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５月 田舎で学ぶ専門職連携医療教育プログラム
（東邦大学5年生 産業保健活動）

４月 田舎で学ぶ専門職連携医療教育プログラム
（島根大学6年生 訪問診療）

６月 法人内研修：認知症に関する研修会
６月 田舎で学ぶ専門職連携医療教育プログラム
（東邦大学5年生 施設の健康管理）

４月 令和４年度 社会医療法人仁寿会 入職式 ４月 田舎で学ぶ専門職連携医療教育プログラム
（東邦大学5年生 巡回診療）



連携
今回は、川本町三原地区のまちづくりセンターを拠点

に活動されている任意団体「たすけあい川本」代表の伊

藤ヒロコさん、事務局長の平田惠美子さんにお話を伺い

ました。

※平田さんは「三原の郷未来塾」の事務局長も兼務

されています。「三原の郷未来塾」は2014年に川本町

三原地区で創設され、草刈り、窓ふきや掃除、買い物支

援等の生活支援を行う住民組織です。

－ 成り立ち～現在までをお聞かせください

たすけあい川本代表 伊藤ヒロコさん（以下、伊藤さん）

：たすけあい川本は、「子供から高齢者までみんなが安心

して暮らせるように、地域で支え合う仕組みを考え、実践

する」、「住み慣れた地域で暮らし続けることが出来るよう、

安心・いきいきの地域づくりをする」を目的に、三原地区のまちづくりセンターを拠点に活動する任意団

体です。2020年4月に正式に『たすけあい川本』として立ち上げました。

それまでは、三原地区で三原の郷未来塾を中心に住民の自主活動が行われており、未来塾の事

務局長をしている平田惠美子さんから一緒に活動をしないかと、声をかけて頂きました。私は退職した

ばかりということもあり、自ら頑張って何かをやろうというようなエネルギーはありませんでしたが、今まで自

分がやってきたことが少しでも役に立つならとお話を受けることにしました。三原地区では健康講座が定

期的に行われていましたので、2019年には4回講義をさせて頂きました。その際に仁寿会から加藤院

長（当時）他、スタッフの方が講義に来ておられ交流の機会があったことで、仁寿会とコラボした講義

もさせてもらいました。

その後町内全域で、誰でも予約なしに無料で、健康や介護や暮らしの中でのさまざまな困りごとの

相談ができる「暮らしの保健室」をやろうということで、たすけあい川本が始まりました。その時点での暮

らしの保健室は出張型で、三島地区は自治会、馬野

原・多田地区はサロン、西・弓市地区は役場のコーディ

ネーターがそれぞれ企画した健康講座の依頼を受けてい

ました。講座の終了後には、悩み事や健康などの個別相

談を受けました。そうしたことから、町の中心に常設型の

「暮らしの保健室」を開設した方が良いと思い、2021年5

月に開設することにしました。

役場が「まちごと魅力化センターC Pieces+」を開放し

てくださり、月に2回、第2水曜日と第4土曜日「暮らしの

保健室」を開設しています。私たちは任意団体なのであち

こち宣伝することなく、少しずつ広げていき、みんながお茶

飲みだけでもしてもらえるような居場所になればと思い活

動しています。暮らしの保健室には看護師が協力しており

ますが、第4土曜日はこどもが多く来る可能性があるので、

保育士も協力してくれています。特に専門的な資格がな

いボランティアにも来ていただいて、常時3人はいるようにし
2 個別相談の様子（撮影用）
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ています。常設型と並行して、サロンなどから依頼

があれば出張型も続けています。暮らしの保健室

は6つの機能があり、①相談窓口であるほか、②

市民との学びの場、③安心な居場所、④交流の

場、⑤連携の場、⑥育成の場でもあります。暮ら

しの保健室をきっかけにたすけあい川本のスタッフ

に登録してくれた方もいますし、定期的に顔を出し

てくれる方もいます。これらの機能をうまく活用して

活動していきたいと考えています。

社会福祉協議会が行っているミニディサービスに

出かけて行くこともありました。今年の6月～9月は

10ケ所ほど社会福祉協議会と一緒にミニデイに出かけることになっています。たすけあい川本を知って

もらうだけでなく、それぞれの地区の状況を知ることで、その地区でお互いに支え・支えられるようになれ

ば良いかなと思っています。

自分たちだけではできない部分もあるので、サポートし合えるメンバーを集めています。

三原の郷未来塾・たすけあい川本事務局長 平田惠美子さん（以下、平田さん）：三原の郷

未来塾は今年の11月で生活支援の活動を始めて8年になります。仁寿会にも住民主体のサロンに

10数回来ていただいて認知症や嚥下のお話をしていただきました。医療の専門家のお話を地域で聞

くことで、住民にとって医療や介護がとても身近なものになりました。

川本町役場の第6次総合計画の重点プロジェクト①②では、たすけあいの仕組みづくりをやりましょ

うという方針が明確に打ち出されています。重点プロジェクト①は、三原の郷未来塾の取り組みをベー

スとし、川本町全域で住民主体の集いの場を作っていきましょう・自治機能を再編していきましょうとい

うものです。このプロジェクトを成し遂げるために町内全域を対象にする任意団体による生活支援と暮

らしの保健室が必要だと考え、伊藤さんを

3年がかりで口説きおとし、2020年に中間

支援組織としてたすけあい川本の活動を

始めました。

重点プロジェクト②には仁寿会が関わって

います。医療介護福祉サービスの強化、医

療介護福祉のさらなる基盤強化が狙いで

す。ソフト部分を「たすけあい川本」が担うの

で、プロジェクト②の会議には全て出席させ

てもらっています。私たちはいわゆる「イン

フォーマルサービス（家族をはじめ近隣や

地域社会、NPOやボランティアなどが行う

援助活動で、公的なサービス以外のもの）」を提供しているので、川本町の地域推進ケア会議にも

出席しています。地域住民を巻き込んで多様な担い手を作り、医療介護の専門家に繋いでいくことが

大事です。この会議をきっかけに、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターから生活支援の

依頼が入るようになりました。地域推進ケア会議は子育て支援分野・障害福祉分野・住民団体分

野もあるので、もっと多様な関係者が参加し、連携するべきだと思っています。

暮らしの保健室を始めてから、相談に訪れた方3～4人が介護保険申請に繋がりました。みなさん

最初は介護保険申請には慎重でしたが、介護予防として例えば今のうちにリハビリをしておけば重度

化せずに住み慣れた自宅で生活が続けられる、といった話を伊藤さんから聞いて気持ちが動いた方も

いらっしゃいました。



4

－ 地域の現状についてお聞かせください

伊藤さん：高齢化の問題について川本町

は先行しています。今は2040年問題とし

て、超高齢化が日本の医療介護の分野

で大きな課題となっていますが、川本町は

2025年（令和7年）頃に高齢化のピー

クがきて、その後は徐々に減少傾向になる

とみられます。

国も健康寿命を延ばそう、認知症発生

率を低下させていこうとしています。元気な

老人をより健康にすること、認知症への理

解を深め、お互いに刺激し合うことで認知

症発症率を低下させることが必要だと思います。幸いにも川本町には仁寿会という医療機関が存在

していますので、病院機能を活用していくことで、高齢化の問題に対応していけると思います。私たちの

活動が、その一助にでもなればと考えています。

平田さん：有償ではありますが、「たすけあい川本」に相談いただければと思います。私たちの活動に

賛同して、スタッフとして登録してくれる方が少しずつ増えてきました。みなさんそれぞれ、地域の住民の

方の家が地理的にわかるので、より密に助け合うことができます。私たちはこういった仲間を増やしてい

きたいと思っています。「我が事」として考えて動ける人の集団を作りたいです。

伊藤さん：民生委員の総会で「たすけあい川本で生活支援をしています」と宣伝してきました。民生

委員として自分が見守る中で、この人は手助けがいると感じることがあれば声をかけてください、引きこ

もりのお子さんがいらっしゃるお母さんにも声をかけてくださいと。暮らしの保健室では実際にどのような相

談があるのかも話をさせてもらいました。

平田さん：ひとつずつの積み上げですよね。ひとつずつ積み上げていって事例ごとに学んでいく、学ぶべ

きことは多いです。ごみの片づけができなくなりごみ屋敷になってしまったというケースがありました。片づ

けようという気持ちはあるが、体が動かなくなる。でも「助けて」と言い合える関係性が地域になければご

み屋敷になってしまいます。地域で暮らし続けるためには、「助けて」と言える関係性が重要であり、お

互いさまの気持ちで生活支援が身近なところで持続する地域づくりが必要だと改めて思いました。

－ 課題や活動をより周知していくために

考えていることはありますか

平田さん：行動しないと見えてこない部分

が多いと感じています。

昨年の9月に「たすけあい川本で生活支

援をやる！」と言った時に、時期尚早との意

見がありましたが、行動することで課題を含

め色々なことが見えてきました。実績を積み

上げてくると依頼が増えます。たすけあい川

本・三原の郷未来塾・川本町健康福祉課

・まちづくり推進課・教育委員会で、毎月1

回の定例会も開いています。



たすけあい川本

〒696-1225 島根県邑智郡川本町大字南佐木236-2

TEL・FAX：0855-74-8410

Mail：tasukeai.kawamoto@gmail.com
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各地区のサロン運営者が集う定例会
サロン運営の内容や課題を共有する

尾原地区おすそわけ市の様子

－ 障害福祉関係とのつながりはありますか？

平田さん：社会福祉法人わかば会のジョイワークみさとさんに、三原まちづくりセンターの一室を一般

就労が難しい方の作業所として貸しています。それ以外にも、地域活動センターひまわりさんが月に1

回三原に来て、みんなで食事をしたり編み物教室サークルと一緒に活動したりしています。

これはわかば会の職員さんからぜひ一緒にと声を掛けていただいて始まりました。すごく大事なことだと

思います。

－ 改めて今後どのような形で事業を拡げていくかお聞かせください

伊藤さん：生活支援の依頼が増えてきているので、何か特技がある、特技はないけど何かやってみた

いという方をボランティアスタッフとして増やしたいです。公的な支援から漏れ落ちている部分・誰かがし

ないといけないな～と思われる部分を何の制約も受けずに、楽しみながら活動をしていきたいと思って

います。

平田さん：元気な年寄りがそうでない年寄りをサポートする！こういう時代になっています。その中で

一番大事なのは介護予防という視点です。

人口減少が問題ではなく、家族で支え合う世帯人数の少なさが問題であると聞きました。ひとり世

帯、老老世帯、権利擁護が必要な世帯であれば、お互いに支え合える部分がほとんどありません。そ

うすると公的サービスが支えるしかないけど、その公的サービスが支えきれないくらい、今後は支援が必

要な方は増えるし、支える人材が少なくなります。

伊藤さん：尾原地区では昨年３月に住民主体の生活支援組織「猫の手孫の手尾原の手」が結

成され、活発に活動されています。三島地区も今年３月から助け合い組織「助支会」が動き始めて

います。助支会には高校生も加わっています。このような取り組みを川本町全域に広げる支援をして

いくのが、私たちの役目かなと思っています。

平田さん：住民主体のサロンでは、「隣はどうしているの」「あの人最近見ないね」と暮らしの中の気づ

きを共有することで、そこから地区の住民さんの声を拾うことができます。今はサロンがない地区でも「お

互いさまでやっていきませんか」と話していきたいです。サロンの運営支援をするのが中間支援組織であ

るたすけあい川本の役割です。川本町全域で未来塾の取り組みを展開するためには、持続できる仕

組みづくりが必要です。動ける人材で、できることをやっています。依頼を受けたらお話を聞きに行きま

す。依頼を受けたからといってすぐにサービスを提供するのではなく、じっくりと話を聞いて、依頼者が暮ら

しの中で大切にしていること、困っていることを理解することが重要です。

「かわもと版地域包括ケアシステム完成版を目指す！！」 これに尽きます！！
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薬剤科社会医療法人仁寿会 部門紹介

加藤病院薬剤科では薬剤師２名、医事管理課より事務員２名の計４名で
業務を行っています。皆さまが安心してお薬を飲んでいただけるよう、以下の業務
を行っています。

主な業務内容

□ 調剤業務（入院調剤）

③
必要に応じて服用しやすいように錠剤を

服用タイミングごとに、機械を使って１回に
飲む薬を１包にまとめていきます。
（一包化）

①
医師が処方した処方箋をもとに医薬品

名・用法・用量・投薬期間・お薬の組み
合わせ・年齢・性別・体重などから患者さ
まが服用しても大丈夫なのかを検討しま
す。疑問点は医師に問い合わせ、確認し
ます。

②
錠剤・外用剤・粉剤などのお薬を処方

箋に記載されている量通りに間違えのな
いように取り揃えます。

④
まとめられた薬が正確に１包に入っている

かを確認します（鑑査）。
患者さんごとに飲む薬が異なり、種類も

多いので、間違えのないように細心の注意
を払い確認しています。

①②

③

④
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患者さんの治療に必要な薬全てを、医薬品メーカーが市販しているわけではあ
りません。医師の依頼にもとづき、薬学的見地から必要な薬を院内で製剤してい
ます。

□院内製剤調製業務

□チーム医療への参画

患者さまが安心できる医療を受けていただけるよう薬剤師の専門性を発揮し、
医師・看護師をはじめとした多職種と連携しています。具体的には、病院の感染
制御、栄養管理、摂食嚥下、リハビリ等あるいは老健の身体拘束廃止推進、
減薬等多くのチーム・委員会活動に、我々薬剤師も参画します。中でも感染制
御では対策の指導、抗菌薬使用状況の把握、抗菌薬使用の適正化を推進し
ています。

□医薬品管理業務

病院内のあらゆるお薬の在庫管理を行なっております。また使用期限を確認す
ることで、患者さんへ安心・安全なお薬を提供しております。また、麻薬や向精神
薬など特別な管理が必要なお薬の管理を行なっております。

□医薬品情報管理業務

国などの公的機関や製薬会社、書籍などから情報を収集し、医師や看護師
などの他の医療スタッフへの情報提供を行なっています。

これらの業務を主に行なって
おります。お薬の専門家とし
て、患者様の不安や疑問点
などの相談にも対応いたしま

すので、お気軽にお声がけく
ださい！
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新入職員紹介（令和4年1月5日～4月4日入職）

山林快（薬剤師）
加藤病院 薬剤科

皆さまが安心してお薬を飲んでいた
だけるよう、頑張ります。
お薬に関してはお任せください。

大谷 威斗（理学療法士）
加藤病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

生まれ育った地元に帰り、地域に
貢献できる理学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。

深田 彩華（言語聴覚士）
加藤病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

患者様に寄り添い、必要とされる
言語聴覚士を目指します。よろしく
お願いします。

菅原 いおり（看護師）
加藤病院 地域包括ケア病棟課

看護師として患者さまの支えになれ
るよう、ひとりひとりの思いに寄り添い、
毎日笑顔で頑張ります！

島津 杏果（社会福祉士）
地域包括ケア推進室

患者さまやご家族の思いに寄り添っ
た支援かできるよう精一杯頑張りま
す。よろしくお願いします。

静川 加奈子（事務員）
医事管理課

１日でも早く仕事を覚えて事務員
として病院を支えていけるよう頑張
ります。よろしくお願いします。

上田 卓司（看護師）
加藤病院 地域包括ケア病棟課

働き始めて2ヶ月が過ぎ、先輩看
護師から様々なことを学んでいます。
少しでも早く一人前になれるよう頑
張ります。



これから夏本番を向かえ、簡単に作れるそうめんの出番が多いのではないでしょうか？
今回はいつものそうめんにひと手間加え、夏バテ予防・疲労回復に効果的な栄養素を多く含む
食品を使用したレシピをご紹介します！

＜ 材料 2人分 ＞

夏バテ予防・疲労回復レシピ♪

＜ 作り方 ＞

① フライパンにごま油を入れて熱し、豚ひき肉を入れて肉の色が変わるまで中火で
炒める。色が変わったら、なすを加えて炒める。

② なすがしんなりしてきたら、★の調味料を加えて炒め合わせる。
③ そうめんは袋の表記通りにゆで、冷水にさらして水気を切る。
④ 器にそうめんを盛り、②をのせて、めんつゆをかけて大葉をのせる。

・ 豚ひき肉
・ なす
・ ごま油
・ 大葉
・ そうめん
・ めんつゆ

160g
中2本
大さじ1
2枚程度
2束
適量

★調味料
・ 酒
・ 味噌
・ 砂糖
・ おろし生姜

大さじ2
大さじ1
小さじ1
少々

その他、薬剤師、作業療法士、看護師、介護職員、歯科衛生士、救急救命士、
管理栄養士、運転手 募集中！ ※ 無資格の方も歓迎！（資格取得支援制度有り）

9

＜ 豚肉となすの肉味噌そうめん ＞

ポイント食材
◎ 豚肉：夏バテ予防・疲労回復に効果のある、ビタミンB1が多く含まれています。
◎ なす：体を冷やす効果があり、体内の余分な熱を取ってくれます。

・なすはへたを取って2㎝角に切り、水につけておく。
・大葉は千切りにする。
・★の調味料を混ぜておく。

下準備

お問い合わせ先 0855-72-3040（仁寿会事務局：田中、小笠原）



【その他】
・ 暑い時期ですので水分補給の飲み物を必ずご持参ください
・ 動きやすい服装でお出かけください
・ ノルディックウォーキングの日に小雨の場合は

決行する場合がありますのでレインコートをご持参ください
・ 室内運動の日は屋内シューズをご持参ください
（参加者へは改めて連絡致します）

・ 血圧測定後、運動をお断りするケースがありますのでご了承ください
・ 三密を避け実施します

マスク着用、手指消毒の徹底、検温などにご協力ください
・ 開催前、2週間の体調チェックをお願いします

咳や喉の痛み、発熱などの風邪症状がある場合はご遠慮ください

楽運教室とは、介護予防の一環としてスタートした運動教室です。
川本町の風景を楽しみながら行うノルディックウォーキングや、筋力トレーニングなど、
「楽」しく「運」動できる内容をご用意しています。
いつまでも元気に暮らしたい、体力をつけたいといった希望をお持ちの方や、
健康な体づくりなどに興味のある方はふるってご参加ください。

第１０弾!!

受講料 1,000円 ※全７回の途中から参加でも一律1,000円となります。

令和４年度

毎週金曜日 全７回

【場 所 】 仁寿苑１Ｆ リハビリセンター

【日 程 】 全７回 ７月８日（金）～８月２６日（金）

【時 間 】 １７：３０～１８：３０

【スケジュール】 ７月８日・１５日・２２日・２９日
８月５日・１９日・２６日

【申込締切】
受講をご希望の方は７月７日までにお申し込みください
途中から受講をご希望の方は、随時お問い合わせください

《主催》 社会医療法人仁寿会

【お問い合わせ・お申し込み先】
加藤病院 担当： 080-9950-8682 松浦

080-9950-8652 大野

仁寿苑

加藤病院

入り口

中央

駐車場

楽運教室

※ コロナ感染状況によっては開催時期や内容に変更がある場合があります10
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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》
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。

時間 月 火 水 木 金 備　　考

午前 松浦　達也 島根大学
常勤医

島根大学

常勤医

島根大学
柳光　寛仁

午前 加藤　節司 毎月第1・3・5のみ

午前 大畑　修三 島根大学 大畑　修三 大畑　修三

午後 予約検査

午前 松浦　達也 島根大学 予約検査 石根　潤一

午後 予約検査

午前 山口　拓也 山口　拓也 島根大学 木曜：第1・３・４・５のみ

午前
常勤医

島根大学

午後 予約診療

午前 市本　裕康 ※ 水曜日：初診受付11:00まで

午後

午前  林　隆則  林　隆則
月曜：基本・第1・３・５

（変更の場合もあるのでお問い合わせください）

火曜：第2・4のみ

午前  島根大学  島根大学 午前中のみ

午前
 島根大学

隔週水曜（お問い合わせください）

午前受付は11:30まで

午後  島根大学 午後受付は15:30まで

午前  島根大学 毎月第1・3・5のみ

午前 安田　英彰 毎月第2・4のみ

午後 常勤医 常勤医 常勤医 午後（13:15～16:00）のみ

午前 加藤　節司

午後
加藤　節司

柳光　寛仁
柳光　寛仁

 島根大学

　【電話】 0855-72-0640　【FAX】 0855-72-1608

　【加藤病院】（島根県邑智郡川本町大字川本383-1）

外

科

系

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

精 神 科

健診

ワクチン

禁    煙 木曜午前：第1・３・５のみ

 ※　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。

 ※　正面玄関の自動ドアは午前8時より開門します。

 ※　月、木、金曜午後は専門外来の予約診療のみとなります。

 ※　健診ﾜｸﾁﾝ、禁煙(こころ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。

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 火曜：第1・３・５のみ

神経内科

内分泌・代謝

内科
常勤医・島根大学医師が交互に診療

診 療 科

加藤病院外来診療科のお知らせ（令和4年4月1日～）

【受付時間】 8:15 ～ 11:30　　【診療時間】 9:00 ～ 12:00

※ 火水木（健診・ワクチン外来）：【受付時間】13:00～15:30　　【診療時間】 13:15～16:00

【休診日】　土曜 ・ 日曜 ・ 祝日 ・ お盆（8月14日～15日） ・ 年末年始（12月30日～1月3日）
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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

TEL：(0855)72-0640 FAX：(0855)72-1608

・医療近接型住まい「穏」

〒696-0001 邑智郡川本町川本386-3

・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

・ホームヘルパーステーションながひさ

TEL：(0854)83-7655 FAX：(0854)83-7088

・訪問看護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)83-7600 FAX：(0854)83-7688

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/

仁寿会 広報誌 発行者

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 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 合計 月平均

加藤病院 外来 延べ数 2,127 2,263 2,254 2,260 2,412 2,324 2,938 2,612 2,093 2,025 2,323 2,111 27,742 2,312

加藤病院 入院 延べ数 2,331 2,180 2,313 2,228 2,320 2,336 2,296 2,359 2,374 1,953 2,156 2,261 27,107 2,259

仁寿苑 通所 延べ数 548 546 562 490 553 570 548 508 474 492 545 553 6,389 532

仁寿苑 入所 延べ数 987 937 934 964 934 984 962 990 1,049 963 987 904 11,595 966

仁寿苑 短期 延べ数 54 50 64 49 60 49 41 49 60 36 63 45 620 52

仁寿苑 訪問リハ 訪問回数 319 340 341 357 384 351 364 345 317 339 379 331 4,167 347

ケアプランかわもと 件数 132 135 132 133 132 130 133 131 131 124 129 127 1,569 131

訪問看護 訪問対象者 66 67 57 56 58 59 55 60 60 57 53 51 699 58

かわもと 訪問回数 262 305 267 241 259 259 262 284 249 225 236 201 3,050 254

ホームヘルパー 訪問対象者 26 30 29 27 29 24 27 31 27 28 29 30 337 28

かわもと 訪問回数 258 303 286 216 237 205 229 247 244 242 266 272 3,005 250

グループホーム 延べ人数 272 270 276 279 270 279 258 276 279 252 278 210 3,199 267

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

診療所ながひさ 延べ数 134 145 139 153 149 160 147 169 144 145 190 161 1,836 153

診療所そじき 延べ数 22 29 25 18 32 35 22 21 13 15 24 20 276 23

訪問看護 訪問対象者 47 45 45 43 48 47 51 50 47 47 54 46 570 48

ながひさ 訪問回数 289 248 249 236 224 230 239 236 208 210 306 240 2,915 243

ホームヘルパー 訪問対象者 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 21 2

ながひさ 訪問回数 27 25 27 14 11 9 12 9 8 8 8 11 169 14

訪問対象者 34 33 33 36 38 38 39 40 38 39 41 39 448 37

訪問回数 5,546 4,859 4,895 6,507 6,582 7,258 6,602 7,260 6,440 6,380 7,335 6,205 75,869 6,322

和かち逢う家 入居人数 48 48 47 47 47 48 48 50 48 48 48 45 572 48

定期巡回随時対応


