
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ざいた くん 

ざいた ちゃん 

秋号 

平成 28年 11月 

社会医療法人仁寿会 
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秋号 

テーマ 

在宅医療への取り組み 

～慣れ親しんだ自宅でより長く生活するためのお手伝い 
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巡回診療の取組み 

何をしてもらえるの？ 

は そ れ 

・ 診察、お薬の処方 

・ 注射や採血、心電図、エコー検査 

・ 特定健診、後期高齢者健診 

・ インフルエンザや肺炎球菌等のワクチン予防接種 

・ 健康相談や保健指導 等 

巡回診療で行っていること 

加藤病院では、外来診療に加え、地域医療・在宅医療にも力を入れています。毎月 1 回、無医地区

（川本町内では、芋畑・田窪の 2 地区）の集会所や公民館を会場に移動しながら診察や健康相談を

行っています。 

私たちと地域を繋ぐ足となって活躍してくれているのが 

「ヘルスプロモーションカー」（左画像） 

川本町地域医療推進事業の補助金を受け、県内に先駆け

平成26年3月にドクターカー機能を持ち合わせた医療機器搭

載車として導入されました。 

主に訪問診察や巡回診療・保健予防活動に活用している

ほか、災害時などでの救急現場への医療支援、避難所での診

療時にも役立てることができます。 

巡回診療では、通常の外来診療に比べ、患者さまひとり

ひとりの声をゆっくり聞きながら診察ができます。患者さまとじっ

くり向き合えて、地域や生活の場が見える医療ができます！ 

・ ひとりひとり、時間をとって診てもらえるのでとても満足しています。 

・ 交通の便が悪くて今まで病院に行けなかったけど、 

これでようやく病院（診察）にかかれて良かったです。 

…など   

患者さまの声 

ゆるキャラ 「ざいたくん ざいたちゃん」を 

ネーミングしていただいた地元の小学生・ 

中学生のお子さんと。 

巡回診療で欠かせない存在！ 

「ヘルスプロモーションカー」 

携帯型医療機器を 

搭載しています。 
 

← 保健指導の様子 

↑ 診察の様子 
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訪問リハビリテーションの取組み 

訪問リハビリは 

誰でも受けられるの？ 

 介護保険の認定を受けておられる方、または、医師よりリ

ハビリの必要性があると判断された方が対象となります。 

訪問リハビリはどういうことをするの？ 

通院や外出が困難な方のご自宅にリハビリスタッフが訪問し、

住み慣れた環境で利用者さまひとりひとりの状況や環境に合わ

せたリハビリプログラムを考案し、実施させていただきます。 

移乗や日常生活動作をより行い

やすくするための柔軟性や筋力増

強の身体機能練習を行います 

より安全・快適に生活しやすくす

るための福祉用具の選定、住環

境の提案をします 

ご自宅でできる運動を紹介します 

ご家族や住環境を考慮した

介助方法の指導を行います 

楽しみや生きがいを持って

生活できるよう支援します 

医師や介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）など、多職種で連携を

図り、リハビリを進めます 

訪問リハビリテーションの内容 

 

邑智郡、大田市、江津市桜江町が対象地域と 

なります。この地域以外でも相談に応じます。 

本年度より訪問スタッフを増員し、 

より多くの方々へのサービス提供を目指しています！ 

加藤病院 訪問リハビリテーション 

TEL：0855-72-0640 

担当：宗田
そ う た

、賀
か

美
み

、板垣
いたがき

 

ご利用についての 

ご相談・お問い合わせ 

 

大田からも訪問

しています！ 

ご利用に

なるには 

・ 医師の指示が必要となるため、かかりつけ医とご相談ください 

・ 介護保険の場合は、介護支援専門員（ケアマネジャー）の計画が必要となるため、 

担当の介護支援専門員にご相談ください 

 

訪問リハビリの対象地区はどこまでなの？ 

 



 

訪問看護の取組み 

・ 寝たきり、障害、がん、難病、認知症、ターミナルケアなどで介護者がいないと 

通院が困難な方で、定期的に健康管理が必要な方 

・ 入院ではなくご自宅で静養されたい方 

・ 住み慣れた環境の中で家族に囲まれ余生を過ごしたいと切望しておられる方 

対象者 
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ご利用に

なるには 

・ 医師の指示が必要となるため、かかりつけ医とご相談ください 

・ 介護保険の場合は、介護支援専門員（ケアマネジャー）の計画が必要となるため、 

担当の介護支援専門員にご相談ください 

・ 病気やケガ、老齢などで自宅療養されている方 

・ 介護保険の認定を受けておられる方 
対象者 

訪問看護とは？   
看護師がご自宅へ訪問し、 

療養生活をお手伝いするサービスです。 

看取り 医療処置 

日常生活の援助 

状態観察 リハビリ 

相談・助言 認知症のケア 

訪問診療の取組み 

 

訪問診療とは、ご自宅や施設に定期的に訪問し、診療・治療・薬の処

方・療養上の相談・指導等をさせていただき、皆さまと共に計画的に健康

管理を行うものです。 

皆さまのかかりつけ医として、以下の体制を整えています。 

・ 訪問診療ご利用の方を対象に 24 時間 365 日対応の専用電話相談窓口を設

け、必要時に、看護師の訪問又は医師の往診を行う体制を構築しています。 

・ いつでも電話による相談を受けつけ、指導・指示をすみやかに行います。 

・ 緊急入院が可能な病床の確保と、必要時、専門医療機関へ紹介します。 

・ 加藤病院医療福祉相談員及び在宅療養支援センター等と連携した 

在宅療養支援サービス提供体制を構築しています。 

ポイント 

訪問看護ステーションかわもと 

TEL：0855-72-2636 

訪問看護ステーションかわもと

サテライトながひさ 

TEL：080-8980-2538 

ご利用についての 

ご相談・お問い合わせ 

加藤病院 在宅診療科 

TEL：0855-72-9722 

ご利用についての 

ご相談・お問い合わせ 
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・ 介護保険の認定を受けておられる方 

・ 障がいをお持ちの方 

・ 介護保険を受けていない 60歳以上の方（保険外サービス） 

対象者 

訪問介護の取組み 

 
訪問介護員がご自宅へ訪問し、利用者さまが日常生活を営めるよう身

体介護、生活全般にわたるお手伝いをするサービスを提供します。 

・ 介護保険の場合は、介護支援専門員（ケアマネジャー）の計画が必要となるた

め、担当の介護支援専門員にご相談ください 

・ 保険外サービスの場合は、直接当事業所へご相談ください 

・ 障害者総合支援法による居宅介護支援（ヘルパー）をご利用の場合は、 

川本町役場健康福祉課（TEL：0855-72-0633）にご相談ください 

ご利用に

なるには 

通所リハビリテーションの取組み 

 

利用者さまが可能な限りご自宅で自立した生活を送ることができるよう、

生活機能を向上させるリハビリテーションサービスや、入浴などの日常生活

支援サービスなどを日帰りで提供します。 

・ 介護保険の認定を受けておられる方 対象者 

・ 当事業所にお問い合わせいただくか、担当の介護支援専門員 

（ケアマネジャー）にご相談ください 

・ ご自宅での生活状況の確認やサービス内容の検討し、 

契約書等の必要書類の説明を行います 

ご利用に

なるには 

ご利用についての 

ご相談・お問い合わせ 

介護老人保健施設 仁寿苑 

TEL：0855-72-3111 

仁寿診療所ながひさ 

TEL：0854-83-7166 
専用機器での 

生活機能向上訓練 

特殊浴槽も完備 納涼祭などの行事や

日々の手作業など 

 

９月から 

祝日も 

開所しています！ 
※ 仁寿苑のみとなります 

ホームヘルパーステーションかわもと 

TEL：0855-72-2636 

ご利用についての 

ご相談・お問い合わせ 

※ 仁寿診療所ながひさでは 

入浴サービスを実施していません 
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訪問栄養食事指導の取組み 

通院が困難な方に対し管理栄養士がご自宅に訪問し、かかりつけ医の指示のもと、利用者さまに適

したお食事の提案をいたします。介護保険の「居宅療養管理指導」と医療保険の「在宅患者訪問栄

養食事指導」があり、どちらもかかりつけ医の指示書が必要となります。 

・ 介護保険の認定を受けておられる方 

・ 治療のため、特別な栄養管理を必要とする方 

・ 通院が困難でご自宅で療養中の方 

・ 嚥下機能障害があり、飲み込みが難しい方  ・・・など 

対象者 

・ 各病気に対する食事内容や形態などの指導 

・ 調理指導（ヘルパーやご家族への指導も可） 

・ 栄養補助食品、介護用食品、介護食器の紹介、使用方法のアドバイス 

・ 食事摂取量と栄養状態のチェック ・・・など 

内 容 

地域で講師を呼んでみませんか！出前講座のご案内♪ 

ケアプランステーションかわもと 

TEL：0855-72-2636 

ご利用についての 

ご相談・お問い合わせ 

このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください 

食事管理がわからない 体重が減少している ヘルパーさんへの治療食、 

介護食作りの説明 

1 回の訪問時間は

30 分から 1時間

程度です。 

ご利用についての 

ご相談・お問い合わせ 

川本町役場 

TEL：0855-72-0633 

川本町役場健康福祉課と加藤病院が、自治会や地域の集まりなどで町民の皆さまのご要望に応じ

た講座を行います。この出前講座は皆さまの健康づくりに少しでもお役に立てていただく情報を発信する

ことを目的としています。ご要望に応じて、できる限り多方面から対応させていただきます。 

ぜひ、ご相談いただき、出前講座をご活用ください。 

川本町役場健康福祉課の保健師が担当します！ 

加藤病院が担当します！ 

メニュー例 

・ 生活習慣病について ・ストレスチェック 

・ 冬の感染症 ・介護保険とは   など 

・ 飲み込みやムセの問題について ・物忘れについて 

・ 禁煙について ・食事療法について 

・ 介護食について ・運動療法やリハビリについて 

・ 運動機能について ・病気の予防について 

・ 各疾患の治療について ・その他医療相談    など 

※ 担当はそれぞれの専門職が行います 



 

 
 

受付時間 診療時間 

火・水・木 
午前 8:15～11:30 8:30～12:30 

午後 13:00～15:30 13:15～16:00 

月・金 午前 8:15～11:30 8:30～12:30 
 

検診の種類 実施日 

健康診断 等 火・水・木曜の午後 

特定健診 火・水・木曜の午後 

 

   

時間 月 火 水 木 金 備　　考

午前 松浦　達也 島根大学 島根大学 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
※ 月曜日の開始時間が9:00になる
場合があります

午後 予約検査
※火曜日は第2、第4のみ診療と
なります

午前 山口　拓也 島根大学

午後 予約診療

午前 島根大学 ９:００から診療します

午後 予約診療

午前 島根大学

午後

午前 市本　裕康 ９:００から診療します

午後

午前  林　隆則

午後  林　隆則

午前 ※ 島根大学 ※ 島根大学 ９:００から診療します

午後
（初診14：00まで） ※金曜日の診察は午前中

  のみです

午前
※ 島根大学
受付10:30まで

※火(午前)・水(午後)で交互に診療します

午後
※ 島根大学
受付15:00まで

火曜受付は１０：３０まで　9:00から診療です
水曜受付は１５：００まで 13 :30から診療です

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

※午後は休診となります

毎月第1・3・5水曜日の９:００
から診療します

こころとからだの健康増進センター

こころとからだの健康増進センター

 島根大学

健　診　ワクチン

禁    煙

神経内科

糖  尿  病

外
科
系

外　　　科

整形外科

そ
の
他
の
診
療
科

泌尿器科

眼    科

耳鼻咽喉科

皮 膚 科

診 療 科

内
科
系

総合内科

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科

循環器内科

消化器内科

※ 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（訪問診療を除く）・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～16日、 

 年末年始の 12月 30 日～1 月 4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 外来担当医一覧表 H28.7～ （事務局医事管理課 0855-72-0640） 

《 理念 》 

心(まごころ) 

技(医療技術) 

体(健康・健全) 

責任(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。 

加 藤 病 院 
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薬剤師 ・ 看護師 

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！！  

 お問い合わせ先 0855-72-3040（仁寿会事務局：田中、小笠原） 

 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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・加藤病院 

 〒696-0001 邑智郡川本町川本 383-1 

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 

・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 

・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 

・サービス付高齢者向け住宅「和かち逢う家」 

・デイサービスセンターながひさ 

〒694-0041 大田市長久町長久ハ 24-2 

TEL：(0854)83-7100  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：080-89801-2537 

・訪問看護ステーションかわもとサテライトながひさ 

TEL：080-8980-2538 

仁寿会の各部門連絡先一覧 仁寿会 各部門患者数・利用者数実績 

「いつでも、いつまでも笑顔でつながる。それが仁寿会です。」 

2016年度　加藤病院 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 月平均

外来 患者延べ数 2,401 2,339 2,523 2,442 2,587 2,573 14,865 2,478

稼動日数 20 19 22 20 20 21 122 20

１日平均外来患者数 120.1 123.1 114.7 122.1 129.4 122.5 731.9 122

入院 患者延べ数 2,180 2,224 2,312 2,365 2,444 2,356 13881 2,314

稼動日数 30 31 30 31 31 30 183 31

１日平均入院患者数 70.4 71.7 77.1 74.6 76.9 77.0 447.7 75

2016年度　診療所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 月平均

ながひさ 患者延べ数 8 6 8 5 7 5 39 7

稼動日数 12 12 13 8 7 8 60 10

１日当たり患者数 0.7 0.5 0.6 0.6 1.0 0.6 4 1

そじき 患者延べ数 58 60 54 53 63 52 340 57

稼動日数 8 8 9 6 9 7 47 8

１日当たり患者数 7.3 7.5 6.0 8.8 7.0 7.4 44 7

2016年度　老健 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 月平均

通所 患者延べ数 497 452 511 485 459 500 2904 484

稼動日数 25 23 26 25 24 24 147 25

１日当たり利用者数 19.9 19.7 19.7 19.4 19.1 20.8 118.6 20

入所 患者延べ数 951 947 878 993 1,002 979 5750 958

うち短期入所 59 89 46 56 89 79 418 70

稼動日数 30 31 30 31 31 30 183 31

１日当たり利用者数 31.7 30.5 29.3 32.0 32.3 32.6 188.4 31.4

2016年度　在宅療養支援 4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計 月平均

訪問看護 訪問対象者 49 50 46 49 49 51 294 49

訪問回数 202 217 226 223 228 238 1,334 222

ホームヘルパー 訪問対象者 29 27 30 26 31 38 181 30

かわもと 訪問回数 293 261 285 282 292 342 1,755 293

ホームヘルパー 訪問対象者 19 27 26 25 27 28 152 25

ながひさ 訪問回数 694 822 285 282 292 762 3,137 523

ケアプラン 件数 107 105 108 102 108 111 641 107

和かち逢う家 入居人数 46 47 48 47 48 46 282 47

グループホーム 延べ人数 241 279 270 279 279 270 1,618 270


