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Message 

●地域社会への貢献と奉仕 

患者様･利用者様には喜びと思いやりを 

 

●健全経営の実践 

法人の発展には堅実さを 

 

●職員の生活と人格の向上 

職員には働きがいのある環境を 

好文会の理念 



  

  

  

 

おかげさまで、創業 105 年 

特定医療法人 好文会はおかげさまをもちまして本年で創業105年

を迎えることが出来ました。これも地域の皆様のご支援の賜物と

深く感謝申し上げます。 

人は誰しも生老病死を避けることは出来ません。特に人生の終盤

は誰かの支えが必要になるものです。 地域の高齢者が住み慣れた

我が家や慣れ親しんだ地域で最期のときまでその人らしく安心し

て生活していけるように支援していくことが、私たちが果たすべ

き使命と考えます。 

特定医療法人 好文会 

理事長 門倉 由幸 

これからも地域の皆様とともに歩んでいきます 

地域の皆様の｢安心な老後生活｣のために 

病院は地域づくりに貢献することが大切です。私たちはいつも明

日を見つめ、願いは地域の皆様の｢安心な老後生活｣の実現です。 

現在取り組んでいる｢高齢者生きがい生活支援システム｣の構築は

将来へ向けての挑戦です。多職種協働によるチーム医療･介護を実

践し｢病院完結型から地域完結型へ｣｢医療から介護へ｣の変化をリ

ードしていく病院を目指しています。 

-地域行事- 

好文会祭 

コスモス祭 

マラソン大会 

etc. 



  

  

  

 

機能強化型 在宅療養支援病院 あねとす病院 

私たちあねとす病院職員は、患者様･利用者様にまごころを持って寄り添い、 

地域医療･介護に貢献します。 

施設基準 

一般病棟入院基本料 
(地域一般入院料 1) 
療養病棟入院基本料１ 

 
◆その他基本診療料 
療養病棟療養環境改善加算１ 
看護補助加算 1 
認知症ケア加算 2 
診療録管理体制加算 2 
データ提出加算 
後発医薬品使用体制加算１ 
地域包括ケア入院医療管理料 2 
機能強化加算 

◆特掲診療料 
機能強化型在宅療養支援病院 
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 
(廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)) 
運動器リハビリテーション料(Ⅰ） 
ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 
地域連携診療計画加算 
在宅時医学総合管理料及び 

施設入居時等医学総合管理料 
在宅がん医療総合診療料 
在宅緩和ケア充実診療所･病院加算 
在宅復帰機能強化加算 
がん性疼痛緩和指導管理料 

 
◆食事療養費 
入院時食事療養費(Ⅰ) 

-癒し、支える医療- 

Medical care 



  

  

  

 

◆高齢者看護に特化し、患者さまとそのご家族の意

向に沿った看護を実施しております。 
◆常に患者さまの立場に立ち、思いやりのある看護

を提供いたします。 
◆患者さまが安心できるよう、入院から退院まで基

本的に担当の看護師が対応いたします。 

地域包括ケア病棟 

◆急性期の治療を終え、慢性期の療養が必要になっ

た方が入院しています。医療度が高く、医療区分

2・3 に該当する方が 80％を超えています。 
◆長期療養中でもその方らしく過ごせるよう、笑顔

と温かいコミュニケーションを心がけています。 
◆看護職･介護職等が協働し、患者さまのケアを実

施いたします。 

病床数 33床 

医療療養病棟 
病床数 154床 

ご入院いただいている方の状態例 

● 気管切開 

● 認知症 

● 経鼻経管栄養 

● 胃ろう(造設は行っていません) 

● 人工肛門 

● 褥瘡 

● 酸素療法 

● 中心静脈栄養 

● 頻回な吸引 

● 糖尿病(頻回な血糖測定･インスリン注射) 

● 脊髄損傷 

● 神経難病 

● がん終末期 

● 人工呼吸器装着中の方      など 

  
 

※受け入れ可能な状態に関してはご相談ください。 

 



  

  

  

 

訪問診療 

｢住み慣れた我が家で過ごしたい｣ 

｢大切な家族と一緒に生活出来るよう、 

介護していきたい｣ 
 
そんな思いをお持ちの患者様やご家族の希望に少しでも

添えるよう、医師と看護師が定期的にご自宅にお伺いしま

す。病院や訪問看護師、ケアマネージャー等と連携をとり、

患者様とそのご家族が安心して在宅療養を送っていただ

けるよう、サポートさせていただきます。 

特徴 
 
◆在宅医療を熟知した医師がご自宅にうかがって診察いたします。 

◆２４時間３６５日、患者様とそのご家族からの相談や往診の体制が整備されています。 

◆状態に変化が生じた際には、入院できるベッドがあり安心です。 

◆医師と看護師が一緒に訪問することによって、よりきめ細やかに対応可能です。 

◆ご家族が介護疲れしないように好文会グループ内に短期入所施設や老人保健施設等が 

あり、介護をされているご家族にも配慮しております。 

訪問診療をおこなっている方の状態例 

● 通院が困難な方(認知症･脳血管障害など) 

● ご自宅での療養を希望される方(看取りも含む) 

● 病院からご自宅への退院後も継続したケアが必要な方 

● がんの方 

● がん性疼痛のコントロールが必要な方 

● 在宅酸素療法中の方 

● 経鼻経管栄養や胃ろうの方 

● 神経難病の方(パーキンソン病･脊髄相脳変性症など) 

● 脊髄損傷の方                 など 

  
 

※診療可能な状態に関してはご相談ください。 

 



  

  

  

 

リハビリテーション科 
リハビリテーション科では病気やケガ･加齢などで障害

を持ちながらも、住み慣れた地域の中で患者様やご家族

が主体的で活動的な生活を送ることができるよう、患者

様の個別性を尊重した機能回復･維持運動のサポートを

しております。 

代替機能獲得練習、必要に応じて環境の整備や社会的資

源の活用を行うことで、地域の中で患者様とご家族が安

心して生活できるよう支援しております。 

特徴 
 
在宅復帰を意識したリハビリテーションの実施 
 
◆リハビリテーション開始時より、常に退院後の生活を考えたリハビリテーション、支援

内容の検討を心掛けています。 

 

患者様個々に合わせたリハビリテーションの実施 
 
◆高齢の方が多く入院されている病院であり、多くの疾患･合併症なども抱えていらっし

ゃるため、患者様個々の状態に合わせた無理のないリハビリテーションプログラムの立

案･実施を心掛けています。 

   
  主な疾患 
   
   
   
脳血管疾患等 

リハビリテーション料(Ⅱ) 
 

脳梗塞 / 脳出血 / クモ膜下出血 

脊髄損傷 / パーキンソン病等 
   
   
運動期 

リハビリテーション料(Ⅰ) 
 

胸･腰椎圧迫骨折 / 上腕骨骨折 

大腿骨頸部骨折術後 / 変形性膝関節症等 
   
   

廃用症候群 

リハビリテーション料(Ⅱ) 
 

肺炎 / 心不全/腸閉塞 / 尿路感染/敗血

症 

胃腸炎 / 脱水症 / 深部静脈血栓症等 
   

 



  

  

  

  

検査科 
血液や尿などの検体を元に行う検体検査、および

心電図や骨密度測定などの患者様に直接検査する

生理検査があります。検査から得られたデータは

診断や治療方針の決定など、患者様の診療に大き

く反映されています。 

私たちは常に信頼性のあるデータを提供するこ

と、また迅速な検査を行なうことを心掛けていま

す。 

特徴 
 
◆院内での検体検査では血糖値測定、末

梢血血球算定、尿定性、尿沈渣鏡検 

◆生理検査では心電図、CAVI 検査、骨密

度測定 

 

経験豊富な臨床検査技師が丁寧に対応 

いたします。 

病院設備 

◆CT 検査 

◆デジタルＸ線テレビシステム検査 

◆嚥下機能画像検査装置 

放射線科 



  

  

  

 

施設連携 

あねとす病院･老健あねとす 

ゆかりの家 地域包括支援センター ケアセンター深谷 

アルメリア あねとすデイトレ 



  

  

  

 

介護老人保健施設 あねとす 

-住み慣れた我が家へ帰れるよう支援いたします- 

Nursing care 

特徴 
 
◆病院併設型の為、介護と医療をスムーズに提供いたします。 

◆在宅生活継続の為の｢短期入所療養介護(ショートステイ)｣のサービスが可能です。 

◆ショートステイ中にもリハビリを提供致します。 

◆同法人内に在宅サービスが充実しているので、退所後も継続的な支援が可能です。 

◆｢いくつになっても綺麗でいたい｣そんな気持ちを尊重できるよう、メイクセラピーを提

供いたします。 

介護･医療 -協働- 

利用者様に対し、ご家族や地域の方々、医療機関、ケア

マネージャー等と協力して安心して自立した在宅生活

が続けられるよう、支援いたします。 

また、地域に根ざした在宅生活を支援する拠点となり、

地域包括ケアシステムの中心施設となります。 



  

  

  

 

入所 
  短期入所 

  

要介護 1～5  
 

要介護 1～5 

要支援 1･2 

 

ご入所いただいている方の状態例 

● 経鼻経管栄養 

● 胃ろう 

● 尿留置カテーテル 

● 褥瘡 

● 感染症 

● 生活保護         など 

  
 

※受け入れ可能な状態に関してはご相談ください。 

※当施設にて取り扱いのない薬剤に関しては医師の

判断で中止または変更になる場合がございます。 

 ご了承ください。 

 

介護老人保健施設あねとすは、病気等により身体と心に不自由さを

抱え、自宅での日常の家庭生活が困難になった高齢者の方に入所し

ていただき、自宅へ戻れるように様々な援助と準備を行なう目的

で、平成 29 年に開所いたしました。 

入所された方は、医療･介護の様々なスタッフが充実している環境

の中で、まず身体と心を休め静養し気力と体力を養っていただきま

す。その後、在宅生活にスムーズに戻るためのさまざまな準備をご

家族と連携しながら行なっていきます。準備にはリハビリテーショ

ン、家庭での食事や介護の援助の方法、在宅で利用できる介護サー

ビスの確認等、多岐に渡ります。 

私たちスタッフ一同は、常に入所された方とご家族のお気持ちに寄

り添って、入所生活と在宅に向けた準備に誠心誠意取り組んでいき

たいと考えております。 
介護老人保健施設 
あねとす 

施設長 魚住 義之 

ご利用対象の方 



  

  

  

 

介護療養型老人保健施設 アルメリア 

-アルメリアの花言葉は｢思いやり｣｢共感｣です- 

特徴 
 
◆ユニットケアを取り入れた施設で、在宅に近い環境でリハビリができます。 

◆療養型老健ということで通常の老健では受け入れが難しい重度な方や経鼻経管の方も 

お受け入れしています。 

◆和を基調とした内装でゆったりくつろぎながら過ごせる施設です。 

思いやり･共感 

介護療養型老人保健施設アルメリアは、急性期治療終了

後も依然として医療度が高い高齢者の方が安全に安心

して療養できるよう医療機能を充実、強化しています。 

入所施設では、個々のサービス計画に基づき、医学的な

管理のもと介護や看護、必要に応じて理学療法士または

作業療法士の機能訓練を受ける事が可能です。 

通所サービスでは、個別の機能訓練を中心としたサービ

スを提供します。 



  

  

  

 

日ごろより介護療養型老人保健施設アルメリアへの温かいご支援

やご理解を賜りまして、深く感謝申し上げます。 

最近、メディアでは高齢者介護に関する話題がたいへん多くなっ

ています。介護は、思い通りに行かない孤独な作業で近隣住民等と

の付き合いが乏しい方にとっては一人で抱え込んでしまうこと、

そして自活している子供達にも「余計な心配をかけたくない」とい

う親心から「介護が大変」という思いを打ち明けないケースが多い

為です。 

特定医療法人 好文会では、在宅療養から入院、施設入所等へ、利

用者様とそのご家族が希望される療養のスタイルに合わせて様々

なサービスを提供することが可能です。介護でお悩みの方は是非、

ご相談ください。 

今後も地域の皆様が住み慣れたご自宅や、この地域で安心して生

活ができるよう、職員一丸となって努力していきたいと考えてお

ります。 

介護療養型老人保健施設 
アルメリア 

施設長 門倉 愛 

入所 
  通所 

  

要介護 1～5  
 

要介護 1～5 

要支援 1･2 

 

ご入所いただいている方の状態例 

● 経鼻経管栄養 

● 胃ろう 

● 尿留置カテーテル 

● インスリン注射 

● 気管切開 

● 在宅酸素療法 

● 褥瘡 

● 感染症 

● 生活保護         など 

  
 

※受け入れ可能な状態に関してはご相談ください。 

※当施設にて取り扱いのない薬剤に関しては医師の

判断で中止または変更になる場合がございます。 

 ご了承ください。 

 

ご利用対象の方 

アルメリア(はまかんざし)とは 
原産地はヨーロッパ、北アメリカ、西アジ 

ア。花の咲く時期は 3～4 月ごろ。花の色 
はピンク、白、赤紫など。 

花言葉 
｢思いやり｣｢歓待｣｢可憐｣｢共感｣｢滞在｣ 



  

  

  

 

サービス付き高齢者向け住宅 あねとすホーム上柴 

-徹底したサービスと快適な居住空間の提供- 

Service with elderly housing 

あねとす生きいきデイサービス上柴 

｢おもてなしの心｣で 

サービス付き高齢者向け住宅 あねとすホーム上柴(あ

ねとす生きいきデイサービス併設)は、平成 30 年 2 月１

日に開設しました。 

見守りや生活相談などのサービスを受けることができ 

る、バリアフリー構造の高齢者専用住宅です。 



  

  

  

 

特徴 
 
◆13 室の個室・4 室の二人部屋を備えておりご夫婦やご親族同士のご利用も可能です。 

◆利用者様それぞれの生活リズムでお過ごしいただけます。 

◆外出や面会は基本的に自由となっており、ショッピングモール・コンビニ・薬局等も近

く、日常生活には便利な場所です。 

◆デイサービスは小規模の地域密着型となっており、ゆったりとご利用できます。 

 あねとすホームにお住まいの方だけでなく、近隣の方のご利用も可能です。 

◆慢性期療養病棟(地域包括ケア病床含む)、介護療養型老人保健施設、従来型老人保健施

設、並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、訪問介護、訪問入浴、デイサービ

ス、訪問看護ステーション等、バックアップ体制は万全に整備されております。 

◆ホーム内は落ち着いた雰囲気となっております。 

入所 
  通所 

  

60 歳以上 または 

要支援･要介護 

 
 

要介護 1～5 

要支援 1･2 

 

ご利用対象の方 

ご入所いただいている方の状態例 

● 抹消点滴 

● 人工肛門 

● 尿留置カテーテル 

● インスリン注射 

● 在宅酸素療法 

● 褥瘡 

● 認知症          など 

  
 

※受け入れ可能な状態に関してはご相談ください。 

※当施設にて取り扱いのない薬剤に関しては医師の

判断で中止または変更になる場合がございます。 

 ご了承ください。 

 



  

  

  

 

短期入所生活介護 ゆかりの家 

-ゆかりとは｢縁｣｢つながり｣- 

Short stay 

｢真心｣と｢笑顔｣で 

短期入所生活介護ゆかりの家は、開設して７年目を迎

えました。 ショートステイは在宅での療養生活をより

豊かにするサービスだと考えています。  

ご家族の介護負担軽減はもちろん、利用者様には｢また

来たい｣｢ここなら安心出来る｣と、楽しみや安心感のサ

ービスを提供出来るように支援していくことを心がけ

ております。 



  

  

  

 

特徴 
 
◆お部屋は 20 部屋ご用意し、すべて個室となっています 

◆2 つのユニットに分けられ、各ユニット 10 名ずつの定員となっています。ゆっくりお

過ごしいただけます。 

◆看護師による利用者様の体調管理をさせていただきます。 

◆機械浴・一般浴どちらのご利用も可能です。利用者様 1 名に対して職員も 1 名で対応

し、お湯はお一人ずつ交換しています。 

◆緊急時など、すぐご利用したい時にも時間をかけずに対応できる体制をとっています。 

◆ショートステイご利用中は集団体操、レクリエーションを取り入れています。 

◆｢和となごみ｣の住環境で、旅館に来たような気分転換が出来ます。 

◆暮らしを重視する利用者様のニーズにもお応えします。 

短期入所 
  

要介護 1～5 

要支援 1･2 

 

ご利用対象の方 

ご利用いただいている方の状態例 

● 人工透析 

● 人工肛門 

● 尿留置カテーテル 

● インスリン注射 

● 在宅酸素療法 

● 褥瘡           など 

  
 

※受け入れ可能な状態に関してはご相談ください。 

 



  

  

  

 

あねとすデイサービストレーニングセンター 
-ご利用者様一人一人の意思および人格を尊重します- 

Day service 

皆様で運動や体操をしながら、色々な方との会話を通し

て楽しく過ごしていただけるよう、心がけています。 

またトレーニングをすることにより、介護予防、日常生

活に必要な動作(移動・食事・排泄等)の維持・向上に繋

げ在宅生活を支援していきます。 

利用者様にとって居心地のよい場所になるよう、おもて

なしの心で接しています。 

特徴 
 
カルチャー ～楽しみながら健康づくり～ 
 
◆趣味活動をいかした介護予防など、さまざまなメニューを利用者様が自由に選ぶことが

できます。 

◆楽しみながら機能回復訓練ができるよう、スタッフが支援いたします。 

 

オレンジカフェ(認知症カフェ) 
 
◆地域の皆様や、一人暮らしなどの色々なご事情によりご自宅に引きこもりがちな方にも

気軽に立ち寄っていただける場を提供しております。 



  

  

  

  

あねとす地域ケアセンター深谷 
-介護についての悩みは私たちにお任せください- 

Home care support 

経験豊富な主任ケアマネジャーや医療の知識を持った看

護師、介護の知識を持った介護福祉士等の資格を有する

ケアマネジャーが多数在籍しております。 

同じ法人内に複数の介護事業所があり、ケアマネジャー

を中心として連携を取りながら利用者様を支えます。 

主な相談内容 
 
❑一人で過ごす老後に不安を感じる 

❑家族の老後が心配 

❑介護にかかる費用がどのくらいか知りたい 

❑家族の介護をしているが、心身ともに疲れてつらい 

❑将来に向けて介護予防に取り組みたい、知っておきたい 

 

その他、介護に関わることでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。 

親切、丁寧に対応いたします。 



  

  

  

 

あねとす訪問看護ステーション 
-皆さまの在宅療養生活を支援いたします- 

Home visit nursing 

住み慣れた自宅での快適な療養生活が送れる

ように、看護師がご自宅に訪問し、看護を提

供いたします。 

患者様･利用者様が安定した病状のときから

関わり、病気の異常の早期発見につなげます。

また年齢を問わず、看護が必要な方にサービ

スを提供いたします。 

主な看護サービス内容 

● 病状の観察と健康管理 

● 療養上の身の回りのお世話 

● 服薬管理 

● 医師の指示による医療処置 

● 医療機器の管理・指導 

● 褥瘡の予防･処置 

● 終末期ケア･緩和ケア 

● リハビリテーション 

● 認知症の方の看護 

● ご家族等の支援 

● 社会資源の活用      など 

  
 

※受け入れ可能な状態に関してはご相談ください。 

 

特徴 
 
◆同法人内の各事業所間が連携し、

きめ細やかな訪問看護サービスが

提供できます。 

◆24 時間 365 日の対応が可能で

す。 



  

  

  

  

訪問入浴の効果 

● 精神的効果 

 
リラックスすることにより、明るい笑 
顔や会話を楽しむゆとりが生まれます。 

  

● 身体的効果 

 
清潔にすることで、皮膚のかゆみや褥 
瘡の改善・解消の効果も期待できます。 

  

● その他の効果 

 
ご家族の負担も軽減できるほか、寝具 
･衣類などの清潔も保たれます。 

  

 

あねとす訪問入浴 
-お風呂の出張サービスいたします- 

訪問入浴は看護職員１名、介護職員２名の計

３名で伺い、ご自宅のお部屋で入浴が可能な

サービスです。利用者様の状態や、ご自宅の

間取りに合わせて入浴いたします。 

横になったまま入浴できる特殊な浴槽を使用

しますので、寝たきりの方でも安心して入浴

できます。 

特徴 
 
◆利用者様のご要望をできるだけ叶

えた入浴サービスを行います。 

◆同法人内の各事業所が連携して利

用者様に関わるので、緊急時の対

応がスムーズです。 

Home visit bathing 



  

  

  

 

-利用者さまに寄り添うサービスを提供いたします- 

利用者様やご家族の気持ちが沈む時、体調が

思わしくない時など、耳を傾け気持ちに寄り

添う、真心を込めたサービスを提供し、沢山

の笑顔がみられるよう訪問しています。 

医療･介護が連携し介護相談も行っています。 

特徴 
 
◆同法人内の他部署と連携をとりな

がらサービスの実施ができます。 

◆看取りの方の身体介護も可能で

す。 

◆利用者様の気持ちを汲んだサービ

スで、複数の事業所を利用してこ

られた方とも長いお付き合いがで

きています。 

◆介護保険外の自費サービスの提供

も行っています。 

あねとす訪問介護 

Home visit care 

訪問介護で提供するサービス 

● 身体介護 

 

〇 食事の介助 
〇 入浴の介助や身体の清拭 
〇 排泄の介助 
〇 歩行の介助 
〇 更衣の介助 
〇 移乗の介助        など 

  

● 生活援助 

 

〇 掃除 
〇 洗濯 
〇 食事の準備 
〇 買物の代行        など 

  

● その他の自費サービス 

 

〇 季節のイベント(お花見など) 
〇 庭の手入れ 
〇 衣替え 
〇 通院介助 
〇 外出介助         など 

  
 

※自費サービスの費用等に関してはご相談ください。 

 



  

  

  

 

大里広域地域包括支援センター あねとす病院 

高齢者の皆様が住み慣れた町で安心して暮らしていける

よう、介護･福祉･健康･医療など様々な面から高齢者の方

やそのご家族を支えています。ご本人やご家族、地域住

民の方、ケアマネージャーの方等から受けた色々な相談

事を適切な機関と連携して解決に努めます。 

｢いろいろな相談事｣｢介護や健康について｣｢権利を守る

ことについて｣等の相談を受け、主任ケアマネージャー・

経験のある看護師･社会福祉士がお互いに連携を取りな

がら｢チーム｣で支援させていただきます。 

あねとすデイサービストレーニングセンター 
〒366-0801 埼玉県深谷市上野台３１８０番地１ 
TEL:048-577-3483 FAX:048-577-3725  
あねとす訪問看護ステーション 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-577-4311 FAX:048-577-4334  
あねとす訪問介護 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-574-1540 FAX:048-572-0187  
あねとす訪問入浴 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-573-0096 FAX:048-572-0187 
 

あねとす地域ケアセンター深谷 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-501-5500 FAX:048-501-5533 
 

大里広域地域包括支援センター あねとす病院 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-577-3201 FAX:048-577-3261 
 

機能強化型 在宅療養支援病院 あねとす病院 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-571-5311 FAX:048-572-8800 
 

介護療養型老人保健施設 アルメリア 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見２０３１番地 
TEL:048-574-8777 FAX:048-574-8822 
 

介護老人保健施設 あねとす 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-570-0511 FAX:048-570-0512 
 

あねとすホーム上柴[あねとす生きいきデイサービス上柴] 
〒366-0051 埼玉県深谷市上柴町東１丁目１６番８ 
TEL:048-598-3311 FAX:048-598-3372 
 

短期入所生活介護 ゆかりの家 
〒366-0811 埼玉県深谷市人見２０５１番地１ 
TEL:048-574-3900 FAX:048-574-6200 

特定医療法人 好文会 グループ 

 

平成 31 年 4 月 1 日 現在 



  

  

  

  

私たちの願いは 

地域の皆様の｢安心な老後生活｣の実現です 

発行： 特定医療法人 好文会 地域医療介護連携室  
〒366-0811 埼玉県深谷市人見１９７５番地 

TEL:048-573-5083 FAX:048-572-2888 


