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創立100周年へ向けて

令和5年1月1日
社会医療法人仁寿会 理事長 加藤 節司

加藤病院病院歌（作詞：栗間久／作曲：米山道雄）

１、碧空（あおぞら）に かの日の丸を 仰ぎ見る 広き心 清らなる 瞳をもちて
清らなる 瞳をもちて 求めよう 人の幸せ

２、季(とき)移り 年は経れども 慈仁愛 心に秘めて 微笑みは 常に絶やさず
微笑みは 常に絶やさず 病む人の 癒えゆく日まで

３、一本（ひともと）の 美わし かよわくも き然とたてり 道遠く 茨続けど
道遠く 茨続けど 共々に 望み失わず

４、朝日影 あめつちにみち よみがえる 人の生命（いのち）よ 栄光を
もたらすものぞ 栄光を もたらすものぞ ああ我等 紺の人文字

新年あけましておめでとうございます。
旧年中も、地域の皆様には大変お世話になりました。誠にありがとうございます。
新たな生活様式もようやく浸透しつつある中、日本社会も確実にソサイエティ5.0へと歩みを進めていま

す。社会が大きく変わりゆく時代にあっても、皆様におかれましては、新たな節目を厳かにも心躍らせながら
迎えていらっしゃることを願っています。
ソサイエティ5.0は、「仮想（サイバー）空間と現実（フィジカル）空間を高度に融合させたシステムによ

り、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」(第５期科学技術基本計画)と定義さ
れました。それは、持続可能性と強靭性により一人一人の多様な幸せ(ウェルビーイング)にあふれる、すぐ
そこにある近未来の社会です。その社会は、日本のどの地域においても、誰一人取り残されることなく、幸
せを享受できる社会です。その未来は、今、誰の手の中にあるのでしょうか。２０１５年に国連が採択し
た、「2030へ向けた行動計画」では、「人類と地球の未来は我々の手の中にある。そしてまた、それは未
来の世代にたいまつを受け渡す今日の若い世代の手の中にもある。」と明示しています。これまでもそうで
あったように、これからも、未来社会を作っていくのは、当然ながら、私たちに他なりません。
さて、私たち社会医療法人仁寿会の「目的」は、永続性の保持です。「この地域において、ヘルスケア

サービス(健康保持/増進・疾病予防・保健・医療・介護予防・介護)をあまねく提供し続けること。」です。
お陰様で、その目的通り、私たちはどうにか創立９０年を超えることができました。皆様に私たちのサービス
を受け続けて頂いたからこそです。心より感謝を申し上げます。
私たち仁寿会は、２０３２年、１００周年を、胸を張って迎えることができるよう、努めます。本年も、

法人徽章“紺の一文字”のもと、法人ビジョン“地域の人々を最もよく知り、その良き人生に貢献することで
地域社会を変えていく”の実現を目指します。本年も、そして近未来の社会においても皆様が健康長
“寿”を楽しめますようお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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今回は江津市桜江町・訪問美容「風」の秋山俊光さんに

お話をお伺いしました。

－ 起業のきっかけについてお聞かせください

僕は埼玉県出身で、26年間美容室で妻は結婚後から訪問介護のヘルパーとして働いていました。

桜江町長谷に妻の祖母が住んでいて、結婚してから何度か行ったり義父の話を聞くうちに桜江町は

良いところだなぁと思うようになりました。そこで７年前に思い切って引っ越してきました。

最初は自分の仕事も何も決まっていませんでした。元々、”独立したらお店を構えて美容師をする”

という考えがあまりなく、専門学校の先生や何か違う仕事でも良いかと思い、江津市の地域おこし協

力隊に応募しました。合否も出ていない中で引っ越し、結果は不合格！で、さ～て、どうしようかなと。

仕事を探して美容専門学校や美容室も何件か当たってみましたが募集しているところがありません

でした。実は埼玉に住んでいたころに福祉美容士の資格を取って、ボランティアで訪問美容をしてい

ました。将来的にはこういうことをしたいと思っていたので、良い機会かなと思い切って起業することに。

その時、商工会議所の方から江津市のビジネスプランコンテストの事を聞いたので応募してみました。

訪問美容の事業プランを妻とプレゼンして優秀賞に選ばれました！そこで開業に関わる費用の半額

を補助してもらえることになりました。その資金も大切なんですが、コンテストに出たことによって訪問美

容というものを認知してもらう良い機会となったと思います。

－ 訪問美容を始める際には地域性も考慮されていたのでしょうか

まず、山間地は美容室が少なくて美容室までの交通手段が限られていると考えました。自分で車を

運転できないとタクシーを使うか、ご家族の方に連れて行ってもらうという選択に限られてしまいますよ

ね。電車の駅やバス停近くに住んでいる方なら大丈夫でしょうが、この広い山あいを見ると・・・そういっ

たお宅の方が少ないように思えました。なので、訪問美容専門でもやっていける！と判断しました。

また、内なる地域性といいますか、ご縁も大事にしています。僕には桜江町の義祖母以外に知り合

いがいなかったので、起業当初は江津市長や市役所、商工会議所、コミュニティセンター、福祉施設

などに話をしたりしてまずは知ってもらう事をしていました。義祖母や義父の知人友人を訪ねることもし

ました。
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仁寿会に初めて訪問したのはまさに起業してすぐ、

桜江町出身の職員の方が家族を紹介していただい

たのがきっかけです。その流れから加藤病院にも紹介

していただいて７年経った今に至ります。

－ エリアは江津市・浜田市・邑智郡・大田市とあり

ますね

益田市にも行けます。石見地域は保健所に届け

出を提出してあるので全て行けます。自宅がある江

津市を中心に川本町、邑南町です。松江や出雲へ

は届け出を出していないので今は行けないです。
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いった繋がりで施設と病院中心になっていきました。

施設には他企業の車での訪問美容が多く入っていましたので、当初は自分の入る隙間はないなと

思っていました。それなら、大きい企業が回れない個人宅を自分がしなくちゃいけないと感じて、個人

宅を中心に訪問していました。ただ、その企業は日にちを固定して訪問していたので、施設や病院で

は都合が合わない方もいらっしゃるんです。その日にできなかった方を個々でさせてください！とあいさ

つしにいったら何件か呼んでいただけるようになりました。そこから気に入っていただいてお客様の紹介

や施設の方から呼んでいただけるように。お客様の中には「毎月この日」と決めている方や、年間でヘ

アカラーの計画している方もいらっしゃるんです。もちろん体調第一ですから、予約日をずらすこともで

きます。僕一人で訪問している強みはそこもあります。

－ 現在の課題はなんですか

コロナ禍になって大変苦労しています。一時期は手も足も出ず、以前ならもっと自由に動き回れた

のにと思ってしまったことも。今はだいぶ緩和されましたが、コロナウィルスが流行りだした頃はどこからも

「今は来ないでほしい」と。仕方ないですよね。なので、今、一番の課題は自分が感染症にかからな

いこと！十二分に感染症対策を心がけて日々を過ごす事です。

それから、美容業界でも価格値上げの課題があります。シャンプーやヘアカラー剤などの値上がりに

加えて、僕の場合は移動の為のガソリン高騰が痛いです。今、施設や病院でのヘアカットは2,000

円、ご自宅へ伺って行うのが4,000円で起業当初から価格を変えずに踏ん張っています。なんとかこ

のまま踏ん張り続けられると良いのですが。

－ 日々お忙しくされているとは思いま

すが、いかがでしょうか

移動の多い時期は１日に３か所回り

ます。起業当初の頃を思い返せば本当

に年々、月日が経つにつれてお客様が

多くなったと感じています。現在は施設と

病院に訪問するのが多いですね。”自

分の家に美容師が来る”という状況が

想像しにくかったこと、紹介してくださる方

が訪問ヘルパーの方が多かったのでこう

いつも明るく話しかけてもらって、

すごく楽しいし、髪もさっぱりきれ

いにしてもらって嬉しいんよ♪
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所へ行ったり電話して相談させてもらったり、色んなところに話をして訪問美容で行けるようにしたいと働
きかけてついに保健所から「山間地」と認めてもらえました。条件付きでしたが、おかげで山の奥に住む
お宅に伺えるようになりました。

－ シャンプーの体験会をされたりビジネスコンテストにも応募されたり、かなり精力的に活動されて
いましたね

最初はお客様がほとんどいなかったので、とにかく知ってもらおうと必死でした。訪問美容の事も、僕の
事も…僕には技術と自信だけはあったので町内外あちこちの施設へ伺ったり、イベントの際にチラシを
置かせていただいたり配ったり。シャンプー体験会もですが訪問美容のお披露目会をしたりしましたね。
訪問美容の必要性を理解してくださる方が一人ずつ増えていき、会場は個人で申し出てくださったお
家などでした。「お宅(僕のことです)がどういう感じでやるのか見せてくれ」と依頼を受けたりして。ご近所
の方にも見に来ていただくんです。ニーズはあるんだと、僕も一生懸命に説明していました。あとは空い
ている時間に妻に介護、主に認知症や体の動かし方や移動の仕方を教わっていました。

－ ご自宅に行かれる場合は、その方のお体の機能によって奥様がサポートをされていたのでしょう
か

そうですね。最初は妻と一緒に訪問して妻には移動の介助してもらっていました。女性のお客様だ
と妻が介助することでご本人様にもご家族様にも安心してもらえていました。妻の妊娠や出産などのう
ちに今では僕一人で移動のお手伝いをしたり車いすから椅子へ移るのもお手伝いしています。最初は
車いすの動かし方やベッドから起こすことが僕は不慣れだったので妻からのアドバイスの他に介護初任
者研修に参加して知識の習得や実践研修を受けました。今では初めての女性のお客様でも、色んな

パンフレットも刷新
しました！

－ 地域は人口が少なく、拠点が点々としている状
況ですが

実は最初は「山間地」の考え方の違いがあり、それ
が壁でした。この石見地域は外から見れば山間地で
すが、住んでいる方の中にはそれが当たり前で山間
地と思われていない方もいらっしゃいます。訪問美容
は山間地に住んでいるお宅に行けますよ、という強み
があります。しかし、当初、保健所が山間地はないと
判断したので伺えないお宅もありました。何度も保健



～訪問美容 風～
理容所・美容所に行けない方を対象に僕が伺ってヘアカッ

ト・カラー・パーマ等行ないます。例えば病気や障害などの

理由、理美容所がない山間地に居住する方、社会福祉

施設に入所されている方、乳幼児の育児中や要介護状

態にある介護を行っていて美容室に行けない方などですの

で対象かどうか、一度お電話ください。
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方にも僕のお手伝いを安心していただいていると思っています。といっても施設や病院では職員の方
のほうがお客様の身体の事に詳しいので移動などしてもらうのが多いです。それを見て学び、ご自宅で
の訪問美容のときに生かしています。

－ 今後の展望をお聞かせください

僕のように訪問美容している方が少ないので、訪問美容人口を増やしたいです。もちろんされてい
る美容師さんもいますが、お店を構えている関係で店休日にしか動けないという方が多くいます。僕の
ように専門で訪問美容している方とお話ししたり相談したりする場がほしいなとも思います。この先訪
問美容が石見地区で当たり前になると良いな、なんて。
また、コロナウィルスが流行る前は自由に動くことができましたが、最近は「行ってもいいかなぁ？」とい

う気持ちで萎縮することもありました。挨拶するのにも対面するのはご迷惑ではないかと考えてしまい
ます。でもまだまだ訪問美容を知らない方がいらっしゃるので、もっともっと知ってもらいたいですね。７
年前から訪問美容をやっていてもなお新規の方から「こんなのがあったんだね」と言われます。今月も
いらっしゃったんですが同じ地区に住む方で「家にあんたが来てシャンプーするんかね」と。「僕が伺って
髪を切ってシャンプーしたり髪を染めたりしますよ」と電話で説明して。それで当日伺って実際にやって
いると「へー、あんたがねー」「うちのお湯を部屋に持ってくるんか？」など電話での説明ではイメージで
きないことが多いみたいで。自宅で髪を切れる、ヘアカラーやパーマも出来ることを多くの方に知っても
らって自宅でも利用してもらいたいです。中には外出できない理由があって美容室に行くのを諦めて
自分で髪を切る方、家でヘアカラーとかパーマはしてもらえないと思い諦めている方もおられます。僕な
らできるので、なんとか必要な方に僕を知ってもらいたいです！そして諦めている気持ちもきれいになる
ことによって元気になってほしいです。特に女性の方は仕上げを見てもらうと表情が変わりますね！僕
はそれがすごく嬉しいです。美容室でするのとはまた違った良さが
ここにはあります。

TEL：090-9303-9687(秋山俊光)

住所：島根県江津市桜江町小田(事務所兼自宅)

Mail：a_houmon@yahoo.co.jp

HP:https://houmonbiyou-kaze.localinfo.jp/

この里山で”高齢者”は髪の毛を切るだけが当たり前じゃ
ないんです。今までカラーやパーマをしてきたのを「もういい
や」と諦めていたのが出来ると分かればすごく嬉しいと思い
ます。皆さんに喜んでもらえて、明るい表情を見ることがで
きるのが僕のやりがいです。この里山で多くの方が笑顔にな
るきっかけに僕がなれたら最高に嬉しいです！



社会医療法人仁寿会 地域総合ヘルスケアステーションかわもと
施設群移転新築計画について（続編）

平素は社会医療法人仁寿会の運営に多大な
るご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、社会医療法人仁寿会広報誌令和3年度

1月冬号でご案内させていただきました中核となる
加藤病院をはじめとする施設群の新築移転につい
て、経過報告をさせていただきます。まず、病院施
設群の移転候補地「すこやかセンターかわもと」を
川本町から8月に建物、10月に土地について無
償譲渡契約をさせていただきました。建物について
は譲渡契約後、早速8月1日解体工事を開始い
たしました。解体にあたり、事前に解体を請け負う

社会医療法人仁寿会 専務理事・事務局長 田中 修

株式会社山﨑組様と合同で、弓市地区の住民の皆さまに解体工事スケジュールについてご説明さ
せていただきました。その際にいただきましたご質問、ご要望については後日Q＆Aにてご回答させてい
ただいております。弓市地区の皆さまにはしばらくの間、解体工事での騒音等大変ご迷惑をおかけし
ていますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
現在、解体は順調に進んでおり、当初予定されている工期には完了します。
次に建物についての経過報告をさせていただきます。設備スケジュール計画は概ね基本構想、基

本設計はまとまり、実施計画に入っています。設備スケジュール計画については若干の遅れはありま
すが、本年度2月中旬には着工に入る予定です。
延床面積は約4.5千平方メートルを想定し、前回ご紹介させていただいた建物機能については、

1.入院医療・外来医療・介護保険施設機能、2.モバイルヘルスケア（訪問・巡回による在宅医療

介護連携）拠点、3.地域コミュニケーション拠
点、4.健康長寿・労働長寿支援拠点、5.災害
時事業継続・避難等地域支援拠点、6.リーン
ヘルス（無駄のない筋肉質な保健医療）実現
拠点の構築はもちろん、医療職をはじめとした働
き方改革として、業務内容に合わせて働く場所
を自由に選べるワークスタイル：Activity 
Based Working(ABW)を取り入れていま
す。
引き続き川本町、社協、たすけあい川本をは

じめとする関係機関・団体と協議を重ねてより地
域に必要とされる建物を目指してまいります。引
き続き皆様のご理解と多大なるご支援をぜひ賜
りますようよろしくお願いいたします。

※本件について、ご意見ご要望があれば、加
藤病院に設置されている「ご意見箱」に投書い
ただくか、下記までお知らせください。

【社会医療法人仁寿会 事務局】
田中修（0855-72-3040）
E-mail：info@k-jinju.or.jp
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加藤病院 医療療養病棟の特徴

② 様々なレクレーションを企画しています
尊厳のある生活機能の向上を重視しています。屋

上庭園で散歩をしたり、文化的なレクリエーションも楽し
めます。季節に応じて密にならないように運動会なども開
催しています。

継続的に治療や処置を必要とされる『医療依存度の高い患者さま』が医療サービスを受け
ながら、入院加療する病棟です。一般の入院期間に比べて長くなることがあり身体の機能にあ
わせてリハビリも提供します。

医療療養病棟とは？

※医療依存度の高い患者さまとは？
① 酸素療法をされている方
② 褥瘡（床ずれ）の治療が必要な方
③ インスリン（注射）療法が必要な方
④ 悪性腫瘍で医療用麻薬が必要な方 等

① 在宅復帰機能強化加算承認施設です
加藤病院は、指定在宅療養支援病院です。これは、

患者さまが今まで通りの生活を、今まで通りに続けられ
るように病院として支援する機能を備えていることを意
味しています。

加藤病院の医療療養病棟も治療・リハビリを提供し
機能回復を進めることにより自宅・施設への退院を積
極的に支援しています。50％以上は自宅や施設へ退
院されています。治療継続が必要な方は長期入院が
可能である一方、機能回復を得て住み慣れた社会へ
復帰希望のある方への支援も行っている病棟です。

☆ 医療療養病棟のメンバー ☆ 7

社会医療法人仁寿会部門紹介 「療養病棟課」



移動販売で地域を支える
“とくし丸”の山下さんを取材！！

シリーズ連携
番外編！

経産省の統計では、その数、全国に約700万人!!

移動スーパー「とくし丸」とは！
玄関先まで軽トラックで出向き、会話をしながら買い物をしていただく。買い物

の楽しさを残しつつ、「買い物難民」と言われる方々を支援しています。買い物
だけではなく、「とくし丸」のスタッフが「見守り隊」としての役目を果たすことも目指
しています。

現在、スーパーの超大型化＆郊外化、町の過疎化で近所のスーパーがのきなみ撤退しています。
それに伴い、高齢者のみの世帯増加などで日常の買い物に不便苦労を感じている方（＝買い物難
民）が増加しています。

移動スーパーの良さについて

「見て」「買う」というのが大事なんです。買い物代行として必要な物を買っ
て持って行くのも良いとは思うんですが、自分の目で見て選ぶというのが一
番楽しいだろうなと思います。

商品について

最初よりかなり増えました。倍は積んでいます。

ここにないものでも頼める？

それは結構ありますよ。卵が絶対ほしいという方に関しては、別によけて取
り置きなどもします。販売車に乗っていないものでも次回の販売に希望が
あった商品を乗せて回ることは結構あります。
普段利用されない方が、「かなり積んであるんだな。」と驚かれていました！

やりがいについて

ほとんどの方が楽しみに待っていてくれる。年配の方だとデイサービスとか地
域の集まりとか出られている方はいいですが、どこにも出ない人もいらっしゃ
るからそういう方にはほんとうに喜ばれています！

今後について

枠が空いてきている曜日もあります。まだ拠点がない地域で一軒でも希望
があれば行けるようにしたいです。

とくし丸 山下雄亮さん インタビュー！
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加藤病院に定期通院されている方、また入院後退院される方の中にも、買
い物に不便・苦労を感じている方が多くいらっしゃいます。そのような方々に対し、
地域で買い物支援を積極的にされているとくし丸の山下さんと仁寿会が連携し、
少しでも力になれればと、インタビューに至りました。



腰が痛くなったのと、運転免許を返
納した時が重なって、それがきっかけ
で利用し始めたんよ。スーパーだった
ら歩いて欲しい物を探さんといけんで
しょ。とくし丸はそれがないし、高いと
ころにある物はすぐ山下さんが出して
くれるし。重たくなっちゃった荷物は、
山下さんが家まで持って入ってくれる
んよ。本当に助かっとるの。

☆ 利用者さんの声 ☆

独り暮らしだし運転もよぉせんけぇ、
とくし丸に来てもらえんかったら町に出
ないとやれんでしょ。
荷物も重たくなるし、とくし丸に来て

もらってすごい助かっとるんよ！

巡回地域・曜日
月：乙原（美郷）

木路原・田原・三原・田窪・南佐木（川本）
火：湯抱・別府・奥山（美郷）

谷戸・三俣・湯谷・北佐木・上組（川本）
水：上粕淵・粕淵・亀村・滝原（美郷）

三島・川下・下尾原・因原（川本）
木：酒谷・九日市・沢谷・潮村・京覧原・志君（美郷）

木路原・谷・市井原・久座仁・小谷（川本）
金：別府・小松地・枦谷・京覧原・信喜・上川戸・浜原

簗瀬・栗原・明塚（美郷）

新規拠点の依頼・相談は
Aコープおおち店（0855-75-0037）

または山下さん（090-9500-1974）まで

川本町“買い物難民ゼロ”を目指し、多機関で引き続き
連携・情報共有していきます！
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※ 場所やお時間によっては訪問できない場合もございます



新入職員紹介
（令和4年7月5日～10月4日入職）

吉田一美（歯科衛生士）
加藤病院 地域包括ケア病棟課

常に優しさと笑顔を忘れず、患者さまに
寄り添ったケアを心がけたいと思います。
よろしくお願いします。

【お問い合わせ】
0855-72-3040

（仁寿会事務局：田中、小笠原）

急募!!

加藤病院 調理員

私たちと一緒に働きませんか

資格取得支援制度もあります！！
まずは、遠慮なくお問い合わせください♪
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今回はこの寒い季節に大活躍の鍋レシピを紹介します。
鍋では免疫力を高める食べ物である、肉や野菜、きのこ類
などをたくさん摂ることができます。
簡単に作れるので、ぜひお試しください！

＜ 材料 2人分 ＞

免疫力アップレシピ♪

＜ 準備 ＞
① 山芋：すりおろす ② 椎茸：石づきをとり、半分に切る
③ しめじ、えのき：石づきをとり、手で分ける ④ 豚バラ：５㎝に切る
⑤ 白菜、春菊：食べやすいサイズに切る ⑥ 大根、人参：短冊切り

＜ 作り方 ＞
鍋につゆを沸かし、豚バラと白菜を入れて火を通す
きのこ類、野菜、山芋を入れ一煮立ちしたら火を止め、蓋をして５分蒸し完成

＜ メモ ＞
・ きのこ類、山芋は火が通りやすいため、あまり煮込まないようにしましょう！
・ お好みでめんつゆの量・濃さは調整してください
・ 〆にうどんを入れても美味しいです♪

＜ きのこと冬野菜のとろろ鍋 ＞

・ 山芋
・ 椎茸
・ しめじ
・ えのき
・ 豚バラ
・ 白菜
・ 大根
・ 人参
・ 春菊
・ めんつゆ
(2倍濃縮)

・ 水

300g
3個(小）
50g
100g
150g
5枚
100g
30g
お好みで
150cc

750cc

☆ 今回の食材のポイント ☆
山芋：ムチン(ねばり成分)が胃の粘膜を守り、消化を促し、

腸内環境を整え免疫力の向上に繋がります。
豚肉：体の細胞や免疫物質を作るたんぱく質を含んでおり、

免疫の働きが維持できます。
野菜：免疫を正常に機能させるためのビタミンやミネラルを含んでいます。
きのこ：きのこ特有のβ‐グルカンという成分を含んでおり、免疫力をアップします。
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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
連絡先 0855-72-3040／72-0640

E-mail info@k-jinju.or.jp
ホームページ https://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 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計 月平均

加藤病院 外来 延べ数 2,612 2,093 2,025 2,323 2,111 1,995 2,303 2,116 2,312 2,205 2,236 2,634 26,965 2,247

加藤病院 入院 延べ数 2,359 2,374 1,953 2,156 2,261 2,288 2,324 2,385 2,277 2,338 2,338 2,097 27,150 2,263

仁寿苑 通所 延べ数 508 474 492 545 553 522 543 535 523 525 553 379 6,152 513

仁寿苑 入所 延べ数 990 1,049 963 987 904 959 902 928 954 851 862 775 11,124 927

仁寿苑 短期 延べ数 49 60 36 63 45 52 39 58 66 61 75 53 657 55

仁寿苑 訪問リハ 訪問回数 345 317 339 379 331 320 343 293 326 348 356 382 4,079 340

ケアプランかわもと 件数 131 131 124 129 127 132 130 130 139 140 143 146 1,602 134

訪問看護 訪問対象者 60 60 57 53 51 54 51 45 53 52 57 59 652 54

かわもと 訪問回数 284 249 225 236 201 206 232 186 248 263 257 267 2,854 238

ホームヘルパー 訪問対象者 31 27 28 29 30 32 29 27 31 34 33 31 362 30

かわもと 訪問回数 247 244 242 266 272 280 265 233 286 333 330 286 3,284 274

グループホーム 延べ人数 276 279 252 278 210 259 270 279 279 270 279 270 3,201 267

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

診療所ながひさ 延べ数 169 144 145 190 161 188 179 204 193 169 229 217 2,188 182

診療所そじき 延べ数 21 13 15 24 20 20 26 20 23 21 29 22 254 21

訪問看護 訪問対象者 50 47 47 54 49 51 52 52 47 48 46 49 592 49

ながひさ 訪問回数 236 208 210 306 262 266 259 254 199 216 254 223 2,893 241

ホームヘルパー 訪問対象者 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1

ながひさ 訪問回数 9 8 8 8 11 7 9 8 8 8 8 7 99 8

訪問対象者 40 38 39 41 39 39 39 40 38 39 38 40 470 39

訪問回数 7,260 6,440 6,380 7,335 6,205 5,981 6,613 6,988 6,590 6,674 6,489 6,489 79,444 6,620

和かち逢う家 入居人数 50 48 48 48 45 49 48 50 48 49 49 49 581 48

定期巡回随時対応


