
Instagramは
こちらから！

Twitterは
こちらから！

Recruitは
こちらから！

Facebookは
こちらから！

ど ん な 事 で も お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い
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住所：山形県寒河江市本町2－２－24
FAX：0237－84－7701

営業時間：8：30～17：30（月曜日～金曜日）
※緊急時24時間365日対応

☎0237－84－7700（担当：村井）
訪問看護リハビリステーション寒河江敬寿園

住所：山形県寒河江市本町2－２－24
FAX：0237－84－7701

営業時間：8：30～17：30（月曜日～金曜日）

☎0237－84－7700（担当：早坂）
ケアプランセンター 寒 河 江 敬 寿 園

＊病院（急性期～慢性期、看取り期、リハビリ期）、

介護施設など様々な経験を積んだ看護師、リハビリスタッフが在籍しています。

＊理学療法士・作業療法士が在籍しており、

身体機能の他、精神科リハビリ（作業療法士）も行っています。

＊24時間体制で在宅療養をサポート致します。

＊介護に関する事、なんでもご相談下さい。

＊ケアマネジャーが在宅生活のお手伝いをさせて頂きます。



施 設 一 覧

〒990－0033
山形県山形市諏訪町２－1－25
TEL：023－664－2141
FAX：023－664－2215

本部事務局

本部／運営管理

〒990－0011
山形県山形市大字妙見寺500－1
TEL：023－634－2020
FAX：023－634－2330

山形敬寿園
軽費老人ホームケアハウス

軽費老人ホーム／（介護予防）特定施設入居者生活介護

〒157－0065
東京都世田谷区上祖師谷7－1－1
TEL：03－5313－0008
FAX：03－3308－0303

東京敬寿園
特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設／（介護予防）短期入所生活介護／通所介護／総合事業通所介護サービス（従前相当）、国基準通所型サービス事業

〒125－0051
東京都葛飾区新宿3－19－19
TEL：03－3600－1551
FAX：03－5648－3266

葛飾敬寿園
ケアハウス

特定施設入居者生活介護

〒336－0015
埼玉県さいたま市南区大字太田窪3504－3

TEL：048－799－3066
FAX：048－813－2600

埼玉さくらんぼⅠ番館
特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設／（介護予防）短期入所生活介護

〒336－0015
埼玉県さいたま市南区大字太田窪3516－17

TEL：048－799－2960
FAX：048－799－2961

埼玉さくらんぼⅡ番館
特別養護老人ホーム

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

〒990－2474
山形県山形市大字沼木68－1
TEL：023－674－9881
FAX：023－646－0545

沼木敬寿園
特別養護老人ホーム

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

〒990－2474
山形県山形市大字沼木69
TEL：023－674－9888
FAX：023－646－2322

沼木敬寿園
グループホーム

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

〒990－0073
山形県山形市大野目2－2－67
TEL：023－666－8100
FAX：023－666－8105

鈴川敬寿園
特別養護老人ホーム

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

〒990－2413
山形県山形市南原町3－16－1－102

TEL：023－687－1420
FAX：023－687－1421

敬寿園
訪問看護リハビリステーション

（介護予防）訪問看護

〒989－3125
宮城県仙台市青葉区下愛子字田中3－1

TEL：022－302－8338
FAX：022－392－1218

仙台敬寿園
特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設／（介護予防）短期入所生活介護

〒980－0871
宮城県仙台市青葉区八幡６－９－１５

TEL：022－718－3881
FAX：022－718－3883

アルカディア仙台敬寿園
介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホーム／（介護予防）特定施設入居者生活介護／（介護予防）短期入所生活介護

〒245－0016
神奈川県横浜市泉区和泉町5019－1

TEL：045－800－3180
FAX：045－805－5300

横浜敬寿園
特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設

〒252－0327
神奈川県相模原市南区磯部4507－1

TEL：046－298－1555
FAX：046－298－1557

相模原敬寿園
特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設／（介護予防）短期入所生活介護

敬 寿 会 っ て な に

　敬寿会は平成6年7月に、山形で発足した社会福祉法人です。
　現在では、特別養護老人ホームを中心に、山形、宮城、埼玉、東京、神奈川に併せて11拠点、職員も820名
余を数える広域的な法人となりました。
　山形県は三世代同居率が全国一で、家族や地域の絆が、とても強い県です。この山形の助け合いの心、暖か
い粘り強い精神を全国の皆様に伝えたいという思いから、山形から全国への事業の広域展開を決断いたしま
した。日々、敬寿会のすべての施設で、それぞれの地域の高齢者福祉の拠点としてお役に立てるよう役職員一
同頑張っております。

健康で笑顔を忘れず

意識をもって前向きに

自己を飾らず（素直）

愉快な職場の仲間と

感謝の心で

生きていきます。
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い
じ
ゅ
か
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社会福祉法人　敬寿会

理事長　金澤　壽香
（かなざわ　ひさか）

法　人　名
代 表 者 名
本部所在地
設立年月日
売　上　高
職　員　数

事 業 所 等

／社会福祉法人　敬寿会
／理事長　金澤　壽香
／〒990－0033 山形県山形市諏訪町二丁目1番 25号　TEL：023－664－2141　FAX：023－664－2215
／平成 6年（1994年）7月 1日
／ 50億円　※令和2年度（R2.4.1－R3.3.31）決算値
／ 928人…常勤 653（男性 267、女性 386）、非常勤 271（男性 64、女性 207）、
　派遣 4（男性 1、女性 3） ※令和 4年 3月 1日現在
／拠点数11か所 81事業所（山形県4、宮城県 2、埼玉県 1、東京都 2、神奈川県2） ※令和 4年 4月 1日現在

経営の基本方針

1. 法令を遵守し、行政の求める法人の役割を果たします。
2. 山形の高齢者を敬い大切にする心を全国に伝えます。
3. 地域とつながり、社会貢献を果たします。
4. 優良な施設で、職員一人一人が輝く職場を実現します。
5. 安定したサービスの提供のため、健全な経営を図ります。

介護の基本理念

法 人  概  要

理事長あいさつ 理事長の信条

プライバシーの
保護

自主性の尊重

自立（自律）支援 個別援助計画に基づく
生活支援、介護介助
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　敬寿会は平成6年に山形市で発足した社会福祉法人です。

現在では、特別養護老人ホームを中心に、高齢者福祉・医

療・保育事業を運営しています。山形・宮城・埼玉・東京・神奈

川県に合わせて11拠点79事業所、職員数は 900名以上を

超える広域的な法人になりました。

　今回、寒河江市に居宅介護支援事業所と訪問看護リハビ

リステーションを開設致します。

　寒河江市は山形県のほぼ中央に位置し、西村山郡の中核

都市になります。寒河江市に事務所を構え、近隣市町村を含

めた地域福祉の拠点として、皆様が安心して暮らせるお手伝

いをしてまいります。

　事務所においては外観・内装にこだわり、介護業界を払拭

させるようなデザインになっております。地域サロンとしての

機能も兼ね備え、地域の人が気軽に集まれるような出会いの

場、交流の場、仲間づくりの場に出来ればと考えております。

　「互いに声をかけ支え合う笑顔あふれる寒河江」に向けて、

敬寿会もみなさまのお手伝いをしてまいります。

寒 河 江 敬 寿 園
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訪問看護でできること

ご利用の流れ

健康状態の観察
入浴介助・清拭など清潔ケア
排泄介助
（浣腸・摘便など）
内服薬の管理
療養環境の整備

日常生活の看護

日常生活動作の訓練、指導
関節拘縮・筋力低下の予防、
維持
転倒予防の運動、廃用
症候群の予防
嚥下機能の維持、改善
福祉用具選択や
住環境の整備の助言

リハビリテーション

点滴、注射、血糖測定
カテーテル管理
（胃ろう、尿留置カテーテル等）
床ずれ・傷の処置
排泄管理（自己導尿・
人工肛門・人工膀胱）
その他医師の指示
による処置・管理

医療処置・医療機器管理

介護者の悩みの相談
介護方法の助言
介護用品の相談支援
認知症の正しい知識や
対応の助言

介護者の支援

症状の観察・リハビリ
日常に関する困りごとの相談

精神科看護・リハビリ

痛みの緩和
精神的ケア
お看取りに関する
相談・助言

終末期看護（ターミナルケア）

訪問看護ってなに？
 訪問看護とは病気や障害を持った方が住み慣れた地域やご自宅で、
その人らしく療養生活が送れるように支援するサービスです。

看護師や理学療法士・作業療法士等がその方の生活する場所へ訪問し、
医療的ケアを提供します。

ケアプランセンター（居宅介護支援事業所）ってなに？
 介護が必要になった高齢者が、ご自宅でも安心して生活が継続出来るよう

様々なサービスが活用出来るよう調整する事業所、
そして、介護の相談窓口です。

ご自宅にヘルパーが訪問して、介護を提供する訪問系のサービスや、
デイサービス等の通いのサービス、短期間介護施設で宿泊するサービス、

福祉用具をレンタルするサービス等
様々なサービスを、本人・家族の意向や状況を伺いながら調整・提案します。
少しでも自立した生活が送れるよう、お手伝いさせて頂いております。

介護認定申請代行も行います。
サービス開始後も月に１度は、自宅で本人・家族様と面談を実施し、

状況確認や随時サービスの調整を行います。
在宅での生活・介護とサービスを繋ぐ架け橋。

 家での生活に不安を抱えた時、介護について不安を抱えた時、
介護保険サービスを利用したい時、退院後の家での生活・介護に不安がある時、

身体が弱くなってきてベッドや車いすが必要になった時、
物忘れが進んできているような…と不安に感じた時、

いつでも直接ご連絡下さい。
お話を伺いながらお手伝いさせて頂きます。

ケアプランセンター寒河江敬寿園

介護保険のこと・介護のことでお悩みの方お気軽にご相談ください

訪問相談は無料でいたします。
まずはお気軽にお問合せください。

訪問看護リハビリステーションと
契約をします。

⇒サービスの目的・目標や
訪問日の調整を行います

サービスが開始となります

入院先やご自宅にお伺いし、
今後の方向性をご相談いたします

担当ケアマネジャーや病院の
医療連携室にご相談下さい

主治医の診察により、
訪問看護指示書が発行されます

ご利用の流れ

ご本人やご家族の状況や希望を
伺い、ケアプランを作ります

ケアマネジャーがお宅訪問します

月に１度訪問して、状況把握、
サービス内容を見直します

介護サービスに関わる手配や、
連絡・調整等を行います

訪問看護リハビリステーション寒河江敬寿園

ご自分に合った療養生活を一緒に考えてみませんか
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