
住宅型有料老人ホーム愛の苑のご案内

吉野町の利便性の高い立地で、お買い物や食事で
自由に外出できる毎日を過ごしたい方や協力医療機
関の連携による安心を求める方にご利用いただいて
おります。

【料金】

住宅型有料老人ホーム愛の苑

鹿児島市吉野2丁目32-3（花棚バス停徒歩3分）

☏099-813-7111 受付 9時～17時
ホームページＵＲＬ http://www.kawamoto-cl.or.jp

医療法人聖祥会
かわもと記念クリニック
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【発行・企画】

医療法人聖祥会 かわもと記念クリニック

〒892-0871 鹿児島市吉野町5397-3

☎（099）243-5500 FAX（099）244-5457

あいる居宅介護支援事業所 staff

１．要支援、要介護の認定を受け
られた65歳以上の方

２．自傷他害の恐れの無い方
３．常時、医療機関において治療

の必要のない方

月額費用の合計：130,000 円
（内訳）
家賃：30,000 円
管理費：35,000 円
食費：45,000 円
共益費：20,000 円
★共益費内訳（電気・ガス・水道・エレベーター保守
点検・アンテナ保守点検・エアコン点検・害虫駆除
費・花壇手入れ・事業所ごみ袋代・食堂等共有部分
の清掃、メンテナンス）

介護保険サービス料は、介護度やサービス
の内容で異なります。
■医療費（外来診療代、薬代等）・定期健康診断
■理美容サービス
■介護保険外の自費サービス（ 1,500 円 時間）
★介護（食事介助・排泄介助・入浴介助・清拭・身辺
介助・通院介助）

★生活（居室清掃・リネン交換・洗濯・配膳下膳・買
い物代行・役所手続き代行）

★入退院時と入院中（移送サービス・入退院）

■敷金：家賃の3 か月分

入居のご検討をされたい方は、担当のケアマネー
ジャー、または愛の苑（☏099-813-7111）へご
相談ください。

【ご入居頂ける方】

コメダ珈琲店まで100メートル

居室 13㎡（個室トイレ付・トイ
レ無があります）全23室

ニシムタまで350メートル

☜ホームページのQRコードはこちら

ちょっとお散歩♪♪



令和3年になっても、変わらず毎日のように新

型コロナの感染患者数やクラスター発生の情報が

メディアを賑わせています。受け入れ病床が不足

している深刻な地域と比較すると、鹿児島はまだ

余裕があるように思われるかもしれませんが、当

院でもPCR検査を開始し、昨年秋からホームペー

ジでご案内を開始してから、お問い合わせも増加

し、毎日多くの方が発熱外来、PCR検査を受けに

来られています。確実に、新型コロナが身近なと

ころに迫り、誰もがかかる可能性のある疾患に

なっていると感じるようになりました。

理事長
川本 研一郎

また、当院は消化器内視鏡検査にも力を入れております。今回の広報誌に診療実績

を掲載しておりますが、昨年は新型コロナの感染拡大による落ち込みも少なく、胃カ

メラ等の検査数が増加したデータから鑑みますと地域の多くの皆様に例年と変わらず

安心の医療を提供できたのではないかと考えております。

昨年4月から、24時間365日、外来の診療を行っております。この一年で日曜祝日の

外来診療が周知されてきたようで、患者数も増加してまいりました。夜間の診療につ

きましては、時には患者様のいない夜もあります。そうであっても、夜間の発熱や腹

痛などで来院された方々から、「あいていてよかった。診てもらえて安心した」とい

う声を頂くと、地域の皆様のニーズにお応えしていかなければと使命感を強く感じる

ことが多く、頑張らねばという私自身の奮起に繋がってまいりました。

今年も、地域に選ばれるクリニックを目指して、KMSグループとともに一歩ずつ確

実に進んでまいりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

感染への不安を感じ続けながら1年以上が経過し、誰もが精神的にも疲弊している状

況です。来院された方々の負担と待ち時間軽減のために、日祝を除く日中の診療時間

帯には待合室にコンシェルジュを配置して、これからもお一人お一人にしっかりと向

き合い、信頼される医療が提供できますよう常に心掛けてまいります。

■救急患者の受け入れと在宅医療の体制強化を図り、「断らない医療」と「自

宅療養への支援」で地域を支え、新しい技術やサービスを積極的に取り入れ

ます

■相手の立場に立ち、心に寄り添い、心のこもった挨拶と笑顔で対応します

■人と人との繋がりを大切にし、連携をとり、最適な医療を提供します

■職員の研修や教育を充実させ、地域の皆様の健康を支える医療スタッフとし

ての質の向上を図ります

■職員は、お互いを尊重し認め合い、チーム医療を心がけ、働きがいのある楽

しい職場にします

QRコードを読み込むか、
「かわもと記念クリニッ
ク PCR検査」で検索さ
れますとご覧いただけま
す。

■かわもと記念クリニック
■通所リハビリテーションゆうゆう
■訪問リハビリテーション
■グループホームゆうかり
■あいる居宅介護支援事業所
■訪問看護ステーションふわりむ

■運動型通所介護now more

■機能改善施設 リジュベKMS
■デイサービス ふれあいステーション愛
■訪問介護 介護支援センター愛
■グループホーム愛愛
■住宅型有料老人ホーム 愛の苑

KMSグループ

Step１ 電話で来院の旨をご連絡ください。
☎099-243-5500

Step２ 自家用車で来院 ※自家用車で来られない
場合は必ずお申し出ください

Step３ 車中で鼻腔・咽頭拭い方式で検体を採取
Step４ 検査終了・お支払い
Step５ 後日、お電話で検査結果の連絡
Step６ 陽性の場合、当院から保健所へ連絡
Step７ ご希望の方へ証明書を発行

★自費 30,000円（税込み）
★陰性証明書 3,000円 ※郵送をご希望の方はお申

し出ください

★年中無休で対応
★8時30分～12時30分（受付12時まで） 14時～18時（受付17時30分まで）

自費検査の流れ

自費検査の費用

検査日・時間



2019年の5割増と、大
幅な増加となっており
ます。

日曜外来は2018年4月から
実施しております。

24時間365日の外来診療が
浸透してきつつあり、患者数
も増加しております。

検査時に身体の
負担を軽減するた
めに、極めて細い
上部消化管汎用ス
コープを使用して
おります。

胃カメラ・大腸カメラ
ともに、8月に減少がみら
れましたが、2019年と同
レベル、またはそれ以上
の検査を実施しました。

CTの検査は、月130件程度の
ペースで推移しました。

入院費や外来診察代のお支
払いに、ペイペイをご利用い
ただけます。

胃カメラ・大腸カメラの検査数増加 日曜の外来患者数の増加



Sakaki  Hiroki
Yamashita Kota

１．介護福祉士
・介護予防運動指導員

２．降谷建志・井川遥
３．子供がサッカーをして

いるので休日は一緒に
練習しています。時々
キャンプ

４．毎日笑顔で楽しく過ご
せるナウモアを目指し
ます

Kasano Ayako

１．健康運動指導士
・競泳C級審判員

２．アンタッチャブル・
サンドウィッチマン
・千鳥・マツコデラ
ックス

３．打ちっ放しかゴルフ
して筋トレしてお風呂
晩酌しながらゲーム

４．筋肉は裏切りません！！

１．柔道整復師・
ハンドボールA級審判員

２．ムロツヨシ
３．ハンドボール観戦・アウト

ドア（キャンプ）
４．皆様の心と体を元気にでき

るよう頑張ります。ぜひ、
お気軽にお越しください！

１．認定心理士
２．朝倉未来・福士蒼汰
３．筋トレ・サッカー・
フットサル・YouTube
鑑賞・ご飯をいっぱい
食べてリフレッシュ

４．楽しく健康に過ごせ
るようサポートさせ
て頂きます！

Nishizono Koki
Tojyo Syota

機能改善マシンを使って、正しい運動方
法と習慣を身につけます。認知症予防に効
果のある運動や、無理のないストレッチな
どを取り入れています。

１．柔道整復師
２．Def tech
３．筋トレ、休日は子育て

に追われています
４．マシントレーニングで

分からないことがあれ
ば気軽にお声掛けくだ
さい！

１．送迎
２．バイタルチェック

３．脳トレ

４．骨粗しょう症・転倒
予防・むくみ予防体操5．機能改善マシンによるトレーニング

楽しくコミュニケーション

若々しく動ける喜びを

動画もご覧いただけます

http://nowmore.kawamoto-cl.or.jp/

１．資格
２．好きな芸能人・芸人
３．休日の過ごし方・趣味
４．皆様へ一言

Takakura  Yuka

日本スポーツ協会公認スポーツドクターが行う全く新しい機能改善施設として、利用者が居宅において、
その有する能力に応じ自立した生活を営むことを目指しています。
作成されたサービスプランの下、専従の機能訓練指導員がそれぞれの状態にあったマシンを選び、ト
レーニング方法に関する指導を行いながら、機能改善を図ります。

要支援１・２及び事業対象者の認定者
※介護保険の申請をしていない方も相談に
応じます

■月~土
（日祝・お盆正月休み）
■１グループ 8：30~10：30
２グループ 11：00~13：00

「介護保険負担割合証」に記載された割合をご
負担いただきます
（1割339円、2割678円、3割1017円）
※送迎代込※令和3年2月現在

〒892-0871 鹿児島市吉野町3320-5
☎099-221-0221 Fax099-244-5457

各回 15名

■内容 自宅から買い物先までの送迎
・店内でのカート押しや歩行等の補助
・商品探しや商品選択の補助
・駐車場までの荷物持ち
・冷蔵庫までの運搬や収納の補助

■実施日 月曜日、水曜日、金曜日
■時間 15：00～16：30
■対象者 now more利用者さま及びその家族
■送迎先 タイヨー、ニシムタ、生協コープかごしま
■利用料金 1回300円
■利用人数 1回5名まで
■曜日別の送迎先（送迎先はご要望に応じて変更の可能
性あり）月曜日→タイヨー 水曜日→ニシムタ

金曜日→生協コープ

１．介護福祉士
２．Little Glee Monster
３．ゲームしてマンガ読

んで寝る！
４．皆様が楽しく運動で

きるようにサポート
させて頂きます！



公開健康講座を開催しました！

令和2年11月14日（土）14時から、鹿児島市吉野にある西菖蒲谷
公民館で「公開健康講座」を開催しました。当院の糖尿病内科の
盛満慎吾医師が、糖尿病という病気について、病気のメカニズム
や症状などの基本から、予防法、運動の効果まで盛りだくさんの
お話がありました。地域の方を中心に約40名の参加があり、参加
者からは「普段の食事や運動が予防に大切だということがよく分
かった」「今度は、どんな食事がいいのか、どの程度の運動が効
果的か、もっともっと詳しく知りたくなった」と言った感想をい
ただきました。
参加された皆様、今回の講座にご参加いただき、また新型コロ

ナに対する感染対策にもご協力いただきましてありがとうござい
ました。

当院では、管理栄養士による外来栄養食事指導も実施しており
ます。原則、第２・第４木曜の午後となっております。ご希望の
方は、医師へご相談ください。盛満 慎吾医師

（日本糖尿病学会 糖尿病専門医

日本内科学会 総合内科専門医）

２０２１年春 鍼灸整骨院、オープン予定

健康保険の対象となる鍼灸
●神経痛…例えば坐骨神経痛など
●リウマチ…慢性で各関節が腫れて痛むもの
●腰痛症 …慢性の腰痛やギックリ腰
●五十肩…肩の関節が痛く腕があがらないもの
●頚腕症候群…頚から肩、腕にかけて、しびれて痛むもの
●頚椎捻挫後遺症…自動車事故によるむち打ち症などの後遺症
●その他これらに類似する疾患など

健康保険の対象となる整骨
■主に外傷性が明らかな症状の治療が保険適用対象です
●肉離れ（挫傷）
●打撲
●捻挫（捻挫）
●骨折・不全骨折（医師の同意が必要ですが、応急処置の場合は
可）
●脱臼（医師の同意が必要ですが、応急処置の場合は可）
※慢性的な負傷は、保険適応外となります

■医療機関との併用でのはり・きゅうの施術は保険対象外
です。

※医師から薬やシップを処方された場合も治療行為となり、
はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご
注意ください。

■健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受け
るには、6ヵ月ごとに文書による医師の同意が必要です。
■医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

かわもと鍼灸整骨院お子様連れでも利用しやすいように、キッズコーナーを設置します。
駐車場があります
開院についての情報は、後日、かわもと記念クリニックホームペー
ジでもご案内いたします

Q 鍼灸・整骨って健康保険が使えるの？

ホームページＵＲＬ http://www.kawamoto-cl.or.jp

もっと心のこもった対応を目指して！

KMSグループは、クリニックの基本方針で掲げる「相手の立場に立
ち、心に寄り添い、心のこもった挨拶と笑顔で対応します」を実現す
るために、接遇委員会を設置し、専属の講師とともに職員の接遇マ
ナーのレベル向上を図っています。
接遇の講師である松永さとみ先生は、いつも笑顔で、透き通った明

るい声で挨拶をしてくださいます。声掛け一つでこんなに気持ちが明
るくなるものだなと先生との挨拶で実感しております。接遇は日々の
心がけから・・・。実践あるのみ！です。
今よりもさらに、こころのこもった対応を目指してまいります！ 松永 さとみ先生

プレシャス・マナー

（日本マナー・プロトコール協会

認定講師）



訪問看護の車は
FIAT（フィアット500）！！

Q 訪問看護でできることって、なぁに？

お問い合わせ
ご自宅で療養されている方は、当ステーションに直接お問い合わせいた

だくか、または担当のかかりつけ医、ケアマネージャーにご相談のうえ、
ご連絡ください。

訪問看護ステーションふわりむ

☎（09 9）-201-8870
Fax（099）-201-8871

〒892-0871
鹿児島市吉野町3324-2（菖蒲谷交差点近く）

1．主治医との連絡調整

２．病状の観察

３．日常生活上のアドバイス

７．身体の清潔援助

８．医療器具の管理

９．終末期のケア（★１）

４．福祉サービスの利用

５．リハビリテーション

６．床ずれ（褥瘡）の予防及び手当

１．療養をしている方で医師が必要と認めた方（年齢制限はありません）
２．難病・重度障がい者（児）・がんなどで看護サービスが必要な方
３．介護保険で要支援・要介護の認定を受けた方

Q 訪問看護を利用できるのはどんな人？

■営業日 月曜～土曜まで
（但し、国民の祝日、12月29日～1月3日を除く）

■営業時間 午前9時から午後6時まで
★電話等により、24時間連絡が可能な体制をとっています
■エリア 事業所から直線距離で16キロ以内

（エリア外の場合、交通費の実費を頂きます）

★１）患者さまの苦痛を 軽減するために「①親身になって話を聞く」「②心の整理を手
伝う」、「③患者のために行動する」を重点にしてご家族の不安も軽減できるよう対応し
ます

介護保険で利用される場合

※４０歳以上の方で市に要介護（要支援）の申請
をして、認定後、ケアマネージャー等と相談しケ
アプラン作成が必要

１．４０歳~６４歳（２号被保険者）
＊特定疾患（注2）が原因で介護が必要となった方

２．６５歳以上（１号被保険者）
＊原因を問わず給付対象

医療保険で利用される場合

※かかりつけ医にご相談ください（年齢に関係な
く利用できます）
※医師の発行した「訪問看護指示書」により必要
なサービスを提供します
※医療保険には介護保険のような支給限度額があ
りません
※医療保険と介護保険の訪問看護サービスを同時
に受けることはできません

＊要介護（要支援）認定者のうち以下の場合
・がん末期
・厚生労働省が定める疾病（注1）である
・「特別訪問看護指示書」期間である
＊65歳以上で要支援・要介護に該当しない方（非該当
者）
＊40歳から64歳で特定疾病（注2）以外の方
＊40歳未満の医療保険加入者とその家族（病的な妊産
婦や乳幼児など含む）

末期のがん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の
見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老病
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病

脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷または人工呼吸器を使用して
いる状態及び急性増悪期の場合

進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
・進行性核上性麻痺
・大脳皮質基底核変性症
・パーキンソン病（ホーエン・ヤー
ルの重症度分類がステージ3以上で
あって、生活機能障害度がII度又はIII

度のものに限る）

多系統萎縮症
・線条体黒質変性症
・オリーブ矯小脳萎縮症
・シャイ・ドレーガー症候群
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフイー

重症筋無力症
スモン

末期の悪性腫瘍
多発性硬化症

注1）

注2）

Q 営業日・営業時間は？

がん終末期、難病、退院直後で不安が強い方、自宅でリハビリテーション中の

方、40歳未満で交通事故の後遺症で寝たきりなど


