に入院・入所されていることで、或いは在宅で暮らしてい

西山病院グループでは、高齢者のQOL（生活の質）の向上に

ながらも、ご自身で自由に外出することが難しく、意欲低下の

資する取り組みとして、開院当初からレクリエーションや季

恐れがある高齢者にとって、季節を感じ、そして意識できる機

節行事に力を注いでいます。

会はとても大切な事です。

春
秋

夏
冬

連 絡 先：Tel（053）485-5777
フリーダイヤル
（0120）
124-151
Fax（053）
485-6907

居宅介護支援事業

所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
520番地
Tel（053）485-5008
Fax（053）485-5503

所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
500番地（西山病院内）
Tel（053）485-5501
Fax（053）485-6907

西山病院 通所リハビリテーション

居宅介護支援事業

西山病院グループ介護保険センター

所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
500番地
Tel（053）
485-0526
Fax（053）
485-0526

西山ナーシング 通所リハビリテーション
所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
411番地の1
Tel（053）
485-5150
Fax（053）
485-5150

西山ウエルケア 通所リハビリテーション
所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
411番地の2
Tel（053）485-7266
Fax（053）485-7266

訪問看護ステーション西山
所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
500番地
Tel（053）485-5515
Fax（053）485-7811

西山ウエルケア 訪問リハビリテーション
所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
411番地の2
Tel（053）485-7266
Fax（053）485-7266

西山病院グループ介護保険センターいなほ
所 在 地：〒431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町
宇布見4080-4（地域包括支援センター雄踏隣）
Tel（053）401-3351
Fax（053）401-3352
事業所内保育施設 こりす保育園

所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
518番地の6
Tel（053）
485-7011
Fax（053）
485-7088
浜松市地域包括支援センター事業

地域包括支援センター佐鳴台・雄踏
所 在 地：〒432-8021 静岡県浜松市中区佐鳴台
（佐鳴台） 3丁目35-21
Tel（053）448-0201
Fax（053）448-0223
（雄踏）
：〒431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町
宇布見4080番地の4
Tel（053）597-0022
Fax（053）597-0023

社会福祉法人 西山福祉事業団

西山の杜（地域密着型介護老人福祉施設）
デイサービス 西山の杜（認知症対応型通所介護）
所 在 地：〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町
93番地の1
Tel（053）485-7600
（代）
Fax（053）485-1715
事業内容：入居、通所介護、相談

西山病院グループ沿革
昭和56年11月
昭和59年 ８月
1２月
昭和61年 4月
昭和62年 2月
平成 元年 4月
平成 2年 2月
平成 8年 3月
6月
平成10年 1月
平成11年 8月
平成12年 3月
11月
12月
平成13年11月
12月
平成14年12月
平成16年 7月
8月

西山病院（150床）
開院
西山病院210床に増床
医療法人社団一穂会設立
第2西山病院西山ナーシング
（178床）
開院
訪問看護開始
県下初の老人保健施設西山ウエルケア
（148床）
開設
西山ウエルケアデイケアセンター開始
西山病院 全床完全型療養型病床群 認可
西山病院 老人デイケア開始
西山在宅介護支援センター開設
西山病院グループ全施設 居宅介護支援事業所認可
西山ナーシング全床完全型療養型病床群 認可
西山病院訪問介護 開始
西山ナーシング通所リハビリテーション開始
グループホーム ハイジの家開設
西山病院南館（全床個室）
を増設
西山病院225床に増床
西山病院グループ介護保険センター開設
西山病院介護保険センター通所介護 開始

1981

平成17年 ７月
平成18年 4月
平成22年 3月
4月
6月
8月
1２月
平成23年 4月
10月
平成25年 4月
平成26年 6月
平成２７年 ４月
平成30年 8月
令和 元年11月
令和 2年 4月
令和 2年12月
令和 4年 6月

1989

1986
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グループホーム ハイジの家

（認知症対応型共同生活介護）

西山病院 もの忘れ相談開始
地域包括支援センター佐鳴台開設
コミュニティーサロン いな穂（佐鳴台）開設
事業所内保育施設 こりす保育園開設
短時間型通所リハビリテーション開設
社会福祉法人 西山福祉事業団設立
西山病院231床に増床
地域密着型介護老人福祉施設 西山の杜開設
西山病院本館開設、
デイサービス西山の杜開設
地域包括支援センター雄踏開設
西山病院263床に増床
コミュニティーサロン いな穂（雄踏）開設
西山病院２７１床に増床
西山ナーシング
（164床）介護医療院に転換
訪問看護ステーション西山開設
西山病院（113床）介護医療院に転換
西山病院グループ介護保険センターいなほ開設
西山ウエルケア訪問リハビリテーション開設
2010-2011

2000-2001
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