
 

社会医療法人仁寿会 

ざいた くん 

ざいた ちゃん 平成 28年 5月 

春号 

仁寿会が取り組む地域包括ケア 
春号 

テーマ 

社会医療法人仁寿会 理事長 加藤 節司 

 皆さまには、いつも私たち仁寿会のさまざまな事業に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。今

年度より、事業所別で作成していた広報誌をひとつにまとめ、社会医療法人仁寿会広報誌「ざいたくん ざ

いたちゃん」として発行することとなりました。これまで以上に仁寿会のこと、医療介護制度のことなど皆さまの

お役に立てる情報を可能な限り正確にお届けします。皆さまのお声をしっかりお聞きし、広く報じてまいりま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 記念すべき第 1号では、地域の皆さまが住み慣れたご自宅で生活・療養していただくための仁寿会在宅

療養支援サービスについてご紹介いたします。ご不明な点があればいつでも遠慮なくスタッフに声をおかけくだ

さい。皆さまの健康長寿をお祈りしつつ創刊のご挨拶と代えさせていただきます。 

社会医療法人仁寿会 広報誌 「ざいたくん ざいたちゃん」創刊のご挨拶 

仁寿会の地域包括ケアイメージ図 
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 住み慣れたご自宅で生活・療養していただくための仁寿会在宅療養支援サービスイメージ 

今号では加藤病院から退院した場合にご提案できる社会資源の紹介をします。 

医 療 保 険 ・ 介 護 保 険 

 加藤病院が行っている退院支援・・・  

  患者さまの退院先として、おおまかに２つにわけてご案内しています。  

       ① ご自宅（サービス付高齢者向け住宅も含む） ② 施設  となります。 

  医療福祉相談員は患者さま・ご家族のご意向をまず確認し、ご希望に沿えるよう退院支援を 

  行っています。 

① ご自宅（サービス付高齢者向け住宅も含む） 

 【主な支援内容】 

   医療機関・サービス機関と連携・調整し、安心してご自宅に退院していただけるよう支援いたします。 

  ※ 当法人では、以下の提供を通じて、地域の方々の在宅生活を支援しています。 

    ▹ 訪問(訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護) 

    ▹ 通い(通所リハビリテーション、デイサービス) 

    ▹ お泊り(入院リハビリ、仁寿苑ショートステイ、和かち逢う家お試しステイ、然) 

       

また、ご自宅での生活が難しい方には、安全安心の第二のご自宅となる、 

     サービス付高齢者向け住宅「和かち逢う家」（大田市）のご案内も行っています。 

医 療 保 険 

加藤病院 

地域包括ケア病床 

在宅(施設を含む)療養中に病状が悪化した

患者さまをいつでも受入れる病床です。 

もちろん、大病院から在宅へとつなぐ 

療養支援も行います。 

在宅復帰機能強化型 

療養病床 

医療必要度の高い患者さまが長く療養でき

る病床です。在宅復帰支援も得意です。 

退 院 在宅復帰強化型 

介護老人 

保健施設 

仁寿苑 

在宅復帰の 

ための 

リハビリ施設 
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サービス付高齢者向け住宅 

「和かち逢う家」 

4 ページへ 

グループホームかわもと 

「あいあいの家」 

有料老人ホーム 

など 

ご本人の家 

ご自宅（持家・借家） 

 ② 施設 

 【主な支援内容】 

  ご自宅での生活が困難な患者さま向けには、施設への入所申し込みを代行支援 

させていただきます。 

 【主な入所先】 

  ・法人施設：「仁寿苑」、「あいあいの家」（ともに邑智郡川本町） 

  ・その他のグループホーム、介護老人保健施設、特別養護老人ホームなど 

  ※退院支援についてのご相談は、 

     加藤病院 地域医療連携室  【(0855)72-3220】 

     ケアプランステーションかわもと 【(0855)72-2636】  までご連絡ください。 

”退院後も自宅で安心して生活したい“ を支援します。 

ぜひ仁寿会にご相談ください！ 

デイサービスセンター 

ながひさ 仁寿診療所ながひさ 

ホームヘルパー 

ステーション 

ながひさ 

訪問看護 

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 

仁寿診療所そじき 

ケアプラン 

ステーション 

かわもと 

加藤病院 

24時間・365日 

訪問診察・往診 

ご自宅での安心した生活を支援する仁寿会の在宅療養支援事業所 
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  在宅療養支援センターからのお知らせ 

    ～和かち逢う家をご利用ください 

・ 急性期病院退院後の療養を必要とされる方 
 

・ リハビリ病院退院後の療養を必要とされる方 
 

・ 慢性期病院退院後の療養を必要とされる方 
 

・ がんの緩和ケアを必要とされる方 
 

・ 介護施設の退所後の療養を必要とされる方 
 

・ ご自身を介護する方の休養を必要とされる方 
 

・ 入院や入所までの待機施設を必要とされる方 
 

・ おひとり住まいが困難になってきた方 

和かち逢う家とは・・・ 

① 社会医療法人仁寿会が運営しています！ 

② 24時間 365日対応の在宅医療
※
、介護サービスが受けられます！ 

    ※居ながらに医療（訪問診療・往診・訪問看護、訪問リハビリ）サービスを受けることができます。 

③ 住まいの原点へ。防災、バリアフリーに適した平屋造りです！ 

和かち逢う家は、サービス付高齢者向け住宅という「住宅」です。 

入居者さまは、社会医療法人仁寿会と建物賃貸借契約を締結していただくことになりますので、入居された

居室や共用部分（廊下、浴室、風呂など）がご自宅ということになります。 

ご利用いただく方の具体的イメージ 

状況把握サービス 

24時間 365日の有人管理による 1日最低 1回以上の

声掛けやナースコールへの対応 

生活相談サービス 

自立した生活をサポートするための生活相談 

清掃サービス 

週 2回居室の日常的な清掃とごみ収集 

洗濯サービス 

年 1回寝具、週 1回寝具カバーのクリーニング 

※食事、医療・介護サービス等の一部負担金、生活雑貨

等には別途料金が必要となります。 

あんしん 

提供しているサービス例 

お問い合わせ 

60歳以上の方（とその同居者※） 

または、40歳以上の要介護・要支援認定を受けている方（とその同居者※） 

※同居者は、配偶者、60歳以上の親族、40歳以上の要介護・要支援認定を受けている親族 

和かち逢う家 

TEL（0854）83-7100 

FAX（0854）83-7088 

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

月額利用料金は 127,550 円です。 

入居条件 

利用料金 
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介護老人保健施設からのお知らせ ～仁寿苑をご利用ください 

かわもと図書館 仁寿苑文庫でさまざまな

ジャンルの本を提供しています。 

介護老人保健施設仁寿苑では、『生活の場』の再現を重視し、 

『多様な医療介護サービスの提供』を行っています。  

③ 医療との連携 

  急変時等は、隣接する加藤病院で検査・治療が行えるの

で、安心してご利用いただけます。 

④ 短期間・短時間の利用が可能 

  短期入所時や、短時間での通所リハビリの利用ができます。 

⑤ 入浴 

  4月からストレッチャーで横になったまま入浴できる機器が 

導入されました。 

（生活レベルを上げるため、セラピストと 1対 1 で、無理のない運動負荷での

有酸素運動をリハビリとして行えます。） 

② 活気のある生活・楽しみのある生活 

ご家族と一緒に楽しく過ごしていただけます♪ 

    

仁寿苑祭の様子 

チェストプレス 

大胸筋などを鍛える 

ツイストリハブ 

腹斜筋などを鍛える 

アブドメン・バック 

腹直筋などを鍛える 
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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》 

一、患者中心の医療 

一、安全な医療 

一、公正な医療 

一、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（邑智郡川本町大字川本 383-1） 
電話（0855）72-0640 FAX（0855）72-1608 

※ 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、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（心とからだの健康増進ｾﾝﾀｰ）外来は保健師・医師が共同で担当します。 
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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 

・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 

・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」 

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：080-8980-2537 

仁寿会の各部門連絡先一覧 

アクセス 
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ホームページ http://www.k-jinju.or.jp/ 

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 

仁寿会 広報誌 発行者 

★認知症カフェ「あいあい」★ 毎月第 4土曜日開催！ 

グループホームかわもと「あいあいの家」からのお知らせ 

コーヒーやお茶などを飲みながら、認知症や介護についての 

お悩みなど、皆さんで語り合いましょう！ 

午後 1時 30分から 3時まで、参加費は 100円です。 

ぜひ、お気軽にお越しください♪ 

次回開催予定日 5月 28日（土）・6月 25日（土） 

 看護の日～イベント開催しました～ 

テーマ：いつまでもおいしく楽しく食べましょう 

仁寿会公式フェイスブックはじめました！ 

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。」 

 仁寿会では、今回のテーマである地域包括ケアの体制強化のため職員を募集しています。また、専門資

格をお持ちでない方であっても、仁寿会では独自の資格取得支援制度を用意していますので、専門資格

を取得したい強い意欲があれば大丈夫！ぜひご相談ください。 

お問い合わせ先 0855-72-3040（仁寿会事務局：田中、小笠原） 

食事前の準備運動です 飲み込む力を調べています 
口や首周りの体操をすることで、

飲み込みやすくなります 

2 

8 


