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
居宅介護支援センター

順心病院居宅介護支援センター
〒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

つばさ居宅介護支援センター幸生

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

TEL
（079）
430-0270

FAX
（079）
430-0271

TEL
（079）
430-0272

FAX
（079）
430-0273

〒６７５-０１１５ 加古川市平岡町一色115

〒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／リハビリテーション科／神経内科／呼吸器内科／糖尿病内科／整形外科
皮膚科／放射線科／泌尿器科／精神科
【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
★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

〒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
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

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

受付窓口営業時間
デイケア営業時間

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

〒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

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

50名
〒６５６-２１５６ 淡路市大町下65-1
TEL（0799）62-7400 FAX（0799）62-7401

神戸長者町白寿苑

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

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

〒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字西ノ大町59-1
TEL（079）430-0200 FAX（079）430-0201

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

デイサービス営業時間

9名
TEL（079）247-9206 FAX（079）247-9201

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

18名
TEL（079）430-5030 FAX（079）430-5031

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

学校

すずらんの家

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

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

デイサービス営業時間

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

障害者施設

〒６５３-０８６６ 神戸市長田区長者町19-1

こすもす園

すこやか

TEL（079）247-9811 FAX（079）247-9815

〒６７１-０１２３ 高砂市北浜町西浜773-1
受付窓口営業時間
デイケア営業時間

日・祝／休業

8 施設一覧

地域包括支援センターかこがわ北

〒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

高砂白寿苑

6 7 福祉会

〒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

のじぎく福祉会納涼祭のご案内

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

5 ケーシー着衣式での校長の言葉

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

4 新順心病院のデザインについて

5

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

順心会訪問看護ステーション

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

2 3 特集

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

津名病院

Vol.14

〒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

★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

7

夢前白寿苑居宅介護支援センター

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

2012

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

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

のじぎく福祉会
求人
サイト

http://www.junshin.or.jp/ http://www.junshin-recruit.jp/ E-mail:kohou@junshin.or.jp

http://www.nojigiku.or.jp

きぼう

特集

つばさ訪問看護ステーション 幸生

順心会訪問看護ステーション

順心会には、在宅部門として訪問看護ステーション、居宅介護支援センター、地域包括支援セン
ターがあり、医療部門、福祉部門との連携を強化しています。
今回は、3つの訪問看護ステーションにスポットをあて紹介したいと思います。

ご家庭での療養生活を応援いたします
訪問看護とは？
訪問看護とは訪問看護ステーションか
ら病気や障害を持った人が住み慣れた
地域やご家庭で、その人らしく療養生
活を送れるように、看
護師等が生活の場へ
訪問し、看護ケアを提
供し、自立への援助を
促し療養生活を支援
するサービスです。

訪問看護ステーションの
サービス
訪問看護ステーションから専門の看護
師が利用者様のご家庭を訪問し、病状
や療養生活を看護の専門家の目で見守
り、適切な判断に基づいたケアとアド
バイスで、
24時間365日対応し、
在宅で
の療養生活が送れるよう支援します。
また、
医師や関係機関と連携を取り、
さ
まざまな在宅ケアサービス使い方を提
案します。

〜訪問看護１日の流れ〜

朝

夕

夜

訪問看護ステーションで
訪問件数を確認し準備し
ます。
今日は午前２件・午後３件、
訪問開始…今日も１日安
全運転で！

口腔リハビリ中

カルテ記録、カンファレン
ス参加、往診にも同席しま
す。居宅介護支援センター
のケアマネージャーとも密
に連携し、情報交換と解決
策を検討中！
夜中や早朝に訪問することもあります。
利用者様の安心のため、
24時間電話
対応をしています。

きぼう

血圧測定中

優

加古川市神野町石守1632
☎079-438-4565
■エリア 高砂〜加古川〜明石
■スタッフ 看護師18名、理学療法士2名、作業療法士1名、事務2名

つばさ訪問看護ステーション 宝殿
加古川市米田町平津426-1
☎079-433-0901
■エリア 高砂〜加古川
■スタッフ 看護師8名、事務1名

ことぶき訪問看護ステーション
神戸市西区学園東町3-1-1
☎078-797-3734
■エリア 神戸市西区、垂水区、須磨区
■スタッフ 看護師７名、理学療法士１名、事務１名

こんな時にご相談ください
●病院を退院した後、家庭で療養したいが
不安がある
●床ずれの手当や予防が大変
●チューブや力テーテル等医療器具をつけ
ている
●家庭での介護のしかたがわからない
●在宅酸素療法の管理に不安を持っている
●持続腹膜濯流をしている
●在宅でリハビリをしてほしい
●認知症や失禁が始まった
●介護疲れで共倒れになりそう
●食欲低下や転びやすくなった等身体の症
状の変化が心配
●最後を家庭で看とりたい

主なサービスの内容
訪問看護は看護師がご本人やご家族と話し
合いながら、
関係機関と連絡をとり、
すすめ
てまいります。
【具体的には】
●在宅療養者の健康管理(血圧、体温、脈拍
測定等と助言)
●清潔の援助、
整髪、
入浴介助
●床ずれの予防、
処置
●吸引、
ぼうこう洗浄
●認知症のケア一、
相談
●食事、
排泄の介助
●療養環境の整備
●リハビリテーション
●家族の介護相談
●終末期の介護

ご利用いただける方

お申し込み方法

●年齢に関係なく、在宅療養され
ている方
●かかりつけの医師から訪問看護
が必要と認められた方

●かかりつけの医師に申し込む
●訪問看護ステーションヘ申し込む(訪問
看護サービスは利用者のかかりつけの医
師の指示に基づいて行います。
)

きぼう

新順心病院のデザインについて

昨年6月から始まった工事も佳境に入り、2012年10月のオープンに向けて順調に進められております。
先日、建物の外部に設置されていた足場も外され、建物の姿をご覧になられたのではないでしょうか。
そこで今回は、新順心病院の外観デザインについて少し説明させて頂きます。

ケーシー（白衣）着衣式での校長の言葉
新入生は、今日から正式にケーシーをユニフォームとし
て着用が義務付けされます。
まず、袖をとおして更衣室で
しっかり鏡を見ましたか？ 笑顔の実践をしていますか？

苦手な科目も同様です。
すべてに通じることです。
みなさんは今、砂漠にいるといっても過言ではありませ
ん。努力も必要ですし、制約も受けます。
しかしオアシスに

私は、医師になって間もなく、大工さんの患者さんから

■建物構成
診療部門、手術部門や管理部門のある低層部と、病棟のある高層部から構成されています。

教ったことがあります。
「ハチマキしっかり、
こころうっかり」ではダメですよ。
どのような意味だと思いますか？
「ケーシーをきちっと身に付けると同時に内面もしっか
りと意識をもって学んでいくことが大切だということで
す。」
学校生活、臨床実習、社会生活でもコミュニケーション

北東より望む

南東より望む

西より望む

が重要であるのはいうまでもありませんが、やはり基本は

辿り着かなければ生きていけません。
オアシスは国家試験

挨拶です。

の合格と言えます。

「自分から笑顔であいさつしていくことを実践していっ

入学から１ヶ月半経ち、自分には学校が不向きなのでは

て下さい。心が充実していれば、笑顔は自然と出てくるも

と、心がゆらでいる学生もいるでしょうが、
セラピストにな

のです。」

るのだという、初心を忘れず、ケーシーをきちっと着こな

勉強に関しては、
「不得意」
ということを理由にすること

し、指示待ちではなく、われわれは学生である、元気に学ぶ

は、いかにさぼっているかの証明にしかすぎませんので、

心がある、教えていただくという気持ちでオアシスに辿り

さらに時間をかけて取り組んで下さい。

着けるようこれから日々勉強に励んで下さい。

のじぎく福祉会納涼祭のご案内

■高層部

今年も納涼祭の季節がやってきました！

清潔感のある病棟のイメージを表現するために、白を基調とし
た色彩で構成しています。
バルコニーを縦方向に走るマリオン
（アルミの縦格子）
と横方向
に伸びる床スラブによって形成されたグリッド（格子状のデザイ
ン）は、誠実かつ実直に患者様と向き合う順心病院の精神を表現
しています。
また、手すりは細い縦ラインとすることで、外部からの視認を遮
りながら、一方で病室からは街を見下ろすことができる設えにして
います。

各施設では、今年も納涼祭の開催を予定しています。
職員による屋台の出店や踊りなどの様々な出し物を
企画していますので、お越しいただき、
楽しいひと時をお過ごしください。

■低層部

エントランスのある東面、救急入口のあるに西側の壁面は、黒い
タイル張りとし、来院された患者さまに信頼感や安心感を感じて
頂けるよう落ち着きのある色彩としています。
また、
タイルは細いボーダータイル
（線状のタイル）
を積層させ
ることで、順心病院がこれまで築いて来た経験や実績を表現して
います。
メインのエントランスホールについては、残念ながらただ今工
事が進行中のため、写真でご紹介することができませんでした。
まもなくお披露目させて頂く機会があると思いますので、楽し
みにしておいて下さい。

きぼう

■各施設納涼祭予定

施

■ロゴマーク
順心病院の建て替えを機に、順心会のロ
ゴマークが変わります！
順心会グループが今後も皆様に寄り添う
かたちで貢献できるよう、普遍的でわかり

設

開

名

催 日 時

津名やすらぎの里

7月15日
（日）

午後 0時00分〜午後 3時00分

すこやか

7月28日
（土）

午前11時30分〜午後 4時00分

のじぎくの里

7月28日
（土）

午後 5時30分〜午後 7時30分

やすらぎ

8月 3日
（金）

午後 6時00分〜午後 7時30分

こすもす園

8月 4日
（土）

午後 6時00分〜午後 7時30分

むさしの里

8月18日
（土）

午前11時00分〜午後 3時00分

神戸長者町白寿苑

8月25日
（土）

午後 1時30分〜午後 3時30分

やすいデザインとしています。
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5月26日 日本舞踊のすみれ
会様がお越し下さいました。
鮮やかな着物・扇に艶やかな
舞。
皆さん、食い入るようにご覧
になられていました。

ケアハウス

ケアハウス

津名やすらぎの里

さ

食事形態写真（一口大）

きぼう

とりの照り焼き

フルーツ

最近、一口大の食事形態が必要な利用者様が増えてきました。その
ため新たに食事形態を作り利用者様からも食べやすくなったと喜ん
で頂いています。

ゆ

編集後記

『リハ強化』
楽しみながらトランポ
リン華麗にジャンプし
ている様子を見てもら
えなくて残念です。シャ
ッターチャンスを逃し
てしまいました。

自立支援センターむさしの里

近隣の方から頂いた
カーネーションを植
え、毎日水をあげ成長
を見守っています。も
っともっと花が咲く
かな〜

介護老人保健施設

神戸長者町白寿苑

手作りでどらやきを作りました♪
発

暑くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしですか。
昨年の東日本大震災以降、日本全国では電力不足により節電の機運が高まり、皆さんも様々な省エネ・省電力対策を
講じていることと思います。無理なく楽しく節電しながら、皆さんのパワーでこの夏を乗り切りましょう。

毎週「いきいき100歳体操」に
取組んでいます。

障害者支援施設

室井ルイ子

納涼祭は、
７月２８日(土)に行う予定です。
今年で10回目を迎えます。
皆様、ぜひご参加下さい。

山下榮美子

開設１年目に中庭に植樹した 姫
リンゴの木 が綺麗に咲きました♪

先き逝きし ギタリストは 出迎えてや
なか
道半ば 彼岸迄の 道中嬉し

万緑や へらの先なる 考古学

天気も良く
ちょうど咲き
頃でした。

母の日でカーネーションをプレゼ
ントしました。

お花見ツアーに行ってきました。

さばの竜田揚げ

す こ や か

住吉神社へ藤の花を
観に行って来ました。

社会福祉法人のじぎく福祉会基本理念

これは何かおわかりですか？
実はこれ花壇なのです。2階中庭を色
付けしたペットボトルを埋め込んで、
アレンジしてみました。
下から見ると、文字が大きい事がよく
わかります。しばらくすると、土が緑
に覆われて、黄色と緑のコントラスト
がとても鮮やかになりますよ。

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︒

のじぎくの里

やすらぎ川柳会

特別養護老人ホーム

由紀

≪こすもす園デイサービス≫

やすらぎでは、グラウンドゴルフを通して
地域の方々との交流を行っています。

皐月賞
獏は夢私は過去を食べ生きる

今年から介護職員、生活相談員
の制服が新しくなりました。
心機一転頑張ります！！

節電の為に、今年は『琉球
朝顔』で緑のカーテンを育
成中です。

福祉会のペ�ジ

利用者様が紫陽花
を綺麗に作成して
下さいました。
こすもす園の玄関
を、色とりどりの
紫陽花が咲き乱れ
ています。

保

第２回やすらぎグラウンドゴルフコンペ

≪制服≫

優秀賞
里山の緑に映える麦の秋

や す ら ぎ

≪グリーンカーテン≫

優秀賞
ストレスが山の緑に吸いこまれ 美恵

こすもす園

優秀賞
三猿になつて暮そうこれからは 美恵

ケアハウス

優秀賞
すべて皆包んでくれる空が好き 綾

特別養護老人ホーム

行

所／

医療法人社団 順心会本部

天気がよくて眺めも最高です。

社会福祉法人 のじぎく福祉会本部
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何歳になっても人生これからです。
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