
大和会の取り組み

地域に根差した医療 ・介護 医療法人　大和会　理事長

平日　（月～金曜日）
　午前　受付　10：00 ～ 12：30　　　　午後　受付　14：00 ～ 17：30
　　　　診察　10：00 ～ 13：00　　　　　　　診察　14：00 ～ 18：00
　　※　土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始　は休診になります。
■お問い合わせ　　TEL：0274 － 64 － 4446

〒 370-2455　群馬県富岡市神農原 559-1　TEL　0274-62-3156
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武田　滋利
　「いなふくみ」が発刊されて 1 年がたち、《2018 年・春版》
の発刊になりました。今回は大和会の取り組んでいる「地域
に根差した医療・介護」についてご紹介します。
　地域で生活していくことを支えるには、地域で生活してい
く人々に寄り添った医療・介護の提供が必要です。それは　
初期診療、在宅での治療・介護、入院・入所での医療・介護
を適切な時期に適切な方法で利用していくことが大切です。
　甘楽・富岡の地域には４つの病院があります。公立富岡総
合病院は主に急性期、公立七日市病院や下仁田厚生病院は亜
急性期、慢性期の機能を担っています。大和会では主に精神
科の急性期・慢性期医療、認知症の急性期、慢性期医療・介護、
高齢者の慢性期医療・介護を担っています。また病院以外の
介護老人福祉施設（いわゆる特養）、介護老人保健施設（老健）、
認知症グループホームや有料老人ホームなどの入所のできる
サービスもありますし、通所で利用するサービスもあり、そ
れぞれの機能を上手に組み合わせて利用してご本人やご家族
が希望する医療・介護が地域の中で展開されることが、「地
域で支える」医療・介護のためのより良い環境と言えると考
えます。
　大和会で利用できるサービスとしては、これまでの「いな
ふくみ」でも紹介してきました。◆精神科では西毛病院の精
神科外来、精神科訪問看護、精神科デイケア、地域活動支援
センター「みのり」の利用ができます。精神科病棟は急性期
閉鎖病棟での入院治療から病状が安定し退院に向けた取り組
みを行う開放病棟、慢性期身体合併症がある患者様の対応を
行う精神科特殊疾患病棟があります。◆認知症の方には認知
症専門外来が毎週月・水に行われ、地域の開業の先生方から

多くのご紹介を受け、当院で診断・治療の後に先生方への逆
紹介し、ご本人になじみの深い診療所で通院を継続されてい
ます。その間、必要があれば重度認知症患者デイケア「なの
はな」の利用を行い、日常生活を家庭で過ごしながら病状の
観察を行っていく方法が取られます。◆なかなか認知症の受
診につながらない方へ認知症疾患センターで相談を受けた
り、認知症初期集中支援チームがご自宅まで訪問してご本人
やご家族面談し対応する方法もとっています。◆また、認知
症の周辺症状がひどく生活に支障のある場合には認知症治療
病棟への入院対応を行い、対応方法の検討や薬の必要性の検
討、薬の調整や認知症リハビリを行っています。やむを得ず
入院になっても、ご本人が自分でできることはできるだけ継
続して続けるよう支援していくことが地域との連携を持ち続
けるために大事なことです。◆高齢者医療・介護については
急性期病院から自宅への直接退院が難しい方や施設から内科
療養病棟へ入院を受け入れ、自宅や施設への退院を進めてい
ます。介護サービスが必要になる方へは介護病棟・介護療養
型老健「せいもう」の入院継続やミドルホーム富岡の通所リ
ハビリテーションや入所サービス、ショートステイの利用も
できます。ミドルホーム富岡では居宅介護支援事業所が介護
が必要な方へのサービスプランの相談を受けていますし、必
要な方への訪問リハビリを行っています。
　このような取り組みを継続し、地域でのサービスと連携し
た取り組みをおこなって、患者様ご本人やご家族が地域でで
きるだけ安心して暮らせるために寄り添い、支えていけるこ
とを大事に考えていますので、これからもよろしくお願い致
します。

医療・介護・福祉連携だより 

ご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。

編集後記

　午前外来　受　付　8：00 ～ 11：30　　　　午後外来　受　付　13：00 ～ 16：30
　　　　　　診　察　9：00 ～ 12：00　　　　　　　　　診　察　13：30 ～ 17：00
　　　※　土曜日午後・日曜日・祝日・お盆・年末年始　は休診になります。
　　　※　精神科の初診は、原則予約制 ( 午前のみ ) となっております。受診前にご連絡ください。
　　　※　水曜日　内科受付　午後 3 時まで　となっております。
　■ 児童思春期外来〈　月曜日　午前　〉　
   ■ 認知症外来〈　月曜日　午前　〉〈　水曜日　午前　〉

月 火 水 木 金 土

精神科

午前

亀山 高木 二階堂 元

笠原 天本溝口 結城
石関 高木高木 高木

午後 亀山
高木

二階堂
元

笠原 休診
石関 結城

内　科
午前 平川 武田 ( 千 ) 平川 石井 武田 ( 千 ) 週交替

午後 大川 石橋 ( 明） 名取 石井 休診 休診

皮膚科
午前

休診 休診
早川

休診 休診 休診
午後 休診

2018 年 4 月現在

外来診療のご案内

歯科診療のご案内

新体制スタートのお知らせ
　西毛病院では、平成 30 年 3 月 31 日をもちまして、平成
3 年から院長を務めさせていただいた武田滋利が院長職を退
任し、理事長に専任することとなりました。4 月 1 日、西
毛病院院長に髙木博敬 ( 前副院長 ) が就任いたしました。精
神科・認知症・高齢者の医療・介護に取り組む病院として、
皆様のご期待に応えることができるよう、より一層努力して
まいります。今後ともよろしくお願い致します。

　長い冬が開け、やっと暖かい春がやって来たと喜
んだのも束の間、今度は花粉症の症状が始まりまし
た。休まる暇がありません。そう言えば、1年前の
春は何をしていたかなと思い出してみると、花粉症
に苦しんでいたのはもちろんですが、この「いなふ
くみ」の第 1号の刊行に向け、委員会一同、頑張っ
ていたことを思い出しました。こうして今年度も「い
なふくみ」を皆様のもとに届けられることを喜ぶと
共に、これからも皆様に読んで頂ける広報を目指し
ていきたいと思います。

※都合により休診・代診等の変更となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ 　TEL：0274 － 62 ー 3156

面会時間変更のお知らせ
実施期間：平成３０年４月１６日（月）から
対　　象：全病棟
面会時間：１３：００　～　２０：００
　　　　　（平日・土日祝日共通となります）

 

西毛病院

 

西毛病院



〒 370-2321　群馬県富岡市岡本 965
 ●問い合わせ 　TEL：0274 － 64 ー 3911

介護老人保健施設 

介護療養型老人保健施設 

相談支援事業所
地域活動支援センター 

重度認知症患者デイケア 
 

〒 370-2321　群馬県富岡市岡本 965　（ミドルホーム富岡内）　
　　　　　　●問い合わせ　TEL：0274 － 64 ー 3922　　
　　　　　　　　　　　　　平日（月～金） 9：00 ～ 17：00　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （土）9：00 ～ 12：30
　　　　　　　※サービス利用のご相談は無料で行っています。

　精神科デイケアは回復までもう一歩
という方のために服薬治療と並行して
行われる外来治療のひとつです。主な
目的は、日常生活の向上、対人関係の
改善、再発・再入院の防止、就労準備
等で色々な活動を通して生活をより充
実したものにする場所です。看護師・
作業療法士・精神保健福祉士がスタッ
フとして所属しています。

祉士や相談支援専門員の資格を持つ専
門のスタッフが対応します。お気軽に
ご相談ください。
利用時間　　
■月～金曜日　9：00 ～ 17：00
■土曜日　　　9：00 ～ 12：00
※土曜日の午後・日曜日・祝日・
   年末年始 (12/29 ～ 1/3）は
   休みになります。

認知症と診断され
た方を対象にした
医療保険による通
所型の施設です。
利用者様一人ひと

りと密接に関わりながら、” 身体とここ
ろ ” の両方に介入し、認知症症状の緩和、
在宅生活の継続を支援しています。

　地域で暮らす方
が、家庭や地域社
会で安心して日常
生活を送ることが
できるよう、専門
スタッフ(看護師・

精神保健福祉等）がご自宅へ定期的に
訪問し、相談や必要な支援などをおこ
なっています。。

　平成 28 年 4 月に西毛病院本館 5 階に開設。病気の後遺症や障害により日
常生活を送る上で困難を抱える入所者様を対象に、看護・介護・リハビリテー
ションなどを行う介護療養型老人保健施設です。

　在宅強化型老人保健施設です。一般病棟５０名・認知症専門棟５０名に分
かれています。在宅復帰に向けた取り組みに力を入れています。また、短期
入所療養介護 ( ショートステイ ) や通所リハビリテーション、訪問リハビリ
テーションのサービスも備えています。
　年間を通して、季節の行事や誕生会などのイベントを定期的に行っていま
す。集団体操やカラオケ、書道、手芸などの集団活動を行い、楽しみの時間
も提供しています。　

　介護が必要になっても住み慣れたご自宅・地域で暮らせるよう
に、在宅支援サービスの連絡調整などケアマネジャー ( 介護支援専
門員 ) がお手伝いさせていただきます。

●問い合わせ　TEL：0274 － 62 ー 3156

●問い合わせ　TEL：0274 － 62 ー 3156

●問い合わせ　TEL：0274 － 62 ー 3156

多職種による
チームワークを
大切にしています。在宅医療・介護との隙間のな

い連携を心掛け、地域の
　皆さんを支えています。

大和会の全体像をご紹介します

　精神科の急性期・慢性期医療、認知症の急性期、慢性期医
療・介護、高齢者の慢性期医療・介護を担っています。

●問い合わせ　TEL：0274 － 62 ー 3156

　富岡市、甘楽町、下仁田町、南牧村
にお住まいの方で、障害をお持ちの方
やご家族が利用できます。精神保健福

 

西毛病院

 

せいもう

 

ミドルホーム富岡

 

みのり

 

なのはな

 

居宅介護支援事業所

　地域住民の皆さまが認知症について相談する際の最初の窓口として機能しています。相談内容に応じて
鑑別診断、通院治療、介護・福祉サービスの紹介、その他の機関との連携等をご案内しています。

重度認知症患者デイケア なのはな
         サービスを拡充します！

 

精神科デイケア
 

精神科訪問看護

 

西毛病院認知症疾患医療センター ●問い合わせ　TEL：0274 － 62 ー 3156
（西毛病院内）

（西毛病院内）

〒 370-2455　群馬県富岡市神農原 559-1

〒 370-2455　群馬県富岡市神農原 559-1

利用者や利用希望者の声を受け、以下のようにサービスを充実させます。
■送迎サービスの範囲を広げます。

　『なのはな』から片道４５分の範囲で、安中、甘楽、
    南牧、下仁田エリアも送迎いたします。
■入浴サービスをします。

　希望者に対して入浴介助を行います。（お一人様週１～２回。
   個浴ですので ADL の状況で難しい場合もございます。）
■延長利用ができます。

　ご家族が迎えに来て下さるのであれば、
　最長１８時まで利用可能です。


