
「医療と介護のハンドブック」 2017年更新一覧 

 

※下線部が変更点等。新規追加の内容は未記載 

「施設一覧」および「インデックス」、各地図の変更点は省略

○病院・診療所 

ページ 事業所名 変更内容 

P036 近藤医院 

○診療時間 

変更前 8：30～12：30（水・土） 

変更後 8：30～12：00（水・土） 

P037 たむら内科クリニック 

○受付時間 

変更前 8：30～12：30（月～土） 

変更後 8：30～12：15（月～土） 

P038 津谷内科 ○地図変更 

P043 北秋田市立阿仁診療所 

○標榜診療科 

変更前 整形外科（毎週火曜日）（非常勤） 

変更後 整形外科（毎週水曜日）（非常勤） 

P044 村立上小阿仁国保診療所 

○受付時間 

変更前 〔医科〕14：00～16：00（月～金） 

変更後 〔医科〕14：00～16：30（月～金） 

 

○診療時間 

変更前 〔医科〕14：00～16：00（月～金） 

変更後 〔医科〕14：00～17：00（月～金） 

 

○事業所情報 

変更前 ■医科 訪問診療の実施 ○ 

変更後 ■医科 訪問診療の実施 × 

P044-1 まるや耳鼻科クリニック ○新規追加 

 

 

 

 

 



○歯科診療所 

ページ 事業所名 変更内容 

P046 加賀谷歯科医院 

○事業所情報 

変更前 訪問歯科診療の実施 ○ 

変更後 訪問歯科診療の実施 △ 

P048 

たかのす歯科クリニック 

○受付時間 

変更前 15：00～18：30（月・火・木・金・土） 

変更後 14：30～18：30（月・火・木・金・土） 

 

○診療時間 

変更前 15：00～19：00（月・火・木・金・土） 

変更後 14：30～19：00（月・火・木・金・土） 

森川歯科医院 

○受付時間 

変更前  9：00～11：30（月・火・水・金） 

     9：00～12：00（土） 

    13：30～16：30（土） 

変更後  9：00～11：15（月・火・水・金） 

     9：00～11：15（土） 

    13：30～15：45（土） 

 

○診療時間 

変更前  9：00～12：30（月・火・水・金） 

    14：30～18：30（月・火・水・金） 

変更後  9：00～12：00（月・火・水・金） 

    14：30～18：15（月・火・水・金） 

P050 くるみ歯科医院 
○標榜診療科 

追加 歯科矯正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○保険薬局 

ページ 事業所名 変更内容 

P052 昭和堂第三薬局 

○営業時間 

変更前  8：00～18：00（月・火・水・金） 

変更後  8：00～17：30（月・火・水・金） 

P053 米代薬局 

○営業日 

変更前 10：00～18：00（日曜・祝日） 

変更後 10：00～18：00（祝日） 

 

○定休日 

変更前 第三日曜日 

変更後 毎週日曜日 

P054 

北欧の杜薬局 

○営業時間 

変更前  9：00～18：00 

変更後  9：00～18：00（月～金） 

 9：00～17：30（土） 祝日：輪番制 

 

○定休日 

変更前 土、日曜、祝日（輪番制） 

変更後 日曜 

北秋調剤薬局 

○営業時間 

変更前  8：30～18：00 

変更後  8：30～18：00（月～金） 

     8：30～17：00（日） 

 

○定休日 

削除 日曜 

P056-1 あおぞら薬局 ○新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 



○指定居宅介護支援事業所 

ページ 事業所名 変更内容 

P057 株式会社 虹の街鷹巣営業所 

○定休日 

変更前 日曜日 

変更後 土・日曜 

P059 居宅介護支援事業所 ハグ ○事業所廃止 

P061 
たかのす社協 

居宅介護支援事業所 

○事業所名称 

変更前 たかのす社協 居宅介護支援事業所 

変更後 ケアプランセンターひだまり 

 

○住所 

変更前 〒018-3312 北秋田市花園町 16-1 

変更後 〒018-3302 北秋田市栄字中綱 31-1 

          （イオンタウン鷹巣） 

○地図変更 

P063 ケアプランセンター 結 ○事業所廃止 

 

 

 

○訪問介護（ホームヘルプサービス） 

ページ 事業所名 変更内容 

P067 
たかのす翔裕園 

訪問介護事業所 

○営業時間 

変更前  6：30～19：30（4/1～10/31） 

  7：00～19：30（11/1～3/31） 

変更後  6：30～19：30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○訪問入浴介護 

ページ 事業所名 変更内容 

P072 株式会社 虹の街鷹巣営業所 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 創傷処理：× 

変更後 創傷処理：○ 

 

○事業所情報 

変更前 その他情報：- 

変更後 その他情報：地域生活支援事業の 

訪問入浴サービスも対応可 

P073 
北秋田市社協  

訪問入浴介護事業所 

○対象地域 

変更前 北秋田市、上小阿仁村 

変更後 北秋田市 

 

○事業所補足事項 

削除 対象地域は北秋田市及び上小阿仁村ですが、

会長が認めた場合はこの限りではありませ

ん。 

継続して医療を受けている方でも、主治医等

と連携を図りながら、常に気持ちよかったと

言っていただける快適な入浴サービスを提

供いたします。 

 

変更箇所 

変更前 …ご自宅の構造等にあった車両で対応。… 

変更後 …ご自宅の構造等にあった車両で対応い

たします。… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○通所介護（デイサービス） 

ページ 事業所名 変更内容 

P076 たかのすケアセンターそよ風 

○定員 

変更前 25名 

変更後 30名 

P078 デイサービスセンターまつば 

○土日・祝日対応 

変更前 対応可能 

変更後 土曜・祝日対応可能 

 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 人工透析：○ 

変更後 人工透析：× 

P078 デイサービス たいよう 

○定休日 

変更前 水曜日 

変更後 水・日曜日 

 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 痰の吸引：△ 

    創傷処理：△ 

変更後 痰の吸引：○ 

    創傷処理：○ 

 

○事業所情報 

変更前 その他情報：創傷処理、痰の吸引は有資格

者が不在のため土曜日不可 

変更後 その他情報：-（削除） 

P079 
永楽苑デイサービスセンター 

指定通所介護事業所 

○ホームページ 

追加 http://aki-minsei.jp/ 

P080 山水荘 指定通所介護事業所 

○対象地域 

変更前 北秋田市（阿仁地区のみ） 

変更後 北秋田市 

 

 

 

 

 

 



○短期入所生活介護・療養介護（ショートステイ） 

ページ 事業所名 変更内容 

P083 
ケアタウンたかのす 

指定短期入所生活介護事業所 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 胃  瘻：○ 

    痰の吸引：○ 

変更後 胃  瘻：△ 

    痰の吸引：△ 

P084 特別養護老人ホーム 青山荘 

○定員 

変更前 8名 

変更後 2名 

P085 

永楽苑 

指定短期入所生活介護事業所 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 インスリン注射：△ 

    タ ー ミ ナ ル：× 

変更後 インスリン注射：○ 

    タ ー ミ ナ ル：△ 

ショートステイ 北欧の杜 ＠地図変更 

 

 

 

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

ページ 事業所名 変更内容 

P089 

特別養護老人ホーム 青山荘 

○定員 

変更前 107名 

変更後 113名 

特別養護老人ホーム 永楽苑 

○ホームページ 

追加 http://aki-minsei.jp/ 

 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 インスリン注射：△ 

変更後 インスリン注射：○ 

 

 

 

 

 



○介護老人保健施設（老人保健施設） 

ページ 事業所名 変更内容 

P091 
介護老人保健施設 

ケアタウンたかのす 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 ターミナル：△ 

    創傷処理：△ 

変更後 ターミナル：○ 

    創傷処理：○ 

 

○認知症対応型通所介護（認知症デイサービス） 

ページ 事業所名 変更内容 

P092 一番星きらら 

○定休日 

変更前 12/29～1/3 

変更後 12/31～1/3 

 

○定員 

変更前 22名 

変更後 12名 

 

 

 

 

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

ページ 事業所名 変更内容 

P094 グループホーム ふなみ 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 ス ト ー マ：○ 

酸 素 療 法：△ 

インスリン注射：△ 

変更後 ス ト ー マ：× 

酸 素 療 法：× 

インスリン注射：× 

P096 
認知症対応型 

共同生活介護事業所 あんど 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 居宅療養管理指導：× 

変更後 居宅療養管理指導：○ 



ページ 事業所名 変更内容 

P099 

グループホーム 桂寿あに 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 ス ト ー マ：○ 

痰 の 吸 引：△ 

留置力カテーテル：△ 

インスリン注射：○ 

精 神 疾 患：○ 

人 工 透 析：△ 

居宅療養管理指導：○ 

変更後 ス ト ー マ：× 

痰 の 吸 引：× 

留置力カテーテル：× 

インスリン注射：△ 

精 神 疾 患：△ 

人 工 透 析：× 

居宅療養管理指導：× 

グループホームほおずき 

認知症対応型共同生活介護 

○医療ニーズの高い方の受入状況 

変更前 留置力カテーテル：○ 

変更後 留置力カテーテル：△ 

 

 

○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（密着型特養ホーム） 

ページ 事業所名 変更内容 

P100 
永楽苑 ユニット型地域密着型 

介護老人福祉施設 

○事業所名称 

変更前 永楽苑 ユニット型地域密着

型介護老人福祉施設 

変更後 永楽苑ユニット型きよらか 

 

○ホームページ 

追加 http://aki-minsei.jp/ 

P100-1 永楽苑サテライト型アネックス ○新規追加 

 

 

 

 



○訪問看護（訪問看護ステーション） 

ページ 事業所名 変更内容 

P103 訪問看護ステーション 実 

○ホームページ 

変更前 http:/www.ns-craft.co.jp/ 

変更後 -（削除） 

 

○事業所補足事項 

変更前 【関連事業所】 

    ・ケアプランセンター 結 

    ・ショートステイ 北欧の杜 

変更前 【関連事業所】 

    ・ショートステイ 北欧の杜 

    （ケアプランセンター 結 削除） 

P104 北秋田市社協 訪問看護ステーション 

○事業所補足事項 

変更前： 

助産師・介護支援専門員の有資格者、精

神訪問看護対応可能なスタッフもおり

ます。 

医療機関の乏しい地域においても「家で

暮らしたい」というご本人とご家族の想

いを大切に、24時間 365日サポートさせ

ていただきます。 

 

変更後： 

助産師・介護支援専門員・認知症ケア専

門士の有資格者、精神訪問看護対応可能

なスタッフもおります。 

医療機関の乏しい地域においても「家で

暮らしたい」というご本人とご家族の想

いを大切に、24時間 365日サポートさせ

ていただきます。 

参加研修：緩和ケア・エンドオブライフ

ケア・呼吸リハビリステーシ

ョンなど 

 


