我々は医療と福祉の両分野で幅広く活動しています。
〒６７５-０１２２ 加古川市別府町別府865-1

経理

のじぎく福祉会本部

FAX
（079）
430-0271

TEL
（079）
430-0272

FAX
（079）
430-0271

174床

TEL（079）437-3555 FAX（079）
437-6785

★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい

180床

TEL（079）438-2200 FAX（079）
438-6085

月〜土

関西総合リハビリテーション専門学校
〒６５６-２１３２ 淡路市志筑新島7-4
TEL（0799）
60-3600 FAX
（0799）60-3610

■ご利用時間

1部
2部

9：00〜12：15「送迎あり」
13：15〜16：30「送迎あり」

TEL.(079)438-9070

順心淡路病院
★ご案内

順心会居宅介護支援センター加古川
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
TEL（079）430-5117 FAX
（079）430-5101

内科／呼吸器内科／消化器内科（内視鏡）／循環器内科／糖尿病内科／外科／整形外科／脳神経外科
皮膚科／放射線科／リハビリテーション科／歯科口腔外科

〒６７１-２１３５姫路市夢前町塚本77-9
TEL（079）335-2578 FAX
（079）335-1060

172床

TEL（0799）
62-7501 FAX（0799）
62-7502

外科/肛門科/内科/糖尿外来/整形外科/眼科/皮膚科/脳神経外科
【診療時間】 午前9：00〜12：00 午後17：00〜19：00

順心会居宅介護支援センター宝殿
〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1
TEL（079）434-4028 FAX
（079）434-4100

68床

順心会居宅介護支援センター学園都市

〒６５５-０８７４ 神戸市垂水区美山台3丁目18番12号 TEL（078）752-9300 FAX（078）
751-8168
介護老人保健施設

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

白寿苑

月〜金／8：45〜17：30
月〜土／9：30〜15：30

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

月〜土・祝／8：45〜17：30
日／8：45〜13：00
月〜金／9：30〜15：40
土・祝／9：30〜15：40

夢前白寿苑

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

月〜金／9：00〜17：00
月〜土／9：30〜15：55

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

土／9：00〜13：00
日・祝／休業

日・祝／休業

月〜土／8：45〜17：30
日・祝／休業
月〜土・祝／9：00〜17：30
日／休業

加西白寿苑

平日／9：00〜17：00
土／9：00〜13：00
平日・土／10：00〜16：30
日・祝／休業

高砂白寿苑

平日／9：00〜17：30
土／9：00〜17：30
月〜土・祝／9：30〜16：00
日／休業

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

100床

月〜土／8：30〜17：30
日・祝／休業
月〜土・祝／10：00〜16：00
日／休業

〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野136-8
TEL（079）438-7774 FAX
（079）438-7685

100床

のじぎくの里居宅介護支援センター

看多機

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
TEL（079）247-9210 FAX
（079）247-9209

順心会看護小規模多機能型居宅介護別府
〒６７５-０１２２ 加古川市別府町別府861-5

TEL（079）451-5544 FAX（079）
451-5534

訪問看護ステーション

神戸長者町白寿苑居宅介護支援センター

順心会訪問看護ステーション別府
〒６７５-０１２２ 加古川市別府町別府861-5

TEL（079）438-4565 FAX（079）
430-5152

〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1

TEL（079）433-0901 FAX（079）
433-0915

順心会訪問看護ステーション学園都市
TEL（078）797-3734 FAX（078）
797-3735

定期巡回受付時間 月〜日／8：30〜17：30 100名
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632-1
TEL（079）438-5770 FAX
（079）438-5760

津名やすらぎの里

ホームヘルパー受付時間 月〜日／8：30〜17：30 50名
〒６５６-２１５６ 淡路市大町下65-1
TEL（0799）
62-7400 FAX
（0799）62-7401

TEL（0799）
62-6910 FAX（0799）
62-6911

グループホーム

オリーブの家

18名
TEL（0799）
60-1150 FAX（0799）
60-1151

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑638-4

すこやか

デイサービス営業時間 月〜土／8：30〜18：00 30名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井59-1
TEL（079）430-0200 FAX
（079）430-0201

しらぎくの家
しらゆりの家

9名
〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1 TEL（0790）
43-9804 FAX（0790）
43-9804
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1651-10

のじぎくの里
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
デイサービス営業時間

デイサービス営業時間

行

70名
TEL（079）247-9200 FAX（079）
247-9201

月〜日／9：00〜16：30

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
発

ホームヘルパー受付時間 月〜日／8：30〜17：30 50名
TEL（079）438-7770 FAX（079）
438-7686

月〜土／9：20〜16：30

〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野136-8

のじぎくの里

9名
TEL（079）
247-9206 FAX（079）
247-9201

所／

ホームヘルパー受付時間

月〜日／8：30〜17：30

社会医療法人社団 順心会本部

社会福祉法人のじぎく福祉会本部

〒675-0122 加古川市別府町別府865-1
TEL（079）430-0270 FAX（079）430-0271

〒675-0003 加古川市神野町神野136-8
TEL（079）438-9696 FAX（079）438-9697

生活支援ハウス

特別養護老人ホーム

こすもす園

18名
TEL（079）
430-5030 FAX（079）
430-5031

リハビリテーション

すずらんの家

障害者施設

9名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1 TEL（079）
430-0888 FAX（079）
430-0888

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632-11
TEL（079）430-5560 FAX
（079）430-5561

やすらぎ

順心会訪問看護ステーション淡路
〒６５６-２１５６ 淡路市大町下66-1

地域包括支援センターかこがわ北

ケアハウス

順心会訪問看護ステーション宝殿

地域包括

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

〒６５１-２１０２ 神戸市西区学園東町3-1-1

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1
TEL（078）646-9891 FAX
（078）646-9892

TEL（079）451-5104 FAX（079）
451-5103

順心会訪問看護ステーション加古川

8 施設一覧

こすもす園居宅介護支援センター

646-9893
TEL（078）
646-9890 FAX（078）

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

6 7 エリアの取り組み

〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1
TEL（079）430-0495 FAX
（079）430-0496

247-9815
TEL（079）
247-9811 FAX（079）

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-1

神戸長者町白寿苑

日・祝／休業

2020年オープンに向けて！
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働きやすい職場環境

加古川白寿苑居宅介護支援センター

43-9801
43-9800 FAX（0790）
〒６７５-２３２１ 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1 TEL（0790）
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

3 順心神戸病院

4 第14回 研究交流会

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

50床

祝辞

2 組織変更のお知らせ
経営基盤の安定

加西白寿苑居宅介護支援センター

100床
日・祝／休業

信頼される施設

令和2年2月1日〜
順心会居宅介護支援センター淡路と統合

430-0034
430-0033 FAX（079）
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町58-1 TEL（079）
受付時間
デイケア営業時間

基本方針

淡路白寿苑居宅介護支援センター

100床

335-1060
TEL（079）
335-3320 FAX（079）

〒６７１-２１３５ 姫路市夢前町塚本77-9

加古川白寿苑

〒６５６-２１５６ 淡路市大町下65-1
TEL（0799）
62-7911 FAX
（0799）62-7922

62-7201
TEL（0799）
62-7200 FAX（0799）

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑584-6

地域に

順心会居宅介護支援センター淡路

100床

日／休業

2 令和2年度新卒入職者へ

〒６５１-２１０２ 神戸市西区学園東町3-1-1
TEL（078）797-3987 FAX
（078）797-3735

200床

430-5108
TEL（079）
438-2999 FAX（079）

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

淡路白寿苑

土／8：45〜13：00
日／休業

Vol.45

夢前白寿苑居宅介護支援センター

●歯科口腔外科（月・水・金・土） ★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい

大澤病院

4

〒６７５-０１２２ 加古川市別府町別府865-1
TEL（079）430-0211 FAX
（079）430-0818

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

〒６５６-２１５６ 淡路市大町下66-1

2020

順心病院居宅介護支援センター

内科／リハビリテーション科／神経内科／循環器内科／放射線科／
歯科口腔外科
【診療時間】 月〜土 午前9：00〜12：00 休診 日曜日、祝祭日

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

社会医療法人社団順心会／社会福祉法人のじぎく福祉会 機関紙

居宅介護支援センター

〒６７５-０１２２ 加古川市別府町別府865-1

★通所リハビリテーション ■実施日

〒６５６-２１３１ 淡路市志筑1456-4
TEL（0799）
60-1200 FAX
（0799）60-1201
E-mail: daigaku@kki.ac.jp
URL http://www.kki.ac.jp
学校

病院

脳神経外科／内科／外科／循環器内科／大腸肛門外科／消化器内科／整形外科／耳鼻咽喉科／
リハビリテーション科／放射線科
【診療時間】 午前9：00〜12：00 午後16：00〜19：00

順心リハビリテーション病院

関西看護医療大学

TEL（079）438-9696 FAX（079）
438-9697

〒６７５-０００３ 加古川市神野町神野136-8

順心病院

TEL
（079）
430-0270

大学

本部

順心会本部

総務・人事

31名
むさしの里
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜751-1
TEL（079）247-8080 FAX
（079）247-8070
自立支援センター

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
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
TEL（079）438-9070 FAX（079）
438-9071

加古川市生活支援ハウス

10名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井59 -1
TEL（079）430-0200 FAX（079）
430-0201

順心会

発行責任者／理事長 栗原 英治
印
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所／田中印刷出版株式会社 〒６５７-０８４５ 神戸市灘区岩屋中町３-１-４
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E-mail:honbu@junshin.or.jp
求人サイト

https://www.junshin-recruit.jp/

のじぎく福祉会
http://www.nojigiku.or.jp/

2020 年 7 月 1 日

OPEN

順心会大澤病院は、社会医療法人社団順心会順心神戸病院
として救急医療と急性期、回復期の 2 本柱でより一層この
地域のために頑張ってまいります。
順心神戸病院の役割
1）地域密着型病院としての一般診療
2）二次救急病院としての機能
3）ポストアキュート機能
4）訪問診療

訪問看護による在宅医療介護支援

大澤クリニック開設構想中
順心神戸病院でも引き続き診察致します。
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