
〜やさしさと納得の医療・介護〜

介護老人保健施設

夢前白寿苑

社会医療法人社団 順心会
介護老人保健施設 夢前白寿苑

〒671-2135　兵庫県姫路市夢前町塚本77-9
TEL.079-335-3320 FAX.079-335-1060

■自動車でおいでの方
姫路バイパス姫路西I.Cから25分。
姫路駅から30分。山崎から25分。
福崎から30分。

夢前白寿苑

「やさしさと納得の医療・介護」
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■神姫バスでおいでの方
JR姫路駅北、山陽姫路駅南の中央のりばから横関経由バーズタウン行き、古瀬畑行き、四辻・山崎行きに乗車。
又は西のりばから青山経由、四辻・山崎行き、四辻・関行きに乗車。
所要時間約35分。塚本下車。徒歩600ｍ、７分。
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社会医療法人社団 順心会

■平 面 図

順心会グループ 「人材」を育成する環境を作り進め、
個人の成長とチームワークを育む職場を目指します。

順心病院

順心リハビリテーション病院

順心淡路病院〒675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1
TEL(079)437-3555　FAX(079)437-6785

〒675-0005 兵庫県加古川市神野町石守1632
TEL(079)438-2200　FAX(079)438-6085

〒656-2156
兵庫県淡路市大町下66-1

TEL(0799)62-7501
FAX(0799)62-7502

介護老人保健施設

白寿苑 淡路白寿苑 夢前白寿苑

〒675-0005 兵庫県加古川市神野町石守1632
TEL(079)438-2999　FAX(079)430-5108

〒656-2151 兵庫県淡路市大町畑584-6
TEL(0799)62-7200　FAX(0799)62-7201

〒671-2135 兵庫県姫路市夢前町塚本77-9
TEL(079)335-3320　FAX(079)335-1060

加古川白寿苑 加西白寿苑 高砂白寿苑

〒675-0015 兵庫県加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1
TEL(079)430-0033　FAX(079)430-0034

〒675-2321 兵庫県加西市北条町東高室字四ツ池1231-1
TEL(0790)43-9800　FAX(0790)43-9801

〒671-0123 兵庫県高砂市北浜町西浜773-1
TEL(079)247-9811　FAX(079)247-9815

グループホーム
オリーブの家
しらぎくの家
しらゆりの家
すずらんの家

TEL(0799)60-1150　FAX(0799)60-1151
TEL(079)430-0888　FAX(079)430-0888
TEL(0790)43-9804　FAX(0790)43-9804
TEL(079)430-5030　FAX(079)430-5031

居宅介護支援センター

順心会グループ法人
介護老人保健施設 神戸長者町白寿苑
TEL(078)646-9890　FAX(078)646-9893
特別養護老人ホーム こすもす園

TEL(079)438-7770　FAX(079)438-7686
特別養護老人ホーム のじぎくの里
TEL(079)247-9200　FAX(079)247-9201

病　　院

保 育 園
た ん ぽ ぽ 保 育 園
ひ ま わ り 保 育 園

リハビリテーション
順心リハビリテーション病院
地域リハビリテーションセンター TEL(079)438-9070　FAX(079)438-9071

ケアハウス やすらぎ
TEL(079)438-5770　FAX(079)438-5760
ケアハウス 津名やすらぎの里

TEL(0799)62-7400　FAX(0799)62-7401
ケアハウス すこやか

TEL(079)430-0200　FAX(079)430-0201

障害者自立支援施設

TEL(079)247-8080　FAX(079)247-8070
自立支援センター むさしの里

関西看護医療大学
TEL(0799)60-1200　FAX(0799)60-1201

加古川脳神経・認知
リハビリテーション研究センター
TEL(079)451-8730　FAX(079)451-8731

サイバーナイフセンター

順心病院居宅介護支援センター
順心会居宅介護支援センター加古川
夢前白寿苑居宅介護支援センター
順心会居宅介護支援センター宝殿
順心会居宅介護支援センター学園都市
淡路白寿苑居宅介護支援センター
加西白寿苑居宅介護支援センター
加古川白寿苑居宅介護支援センター
順心会居宅介護支援センター淡路

TEL(079)430-0211　FAX(079)430-0818
TEL(079)430-5117　FAX(079)430-5101
TEL(079)335-2578　FAX(079)335-1060
TEL(079)434-4028　FAX(079)434-4100
TEL(078)797-3987　FAX(078)797-3735
TEL(0799)62-7240　FAX(0799)62-7241
TEL(0790)43-9800　FAX(0790)43-9801
TEL(079)430-0495　FAX(079)430-0496
TEL(0799)62-7911　FAX(0799)62-6911

順心会訪問看護ステーション加古川
順心会訪問看護ステーション宝殿
順心会訪問看護ステーション学園都市
順心会訪問看護ステーション淡路
順心会訪問看護ステーション別府

TEL(079)438-4565　FAX(079)430-5152
TEL(079)433-0901　FAX(079)433-0915
TEL(078)797-3734　FAX(078)797-3735
TEL(0799)62-6910　FAX(0799)62-6911
TEL(079)451-5104　FAX(079)451-5103

地域包括支援センター
地域包括支援センターかこがわ北 TEL(079)430-5560

FAX(079)430-5561

訪問看護ステーション

〒675-0122 兵庫県加古川市別府町別府865-1
TEL(079)437-3555　FAX(079)437-6785

看護小規模多機能型居宅介護
順心会看護小規模多機能型居宅介護　別府
ナーシングホーム　順心のきずな TEL(079)451-5544　FAX(079)451-5534

エメラルド保育園
さ く ら 保 育 園

専門学校

関西総合リハビリテーション専門学校

〒656-2132 兵庫県淡路市志筑新島7-4
TEL(0799)60-3600　FAX(0799)60-3610

■順心会の理念

■順心会のビジョン

患者、利用者さん、そしてご家族の満足と幸せを追求し、
安全・信頼の医療介護を提供し、地域の人々の健康と生命を
守ります。

地域が求める変化に対応し、地域を支える基本インフラの
役割を担えるように医療・介護が一体となり、順心会グループ
の連携をさらに深め、地域と共に歩んでいきます。

順心神戸病院

〒655-0008
兵庫県神戸市垂水区小束台868-37

TEL(078)754-8700
FAX(078)754-8701



ご自宅

病院

訪問リハビリテーション

　介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を
支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的
管理のもと、看護・介護といったケアはもとより、作業療
法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄
養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供す
る施設です。

　順心会の介護老人保健施設は、常に利用者主体の質の
高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設
として、利用者のニーズにきめ細かく応える施設です。
介護予防を含めた教育・啓発活動など幅広い活動を通じ、
在宅ケア支援の拠点となることを目指して、ご利用者・
ご家族の皆様が、快適に自分らしい日常生活を送れるよ
う支援をしていきます。

●在宅へ理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問しリハビ
　リを行います。

●食事、入浴などの日常生活上の支援や生活動作向上のための
　リハビリテーションを日帰りで行います。

通所リハビリテーション

●短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けら
　れます。

ショートステイ

●病状が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテー
　ションや看護・介護を中心とした医療ケアを行います。
●在宅支援を目的とする施設なので、終身利用はできませんが
　重度認知症の方や終末期ケアが必要な方はあらかじめ支援相
　談員へご相談下さい。

●入所対象者は病状が安定期にあり、各市町村において要介護
　認定１〜５を受けている方。
●通所リハビリテーション・ショートステイ（短期入所療養介
　護）は要支援の方も利用できます。（ご利用いただくには担
　当ケアマネージャーにご相談下さい。

入所サービス

ご利用対象者

作業療法

理学療法

言語療法

　生活に必要な起き上がり、立ち上がりや歩行などの基本的
な動作の練習を行います。

　生活に必要なお風呂の入り方、トイレの方法や着替えなど
応用的な動作の練習を行います。また、認知症の方の生活支
援を行います。

　日常の会話が楽しめるよう、また食事がスムーズにとれ
るようにする為の練習をします。

運動・障害の専門知識と技術で
幸福な人生へと導きます

その人らしい生活を取り戻せるよう
家庭の環境も考慮して支援します

コミュニケーションの専門家として
その手段を失った人を応援します

リハビリテーション
住み慣れた自分の家で暮らせるよう
介護が必要になっても生きがいを持って生活できるよう

夢前白寿苑


