
青和病院のご案内

         人と人のこころがやさしく通いあい

　　　　　 　 　　  皆様から信頼され 

　笑顔と活力あふれる病院を目指しています

2018.10

〒920-0205　石川県金沢市大浦町ホ 22-1

   ＴＥＬ : (076)238-3636　　

   ＦＡＸ : (076)238-9562

   E-mail： info@seiwahp.or.jp

   U R L :  http://www.seiwahp.or.jp

・北鉄浅野川線三ツ屋駅下車徒歩 10 分

・田中交差点から内灘方面に向かって 3 つ目の信号左折
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 青和病院理念

 　私たちは信頼され、選ばれる病院を目指して、3 つの【和】を大切にしています。

　　　

　　　・地域社会との和　　・患者様、ご家族様との和　　・職員同士の和

～行動指針～

　　・私たちは地域の方々が安心して利用でき、誠実で思いやりあふれる病院を作ります。

　　・私たちは命の尊厳と人間愛をもち、絶えず医療の質の向上に努め、信頼される病院を作ります。

　　・私たちは医療人としての誇りと自覚をもち、互いに協働し、働きやすい職場を作ります。

病院概要

診療科目　　神経科　精神科　心療内科　

名誉院長　　 青木 剱一郎

理 事 長 　　青木 　達之

病 床 数　 　130 床

　　　　　   　2F  リハビリテーション病棟（精神療養病棟）60 床

　　　　　   　3F  老年期病棟 （認知症治療病棟）                     40 床

　　　　　　　4F  心の治療病棟（精神科急性期治療病棟）        30 床

承認施設　　精神科デイケア（大規模デイケア、ショートケア )

　　　　　　重度認知症患者デイケア

　　　　　　精神科作業療法

関連施設　　社会復帰施設「みらい」

　　　　　　　 ◆ 多機能型事業所｢ますますくらぶ｣ （就労センター、生活訓練センター）

　  　  ◆ グループホーム（ホーム「いこい」、ホーム「みらい」 ）　

　　　　　　　  就労継続支援Ｂ型事業所「仕事＆交流ハウス あおぞら」　
　

医療設備　　放射線撮影　　ＣＴ　　脳波　　心電図　　特殊浴槽

　　　　　　在宅療養指導室　　作業療法室　　生活機能回復訓練室

付帯設備　　理容室　　喫茶　　売店　　図書コーナー　　

　　　　　　レクリエーションルーム　　

青和病院では、以下の部署構成のもと、患者様や利用者様の精神科治療、リハビリテーション、

社会復帰支援に取り組んでいます。日々、自己研鑽に努め、それぞれの職種の専門性を生かし

つつ、他部署との連携や協働も大切にしています。

 病院機能と職員構成 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

青樹会

青和病院

リハビリテーション

地域生活支援

臨床心理士　精神保健福祉士

看護師　作業療法士　栄養士

職業指導員　生活支援員

世話人

地域移行支援センター部
社会復帰施設部門

薬剤部

  内服薬調剤、

服薬相談・指導

薬剤師

看護部

看護・介護ケア、生活指導、

  服薬指導、日常生活訓練

　   看護師　准看護師

介護福祉士　ケアワーカー

医局部

　診断、治療方針の設定、

薬物療法・精神療法の治療

  医師 ( 精神保健指定医 )

栄養部

　 食事提供

栄養相談・指導

管理栄養士

調理補助員

事務局

事務局機能、医事管理、経理、

人事、営繕、地域活動の企画・実施

事務員

精神保健福祉士

作業療法士



当院では患者様に信頼され、また、安心して治療及び療養に専念していただけるよう、スタッフ

一同努めております。

入院病棟は 3 種類あります。入院が決まった患者様には、病状に応じた適切な入院病棟をご案内

しております。よりよい医療をご提供できるよう､医師・看護師・薬剤師・栄養士・精神保健福祉

士・作業療法士などの専門職がチームとなり、患者様をサポートしていきます。

入院のご案内

老年期病棟（３Ｆ）

　                  認知症を患ったことにより、社会生活や家庭生活にお

　　　　　　　いて、問題が生じた患者様を対象に、短期集中治療を

　　　　　　　行い、早期に在宅もしくは他施設への退院を目指す病

　棟です。医師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士等が常勤し、

　日常生活機能回復訓練を行い、認知症進行の防止、日常生活機能の

   低下の予防に努めています。

4 階病棟 個室

4階病棟 ホール

3階病棟 病室

2階病棟 洗濯・乾燥機

心の治療病棟（４Ｆ）

　                  病状が悪化し、集中的な治療が必要となった患者様が

　　　　　　　入院される病棟です。

                     安全で安心感があり、治療に専念できる環境の中で、

　医師、看護師、作業療法士等の他職種によるチーム医療を提供し、

　3 ヶ月以内の早期退院、社会復帰を目指します。

　アルコール依存症の患者様には、断酒を目的としたアルコールプロ

　グラムも行っています。

リハビリテーション病棟（２Ｆ）

　                  医師による精神療法や薬物療法に加え、生活指導、服

                     薬指導、金銭管理訓練、社会生活技能訓練、作業療法

　　　　　　　などの様々なリハビリテーションを行う病棟です。

   退院後の生活の場は、患者様ご本人にとっての「暮らしやすい場所」

　を第一に考え、必要に応じて退院前訪問看護、社会復帰施設の見学

　や体験利用等を行い、チームで支援します。

3 階病棟 特殊浴槽

当院の診察は、初診の方に限り、予約制です。

受診日時について、事前にお電話でご相談ください。状況によっては、診察までお待たせ

することがございますが、ご気分が悪くなった時は、窓口までご遠慮なくお申し出ください。

診療科目　　神経科・精神科・心療内科

受付時間　　〈再診の方〉　　　　　　　　〈初診の方〉

　　　　　　午前  　8:30 ～ 11:30　　  9:00 ～ 10:30

　　            午後　12:30 ～ 16:00　　13:30 ～ 16:00

診療時間　　午前　  9:00 ～ 12:00

                  午後　14:00 ～ 18:00

                  ※土曜は午前のみ

休診日　　　土曜日午後・日曜日・祝祭日

　　　　　　盆休み ( 8/14、15 )　

　　　　　　年末年始 ( 12/30 ～ 1/3 )

外来のご案内

診察室前待合席

外来受付

診察室

喫茶ワルツ
＊併設施設みらいの就労訓練の１つとして
　営業しています。軽食からランチまで
　お楽しみいただけます。

相談室
＊面談や手続き、打ち合わせ等に
　ご利用いただけます。

エントランスホール
＊各種パンフレットや、ご意見箱等が
　あります。



社会復帰支援
当院には居住・生活・就労に関連した社会復帰施設が併設されており、

利用される方一人ひとりの希望や状況に合わせて、必要なサービスを

複合的に提供し、よりよい自立生活をサポートしています。

　社会復帰施設 「みらい」　
　青和病院に隣接した 3 つの施設です。

　〒920-0205  金沢市大浦町ホ 24-1

　TEL：(076)238-3355    FAX：(076)238-1621

　E-mail ：mirai@seiwahp.or.jp

　  「みらい」　

　　( 就労継続支援 B 型事業、共同生活援助事業 )

　  1 階は就労訓練の場、2 ～ 4 階は住まいの場 ( グループホーム ) です。

　　居室は 36 室あります。就労と生活におけるスキルアップをサポート

　　します。　

　　「いこい」( 共同生活援助事業 )

　　20 室の居室があり、グループホームを運営しています。

　  「生活訓練センター」( 自立生活訓練事業 )

　　「みらい」や「いこい」と連携し、生活に必要な技能向上に向けて支

　　援します。

みらい

いこい

生活訓練センター

   就労継続支援Ｂ型事業所 「仕事＆交流ハウス あおぞら」 
　 青和病院から徒歩で約 15 分、地域の中にある通所型の就労訓練の場です。

     〒920-0205  金沢市大浦町ヲ 55-1

　　 TEL : (076)239-8010     FAX : (076)239-8011

       E-mail : aozora@seiwahp.or.jp

　　

　　青和病院内の洗濯室と連携した洗濯関連作業や内職作業

     を行い、就労におけるスキルアップをサポートします。

     また、地域交流の機会を提供し、よりよい生活の実現と

     維持につなげます。 仕事＆交流ハウス  あおぞら

受診から入院、退院後の地域生活支援までの「総合的なサポート体制」

を整えています。経験豊富な専門スタッフが、患者様一人ひとりに合っ

た適切な医療及びケアを提供しています。

入院中～退院後の

サポート

　　精神科作業療法

　リハビリテーションを行います。日常生活にある様々な仕事・趣味・遊びなどのプログラムを用い、

　病気と関係なく活かせる能力の発揮、低下した能力の回復、必要な技能の獲得、意欲の改善などを

　促します。患者様が主体性を持って、その人らしく生活することができるように支援します。

　　医療連携支援室

　受診・入院に関する相談、各種制度・サービスの利用に関する相談・連絡・調整、退院後の地域生活

　に関する支援などを行います。患者様やご家族様の様々な心配・不安をお伺いし、安心して入院生活

　や地域生活を送ることができるよう支援しています。

精神科デイケア ｢アムール」
　外来治療とリハビリテーションの場です。退院後もご自宅や地域で安定した生活を

　送り、社会復帰に向けての準備ができるように、様々な活動に取り組む場です。

　デイケア、ショートケアを実施しています。

　　精神科訪問看護

　外来通院中または退院された患者様が、ご自宅や地域で安心して生活できるようにサポートします。

　スタッフがご自宅へ訪問し、日常生活の心配事や不安などの相談にのり、必要な支援を行います。

　　栄養部

　毎日の食事提供を行います。患者様の病状に応じて常食、極軟菜食、キザミ食、ミキサー食を、身

　体的合併症の有無に応じて減塩食、糖尿食、脂質異常症食などをご用意しています。また、栄養相

　談・指導や栄養教室なども実施しています。

重度認知症患者 デイケア ｢パール」
在宅で療養生活を送られている認知症患者様のためのデイケアです。日常生活

訓練やレクリエーション等を行い、ご本人様やご家族様が地域社会へ生活圏を

広げることができるように支援しています。医療保険のデイケアです。


