
梅ヶ丘拠点整備事業

保健医療福祉サービスの

全区的な拠点施設整備に関する説明会

南東北グループ

・社会福祉法人 南東北福祉事業団

・一般財団法人 脳神経疾患研究所



■はじめに

◎南東北グループは「すべては
患者さん、利用者さんのために」
を理念に掲げ、病院・診療所・介
護老人保健施設・特別養護老人
ホーム・障害者支援施設などを
福島県、宮城県、青森県、東京
都、神奈川県に展開する医療・
福祉の総合企業体です。

◎南東北グループ法人

一般財団法人 脳神経疾患研究所

社会医療法人 将道会

財団医療法人 謙昌会

医療法人社団 三成会

医療法人財団 健貢会

医療法人社団 新生会

社会福祉法人 南東北福祉事業団 1



■社会福祉法人 南東北福祉事業団

○沿革

・平成9年10月 社会福祉法人認可

・平成11年4月 福島県郡山市に総合南東北福祉
センターを開設

・平成16年8月 福島県川俣町に総合南東北福祉
センター川俣を開設

・平成19年4月 東京都中野区に東京総合保健福
祉センター江古田の森を開設

・平成26年11月 福島県郡山市に総合南東北福祉
センター八山田を開設

南東北福祉事業団
（総合南東北福祉センター内）

◎所在地 福島県郡山市

◎開設年月日 平成11年4月1日

◎センター内の
設置施設

特別養護老人ホーム、通所介護、
ケアハウス、障害者支援施設等

◎センター内の
定員

入所185名
通所70名

2



■社会福祉法人南東北福祉事業団の施設

3

【総合南東北福祉センター川俣】

◎所在地 福島県川俣町

◎開設年月日 平成16年8月１日

◎設置施設 特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、通
所介護、通所リハビリ等

◎定員 入所 170名
通所 80名

【東京総合保健福祉センター江古田の森】

◎所在地 東京都中野区

◎開設年月日 平成19年4月１日

◎設置施設 特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、ケ
アハウス、障害者支援施
設等

◎定員 入所 324名
通所 127名

【総合南東北福祉センター八山田】

◎所在地 福島県郡山市

◎開設年月日 平成26年11月1日

◎設置施設 特別養護老人ホー
ム、通所介護、
就労継続支援Ｂ型、
児童通所支援

◎定員 入所 70名
通所 65名



■一般財団法人 脳神経疾患研究所

○沿革

・昭和56年12月 福島県郡山市に南東北脳神経
外科病院を開設

・平成15年11月 福島県田村市に滝根診療所を設
立

・昭和59年1月 財団法人脳神経疾患研究所を
設立

・平成16年4月 福島県郡山市に南東北医療クリ
ニックを開設

・平成6年6月 福島県須賀川市に須賀川診療
所を設立

・平成16年8月 福島県川俣町に介護老人保健施
設リハビリ南東北川俣を開設

・平成8年4月 福島県郡山市に介護老人保健
施設ゴールドメディアを設立

・平成20年7月 福島県三春町に介護老人保健施
設三春南東北リハビリテーショ
ン・ケアセンターを設立

・平成9年10月 福島県福島市に南東北福島病
院を設立

・平成20年10月 福島県郡山市に南東北がん陽子
線治療センターを設立

・平成10年4月 福島県田村市に大越診療所を
設立

・平成24年10月 財団法人脳神経疾患研究所が
一般財団法人脳神経疾患研究
所に法人名称を変更

・平成14年7月 福島県福島市に介護老人保健
施設リハビリ南東北福島を設立
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■首都圏にある南東北グループ施設

医療法人財団 健貢会
総合東京病院

◎所在地 東京都中野区
◎開設年月日 平成22年4月１日
◎病床数 343床

医療法人社団 三成会
新百合ヶ丘総合病院

◎所在地 神奈川県川崎市
◎開設年月日 平成24年8月1日
◎病床数 377床

医療法人財団 健貢会
東京クリニック

◎所在地 東京都大手町
◎開設年月日 平成18年10月１日
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梅ヶ丘拠点整備事業

民間施設棟 建設計画案
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■民間施設棟のコンセプト【基本的な考え方】

１．在宅復帰・地域移行の拠点 ２．周辺地域、関係団体との交流ネット
ワーク構築

高齢者・障害者が住み慣れた自宅や
地域でいつまでも安心して暮らし続け
られるよう、医療的ケアやリハビリテー
ション、在宅生活の支援を重視した
サービスを提供します。

地元町会自治会や商店街等と積極的
に交流し、地域イベントの開催・協力な
ど地域の活性化を目指します。また、関
係団体と相互交流を活性化させる仕組
みづくりや場の提供を行います。

３．多様な交流の創造 ４．先駆的なモデル事業への取組み

高齢者や障害者、子ども等を含め、世
代や障害の有無等を超えて多様な
人々が参加できる仕組みや場の創造
を目指します。

当グループで開発したベッド見守りシス
テムの活用、認知症の予防や早期発見
プログラムの開発、（仮称）交流カフェで
の相談援助など先駆的なモデル事業に
取り組みます。
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■施設整備計画

○施設規模

・延床面積 １５，０００㎡程度とする。

・階 数 地上８階建とする。

○施設概要

・高齢者サービス事業所

・障害者（児）サービス事業所

・回復期リハビリテーション病棟（予定）

・基幹相談支援センター・相談支援事業所

・地域交流スペース（高齢者・障害者）

・エントランスホール（ふれあいラウンジ、展示コーナー等を含む）

・その他（売店、総合事務所、階段、エレベーター、トイレ、厨房、
大会議室、備蓄庫、駐車場等）
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■施設整備計画

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

平成31年4月1日
開設

基本設計・実施設計

建築工事（予定）
着工 平成29年9月
竣工 平成31年1月

○今後のスケジュール
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■提供サービス一覧

施設・機能 規模概要

高
齢
者
サ
ー
ビ
ス

介護老人保健施設（在宅強化型）
（短期入所療養介護を含む。）

定員100名、ユニット型
（一般療養棟 定員60名）
（認知症専門棟 定員40名）
短期入所療養介護は空室利用で20名程度

通所リハビリテーション 定員30名

訪問看護 定員30名／日

療養通所介護 定員9名

地域交流スペース
30名程度
（災害時には、二次避難所として要援護者を収容）
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■提供サービス一覧
施設・機能 規模概要

障
害
者
（児
）サ
ー
ビ
ス

障害者支援施設

施設入所支援
（地域生活支援型）

定員60名

生活介護 定員60名（うち10名本施設外通所）

★自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

定員20名（機能訓練・生活訓練定員各10名、う
ち10名本施設外通所）

短期入所（障害者） 定員20名

障害児通所支援等

★児童発達支援 定員50名
放課後等デイサービス 定員50名
保育所等訪問支援

★技術支援

★基幹相談支援センター

★相談支援事業所

指定一般相談支援

指定特定相談支援

指定障害児相談支援

地域交流スペース
30名程度（災害時には、二次避難所として要援
護者を収容）

★は、総合福祉センターからの機能移行事業 11



■提案事業一覧

施設・機能 規模概要

高
齢
者

認知症対応型通所介護 定員12名
訪問介護

訪問リハビリテーション

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

居宅介護支援

回復期リハビリテーション病棟（予定）

障
害
者
（児
）

短期入所（障害児） 定員8名

訪問系サービス

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

同行援護

重度障害者等包括支援
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■土地利用計画と民間施設棟・断面構成・形状の関係について
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■民間施設棟の機能配置について（階層構成イメージ）
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■民間施設棟の機能配置について（１階平面イメージ）

障害の訪問・相談支援事業所等を配置します。高齢部門は訪問系サービス事業所及び
通所リハビリテーションを配置します。
地域交流スペースは、災害時の二次避難所機能を果たすとともに、通常時は地域への
開放を行います。
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■民間施設棟の機能配置について（２、３階平面イメージ）

身体機能・生活能力の向上のため必要
な訓練を行う自立訓練や、個別ニーズ
に対応し、施設入所支援と一体となった
効果的な生活介護を行います。
障害児通所支援では、「構造化」「感覚
統合訓練」を取り入れた個別療育・集団
療育を行います。

回復期リハビリテーション病床(予定)を
配置し、医療機能をもたせることで高齢
者支援施設・障害者支援施設をバック
アップを行い、早期の在宅復帰を支援し
ます。
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■民間施設棟の機能配置について（４、５階平面イメージ）

4階・5階は利用者の状態に合わせた入所エリアを構築します。看護職員を配置し、医療的ケ
アの必要な利用者を受入られる体制とします。施設入所支援では、地域移行支援員を配置し、
利用者の在宅復帰・地域移行をできるかぎり実現します。
障害者短期入所・障害児短期入所では、医療的ケアが必要な利用者から重度の障害がある
利用者にも対応し、家族のレスパイト支援を含め住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる
地域社会の構築を目指します。
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■民間施設棟の機能配置について（６・７、８階イメージ）

療養通所介護・認知症対応通所介護・
事業所内保育所・介護老人保健施設の
機能訓練室を配置し、多くのスタッフに
よる温かみのある見守りを実現します。

６～８階に介護老人保健施設を配置し
ます。居住性に配慮した空間とし、家庭
的で温かみのある環境を実現します。
また、短期入所療養介護は空室利用で
実施します。
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