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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。

ホームページが新しくなりました！
この度、当院のホームページがリニューアルいたしました！
新しく
「３分でわかる林道倫精神科神経科病院」
というページを設けて、林病院の医療がよりわかりやすく伝わる
ようになり受診前の疑問・不安にも幅広く対応できるものとなりました。
また、林友の会が発行する心のひろばや、林法人が発行する広報紙・パンフレットも閲覧でき、バックナンバーも
お楽しみいただけます。
今回のホームページは、
スマートフォン、
タブレットにも対応していますのでどんな機器からでも見やすくなっています。

ホームページは、下記ＱＲコードから見る
ことができます。
まだ見ていない方はぜひ
一度ご覧になってみてください。そして
外来診療、
入院などの際にご活用ください。

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

林病院は、患者さんの受療権を守る取り組みとして、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。
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新入職員のご紹介
2022年度も多くの職員が入職しました。今号ではそのうち2名の職員をご紹介いたします。
職員一同、
より良い精神科医療に向けて精進してまいりますのでよろしくお願いいたします。

STAFF
なかむら

あつとし

中村 敦俊

（後期研修医）

これまで慈圭病院やももの里
中村敦俊と申します。
を経て今年の4月より
病院、大学病院などでの勤務
これまで初期研修医時代
林病院に勤務となりました。
習した経 験が あります 。
に１ヶ月ほど林病 院にて実
など
（最 近数 十年 ぶりに再 開）
趣味 は散 歩やピアノ
です。

ます。
どうぞよろしくお願い申し上げ

STAFF
しみず

り か

清水 理馨

（看護師）

はじ めまして 。この 4月から
入職した 清水 です 。
私が配属された病 棟では長
期入 院されている方が
多く、患者さまの方から積極
的に話しかけ てきてく
ださいます。患者さまとしっか
りとコミュニケーション
をとり、親しみやすい看護師に
なっていきたいです。
今ハマっていることはK-Pop
のガールズグループ
の動画を観ることで、特にオー
ディション番組が好き
です。その他、
お花見や紅葉など自然を見
に行くこと
も好きです。
これからよろしくお願いします
。
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林病院 リカバリー の今

−第3回

グループホームの取り組み−

林病院グループホーム
（以下ＧＨ）
は、精神障害者の方に特化
したＧＨです。
ＧＨでは、
ご利用者が地域において共同して自立した社会生活
を営むことができるよう、心身の状況に応じて相談や日常生活
上の援助、
健康管理や金銭管理の援助、
受診同行や緊急時の対応、
ご家族や関係機関との連携など多岐にわたった支援を行って
います。現在、9カ所のＧＨがあり、総定員は30名です。

ストレングスに着目して関わる
ＧＨでは、パーソナルリカバリーの視点に立った活動を行っています。
精神科医療は病院から地域の方向に向かっていて、
入院中から医療機関や相談支援事業所と連携を図りながら、
ご利用者が
地域で自分らしく主体的に生活できるような関わりを心がけています。
長期入院をされていても、
ご利用者は地域生活で活かしていけるストレングスをたくさん持っておられます。その方の
強みに着目し、職員間でも共有し、
「もう一度その人らしく地域でくらす」
ことを大切に関わっています。

夢や希望を叶えるため一緒に考える
ご利用者が発病や入院でやりたくてもできなかった夢や希望が何だったのか、
それを実現するためにはどうしたらいいのかを
一緒に考えていきます。
最初は一歩を踏み出すのに不安だったご利用者も、
やりたいことを実際にやってみて、
失敗しながらも
できたという経験を積み重ねていくことが自信につながり、
可能性はさらに広がっていくと日々の支援の中で感じています。
今までに、
様々なご利用者から
「デパートで買い物がしたい。
「
」果物狩りや温泉に行ってみたい。
「
」1人で旅行に行きたい。
」
「働いてお金を稼ぎたい。」
「10年以上戻れていない実家に帰りたい。」
「お墓参りに行きたい。」
「勉強して資格がとりたい。」
「自分で料理ができるようになりたい。」など、多くの希望が出て、それを1つずつ実現できるにはどうしたらいいかを一緒に
考え進めていきました。

話し合いながら自ら問題を解決
また、
ＧＨでは定期的にご利用者とスタッフでミーティングを行っています。
他人同士が生活する中では、ちょっとしたトラブルが起こります。そのトラブルはスタッフに相談があり、スタッフに解決
方法を出してほしいと言われることもありますが、
緊急でない限りミーティングで話し合いをしようと返しています。
それは、
ＧＨという模擬社会の中でご利用者同士が自分の考えや意見を出し合えるようになり、その中で成功体験を積み
重ねたり、失敗してもその理由や解決方法を自分たちで考えたりできるような
「その人自身が人生の主体者になる」
ために
必要なことだと考えているからです。

地域で暮らすことがゴールではない
ＧＨスタッフは、
退院や地域で暮らすことをゴールとは考えていません。
ＧＨの集団の力を利用しながら、
ご利用者一人一人の興
味や生活の幅自体が広がり、
希望をもって生活することができるような支援を目標としています。
ご利用者の潜在意識を引き出し
育み、
日々の中でこの体験を積み重ねていくことが、
豊かにその人らしく生きていくためのステップだと考えています。
そこに寄り添いながら、
スタッフも一緒に成長していくことができたらと考えています。
次回は作業療法の取り組みを紹介します
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デイケアのご紹介

当院精神科デイケアは、集団活動を通じて、
こころと身
体を回復しながら、自分らしい社会生活のための準備を
する場です。生活リズムを整えたい、人付き合いの練習を
したい、就労や復職の準備をしたい、相談相手がほしい、
アルコール問題で悩んでいる、
こうした思いを抱えてい
る方にデイケアの利用を検討していただいています。
プログラム内容は、
スポーツや園芸、創作活動、
レクレー
ション、外部講師によるヨガなどの、楽しんだりリフレッ
シュしたりできるプログラムをはじめ、
ピアサポーター（＝
病気の体験をした当事者で、同じ病気や生活のしづらさ
などで悩んでいる方を支える活動をしている仲間）
との

交流会、疾患別の心理教育プログラムなども設けていま
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）を開設しており、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しています。
利用者と共に個別のリハビリ計画を考え、一人一人が
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。
また、ヘルパー、訪問看護、就労支援事
業所等の地域福祉サービス・機関と連携し、その方の地域
生活をチームの一員として支えます。
ご興味がある方がいましたら、お気軽にお問い合わせ
ください。

診察のご案内

林 病 院へのご 案 内

入院対応

岡北大橋
JR西川原駅

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

百間川
旭
川

9：00〜20：00

月曜日〜土曜日

9：30〜15：30

月曜日〜土曜日

新鶴見橋

…

重度認知症患者デイケア
（わたぼうし）

岡山中央
警察署 ●

林病院へは

デイケア・ナイトケア

けやき外来

林道倫精神科
神経科病院

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 月曜日〜金曜日
9：00〜12：30 土曜日
TEL：086-272-8570

●
就実大学

●COOP
●エディオン
●セブンイレブン
つばさ薬局

トマト
銀行 ●

●

OHK
ハウジング

天満屋
ハピータウン
原尾島店
●

中区役所 ●

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

