特定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
順心病院居宅介護支援センター

http://www.junshin.or.jp/

〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町一色390キクヤマンションⅡ-102
TEL（079）430-0211 FAX（079）430-0818

我々は医療と福祉の両分野で幅広く活動しています。
本部

順心会本部

総務・人事

〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町一色497

経理

のじぎく福祉会本部
〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町二俣762-10
病院

順心病院

つばさ居宅介護支援センター幸生

TEL
（079）
430-0270

FAX
（079）
430-0271

TEL
（079）
430-0272

FAX
（079）
430-0273

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

つばさ居宅介護支援センター宝殿

162床

ことぶき居宅介護支援センター

内科／循環器科／リハビリテーション科／放射線科／皮膚科
歯科（予約制）／もの忘れ外来（予約制）
【診療時間】 月〜土 午前9：00〜12：00 休診 日曜日、祝祭日

★通所リハビリテーション ■実施日

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

180床

津名白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）438-2200 FAX（079）438-6085

月〜土

■ご利用時間

1部
2部

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑584-6
TEL（0799）62-7240 FAX（0799）62-7241

9：00〜12：15「送迎あり」
13：15〜16：30「送迎あり」

TEL.(079)438-9070

加西白寿苑居宅介護支援センター

加古川脳神経・認知リハビリテーション研究センター

〒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

TEL（079）451-8730 FAX（079）451-8731

津名病院

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

〒６５６-２１５６ 淡路市大町下66-1

こすもす園居宅介護支援センター

172床

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

津名白寿苑

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

夢前白寿苑

月〜金／9：00〜17：00
月〜土／9：30〜15：55

日・祝／休業

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

日・祝／休業

100床

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

加西白寿苑

受付時間
デイケア営業時間

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

100床

100床

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

日・祝／休業

50床

地域包括支援センターかこがわ北
〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632-11
TEL（079）430-5560 FAX（079）430-5561

高砂白寿苑

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

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

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

100床

TEL（078）646-9890 FAX（078）646-9893

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

TEL（079）438-4565 FAX（079）430-5152

つばさ訪問看護ステーション宝殿
〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1

TEL（079）433-0901 FAX（079）433-0915

ことぶき訪問看護ステーション
〒６５１-２１０２ 神戸市西区学園東町3-1-1

18名
TEL（0799）60-1150 FAX（0799）60-1151

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑638-4

しらぎくの家

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

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

50名
TEL（079）247-9200 FAX（079）247-9201

月〜日／9：30〜16：00

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3

きぼう

50名
TEL（079）438-7770 FAX（079）438-7686

月〜日／10：00〜16：10

〒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

当法人は、急性期から、慢性期、在宅医療まで、シームレスな医療福祉を目指
しております。
このたび、以前からの懸案であり、また夢であった法人の基幹病院である順心

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

病院の新築移転が決まり、６月２日に起工式を終え、間もなく建設が始まること
になりました。

幸生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

職員一同、力を合わせ、より一層地域の救急医療の助けになり、地元の皆さん

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

から、信頼される病院として、新たな一歩を歩んでいきたいと思います。今後と
も、どうぞよろしくお願い致します。

加古川市生活支援ハウス

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

理事長

栗原 英治

高砂市生活支援ハウス

18名
〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-3
TEL（079）247-9200 FAX（079）247-9201

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

大学

特別養護老人ホーム

こすもす園

18名
TEL（079）430-5030 FAX（079）430-5031

すこやか

学校

すずらんの家

平素より、地域の皆様には、温かいご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

生活支援ハウス

グループホーム

オリーブの家

TEL（078）797-3734 FAX（078）797-3735

リハビリテーション

訪問看護ステーション

つばさ訪問看護ステーション幸生

障害者施設

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

50名
〒６５６-２１５６ 淡路市大町下65-1
TEL（0799）62-7400 FAX（0799）62-7401
デイサービス営業時間 月〜土／10：00〜17：00 30名
〒６７５-００１５ 加古川市野口町坂井字西ノ大町59-1
TEL（079）430-0200 FAX（079）430-0201

TEL（079）247-9811 FAX（079）247-9815

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-1

神戸長者町白寿苑

日・祝／休業

理
理事
事長
長コ
コラ
ラム
ム

やすらぎ

〒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
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

6 7 福祉会
8 施設一覧

ケアハウス

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

4 KRCレポート

神戸長者町白寿苑居宅介護支援センター

TEL（079）335-3320 FAX（079）335-1060

〒６７１-２１３５ 姫路市夢前町塚本77-9

加古川白寿苑

日／休業

経営基盤の安定

働きやすい職場環境

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

200床

TEL（0799）62-7200 FAX（0799）62-7201

2 3 順心病院が生まれ変わります／起工式

5 納涼祭のご案内／施設運営研修会を開催

のじぎくの里居宅介護支援センター

TEL（079）438-2999 FAX（079）430-5108

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

〒６５６-２１５１ 淡路市大町畑584-6
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

土／8：45〜13：00
日／休業

基本方針

大
地学
域包括

介護老人保健施設

白寿苑

月〜金／8：45〜17：30
月〜土／9：30〜15：30

地域に
信頼される施設

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

TEL（0799）62-7501 FAX（0799）62-7502

★ご案内 ●歯科口腔外科（月・水・金） ●カメラ（胃カメラ・大腸カメラ）緊急時以外は予約制となっております
★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

Vol.10

〒６７５-００５４ 加古川市米田町平津426-1
TEL（079）434-4028 FAX（079）434-4100

TEL（079）437-3555 FAX（079）437-6785

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632

7

夢前白寿苑居宅介護支援センター

★診察科目、時間等は上記の電話にてお問い合わせ下さい

幸生リハビリテーション病院

2011

〒６７５-０００５ 加古川市神野町石守1632
TEL（079）430-5117 FAX（079）430-5101

TEL（079）441-3775 FAX（079）441-3776

脳神経外科／外科／内科／小児科／胃腸科／循環器科／耳鼻咽喉科／整形外科／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

〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町一色115

居宅介護支援センター

URL

関西看護医療大学
〒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

順心会
http://www.junshin.or.jp/

のじぎく福祉会
E-mail:kohou@junshin.or.jp

http://www.nojigiku.or.jp

きぼう

２０１２年１０月順心病院が生まれ変わります
順心病院は、昭和56年に順心医院（19床）
として開院し、同年12月には順心病院（60床）
を開設、数年にわたり増床
を実施し、平成10年に現在の162床となりました。基本方針である救急医療と地域連携の充実のもと、平成22年度に
は脳外科疾患を中心とする3,477件の救急搬送患者を受け入れています。
この度、現病院の老朽化と種々の医療機器の導入等による狭隘化により、近隣でより広い延床面積を確保できる場所
への移転新築を模索し、数年にわたり検討を重ねた結果、計画全容の目途が立ちました。計画地は、現在よりも別府駅
から近く、延床面積も現病院の２倍を確保し、最新医療機器の充実を図ることにより患者さまにより良い医療環境を提
供することが可能となります。
今後は、脳神経外科はもとより、内科・外科の更なる充実を目指すとともに、救急体制を整備し、患者さまにより安心・
信頼される地域密着型病院を目指します。
近隣区ならびに住民の皆さまには、工事期間中、何かとご迷惑をおかけすることになりますが、
どうかご理解とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

３．施設の特徴
（１）患者主体の病院
①外来患者の関係部門（診療、
処置、
検査、
採血・採尿、
地域連携室）
の１階への集中配置
②患者アメニティの向上
（２）医療機能の効果的な発揮
①患者動線とサービス動線の明確な分離
（外来及び救急出入口、
スタッフ、給食・物品等サービス関係出入口）
②最新医療機器を配備し迅速で的確な医療を提供
③将来の医療ニーズの変化に対応する拡張性の確保
④電子カルテ導入による医療実務のさらなる効率化
（３）環境への配慮
①屋上緑化及びグラスパーキング
②高断熱化、高気密化及び日射遮蔽バルコニーによる空調負荷低減
（４）災害への備え
①大規模地震時も機能を維持できる免震構造の採用
②停電時も機能を維持できる自家発電設備

１．新病院の診療機能
（１）基本的な機能
①脳外科疾患24時間救急体制
②東播磨地域における２次救急医療の提供及び近隣医療機関との連携

４．開院予定日

（２）診療科目 １0科
脳神経外科 外科 内科 消化器外科 消化器内科 循環器内科
耳鼻咽喉科 整形外科 リハビリテーション科 放射線科

平成24年10月1日
５．設計・施工

（３）病床数
１６２床（12床増床予定）
一般病棟：１６２床 ※HCU １２床含む

設計：株式会社昭和設計
施工：鹿島建設株式会社

２．施設計画
（１）建設場所（移転新築場所）
加古川市別府町別府865番1

敷地面積

7,412.91㎡

（２）構造規模
柱RC梁S造／地上６階（免震構造）

延床面積

9,767.22㎡

6．
モデルルーム建設
着工前に病床と診察室のモデルルームを建築
し、病院スタッフ全員が見学し、
アンケート調査
を実施しました。その結果を建築工事に反映
し、
より機能的な病院を建設する手法を採用し
ています。

（３）工
期
平成23年7月〜平成24年7月
（予定）

病床室

7．問い合わせ先

診療室

医療法人社団 順心会（法人本部）
TEL 079-430-0270 FAX 079-430-0271

（４）施設配置
屋上緑化・設備機器
6階

一般病棟（54床）※HCU4床含む

5階

一般病棟（54床）※HCU4床含む

４階

一般病棟（54床）※HCU4床含む

3階

加古川バイパス
加古川東インター

JR

東加古川駅

新在家交差点
国道2号線
N

壱丁田交差点

手術室、
リハビリ室、CT室、血管造影室、
ドック

1階

外来診療、
救急処置室、放射線、薬剤、地域連携室、医事課、厨房
■

■

■

■ （免震装置） ■

■

■

現病院

ヤマダ電機

管理部門（医局・事務室等）

2階

至明石

至加古川

順心病院 起工式

平成23年6月2日
（木）10：00より順心病院の起工式が
執り行われました。

●ガソリンスタンド

明姫幹線
至高砂

新病院建設地

山陽新幹線
山陽電車

至明石

別府駅
別府港

きぼう

きぼう

レ ポ ート
平成23年5月21日
（土）、兵庫県立淡路佐野運動公園少年野球場竣工記念行事として
「ワイワイつな
がる運動会（淡路島内知的障害者事業所運動会）」が開催され、本校より18名の学生がボランティアと

のじぎく福祉会納涼祭のご案内

して参加しました。本校学生は主に参加者の方々の付き添いを担当し、
さらに与えられた仕事以外にも

今年も納涼祭の季節がやってきました！

主体的に行事を盛り上げるアイディアを提案するなど、積極的に参加することが出来ました。担当者の

のじぎく福祉会の各施設では、今年も恒例の納涼祭を開催します。

方からも「さすが医療を目指す学生だけあって、障害のある方と上手に接しておられました。
また学生

今年も楽しくにぎやかな納涼祭になればと、趣向を凝らしたいろいろな
催しを企画していますので、みなさま是非ご来園ください。

同士の連携もとれていたのでとても助かりました」
と言葉を頂きました。
当日は初夏を思わせるような陽気で、翌週には参加した学生達はみんな顔や腕を真っ赤に日焼けさ
せ、笑顔で登校してきたのが印象的でした。
ボランティア部部長 日用茉悠
今回、参加したボランティアでは、障害者の方々と一緒にダンスを踊ったり、
競技に参加したりと、
とても楽しい時間を過ごすことができました。
「ワイワイ
つながる運動会」のとおり参加者全員一体となれたような気がしました。

■各施設納涼祭予定

施

行事名：兵庫県立淡路佐野運動公園

第２グラウンドオープン記念運動大会

「ワイワイつながる運動会（淡路島内知的障害者事業所運動会）」
日 時：平成23年5月21日
（土） 11:00〜15:00
場

所：兵庫県立佐野運動公園少年野球場

内

容：競技進行補助、介助、付添等

主

催：淡路県民局（主催）、障害者自立支援協議会（協力）

設

開

名

催 日 時

こすもす園

8月 7日
（日）

午後 6時00分〜午後 8時00分

やすらぎ

8月 5日
（金）

午後 6時00分〜午後 7時30分

津名やすらぎの里

7月26日
（火）

午後 0時00分〜午後 3時00分

すこやか

7月23日
（土）

午前11時30分〜午後 3時00分

のじぎくの里

7月23日
（土）

午後 6時00分〜午後 8時00分

むさしの里

8月20日
（土）

午前11時00分〜午後 3時00分

神戸長者町白寿苑

8月27日
（土）

午後 1時30分〜午後 3時00分

参加者：理学療法学科2年
日用茉悠、有藤文香、坂田和紀、佐々木美幸、下山由希、西村恭一、高井麻衣、
水田有樹
理学療法学科1年
浦上美和子、久保隼人、竹田章悟、西野あゆみ、松下幸司、松倉将之、山本祐司、
吉田敏彦、福田凌輝、藤井裕也

のじぎく福祉会・順心会施設運営研修会を開催
平成２３年６月１７日、幸生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大研修室におい
て、のじぎく福祉会の評議員である赤松和彦弁護士をお迎えし、研修
会を開催しました。
のじぎく福祉会と順心会の医師、看護職員、介護職員、相談員、
セラ
ピスト、ケアマネージャーなど様々な職種の皆さんが多数参加され、
日々作成されている診療記録や看護・介護記録等の法的意義と記録方
法のポイント、記録が与える法律問題などについて学びを深める機会
となり、充実した研修となりました。

きぼう

きぼう

特別養護老人ホーム

ケアハウス

こすもす園

や す ら ぎ
新人職員より一言

新・喫茶会
4月より喫茶会の開催回数を週1回から週6回へと
増やし、メニューも増えたことにより、利用者も選
択の幅が広がり、楽しんで参加して頂いています。

のじぎくの里
ヘルパー室紹介 9人と少ない人数ですが皆で協力しあい、月1回のミーテ

ィングでは利用者様の処遇について話し合っています。
こんなヘルパー室ですが、お年寄りの好きな方、在宅介
護に興味のある方ご紹介下さい。

のじぎく開設当時からの利用者様
です。いつもヘルパーが来るのを待
って下さっています。

いつも優しく笑顔で色々と
ありがたいです。ヘルパー
さんの来てくれる日が楽し
みです。憂鬱な時も心が明
るくなります。これからも
よろしくお願いします。

ご夫婦２人で仲良く
過ごしておられます。
そんな仲にヘルパー
もおじゃまして…
楽しく訪問させて頂
いています。

ボランティア（笑福一座）の方々にお越し頂きま した。マジ
ックや銭太鼓などを披露して頂き驚きと感動の連続でした。

社会福祉法人のじぎく福祉会基本理念

地域との連携の下︑利用者様本位の福祉サービス
の提供と介護予防等在宅生活の支援に努め︑
地域福祉の向上に資することを目標とします︒

特別養護老人ホーム

福祉会のペ�ジ

僕が介護に興味を持ったのは、介護の番組
を見て、僕のおじいちゃん、おばあちゃんの
介護をしてあげられたらいいなぁと思ったの
が、きっかけでした。高校3年生で就職先を
決める時は、迷うことなく介護の職に就きた
いと思いました。でも農業高校だったので、
資格も経験もなくこのままでは駄目だと思
い、ヘルパーの資格を取りました。
のじぎく福祉会からの合格は本当に嬉しく
頑張ろうと思いました。今は覚えることが多
く大変ですが、充実した毎日を送っていま
す。これからも今の気持ちを忘れず、前に向
かっていきますのでよろしくお願いします。

こすもす園特養介護
桑田聖也

ケアハウス

淡路島公園へ、お花見ツア
ーに行ってきました。
見事な桜、お弁当、ハーモ
ニカ、歌や踊りで盛り上が
りました！

障害者支援施設

自立支援センターむさしの里
4月は「JR列車の旅」を行
いました。入所部門は姫路
別所駅から明石で花見を、
通所部門は播但線の旅を
楽しみました。初めて列車
に乗った人も多く、喜んで
いただけました。

介護老人保健施設

通所のみんなで「こいのぼり」をつく
りました。こいの「うろこ」が利用者の
方々の似顔絵となっています。みんな
で記念写真も撮りました。

行

所／

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

〒６７５-０１１５ 兵庫県加古川市平岡町一色４９７
TEL（０７９）
４３０-０２７０ FAX（０７９）
４３０-０２７１

〒６７５-０１１１ 兵庫県加古川市平岡町二俣７６２-１０
TEL（０７９）
４４１-３７７５ FAX（０７９）
４４１-３７７６

修

発

民生委員の方々が施設見学をされ、当施設自
慢の庭園をご覧いただきました。
介護相談を受けたり、地域の方とのふれあい
の場として、月1回喫茶コーナーを設け、地
域に根ざした施設を目指しています。

節電で 暑いこの夏
どう過ごす 山口

早いもので、今年も半年が過ぎました。新入社員の皆さんは、入社されて3ヶ月が経ちますが、業務や環境にも慣れ、余裕が出てき
ている時期だと思います。この慣れてきた今こそ、
「初心」を思い返してみてはいかがでしょうか。折にふれて、
「初心」を思い返すと、
原点に立ち返ることができ、いつまでもフレッシュさを保ち続けることができるのではないかと思います。
これから暑い季節になりますが、暑さに負けず、頑張っていきましょう。

おやつレク
４月よりおやつレクを
始めています。利用者
様同士協力しながらお
やつを作っています。
どら焼き、お好み焼き、
きんつばに挑戦しまし
た。毎月いろんなおや
つ作りにチャレンジし
ていきます。

雨あがり 紫陽花の色
鮮やかに
多田 澄子

板谷ます子

山道で 右と左の別れ道
道しるべあり ほっと一息

室井ルイ子

母の日にちなみ職員の
手作りのカーネーショ
ンをプレゼントしまし
た。
（デイサービス）

五十回忌 一人淋しき夕涼み
はぐれ飛びたる 蛍一つ

園芸クラブ うまく育て
ばたくさんの枝豆が収穫
できます。(ケアハウス)

編集後記

施設の畑に植えていた「たまね
ぎ」と「えんどうまめ」を収穫し
ました。昨秋植えていたもの
で、肥料不足のせいか少々小ぶ
りだったのが残念です。

神戸長者町白寿苑

す こ や か

菖蒲湯 今年も一年 健康で過
ごせますように…(ケアハウス)

今年の春の遠足は須磨の水族館に出か
けました。
珍しい魚やイルカのショーなど癒しの
空間で楽しいひと時を過ごしました。

津名やすらぎの里

ケアハウス

きぼう

作品展示会を行いました。
クラブ活動などの日頃の
成果を披露しました。
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