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社会医療法人仁寿会 新型コロナウィルス感染対策

さっぱりおろし豚丼（4人分）

＜ 作り方 ＞

①豚肉は食べやすい大きさに切る。
②大根はすりおろし、軽く汁気を切る。
③梅干しは種を取り、包丁で細かくたたいてペースト状にする。
④大葉は細切りにする。
⑤フライパンにサラダ油を熱して、①を炒める。豚肉の色が変わったら、
②、③、麺つゆを加えて軽く炒める。

⑥器にご飯を盛り、⑤をのせ、大葉を散らす。
※ お好みで分量外の梅干しを散らしてもOK

これから夏本番を迎えますが、「疲れがとれない」「なんだか食欲がわかない」などの症状がでやすい季節です。
今回は、疲労回復に必要なビタミンB1を多く含む豚肉を使用し、大根おろしと梅干しでさっぱりと食べやすい
メニューを考えてみました♪

＜ 材料 ＞

・ 豚肉（薄切り）
・ 大根

400ｇ
1/2本

適量
4枚

・ サラダ油
・ 大葉

・ 梅干し
・ 麺つゆ（3倍濃縮）

4個
120ml

夏のおすすめレシピ♪

新型コロナウィルス標準対策

自立型体温測定機

当法人では新型コロナウィルス感染対策
を行っています。必要に応じて個人防護具
を着用し、対応させていただきます。
（サージカルマスク・エプロン・ゴーグル及び
フェイスシールド、使い捨て手袋 着用）
また、介護老人保健施設仁寿苑通所リ

ハビリテーションでは、利用者さまの間につい
たてを置き対応させていただいています。

加藤病院受付前、加藤病院職員通用口、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」玄関に、自立型体温測定機を設置して
います。正面に立つだけで瞬時に体温を測定します。
マスク着用がない際にも「マスクの着用をお願いしま
す」とアナウンスがあります。
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社会医療法人仁寿会 新型コロナウィルス感染対策

加藤病院を受診する前に下図の症状についてご確認ください。

受付でも確認をさせていただいております。

持込防止策として、
チェーンも設置して
おります。足元にお
気をつけて受付にお
越しください。

まずは受付にお声かけください。

当法人では、新型コロナウィルス感染対策を行っています。
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社会医療法人仁寿会 新型コロナウィルス感染対策

諸症状のある方の
待機スペーステントを設置しています。

諸症状のある方はこちらで診察を
させていただく場合もあります。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）のための外来椅子。

症状のない感染者から自分
を守るため、症状のない感染
者かもしれない自分から他人を
守るため、社会的距離の確保
とマスクの着用を行いましょう。

椅子の数が少なく、大変ご迷
惑をおかけしております。
ご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。



社会医療法人仁寿会 新型コロナウィルス感染対策
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令和2年2月26日より、加藤病院、介護老
人保健施設仁寿苑、グループホームかわもと あ
いあいの家、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」は施設内へ
の立ち入りを制限しているため、立ち入りでの面
会は禁止となっています。

当院では、入院患者さまとそのご家族
に面会していただけるようオンライン面会
で支援しています。
詳しくは【オンライン面会についてのお

問い合わせ】までお電話ください。

【オンライン面会についてのお問い合わせ】
加藤病院：0855-72-0640 介護老人保健施設仁寿苑：0855-72-3111
グループホームかわもと あいあいの家：0855-72-2950
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」：0854-83-7100



第9回目となるシリーズ「連携」は、浜田市・江津市・邑智郡の介護施設・医療機関で

構成する、「中山間地域多職種連携協議会」を紹介します。

ー 中山間地域多職種連携協議会とは？ ー
この協議会は、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう適切な医療・介護サービスを提

供するために、地域に必要な医療機能と介護機能のそれぞれの強みを活かし、多職種が
緊密かつ円滑な連携を図ることを目的として、平成30年6月に立ち上げました。
「住み慣れた地域でいつまでも生活できるように」をキーワードに、自宅復帰への支援及

び自宅に近い施設で生活できる環境を提供できるよう、協議会参加施設が連携していま
す。

【江津市桜江町】
介護付き有料老人ホーム
さくらが丘

【浜田市金城町】
介護老人保健施設
さざんか

【浜田市旭町】
介護老人保健施設
旭・やすらぎの郷

【邑智郡川本町】
社会医療法人仁寿会
加藤病院

【邑智郡邑南町】
特定施設入居者生活介護
老人ホーム ふる郷

【浜田市金城町】
特別養護老人ホーム
くざの里
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～ 連携イメージ ～

急性期病院 施 設 自 宅

〈 有料老人ホーム 〉
さくらが丘・ふる郷

〈 老人保健施設 〉
旭・やすらぎの郷
さざんか

〈 特別養護老人ホーム 〉
くざの里

転院・入院 入 所 在宅へ

入 所

入 院

在宅へ

加藤病院

【中山間地域多職種連携協議会の理念】

① 在宅療養支援
住み慣れた地域での生活を継続的にサポートします

② 施設待機
希望される療養環境までの長期療養をサポートします

③ 地域包括支援
継続的な医療・介護支援により、長く在宅、施設生活が送れるようサポートします

【お問い合わせ】
中山間地域多職種連携協議会事務局

（加藤病院 地域医療連携室内）
電話:0855-72-3220／FAX:0855-72-16086



睡眠評価装置

ウォッチパット ユニファイド を導入しています！

加藤病院では、令和元年度島根県訪問診療等設備整備事
業を活用し、睡眠評価装置「ウォッチパットユニファイド」を導入し
ました。
ウォッチパットは従来の睡眠評価装置と比べ、腕に装着し4～5

時間の睡眠をとるだけで簡単に検査が行えます。（保険適用の
検査です。）

ウォッチパットでわかること

・ 睡眠時の体位や呼吸の様子
・ 自律神経の働き方
・ 睡眠段階などの情報

こんな症状のある方は、検査をおすすめします！

・ 生活習慣病である ・ 肥満である

※ 特に下線部の項目をチェックしてみましょう

睡眠時
・ いびきをかく
・ 呼吸が止まる、乱れると言われた
・ いびきが止まり、大きな呼吸と共に
・ 再び呼吸を始める
・ 息苦しさを感じる
・ むせる、寝汗をかく
・ 何度も目が覚める（お手洗いに起きる）

起床時
・ 熟睡感がない
・ 頭が痛い、重い
・ 口が渇いている
・ すっきり起きられない
・ 身体が重いと感じる

起きているとき
・ 居眠り運転
・ うたたね
・ だるさ、倦怠感
・ 集中力がない
・ いつも疲労感がある

検査費用 1割負担：900円、2割負担：1,800円、3割負担：2,700円

※ 別途、外来受診料がかかります

睡眠時無呼吸症候群について気になる方、ウォッチパットの詳しい内容は、

加藤病院 ☎0855-72-0640 までお問い合わせください。

UPATプローブ

いびき・体位
センサ

末梢の血流量を終
夜、連続的に測定し、
無呼吸や睡眠、覚
醒などの睡眠段階を
識別します

心拍数や血液中
の酸素量、いびき、
体位に関する信
号を感知しますUPATプローブ、いび

き・体位センサより検出
された数値が入力され
データ化されます

ウォッチパット本体
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診療統括部副部長
兼 加藤病院医師

上杉 文彦

介護老人保健施設仁寿苑
理学療法士 永井 雄大

私は地域の方々に笑顔で
生活していただけるようリハビ
リを通して貢献していきたいと
思います。よろしくお願いしま
す。

加藤病院 リハビリテーション科
理学療法士 大峠 真穂

1人でも多くの方の笑顔に
関われるよう日々頑張ってま
いりたいと思います。よろしくお
願いします。

麻酔・救急集中治療・緩
和ケアでの経験を元に、在宅
医療分野でこの地域に貢献
したいと考えます。よろしくお
願い申し上げます。

加藤病院 外来課
保健師 花田 恭子

皆さまからの温かいご指導
に感謝の毎日です。保健師
としても、よろずに応じますの
で気軽にお声かけください。

加藤病院
地域包括ケア病棟課

看護師 丸橋 結

人生の先輩である患者さま
から、日々沢山の大切なこと
を学ばせていただき、本当に
有り難いです。笑顔で頑張り
ます！

加藤病院
地域包括ケア病棟課
看護師 竹下 将平

慢性期医療は初めてなので
勉強しながらこれまでの経験を
活かし、地域に貢献していきま
す。よろしくお願いします。
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ホームヘルパーステーションながひさ
介護職員 吉田 智子

（令和元年12月入職）

ヘルパーのお仕事は初めてで
すが、先輩方に教わりながら楽
しく勤務しています。韓国語を勉
強中です！よろしくお願いします。

ナーシング＆リハビリテラス
「和かち逢う家」

調理員 中島 小百合

仕事にも慣れ、厨房・和か
ち逢う家のスタッフの方々と毎
日楽しく勤務させていただいて
います。よろしくお願いします。

加藤病院
地域包括ケア病棟課

介護職員 原田 莉佳

まだまだ介護職員としての日
が浅く、戸惑うことなどありますが、
先輩方に習い1日でも早く戦力
として活躍できるように頑張って
いきたいと思います。

介護老人保健施設仁寿苑
理学療法士 三宅 瑞希

私は、生まれ育った川本町
に貢献したいと思い、仁寿会
に入職させていただきました。
精一杯頑張りますのでよろし
くお願いします。

介護老人保健施設仁寿苑
作業療法士 龍里 春奈

専門学校を卒業し、無事
に作業療法士になることがで
きました。認知症に強い作業
療法士になりたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。
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加藤病院 医事管理課
事務員 森脇 真梨菜

1年ぶりの病院勤務なので
不安もありますが、地域の皆
さまのお役に立てるように努力
していきたいと思います。よろし
くお願いします。
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貸与対象：入浴介助を行う職員
入浴介助を行う職員が着用します。

Tシャツ（バックプリントなし）
貸与対象：全職員

医療従事者が学会や講演会の際に、
また、事務職員がユニフォームとして着用します。

ポロシャツ

貸与対象：全職員
町内外でのイベント時に着用します。

Tシャツ（バックプリントあり）

仁寿会の新しいユニホームを紹介します！



加藤病院 外来担当医一覧表 R2.4.1～ （事務局医事管理課 0855-72-0640）

※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

《 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。
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時間 月 火 水 木 金 備　　考

午前 松浦　達也 島根大学 山内　延広 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  島根大学 診療は9:00より

午後 （初診11:00まで）

午前  林　隆則

午後  林　隆則

午前  島根大学  島根大学

午後
（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 安田　英彰

午後

午前

午後
山口　拓也

平田　敏明
石根　潤一

平田　敏明

山内　延広

午前 加藤　節司

午後 柳光　寛仁 柳光　寛仁
禁    煙

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

精 神 科 毎月第2・4木曜9:00より診療

健診・

ワクチン

循環器内科

消化器内科

神経内科

糖  尿  病

外

科

系

整形外科

診療は9:00より

金曜は午前のみ

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



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

社会医療法人仁寿会 事務局
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/

仁寿会 広報誌 発行者

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 ・理学療法士・作業療法士
社会福祉士・管理栄養士・介護職員(資格を問わず)

詳しくは、下記までお問い合わせください
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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 2,215 2,166 2,431 2,448 2,559 2,877 2,864 2,407 2,277 2,442 2,352 2,053 29,091 2,424

加藤病院 入院 延べ数 2,104 2,214 2,307 2,304 2,426 2,283 2,343 2,297 2,100 2,244 1,995 2,245 26,862 2,239

仁寿苑 通所 延べ数 557 590 560 567 629 625 548 550 545 571 214 34 5,990 499

仁寿苑 入所 延べ数 976 1,053 1,025 998 1,018 934 930 963 944 989 1,026 1,087 11,943 995

仁寿苑 短期 延べ数 39 30 47 68 86 82 77 34 25 39 42 48 617 51

仁寿苑 訪問リハ 訪問回数 188 232 211 219 249 251 242 248 251 257 323 407 3,078 257

ケアプランかわもと 件数 102 105 109 110 107 114 109 99 105 103 104 100 1,267 106

訪問看護 訪問対象者 53 60 60 63 65 66 65 60 63 69 71 67 762 64

かわもと 訪問回数 227 272 274 296 313 281 290 268 258 310 314 313 3,416 285

ホームヘルパー 訪問対象者 26 25 30 30 29 29 29 29 31 30 33 32 353 29

かわもと 訪問回数 293 306 322 305 253 249 252 255 244 287 294 295 3,355 280

グループホーム 延べ人数 270 279 279 270 279 270 279 268 261 279 270 279 3,283 274

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 131 187 125 150 174 170 154 166 154 174 170 156 1,911 159

診療所そじき 延べ数 28 20 27 22 34 28 31 27 18 25 24 19 303 25

訪問看護 訪問対象者 29 34 36 37 37 38 39 38 40 40 46 34 448 37

ながひさ 訪問回数 214 127 283 280 294 262 244 265 236 267 297 210 2,979 248

ホームヘルパー 訪問対象者 19 18 18 15 14 13 9 9 8 8 8 9 148 12

ながひさ 訪問回数 414 877 467 444 340 394 278 269 181 196 186 211 4,257 355

訪問対象者 21 20 18 24 25 23 28 28 30 31 31 27 306 26

訪問回数 2,580 2,669 2,325 3,338 3,216 3,480 4,274 4,149 4,160 4,806 4,441 3,908 43,346 3,612

ケアプランながひさ 件数 43 47 47 53 54 48 43 38 41 46 49 45 554 46

和かち逢う家 入居人数 48 49 48 49 48 47 49 49 48 50 47 46 578 48

定期巡回随時対応

※ 仁寿苑通所については新型コロナウィルス感染対策によりR2年5月から営業休止としていたため、利用者数に変動があります。

※


