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事業所 項目 訂正前 種別 訂正後

2-9  医療法人三才会　作野医院 2-9  医療法人三才会　作野医院 修正 2-9  医療法人三才会　作野医院（閉院）

2-13　新見市足立診療所 2-13　新見市足立診療所 修正 2-13　新見市足立診療所（閉院）

3-3　カルスト台歯科診療所 事業所再開・名称変更 カルスト台共立歯科診療所（休診中） 修正 カルスト台歯科診療所

5-12ケアプランセンター　ゆずり葉 5-12 ケアプランセンター　ゆずり葉 修正 5-12 ケアプランセンター　ゆずり葉（休止）

12-2 グループホーム　げんき 12-2 グループホーム　げんき 修正 12-2 グループホーム　げんき（休止）

診療科
内科　糖尿病内科　循環器内科（1/週）　消化器
内科（1/週）

追加
内科　糖尿病内科　循環器内科（1/週）　消化器
内科（1/週）　呼吸器内科（1/週）　血液内科（1/
週）

担当部署 地域連携室 修正 地域医療連携室

病院のPR等　７行目 追加
・要望がありましたら、院外での糖尿病講座
を行っています。

診療科
内科・小児科・外科・眼科・泌尿器科・糖尿病内
科・循環器内科・肝炎外来

追加
内科・小児科・外科・眼科・泌尿器科・糖尿病内
科・循環器内科・肝炎外来・耳鼻咽喉科

担当者名 池田紋江 変更 宮原三都子

電話 (0867）72-2109 変更 (0867）72-2109

×　透析の方 修正 △　透析の方

×　精神疾患の方 修正 △　精神疾患の方

080-7896-1517
080-9511-3952

s-ogawa@watanabe-byouin.or.jp（小川）

s-tuchiya@watanabe-byouin.or.jp（土屋）

２ 2　診療所 目次 2-13　新見市足立診療所 修正 2-13　新見市足立診療所（閉院）

2-10 2-10　哲西町診療所 訪問診療 している・・・9/人 修正 している・・・11/週

訪問診療日 土曜日 削除

訪問診療時間 13：00～ 削除

訪問診療 している…1人/2週 修正 していない

往診 対応している…0人/月 修正 していない

9:00～12:00 9:00～12:00
午後の診療　火・金曜日　15:00～17:00 午後の診療　火・金曜日　13:00～17:00

　　　　　　　　　木曜日　　　16:00～17:00 　　　　　　　　　木曜日　　　16:00～17:00

診療所のPR等

月曜日の午後は油野診療所及び足立診療所で、
水曜日の午後は新郷診療所で、木曜日の午後は
高瀬診療所で、それぞれ診療を行うため医師は
不在となりますが、電話での対応は可能です。

追加

月曜日の午後は油野診療所及び16:00～16:45ま
で足立会館にて巡回診療を行っています。水曜
日の午後は新郷診療所で、木曜日の午後は高瀬
診療所で、それぞれ診療を行うため医師は不在
となりますが、電話での対応は可能です。

目次

2-15

1-4 1-4 医療法人思誠会　渡辺病院 e-mail

2-11 2-11 長岡医院

電話

1-1 医療法人緑隆会　太田病院

診療時間 変更

2-15　新見市国民健康保険　神代
診療所

1-3　医療法人淳和会　長谷川紀
念病院

R2年度在宅医療連携ガイド　正誤表　（R2年4月時点）

Ｈ27年3月(H26年12月時点）に作成した在宅医療連携ガイドの内容について、正誤表を作成しましたのでご案内いたします。
お手数をおかけしますが、各自で直接訂正いただくか、ホームページより該当ページを印刷して差し替えて下さい。

1-3 修正

s-ogawa@watanabe-byouin.or.jp（小川）
n-ikeda@watanabe-byouin.or.jp（池田）
s-tuchiya@watanabe-byouin.or.jp（土屋）

削除

1-1

1-2　医療法人真生会　新見中央
病院

受入可否

1-2

(0867）72-3105
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事業所 項目 訂正前 種別 訂正後

2-17
2-17　新見市国民健康保険　新郷
診療所

院長名 堀口　繁 変更 木村　大輔

2-18
2-18　新見市国民健康保険　湯川
診療所

院長名 佐藤　有加 変更 北川　有加

訪問診療日 土曜日 削除

訪問診療時間 13：00～ 削除

訪問診療 している…1人/2週 修正 していない

往診 対応している…0人/月 修正 していない

訪問診療 外来通院が困難な方 変更
　　月曜日　13:00～16:00
水・金曜日 　8:30～11:30

訪問診療の対象 ねたきりの方・障害者 変更 外来通院が困難な方

訪問診療時の診療内容 歯科治療、口腔ケア 削除 歯科治療

事業所名 カルスト台共立歯科診療所 変更 カルスト台歯科診療所

院長名 追加 佐熊　乾

FAX 追加 （0867）74－3351

診療日 追加 月曜日・火曜日・水曜日・金曜日・土曜日

月・水曜日　9:30～13:00　　14:30～18:30
火・金曜日　10:00～13:00 　14:00～19:00
土曜日　9:30～13:00

訪問診療 追加 実施していない

口腔ケア 追加 実施していない

4-4 4-4　井上薬局本店 営業時間 7:00～19:00 変更 8:00～18:00

4-9 4-9　新見堂薬局 営業時間 土曜日　8：30～17:00（午後5時） 変更 土曜日　9：00～16:00（午後4時）

5-2
5-2　おおさ苑居宅介護支援事業
所

e-mail 追加 mail-osaen@osaen.jp

5-7
5-7　在宅介護支援センター　すず
らん

3人 変更 2人

5-11
5-11　新見市社協中央ケアセン
ター

スタッフの人数 3人 変更 4人

5-14 5-14　居宅介護支援事業所すみれ e-mail kyotakusumire@gamail.com 修正 kyotakusumire@gmail.com

スタッフ構成
看護職員　9人
（常勤　6人、非常勤　3人）
リハビリ職員　3人　　～

変更
看護職員　7人
（常勤　6人、非常勤　1人）
リハビリ職員　2人　　～

がん患者への対応
△　末梢点滴が必要な方の訪問看護ができ
る。

変更
○　末梢点滴が必要な方の訪問看護ができ
る。

代表者名 高尾　巧冬 変更 廣戸　愛美

e-mail t-takao@watanabe-byouin.or.jp 変更 m-kobayashi@watanabe-byouin.or.jp

7-2
7-2　介護老人保健施設くろかみ
訪問リハビリテーション

スタッフ構成 ～作業療法士　4名 変更 ～作業療法士　1名

6-2　訪問看護ステーションくろか
み

6-2

7-1
7-1　渡辺病院　訪問リハビリテー
ション

2-21　新見市　千屋診療所2-21

受付時間 追加

3-2

3-3

3-2　医療生協　阿新診療所歯科

3-3　カルスト台歯科診療所
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事業所 項目 訂正前 種別 訂正後

8 8　訪問介護事業所 目次 追加 8-9　きらめき訪問介護事業所

8-1 8-1 おおさ苑指定訪問介護事業所 担当エリア
新見市大佐、上熊谷、下熊谷、菅生、豊永赤
馬（大佐中学校区）

追加
新見市大佐、上熊谷、下熊谷、菅生、豊永赤
馬（大佐中学校区）、新見、高尾

代表者名 渡部　勝吉 変更 池田　泉

スタッフ構成 4人 変更 3人

代表者名 松村節子 変更 加藤千得子

受入可否 ○　TPNの方 変更 ×　TPNの方

×　胃瘻の方 変更 ○　胃瘻の方

×　膀胱瘻の方 変更 ○　膀胱瘻の方

○　気管切開の方 変更 △　気管切開の方

10-16　デイサービスアルクゆずり葉 削除 （アルクゆずり葉は10-14にあり）

追加 10-16　デイサービス　ひより

10-2 10-2　おおさ苑通所介護事業所 連携の窓口 吉岡　嘉男 変更 宮地　達

10-3
10-3　㈱上田建設　デイサービス
センターオレンジ

スタッフ構成 ～送迎員　3人 変更 ～送迎員　2人

10-4 10-4　唐松荘デイサービスセンター 代表者名 渡部　勝吉 変更 池田　泉

代表者名 道繁由香理 変更 竹﨑　文彦

連携の窓口 道繁由香理 変更 竹﨑　文彦

★サテライトがあります★

所在地：718-0303　新見市哲多町本郷1223-3

　　　　　　　　（哲多町介護老人保健施設すずらん内）

スタッフ構成：看護職　1人・生活相談員　１人・

　　　　　　　　　介護職　１人

営業日：火曜日・金曜日

営業時間：10:30～14:30

休日：月・水・木・土・日、5/3～5、8/13～15、

　　　　12/30～1/3

定員：10人

10-13
10-10　デイサービスセンター　ほっ
と館新見

定員 10人 変更 15人

11-3
11-3　渡辺病院デイケアセンター
ももとせ

代表者名 山内　和彦 変更 遠藤　彰

12 12　認知症対応型通所介護 目次 12-2　グループホームげんき 休止 12-2　グループホームげんき（休止）

連携の窓口 妹尾英才・柴田夏子 変更 柴田　夏子

診療所のPR等　3行目 追加
・休業日…台風・災害など管理者が必要と認
めた日は休業致します。

13-1
13-1　小規模多機能ホーム　おい
でんせぇ

スタッフ構成 ～介護職員　1名 変更 ～介護職員　2名

12-1　デイサービス　げんき12-1

追加事業所のPR等
10-7　デイサービスセンター　すず
らん

受入可否9-1
9-1　新見中央訪問入浴介護事業
所

8-3　唐松荘ホームヘルプステー
ション

8-3

8-9　きらめき訪問介護事業所8-9

目次10 10　通所介護（デイサービス）

10-5 10-5　デイサービス・クローバー

10-７
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事業所 項目 訂正前 種別 訂正後

代表者名 中田　光代 変更 福田美佐士

連携の窓口 中田光代　　宇田悦子 変更 福田美佐士　　宇田悦子

13-4
13-4　小規模たl機能型居宅介護
支援事業所　福の木

代表者名 渡部勝吉 変更 池田　泉

代表者名 柴田淳子 変更 吉田　直記

連携の窓口 坂口智恵美 変更 柴田　　淳子

TEL （0867）98－3737 変更 （0867）88－8392

○　酸素療法をされている方 備考追加 酸素3ℓまで可能

△　透析の方 備考追加 通院可能な方

△　創傷処置が必要な方 備考追加 処置用品の持参が必要

△　精神疾患の方 備考追加 症状を確認、相談の上

14-3 14-3　グループホーム　心 代表者名 渡部勝吉 変更 池田　泉

代表者名 中田　光代 変更 福田美佐士

連携の窓口 中田悦子　福田美佐士 変更 森川千春　福田美佐士

伴藤千鶴子（ユニット1）

吉國　昌子（ユニット2）

スタッフ構成 管理者　1名～パート従業員　8名 変更 管理者　2名～パート従業員　6名

変更 △　酸素療法をされている方

備考追加 自分で管理できる方に限る

14-7 14-7　グループホーム　わが家 代表者名 吉田　政博 変更 吉田　政子

14-8
14-8　㈱成峰　グループホーム　花
すゝき

連携の窓口 石本　遙香 変更 道繁恵理香

15-1
15-1　おおさ苑短期入所生活介護
事業所

連携の窓口 山口　由記美 変更 山本　美恵

15-2
15-2　唐松荘短期入所生活介護事
業所

代表者名 渡部　勝吉 変更 池田　泉

17-2①
17-1　①社会福祉法人愛誠会　特
別養護老人ホーム　唐松荘

代表者名 渡部　勝吉 変更 池田　泉

21-1①
21-1　①社会福祉法人恵愛会　障
害者支援施設　大佐荘

短期入所担当者 小松美佐子（生活支援員） 変更 福本　麻美（生活支援員）

21-1②
21-1　②社会福祉法人恵愛会　障
害者支援施設　大佐荘診療所

担当者 和田真利子（看護係長） 変更 安松美智子（看護係長）

21-2 21-2　神郷の園 代表者名 前原　幸治 変更 上山　晋

21-3 21-3　ケアホームしんごう 代表者名 前原　幸治 変更 上山　晋

就労継続支援 13人
B型定員 20人　　　　　　　（2事業所あります）

就労定着支援 追加 担当者　小川俊一

代表者名 吉田　征弘 変更 武田　義和

e-mail niimishi@city.niimi.okayama.jp 変更 hohoemihiroba01@city.niimi.okayama.jp

ホームページ http://www.city.niimi.okayama.jp 削除

担当者 義國　洋子（支援員） 変更 池田　一彦（支援員）

13人 変更
21-5 21-5　健康の森学園

21-8　新見市障害者地域活動支援
センター（ほほえみ広場にいみ）

21-8

伴藤千鶴子（管理者）

14-4
14-4　社会福祉法人日翔会　グ
ループホーム　にいざとさくらの丘

連携の窓口

14-6

13-5

13-3

変更

×　酸素療法をされている方受入可否

14-6　グループホーム　ファミリア
愛

受入可否

13-5　小規模多機能ホーム　わき
あいあい

13-3　社会福祉法人日翔会　小規
模多機能ホーム　にいざとさくらの
丘
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事業所 項目 訂正前 種別 訂正後

21-10
21-10　グループホームしんごう
ひまわり寮

代表者名 前原　幸治 変更 上山　晋

22-1 22-1　さくらメディカルサービス e-mail bandou@sakurams.co.jp 変更 nishi@sakurams.co.jp

代表者名 代表取締役　西紀子 変更 西　紀子

月曜日～土曜日　9:00～18:00
（緊急時の対応：24時間）
・ご利用者様やご家族様の『相談しやすい場所』
でありたいと思い、地域に密着したサービスを心
がけております。

・ご相談に応じて、介護・福祉用具のレンタルや販
売のご紹介・ご案内をさせていただきます。福祉
用具のレンタルや購入後も、ご利用者様の生活
環境に合わせてサポートさせていただいておりま
す。

・平成12年介護保険開始より地域の皆様と歩ん
でまいりました。これまでの経験を生かし、さらに
皆様の生活に寄り添うサービスを心がけてまいり
ます。

24
24　新見市　介護保険課（地域包
括支援センター）

地域包括支援センター　担
当者名代表及び職種

大原　勲之（社会福祉主事） 変更 福田伊佐子(保健師)

27 27　保健所 業務内容

～
・医事に関すること（備北保健所）
　医療施設届出許可立入調査
　医師、看護師免許登録（備北保健所）
　救急医療体制整備
　地域保健医療計画・地域医療構想の推進
　看護学生・栄養学生実習指導
　市の保健活動支援

一部
削除

～
・医事に関すること（備北保健所）
・医療施設届出許可立入調査
・医師、看護師免許登録（備北保健所）
・救急医療体制整備
・地域保健医療計画・地域医療構想の推進
　(11、12行目を削除)

22-2 株式会社　とも　介護・福祉用
品の店　とも（レンタル　販売　住宅
改修工事）

22-2

変更月曜日～土曜日　9:00～18:00営業時間

差し替え・日常生活のニーズ～PR等
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