
　林病院は、患者さんの受療権を守るとりくみとして、無料・低額診療事業（無低診）を実施しています。無低診を適用
されますと、当院の医療費が無料または低額になります。経済的な理由で医療費の支払いが難しい方、お気軽に相談
室または受付まで、ご相談ください。適用にならない場合でも、解決策を一緒に考えていきます。
　また、「命は平等である」との考え方から、差額ベッド代も頂いておりません。

当院はお金のあるなしにかかわらず

　　　　　　　　　　安心して受診していただける病院です。
●無料・低額診療事業を実施しています　●差額ベッド代は頂いておりません

初春のごあいさつ
　明けましておめでとうございます。
　日頃より当院をご利用していただいている皆様や、さまざまな連携をしていた
だいている医療機関、福祉施設、行政の皆様に心から感謝申し上げます。
　昨年9月に岡山で全日本民医連認知症懇話会が開催されました。医療、介護、福
祉に携わる職員のみならず、地域の関係者、当事者、家族が全国から500名近く集
まり、154演題の発表がありました。認知症に対する関心は年々高まっています。
　座談会では当事者の方から発言をいただき、援助者が何気なく使っている言葉
が当事者を傷つけていることを学びました。認知症に限
らず精神科に関する政策や制度は、これまで専門家や政
治家、行政が決めてきた歴史があります。これからは、当
事者やご家族、市民が加わってつくってゆくことが大切
です。このことを「コ・プロダクション」と呼びヨーロッ
パには進んだ実践があります。
　本年も多くの方々と連携、協力しながら活動してまい
ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

院長　林　英樹
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♥基本方針
　１、 「心の病」の予防、治療、リハビリに取り組みます。
　２、 人権を尊重し、安全・安楽・信頼の医療に努めます。
　３、 地域と連携し、誰でも安心して暮らせる地域づくりに努めます。

♥病院理念
　その人らしく生きられるように
　　　　　　　共に支えあいます
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　精神科デイケアは外来リハビリの一つで、日中、ご
自宅から通って、様々なグループ活動や仲間との交流
を通じて、ともに楽しんだり、自分の課題を考えたり
しながら、その人らしい社会生活を送るためにそれぞ
れの目標に向かって準備をする場です。

　当院の精神科デイケアは平均して一日約60名の方が利用しています。デイケアを利用しな
がらヘルパー、訪問看護などの生活支援や、働きたいという目標に向かって就労支援事業所等
利用している方も多く、デイケアもチームの一員としてその人をとりまく様々な機関・社会資源
と連携し地域生活を支えています。

　当デイケアでは、担当制をとっており、個々のリハビリ計画を大切に、具体的目標をメンバーと共に考えながら将来への希望や
目標を見出せる場となるよう日々支援をおこなっています。
　日々のプログラム内容は、スポーツや園芸、クラブ活動、レクレーション、外部講師によるヨガやペン習字など、楽しんだりリフレッシュ
できるプログラムをはじめ、統合失調症や発達障害などそれぞれの病気について学んだり理解を深める疾患別のグループワークを
行っています。また、岡山市のピアサポーター派遣事業を利用したピア交流会や臨床心理士によるコミュニケーションスキルを学ぶ
プログラムなどを取り入れています。
　また当院ではアルコールデイケア（アルコール依
存症の方のデイケア）を開設しています。同じ悩み
を抱える方々が集まり、お酒をやめて新しい生活を
目指そうとする場です。
　デイケアに通所して仲間と交流し、お酒のない規
則正しい生活を身につけ、仲間とともに回復を目指
します。
　ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。

デイケア科長　杉山　はるか

林病院精神科デイケアはこんなところ

小笠原 唯 
精神保健福祉士（デイケア）
小笠原 唯 
精神保健福祉士（デイケア）

　デイケアに通ってこられるメンバーさんが地域で生活して
いくための様々なお手伝いをしています。メンバーさんが思い描く生活・人生をどうやって実現していく
か、一緒に考え、一緒に動きます。たとえば、ヘルパーなどの福祉・介護サービスを利用できるよう連
絡や調整をしたり、役所や銀行での手続きの援助をしたり、仕事や作業所に行く時の相談を受けたり、
お金の相談に乗ったり、一緒に外出したり訪問をして生活に必要なものを揃えたり…。
　同時に、日々のプログラムでメンバーと一緒に活動し、楽しいことや嬉しいことを共有したり、苦手なこ
とや悩み事に試行錯誤し、チャレンジしたりすることもあります。そうした様々な体験をメンバーと共にす
る時間が大切だと感じます。

どんな仕事をされていますか？

　メンバーさん自身が叶えたいことや、なりたい自分を見つけ、変わっていったり、生活が充実していることを明るく話し
てくださるときは嬉しく思います。

　映画鑑賞、友達と美味しいものを食べに行く、サッカー観戦、音楽鑑賞など。根っこはインドアです。

　「その人らしく生きられるよう共に支え合います」の理念のもと、多職種がチームとなって患者さんをサポートしている病
院だと思います。

　デイケアは季節ごとのレクをメンバーとともにつくりあげています。それぞれ、日々の活動は異なっていても、レクの時
には集結し一体感のある盛り上がりとなります！デイケアをご利用の際には、ぜひ一緒に楽しみましょう。

仕事のやりがいを教えてください。

趣味はなんですか？

小笠原さんから見て林病院とはどんな病院ですか？

患者さんへのメッセージをどうぞ！

デイケアのとある一日
デイケアスタート
　朝ミーティングとラジオ体操

午前のプログラム
　今日はクラブ活動　
　皆さん思い思いの作品を一生懸命
　作っています

昼食　病院の食事を食べます

午後のプログラム
心理士よりコミュニケーションスキル
を学ぶ

午後ミーティング
今日行ったプログラムをみんなで振り
返ります

9時

10時
頃

お昼

13時
半頃

15時 コミュニケーションスキルの学習会
（四つ葉の会）

クラブ活動

秋祭りの様子

年末恒例の餅つき
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•他部署での取り組みを聞いて患者さんに寄り添って患者さんらしく生活出来る様多方面から患者さんにア
プローチしていく姿勢がとても素晴らしいと思いました。
•目の前の業務に追われがちですが、他職種の視点を学んで視野を広げる大切さを改めて感じました。
•モデルに基づき理論的に取り組んでいる発表が多数あり、学習することの重要性を再認識させられました。

　当院では、各部署から医療活動の報告を持ち
寄り、質疑等を通じて理解を深めるために 2 年
に 1 度院内活動交流集会を開催しています。
2019 年度は 11月 16 日に開催され、発表者を
含め 71 名が参加しました。演題数は 11、部署
数は 8 と多くの部署から演題が持ち寄られ、院
内で行われている様々な医療活動を知る機会と
なりました。
　質疑応答の時間にはフロアから質問が相次
ぎ、活発な議論がなされました。この度の交
流集会で職員がチーム医療の大切さを改
めて実感し、より良い医療を提供してい
けたらと思います。
　参加者の中から一部感想文をご紹介
します。

院内活動交流集会

感想抜粋

ユニークな回答に笑顔も

原紘志医師も発表 質疑も活発に

岡山駅よりタクシー約10分
山陽本線（赤穂線）西川原駅より南へ徒歩13分
岡山駅東口バスターミナルより岡電バス「藤原団地行」、
宇野団地入口で下車。西へ徒歩約2分
岡山駅東口バスターミナルより宇野バス「東岡山線」、
林病院入口で下車。西へ徒歩約2分

林病院へのご案内
入院対応
入院のご相談は、地域連携室へご連絡ください。
夜間・休日も対応しています。
TEL：086-272-8811

外来通院
外来通院の相談は「林病院けやき外来」へ
ご連絡ください。
　9：00～17：00　月曜～金曜　
　9：00～12：30　土曜

デイケア・ナイトケア
9：00～20：00　月曜日～土曜日

重度認知症患者デイケア（わたぼうし）
9：30～15：30　月曜日～土曜日　

診察のご案内

林
病
院
へ
は…

百間川

●COOP
●エディオン

OHK
ハウジング

つばさ薬局

トマト
銀行

中区役所

岡山中央
警察署

就実大学

　天満屋
ハピータウン
原尾島店

●セブンイレブン

●

●

●●

●

●

JR西川原駅
岡北大橋

川
旭

新鶴見橋

林道倫精神科
神経科病院

けやき外来

＜ 4 ＞	 はやしだより	 第 31号


