
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 等級別研修 

ざいた くん 

ざいた ちゃん 
夏号 

平成 30 年 7 月 
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5 月 看護部新人研修 

5 月 看護の日イベント ☆オイルマッサージ☆ 

5 月 仁寿会第 1 回基幹研修 

6 月 4 病院交流バレーボール大会 

～トピックス～ 

シリーズ連携 Vol.1 

仁寿地域総合ヘルスケアステーションおおだが変わりました 

仁寿会研修のご紹介 

脱水・熱中症の予防と対策 

マダニに要注意 

夏バテ予防・夏の冷え対策 おすすめレシピ 

認知症対策ワンポイントコーナー 
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第 1 回目となるシリーズ「連携」では、加藤病院と

連携いただいている公立邑智病院 院長 荘田恭

仁先生と総合診療科部長 酒井和久先生にイン

タビューさせていただきました。 

連携 シリーズ Vol.1 

― 最初に公立邑智病院の歩みを、ご説明いただけたらと思います。 

昭和 27 年開院の島根県立中野高原療養所（244 床）が昭和 57 年に閉院し、その跡地に、昭和 58 年 9 月

石見町立邑南病院として開院しました。当時の診療体制は、内科・外科・歯科の 3 診療科と 50 床の急性期一般病

床を保有し、救急告示医療機関として救急患者の受入を開始しています。その後、少子高齢化によって邑智郡の医療

資源が少なくなる中、整形外科や小児科、産婦人科等の増科と増床を繰り返し、平成 16 年からは邑智郡３町（邑

南町、川本町、美郷町）が協同して病院事業を行う邑智郡公立病院組合となり、現在は 10 診療科と一般病床 98

床の体制で地域医療を担っています。（荘田院長） 

― 今後はなにか検討されておられますか。 

地域医療構想を踏まえると、邑智郡における唯一の急性期・救急医療体制を維持すべきであり、そのために必要な

人材の確保と医療機器を整備しております。建物については、築 35 年になる本館棟の老朽化が激しく、また、消防法

の改正に伴うスプリンクラー設備の新設など修繕費用の高騰が懸念されておりまして、２年前から議会や構成３町と建

替えの協議を進めてきたところです。今年度は建替 

検討委員会を設置しましたので、基本構想を策定し 20 

25 年までにはグランドオープンできればと考えております。 

（荘田院長） 

―公立邑智病院の病床機能は 2 つに分かれていますが、 

どのようにコントロールされていますか。 

 当院の病床機能は、急性期一般病床（急性期）と地 

域包括ケア病床（回復期）と分かれています。急性期一 

般病床は救急患者を受け入れるため、空ベッドが必要とな 

ります。そのため地域包括ケア病床へのスムーズな転棟や 

入院の受け入れなど毎日多職種が集まりミーティングを行いながら病床管理を行っているところです。（荘田院長） 

― 地域の現状について教えてください。 

 地域で住んでおられる高齢者の方々は独居や高齢夫婦世帯の家族形態が多く、子どもさんたちは遠方に住んでおら

れるケースが多く見受けられます。ケガや病気などで入院され退院後の生活を考えた場合、自宅に帰ることが難しいケー

スも多々あります。そのため、退院後の生活をどこでどう過ごすかという話し合いがすごく大切になってきています。これは地

域全体の問題で、日本全国同じような傾向にあると思います。 

今は昔と違い、誰がどこで看取っていくのだろうというのが大きな課題です。昔は 3 世代が同居し、祖父母が亡くなる時

は孫も一緒に付き添い最期を看取ることが多くありました。しかし、今は家族形態の変化とともに介護力も低下しており、

看取りも含めどうしてもらいたいか家族にしっかり伝えておくことが大切になってくると思います。 

また、当院の役割は救急医療を担うことであると思っています。もちろん救急はこの地域に必要不可欠です。将来に向

けては、地域の医療を守っていくためにも診療所の支援等も積極的に行っていかなければならない日も来るだろうと予測 
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しているところです。今までの救急医療や急性期医療だけでは

なく、より地域のニーズに対応できる病院へと変化していくことも

必要であると考えています。（荘田院長） 

― 大田圏域の医療体制の現状について、どのように感じて

おられるかお聞かせいただけたらと思います。 

大田圏域（大田市、邑南町、川本町、美郷町）の中で

救急告示病院は当院と大田市立病院の 2 つです。当院は病

院規模の割には広い範囲の救急医療を担っています。緊急の

手術や、急性心筋梗塞に対する心臓カテーテル治療などは当 

 院から第三次救急医療機関へつなげていきますが、当院で提供出来る診療の範囲では、可能な限り救急患者を受

け入れられるように体制維持をしていきます。 

 当院のある地域では、在宅診療は診療所が担ってこられました。しかし、場合によっては 24 時間の対応が必要とな

るなど、医師一人の診療所で行うには医療者側の負担が大きい医療です。診療所だけで在宅診療を行っていくことは

難しくなってきているかもしれません。（酒井総合診療科部長） 

― 加藤病院と公立邑智病院の連携についてどのように感じておられますか。 

加藤病院さんは療養病床と在宅療養支援する体制があり、比較的長期の療養が可能です。また在宅療養支援

病院として指定されており、24 時間往診と訪問看護が可能です。公立邑智病院は救急告示医療施設であり、その

点で役割分担ができています。 

加藤病院さんからも急病の方をご紹介いただいています。急性期医療が終われば、加藤病院へ療養に向けた転院

の受け入れや外来診療、訪問診療を行って頂いています。今後も密な連携を取り質の良い医療を提供していきます。 

 在宅医療については当院周辺にお住いの地域の方も加藤病院さんに負担のない範囲でお願いすることがあると思い

ますので、よろしくお願いします。（酒井総合診療科部長） 

― 加藤病院では地域のがん患者さんを在宅でどのように連携で見ていくかというところを考えています。病院や

診療所との連携や患者さんの動きなど公立邑智病院ではどのようなお考えでしょうか。 

がんの進行度によって異なりますが、最初の集中的治療を受けたのちは、大病院への通院はあっても年 1 回や半年

に 1 回となります。その合間は自宅近くの病院や診療所で見ていくのがベストだと思います。 

また自宅で看取る場合は、在宅で緩和ケアを行いながら、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生

の最期まで続けてもらえるよう一緒に考えていきましょう。（荘田院長） 

 
 公立邑智病院 〒696-0193 島根県邑智郡邑南町中野 3848-2 

TEL: 0855-95-2111 

【診療科】内科(総合診療科）・小児科・外科・整形外科・泌尿器科・産婦人科・歯科・麻酔科・精神科・皮膚科 

【病床数】急性期一般 98 床（急性期一般病床 57 床・地域包括ケア病床 41 床） 
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仁寿会地域総合ヘルスケアステーションおおだが変わりました 

在宅療養支援診療所ながひさ 

開設時間が変更しました 

仁寿診療所ながひさ （0854）83-7166 〒694-0041 大田市長久町長久ハ 24-2 

上記電話番号に繋がらない場合、診療所 24 時間専用電話 080－2980－0436 まで 

6 月 1 日より訪問看護ステーションかわもとサテライトながひさは、訪問看護ステーションながひさと

して、単独で事業を行うこととなりました。事務所もホームヘルパーステーションながひさとともに「然」1

階へ移動しました！ 

６月より仁寿診療所ながひさは、在宅療養支援

診療所として下記のように時間が変更となります。休

診日・時間外などは、これまで通り連携医療機関で

ある加藤病院と連携し、24 時間 365 日の対応を

行います。 

 

訪問看護ステーションながひさ 

 （0854）83-7600 

ホームヘルパーステーションながひさ 

（0854）83-7655 

〒694-0041 大田市長久町長久ハ 24-6 

訪問看護ステーションながひさ・ホームヘルパーステーションながひさ 

事務所移転しました 

開設時間 平成 30 年 7 月 1 日～ 

※ 休診日：土曜日、日曜日、祝日、お盆 8/14～8/15、年末年始 12/30～1/3 

月 火 水 木 金

午前
9:00~12:00

山本和彦

9:00~12:00

山本和彦
休診

9:00~12:00

山本和彦

9:00~12:00

市本裕康

午後 休診
13:00~16:00

山本和彦
休診 休診 休診
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職員のご紹介 

介護職員 江藤 まどか 介護職員 桑原 健幸 

8 名の職員が新たに仲間となりました！（平成 30 年 4 月採用） 

運転手 西谷 憲二 

看護師 中尾 利樹 看護師 廣澤 有香 救命士 東 優次 

作業療法士 角一 英則 言語聴覚士 島 沙耶香 

お問い合わせ 

サービス付高齢者向け住宅 

ナーシング＆リハビリテラス 

和かち逢う家 

電話：0854-83-7100 

【日時・場所】 お問い合わせください 

【会費】 100 円（内容により費用が掛からない場合、材料費など実費が必要な場合があります） 

ち逢う家では、平成 30 年 4 月より皆さまの集いの場として

『和いわいサロン』を開催しています。『和いわいサロン』は、

入居者の皆さまと長久町をはじめとする地域の皆さまに、和

かち逢う家をもっと知っていただくためのきっかけとして、やりた

いことでつながる憩いの場や友達づくり・交流の場になればと

考えています。お気軽にお越しいただき、一緒に『和いわい

サロン』で楽しいひと時を過ごしませんか？ 

サービス付高齢者向け住宅 

ナーシング＆リハビリテラス和か 
和いわいサロン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 労働安全衛生法他関連法規改定について 

講師：上原啓子（社会保険労務士）先生 

過重労働解消キャンペーンの４つの取り組みと働き方改革の３つの柱について 

② メンタルヘルスケア 

講師：加納美代子（メンタルヘルス対策促進員）先生 

「気持ちよく働いていい仕事をする」職場におけるメンタルヘルス対策の意義について 

③ 安否確認システムについて 

講師：松浦美穂子（株式会社アバンセシステム ）先生 

仁寿会が導入した、安否確認システムについて 

※ 安否確認システムとは、インターネットを介し簡単に自身の安否を確認し、 

管理者が安否情報を一元管理するもの 

④ 医療安全と環境変化～地域に即した医療安全の確立のために～ 

講師：山本昭次（中外製薬株式会社）先生 

KYT(危険予知トレーニング):現場の危険への感受性向上と事故防止について 

基幹研修 
平成３０年５月２４日（木） 

川本町悠邑ふるさと会館マルチホール 

今回の研修で最も印象に残ったことは、働き方改革です。その中でも「長時間労働の是正」や「柔軟で働きやす

い職場環境」は、当法人では既に改革が進んでいるように感じました。当法人では、残業をしないことを前提とした

業務体系になっており、残業がない日が当たり前のようにあります。また、子育て家庭に配慮した制度も充実してい

ます。制度はあるだけでは意味がありませんが、当法人では職員の意識改革も進んでおり、制度を利用しやす

い雰囲気があります。制度改革は重要ですが、それ以上に重要なのは意識改革だと思いました。 

次に印象に残ったことは、メンタルヘルスケアです。自分と違う意見を述べられた時に、否定されたと思うのでは

なく、自分自身の受け取り方を少し変えることで悩む機会が減少し、結果として働きやすい職場になるのではない

かと思いました。今回の研修は、当院の職場環境や自分の考え方に気づく良い機会となりました。 
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仁寿会基幹研修とは、法人内研修の全体研修に位置して

います。この研修は年に 3 回、法人の理念・基本方針・倫理・

労働衛生・医療介護安全・感染制御など、講師を招いて行わ

れます。 

職員一同に改めて内容を把握し、さらに職員同士で情報を

共有し、日々の業務に反映させるよう学習してもらっています。 

～研修を受けて～ リハビリテーション科 角一 英則 

～ 内 容 ～  



  脱水・熱中症の予防と対策 ～熱中症に注意!!～ 

こんな症状は熱中症の疑い！ 

 ・めまい、立ちくらみがある 

・たくさんの汗をかく ・まっすぐに歩けない、走れない 

・体がひきつける（けいれん・筋肉のこむら返りが起きる） 

・体温が高い・吐き気がする、吐く・体がだるい・頭痛がする 

・意識がもうろうとして呼びかけに反応しない 

熱中症の予防対策をしていますか？ 

こまめな水分の補給を！ 

・のどが渇く前、あるいは暑いところに出かける前に水分の補給をしましょう 

※特に高齢者の方は、のどの渇きを感じなくても、こまめな水分補給が効果的です！ 

※アルコールやコーヒーなどは利尿作用があるので、水分補給には適していません！ 

※市販のスポーツ飲料水やお水・お茶などが良いですね！ 

暑さを避ける 

・通気性の良い衣服を選ぶ（綿の T シャツなど） 

・外出時には、日傘や帽子を着用したり、持ち歩いたりしましょう。 

熱中症になりにくい工夫 

・扇風機やエアコンを上手に使い適度な温度調整に心がける 

 設定温度は 24℃～28℃を超えないようにすると良い 

・室温が上がりにくい工夫をする 

※ こまめな換気・遮光カーテン・ブラインド・すだれ・打ち水など 

熱中症と思われる症状が出たときは・・・ 

１．涼しい場所（風通しの良い場所や日陰）へ移動させる 

２．衣服を脱がせ、身体を冷やす 

  ※ アイスノンなどがあれば、脇の下や足の付け根に充てて冷やすと効果的！ 

３．水分・塩分を補給する 

  ※ 大量に汗をかいた場合にはスポーツドリンクなどが最適！ 

    食塩水も有効！！ 

 

こんなときはすぐに救急車を!! 

・ 自力で水など飲めない 

・ 意識がない 
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マダニに要注意 

活動期：4 月中旬～11 月下旬頃 

生息地：森林や草地などの野外（公園等の草むらにも生息） 

※ マダニは人に感染するウイルスを持っている場合があります。このウイルスが 

人の体内に入ると重症熱性血症板減少症候群を発症することがあります。 

（マダニに咬まれても必ず感染、発症するというわけではありません） 

マダニの特徴 

 

飼い猫と飼い犬に注意! 

平成 29 年に女性が野良猫に咬まれて重傷熱性血症板症候群を発症した事例が初めて

確認されました。猫、犬を飼っているご家庭は以下の点に注意して下さい。 

① 餌の口移しは控える 

② ペットに触った後は、手を洗う 

③ ペットが体調不良の際には、動物病院を受診する 

最大の予防方法は、マダニの衣服への侵入・付着を防ぐこと！ 

刺されないための予防方法 

① 背の高い草木が密集している所には入らない 

② 虫よけスプレーをする 

③ 生地は布目が細かく、表面の滑らかなもの（ナイロン製の服など） 

④ 長袖・長ズボンを着用し、ズボンの裾は長靴やハイソックスの中に入れる 

⑤ 首周り、頭部などにも白いタオルを巻いたり白い帽子をかぶったりする 

⑥ 森林、草地に入った後は頭髪の中を含めて全身をくまなくチェックする 

咬まれた時の対処法 

マダニに咬まれていることに気付いたら、むやみに取らずにそのままの状態で病院

（皮膚科など）へ行き、受診してください。 

※ 自分でマダニを無理やり取らない 

→ 無理に取ると、マダニの牙の部分が皮膚に残り、 

余計に傷部分が炎症したり、かゆみや傷痕が長引いたりすることも・・・ 

ｎ 

ペットについたダニの除去は素手で行ってはいけません。 

手袋をした上で、定期的に専用のブラシ、シャンプーを行い 

洗い流すなどしてダニを駆除しましょう。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

夏バテ予防対策～おすすめレシピ～ 

夏の冷え対策（食生活） 

梅雨が明けてこれから夏本番となりますね。 

夏は「暑さ対策」はもちろんですが、今回は見落としがちな夏の「冷え」についてご紹介します♪ 
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夏は汗をかくことで体温調節をしますが、冷房の効いた部屋にいることが多いと汗

をかく機会が失われ、上手に体温調節ができなくなったり、室内と室外の気温差

によって自律神経のバランスが崩れて夏バテにつながったりすることもあります。 

冷たいものを摂り過ぎないようにしましょう！ 

暑い日が続くと、冷たい飲み物やアイスなどが欲しくなりますが、

胃腸が冷えて食欲がなくなる原因になります。 

 

「熱を作る」栄養素と「熱に変える」栄養素を 

合わせて食べるようにしましょう 

私たちが食べる食物は、５つの栄養素（糖質・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル）に

分けられます。「熱を作る」糖質・たんぱく質・脂質と「熱に変える」ビタミン・ミネラルを合わ

せて食べることが冷え対策に重要です。 

☆ 簡単万能しょうがダレ ☆ 

・ 白ねぎ 

・ 生姜すりおろし 

・ レモン汁 

・ 鶏がら顆粒 

・ ごま油 

1 本 

大さじ１ 

小さじ 1 

小さじ 1 

大さじ 1 

① 白ねぎはみじん切り、生姜はすりおろす。 

② 耐熱容器に材料を全て入れ、電子レンジで加熱し（500W で約２分）、ひと混ぜする。 

今回は、冷え対策の代表食材である「しょうが」を使った簡単万能ダレレシピです。 

・ 焼いた肉や魚にかけたり、野菜炒めに入れたり♪ 

・ 冷奴にかけたり、冷しゃぶのソースにしたり♪ 

・ お湯で溶いてスープにしたり♪  ・・・ お好きにアレンジしてぜひお試し下さい♪ 

（メモ） 



 

 

  

認知症対策ワンポイントコーナー 

こうした中での過度なストレスは、介護者が病気になってしまうことや、介護を受けている

家族への虐待など、悪循環を招きます。 
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ストレスを溜めない、ご自宅での介護のポイント 

 

・ 自分のことは後回しになり、何もできなくなって気が滅入る 

・ 認知症の方の物忘れが激しく、5 分前に言ったことを何度も繰り返し言うので、 

毎回返事をするのが苦痛 

＊ 精神的な負担 ＊ 

・ 仕事が束縛される 

・ 寝ている時だけが自分の時間 

＊ 時間的な負担 ＊ 

・ 腰の痛みで歩けなくなり、トイレに連れて行ったり、お風呂に入れたりすることができない 

・ 介護疲れで倒れて半月入院した 

＊ 肉体的な負担 ＊ 

1. 時間がかかっても、できることには手も口もださない。  

2. できないことを無理にやらそうとするのではなく、手を貸す。  

3. 危険なこと以外には、見てみないふりをする。  

4. 説得や訓練は時間の無駄。  

5. 他の家族も介護に巻き込む。必要ならば猫の手も借りる。  

6. 遠くの親戚より隣の他人。  

7. これまでの介護者の生活パターンはできる限り変えない。  

8. 自由な時間を多く持つ。  

9. できるだけ多くの介護サービスや制度を利用する。  

10.介護は生活のすべてでなく、その一部にする。 

困ったときはこちらにご相談ください 

ご自宅で介護を続けていると、時として、介護をするご家族の方が追いつめられていくケースが

たびたびあります。実感した苦労としては、以下の負担が挙げられます。 

相談機関・所在地 相談日 電話

月～金曜日　8:30～17:15

（祝日・年末年始を除く）

月～金曜日　8:30～17:00

（祝日・年末年始を除く）

島根県県央保健所 月～金曜日　8:30～17:15

（こころの健康相談） （祝日・年末年始を除く）

月～金曜日　10:00～16:00

（土日・祝日・お盆・年末年始を除く）

月～金曜日　10:00～15:00

（土日・祝日・お盆・年末年始を除く）

月～金曜日　8:30～17:15

（土日・祝日・年末年始を除く）

若年性認知症コールセンター 0800-100-2707

大田市地域包括ケアセンター 0854-83-7766

川本町地域包括支援センター 0855-72-0633

川本町社会福祉協議会 0855-72-0104

0854-84-9823

しまね認知症コールセンター 0853-22-4105
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加藤病院 外来担当医一覧表 H30.7.1～ （事務局医事管理課 0855-72-0640） 

加藤病院 

《 理 念 》 

心  ・  技  ・  体  ・  責任 

まごころ  医療技術  健康・健全  信頼と期待 

《基本方針》 

患者中心の医療 

安全な医療 

公正な医療 

生きがいを実現できる医療 

これら４つの実現のため、私たちは組織を 

よりよく変革し続けます。 

※ 救急の場合はこの限りではありません。夜間・休日は当直医師が担当します。 

※ 休診日は、土曜・日曜・祝日となります。 

※ 月曜、木曜、金曜午後は専門外来の予約診療のみとなります。 
 

※ 盆の 8 月 14 日～15 日、年末年始の 12 月 30 日～1 月 3 日が休診となります。 

※ 健診ワクチン、禁煙外来は保健師・医師が共同で担当します。 
加藤病院（邑智郡川本町大字川本 383-1） 

電話（0855）72-0640 FAX（0855）72-1608 

時間 月 火 水 木 金 備　　考

午前 松浦　達也 島根大学 平田　敏明 林　隆則 柳光　寛仁

午後

午前 加藤　節司

午後

午前 大畑　修三 島根大学 大畑　修三

午後 予約診療 予約検査 予約診療

午前 ※ 松浦達也 ※島根大学 消化器検査 石根　潤一 ※ 月曜：開始時間9:00の場合あり

午後 予約検査 ※火曜：第2、第4のみ

午前 山口　拓也 島根大学

午後 予約診療

午前 島根大学 診療は9:00より

午後 予約診療

午前 市本　裕康 診療は9:00より

午後

午前  林　隆則

午後  林　隆則

午前 ※ 島根大学 ※ 島根大学 診療は9:00より

午後
（初診14:00まで）

(再診15:00まで)

（初診14:00まで）

(再診15:00まで)

午前
※ 島根大学

受付10:30まで
※火(午前)・水(午後)交互に診療

午後
※ 島根大学

受付15:00まで

火曜9:00より診療

水曜13:30より診療

午前 ※ 島根大学

午後

午前

午後 山口　拓也  林　隆則 平田　敏明

午前 加藤　節司

午後 柳光　寛仁 柳光　寛仁

診 療 科

内

科

系

総合内科
※午後は休診となります

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ

内科

循環器内科

消化器内科

神経内科

糖  尿  病

外

科

系

整形外科  島根大学

そ

の

他

の

診

療

科

泌尿器科

眼    科

耳鼻咽喉科

皮 膚 科 毎月第1・3・5水曜9:00より診療

健診・

ワクチン

禁    煙



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

社会医療法人仁寿会 事務局 経営管理課 

連絡先 0855-72-3040 

E-mail info@k-jinju.or.jp 

ホームページ http://www.k-jinju.or.jp/ 

 

職員を募集しています！！ 「いつでも、いつまでも笑顔でつながる。それが仁寿会です。」 

 お問い合わせ先 0855-72-3040（仁寿会事務局：田中、小笠原） 

薬剤師 ・ 看護師 ・ 介護福祉士(資格を問わず) 
 詳しくは、下記までお問い合わせください 

仁寿会公式フェイスブック 
あなたの「いいね！」をお待ちしております 

仁寿会 広報誌 発行者 

2 
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仁寿会の各部門連絡先一覧 

《仁寿会地域総合ヘルスケアステーションかわもと》 

・加藤病院 

 〒696-0001 邑智郡川本町川本 383-1 

・医療近接型住まい「穏」 

〒696-0001 邑智郡川本町川本 386-3 

TEL：(0855)72-0640  FAX：(0855)72-1608 

・介護老人保健施設仁寿苑 

 〒696-0001 邑智郡川本町川本 381-4 

TEL：(0855)72-3111  FAX：(0855)72-3112 

・訪問看護ステーションかわもと 

・ケアプランステーションかわもと 

・ホームヘルパーステーションかわもと 

〒696-0001 邑智郡川本町川本 383-1 

TEL：(0855)72-2636  FAX：(0855)72-2640 

・グループホームかわもとあいあいの家 

  〒696-0001 邑智郡川本町川本 376-4 

TEL・FAX：(0855)72-2950 

《仁寿会地域総合ヘルスケアステーションおおだ》 

・仁寿診療所そじき  

〒694-0431 大田市祖式町 1082-2 

TEL：(0854)85-2303  FAX：(0854)85-2304 

・仁寿診療所ながひさ 

〒694-0041 大田市長久町長久ハ 24-2 

TEL：(0854)83-7166  FAX：(0854)83-7088 

・サービス付高齢者向け住宅ナーシング＆リハビリテラス和かち逢う家 

TEL：(0854)83-7100  FAX：(0854)83-7088 

・ケアプランステーションながひさ 

  TEL：(0854)83-7190 FAX：(0854)83-7088 

・ホームヘルパーステーションながひさ 

〒694-0041 大田市長久町長久ハ 24-6 

TEL：(0854)83-7655 FAX：(0854)83-7688 

・訪問看護ステーションながひさ 

TEL：(0854)83-7600 FAX：(0854)83-7688 

・医療近接型住まい「然」（予定） 

 
仁寿会　各部門患者数・利用者数実績

地域総合ﾍﾙｽｹｱｽﾃｰｼｮﾝかわもと 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計 月平均

加藤病院 外来 延べ数 2,408 2,413 2,621 2,507 2,652 2,629 2,880 2,348 2,547 2,741 2,455 2,604 30,805 2,567

加藤病院 入院 延べ数 2,319 2,453 2,460 2,341 2,295 2,171 2,215 2,423 2,170 2,358 2,217 2,270 27,692 2,308

仁寿苑 通所 延べ数 508 511 516 545 552 531 494 403 416 503 482 524 5,985 499

仁寿苑 入所 延べ数 991 1,061 1,040 1,002 1,055 885 972 1,002 915 1,021 880 824 11,648 971

仁寿苑 短期 延べ数 49 72 61 49 76 77 58 48 25 30 68 98 711 59

ケアプランかわもと 件数 92 88 91 92 96 95 94 86 82 79 88 86 1,069 89

訪問看護 訪問対象者 53 54 57 60 61 59 56 55 48 52 50 54 659 55

かわもと 訪問回数 228 219 271 273 303 280 258 206 217 227 237 275 2,994 250

ホームヘルパー 訪問対象者 36 33 31 38 41 33 31 25 30 28 24 22 372 31

かわもと 訪問回数 480 461 474 477 457 411 392 353 384 412 361 385 5,047 421

グループホーム 延べ人数 240 279 273 270 279 270 277 278 252 279 270 279 3,246 271

地域総合ﾍﾙｽｹｱｽﾃｰｼｮﾝおおだ 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合計 月平均

診療所ながひさ 延べ数 5 5 8 6 7 9 10 7 7 5 6 14 89 7

診療所そじき 延べ数 32 39 39 33 38 47 33 27 25 25 23 33 394 33

訪問看護 訪問対象者 15 14 13 15 14 14 10 18 12 12 19 16 172 14

ｻﾃﾗｲﾄながひさ 訪問回数 112 96 92 92 96 106 104 127 125 129 133 125 1,337 111

ホームヘルパー 訪問対象者 41 42 42 45 43 41 39 33 33 26 28 26 439 37

ながひさ 訪問回数 1,235 1,176 1,263 1,246 1,013 803 823 877 780 634 580 558 10,988 916

ケアプランながひさ 件数 37 40 32 39 39 38 39 39 43 46 44 28 464 39

和かち逢う家 入居人数 47 48 48 46 46 46 46 46 47 48 47 48 563 47


