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きらめき＊ほっと＊通信

　10月20日、認知症の人や家族、支援者、地域の人が全国をリレーしてタスキをつなぎ、認知症になっても

安心して暮らせる地域を作る「RUN伴2018」に当センターから職員7名と、入居者さん5名が参加し3.2㎞の

距離をリレーしました。ゴールの湯田温泉病院には、山口県PR本部長「ちょるる」が応援に駆け付け、約70名

の当センターのご利用者さんやご家族、職員の声援を受けながら無事ゴールしました。

山口地域ケアセンター
ホームページ

済生会山口地域ケアセンター 理念

二、地域に根ざした保健・医療・福祉に
　　取り組みます

三、思いやりを持って
　　患者さん、利用者さんに接します

一、済生会精神を守ります
済生会山口地域ケアセンターは、

　医療を有する日本最大の社会福祉法人「済生会」の１施設とし
て、地域の保健・医療・福祉・介護の包括的なサービスを提供して
います。
　済生会精神のもと、高齢者や障害者、ホームレスや刑務所出所
者等の生活困窮者への支援を充実させるため、地域との連携を
つねに心がけ、地域のニーズに応える活動をしていきます。

社会福祉法人 済生会支部山口県
済生会山口地域ケアセンター

恩賜
財団
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施設の取り組み紹介

障害者支援施設なでしこ園1

特別養護老人ホームおとどいの里2

　ご家庭での生活が困難な障害をお持ちの方が生活する入所施設です。
障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに
暮らしていける社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念を遵守し、入所
している方々の意思、及び人格を尊重し、その人らしい生活を過ごすことが
できるように支援しています。
　毎日の生活は、全室個室でプライバシーを配慮し、適切な健康管理のも
と必要な介護やリハビリなどを行っています。また、定期的に買い物や外
食などができる、利用者の意向に沿った行事や、施設内では季節に合わせ
た行事も企画しています。地域からはコーラス、楽器演奏などのボランティ
ア団体も多数来園され、地域に開かれた施設運営を目指しています。                                          

（副施設長　橘　康彦）　

珍しい楽器に初めて触れたひとコマ 毎年盛り上がる運動会

瑠璃光寺五重の塔へ外出

ご家族からの声

　おとどいの里は、１０人前後を1つのグループとして、決まった職員で
介護を行う『ユニットケア』（個別介護）を行っております。当施設は、
湯田温泉病院の７階に40床、８階に40床あり、地域制限のない広域
型特養であるため、山口市以外の方でも入居が可能です。
　「おとどいの里」の名称の由来は、二つ連なっている姿からおとどい山
（兄弟山）と呼ばれている山のふもとにあり、兄弟のように絆を大切にし
ていきたいと思いが込められています。特に、7・8階からは、山口市街を
一望できることから、利用者さんやご家族の方には大変好評です。
　開設から３年目を迎え、入居者さんや家族の方に四季を感じてもらい、
温かで一人ひとりの入居者さんの生活に寄り添い、『絆』を大切にした
支援を心掛けながら頑張っています。　

（主任介護士　廣海　昭生）　

日頃の母の様子もこまめに教えてもらい感謝しています。
これからもよろしくお願いします。（ご入居者 Ｓさんのご家族）

８階からの眺め

園児たちとの交流はとても喜ばれます

施設内の飾りを作っていただいています

ご利用者さんの声

・

・

職員の皆さんが、私たちの
事を考えて、いろんな行事
を企画してくれて楽しく
生活しています。
（ご利用者 Ａさん）
献立のバリエーションが
多く、毎日おいしく食べて
ます。（ご利用者 Ｂさん）

済生会山口地域ケアセンター
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秋篠宮同妃両殿下が当センターをご訪問になりました

済生会山口地域ケアセンター

※本紙の写真は、掲載の許可を得ています。3

漢方薬の話
　漢方薬は、
日本で独自に
発展した漢方

医学により処方される医薬品です。
自然界にある植物や鉱物などの生
薬を、何千年という長い年月をか
けておこなわれた治療の経験と、
最新技術を駆使して、生薬の持つ
薬効を引き出し、かつ服用・保存し
やすい状態に加工されたものになっ

ています。病院で処方される漢方薬
は、健康保険が適用されますのでご
安心ください。
　どの漢方薬がいいかは、患者さ
んの体質や症状を診断して、体全
体の調子を整えることで結果的に
病気を治すことができるように、患
者さんと相談して決めます。
　私が担当する患者さんの多くは
便秘や風邪、花粉症、また腰痛、膝

の痛み、こむら返り等で服用されて
います。女性では、更年期障害や
不妊、月経痛、疲れ等の方もおられ
ます。実は二日酔いに効く薬もあり
ます。皆さん、自分に合った漢方薬
で充実した生活を送られています。
　漢方薬を上手に取り入れてみま
せんか。ご相談ください。
（済生会湯田温泉病院　
　　　　内科医長　都野　公一）

日　　時 平成31年１月15日（火）・３月19日（火）
午前11：00～12：00／午後14：00～15：00

相談窓口 湯田温泉病院 地域医療介護連携室
医療費が支払えないと受診していない方
病気や障害で収入がなく困っている方 など

普段なかなか相談する機会がないという方も、
一度相談に来られてみませんか？

対象者

地域医療介護連携室からのお知らせ
　当院では社会福祉法に基づき、生計困難な方に対して無料または低額な費用で適切な医療が受けられるよう
「無料低額診療事業」を行なっています。 外来通院費や入院費などの支払いが困難な場合、

医療ソーシャルワーカーが医療費の支払いの相談に応じます。

相談日以外も随時相談を受け付けています。お気軽に声をおかけください。

　済生会総裁の秋篠宮殿下と紀
子妃殿下は10月2日、当センター
をご訪問になりました。
　両殿下は、翌3日の全国都市緑
化祭にご臨席のため同市を訪れ
たもので、関係者が出迎える中、
午後4時50分にご到着後、特別養
護老人ホームおとどいの里、湯田
温泉病院リハビリテーション室、障
害者支援施設なでしこ園にご訪問
になりました。
　両殿下は、患者さんや入居者さ
んに、「お体の具合はいかがです
か」、「普段はどんなことをして過ご

していますか」とやさしくお声をか
けられました。お二人と会話でき
た入居者さんの中には「お会いで
きてよかったです。元気をいただき

ました」と涙ぐむ方もいらっしゃい
ました。
（総合企画課　広報係　
                   主任　西川　愛子）



済生会山口地域ケアセンター

済生会山口地域ケアセンター サービスのご案内

地域の医療・介護・福祉の
トータルケアを提供します

車でお越しの方

国道９号線神田町交差点
（目印はニトリさん）を北へ約750ｍ
・

公共交通機関をご利用の方

JR山口線／
湯田温泉駅よりタクシーで5分
防長バス／
総合庁舎前バス停下車徒歩5分
山口市コミュニティバス／
吉敷・湯田ルート
「東山通り・大橋まわり/旧道・朝倉まわり」
21番：済生会湯田温泉病院

・

・

・

交通の
ご案内

湯田温泉病院

特別養護老人ホームおとどいの里

在宅複合型施設やすらぎ

グループホームあさくら

あさくらデイサービスセンター

養護老人ホーム福寿園

特別養護老人ホーム福寿園

TEL 083-932-3311

TEL 083-922-0707

TEL 083-924-6614

TEL 083-933-0030

TEL 083-924-6945

TEL 083-922-2184

TEL 083-934-6301

障害者支援施設なでしこ園

小規模多機能型居宅介護施設にほ苑

特別養護老人ホームにほ苑

居宅介護サービス複合施設にほ苑

TEL 083-934-5200

TEL 083-929-5084

TEL 083-929-5110

TEL 083-929-5080
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各科担当表
専門医師

放射線科、一般内科、呼吸器内科

外科、整形外科

循環器内科、老年医学、脂質医療

整形外科

一般内科、呼吸器内科、床ずれ・皮膚潰瘍治療、
温泉療法、放射線科、産業医

一般内科、呼吸器内科、漢方、産業医、
認知症サポート医

中村 　洋

安武 俊輔

東 祐一郎

三木 秀生

都野 公一

谷川 泰彦

名誉院長

内科部長

内科部長

内科医長

医　　師

病  院  長
（管理者）

済生会湯田温泉病院 外来医師担当表
整形外科外科内科

安武 俊輔

 

安武 俊輔

 

谷川 泰彦

放射線科

中村 　洋安武 俊輔

 

安武 俊輔

都野 公一

中村 　洋

都野 公一

中村　洋

都野 公一

東 祐一郎

三木 秀生

東 祐一郎

 

三木 秀生

月

火

水

木

金

東 祐一郎

受付時間

8：30～12：00

休診日

土日、祝祭日、盆休、年末年始、創立記念日（10月1日）
※ただし、急患の場合はこの限りではありません。

当施設では、社会福祉法にもとづき、無料低額診療事業（診療費の減免）を行っています。
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湯田温泉病院

特別養護老人ホーム
おとどいの里

あさくら
デイサービスセンター

障害者支援施設
なでしこ園

在宅複合型施設
やすらぎ
グループホーム
あさくら

養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
福寿園

（山口市受託事業）

（山口市受託事業）


