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 e-mail： info@keiwakaigroup.com

戸嶋病院戸嶋病院

地域とともに 70 年

長年の経験と信頼の実績で、

高齢者医療のパイオニアとして

地域医療に貢献しています

ケアプラン 「ほっと郡元」

 住所： 宮崎県 都城市 郡元1丁目 9番地 5

 電話： 0986-22-1437
 FAX： 0986-22-3267
 事業所番号： 4570200024

 e-mail： info@keiwakaigroup.com
http://keiwakaigroup.com/hp/service/care-plan.php

島津乃荘 特別養護老人ホーム 

  特別養護老人ホーム 
  短期入所生活介護事業所

 住所： 宮崎県都城市吉尾町 2200 番地 1

 電話： 0986-46-2155
 FAX： 0986-38-3677
 事業所番号： 4570202525

 e-mail： info_shimadzunosho@keiwakaigroup.com

http://keiwakaigroup.com/sf/institution/index.php

訪問介護 島津乃荘

  宮崎県都城市吉尾町 2200 番地 1

 電話： 0986-51-3320
 FAX： 0986-38-3677
介護保険 事業所番号：4570202541
自立支援  事業所番号：4510200696

 e-mail： info_shimadzunosho@keiwakaigroup.com

http://keiwakaigroup.com/sf/service/home-help.php
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関連サービス事業所

私たちは保健・福祉・医療を通じ

健やかな生活のお手伝いをします

2015 年 8 月発行

http://keiwakaigroup.com/hp/service/about.php
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リハビリテーションの対象となる疾患・症状リハビリテーションの対象となる疾患・症状

消炎鎮痛機器消炎鎮痛機器

リハビリ相談（要予約）リハビリ相談（要予約）

療養病療養病床（医療療養型病医療療養型病床）4040床

栄養・食事相談栄養・食事相談

健康診断健康診断

チームアプローチチームアプローチ

看護師などがご自宅へ訪問し、病気や障害を持った方が住みなれた地域やご自宅でその人らしい生活を送れるよう、 

医師や関係機関と連携をとり、療養にかかわるお手伝いや診療の補助を行います。

生活に支障をきたすような症状、治療やお薬のことなどへの不安、身の回りのことがうまくできない・

薬がきちんと飲めないといったお困りの事、自宅療養での過ごし方や看護の仕方などについて指導してほしい、

などありましたら、お気軽にお声かけ・ご相談ください。

「戸嶋病院で受診したいけれど、自分では病院まで行くことができない」「送迎をしてくれる

家族の都合がつかない」などでお困りの方のために、戸嶋病院 外来送迎サービスがあります。

ご自宅までお迎えにあがり、診察終了後にご自宅までお送りいたします。

ご利用は無料ですが、事前登録が必要となりますので外来受付へお申し出ください。

日常生活の動作における問題を改善していくことで、生きがいのある社会
生活を送れるように援助する専門医学的分野です。医師・理学療法士・作業
療法士が連携し、患者様の状態に合わせて痛みの軽減・解消や機能向上の
リハビリテーションまで幅広く対応いたします。

当院に入院されている方の多くは、状態が

安定しても自宅療養を行うには医療必要度が

高く長期に渡る療養を必要とする患者様ですが、

当院は地域医療に貢献してきた過去の確かな

実績により「在宅復帰機能を強化した病床」の

承認を受けており、他の病院から当院に転院した

場合も「自宅等に復帰」したものとみなされます。

患者様・ご家族様、近隣の急性期病院からも「選ば

れる病院」として、常に成長を続けています。

お困りの事など、お気軽にご相談ください。
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●脳の疾患............ 脳卒中後遺症・パーキンソン病などから起こる、様々な症状
●整形疾患............ 肩こり・腰痛・膝痛・骨折後などの、　骨・関節・筋肉などに起こる機能障害
●廃用症候群 ........ 筋力低下や関節が硬くなるなど、長期の安静状態や運動量低下により起こる様々な心身の機能低下

など、身体に不自由を感じていらっしゃる方すべてを対象としております。

当院リハビリテーション科では様々な消炎鎮痛機器を備え、患者様の状態に合わせた治療方法をご提供します。

●温熱療法.........................皮膚温度を上昇させ血液循環を改善し、関節のこわばりをとるなどの効果があります
●ウォーターベッド.............流水による全身マッサージによるリラクゼーション効果があります
●電気治療.........................痛みの緩和や血流の改善、緊張緩和のような効果がある低周波治療器などがあります

私たちの身体は異常があると痛みで教えてくれます。しかし「まだ大丈夫！」「いつか治る！」と気を張る

ことで痛みを無視していませんか？身体の声を無視して頑張った分（無理をした分）だけ身体は壊れます。

自分の身体に耳を傾けてみてください。もしかするとあなたに助けを求めているかもしれません。

医師はもちろん、看護師・薬剤師・管理栄養士・
理学療法士・作業療法士、それぞれの専門職で
話し合い、チームで連携しながら最良の治療
を選択・ご提供致します。
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健 康 管 理 に は、自 分 の か ら だ を 知 る 事 と、
病気の早期発見・早期対応がとても大切です。
一度健康診断を受けてみられてはいかが
でしょうか？
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医師の指示に基づき、管理栄養士（病気の
治療・再発防止・合併症予防を目指し、食事や
栄養の管理を行う医療スタッフ）が食事や栄養
についてアドバイスし、あなたの食生活を
サポートいたします。
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休 診 日：

診療科目：
診療時間：

診 療 日：
休 診 日：

内科・リハビリテーション科 
午前 08：30 ～12：30
午後 13：30 ～17：30 
月曜日～金曜日 
土曜日・日曜日・祝日・
お盆（8月14日・15日）・
年末年始（12月29日～1月3日）

内科・リハビリテーション科 
午前 08：30 ～12：30
午後 13：30 ～17：30 
月曜日～金曜日 
土曜日・日曜日・祝日・
お盆（8月14日・15日）・
年末年始（12月29日～1月3日）

面会時間：面会時間： 11：00 ～ 20：30 11：00 ～ 20：30 

営 業 日：
休 業 日：
営業時間：
提供地域：

月曜日～金曜日
祝日・日曜日・年末年始（12月 31日～1月3日）
08：30 ～ 17：30
都城市内・三股町

営 業 日：
休 業 日：
営業時間：
提供地域：

月曜日～金曜日 
午前 08：30 ～ 12：30・午後 13：30 ～ 17：30 
土・日・祝日・お盆（8月14日・15日）・年末年始（12月29日～1月3日）
都城市街地周辺・三股町

肩こり・腰痛でお困りの方や、「リハビリってどんなことをするの？」と不安のある方は、ぜひ一度ご利用下さい。

ご利用は無料ですが、事前の予約が必要となりますのでお問い合わせください。
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訪問看護訪問看護（事業所番（事業所番号：45102134264510213426）
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Clinic Visit

Hospitalization

Rehabilitation

Home-Visit-Nursing

Transport Service


