
◇地下鉄 橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています
◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）
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家族教室
外来担当/巡回バス

家族会教室ご案内
新型コロナウィルス感染症の感染状況により、予定が急遽変更となる可能性があります。

ホームページにて最新の情報を随時更新しています。ご確認ください。
①人数制限（一部予約制）：各家族教室前日までにご予約のお電話をお願いします。
②感染対策：来院時の検温と手指消毒を行います。マスクを各自着用の上ご参加ください。

☛アディクション家族教室（予約必須）

予 定：第2土曜日10時～11時45分 開催場所：病院横 リカバリーセンター
＊前日までに当院代表電話（092-811-1821） 地域移行推進課へご予約をお願いします。

☛一般家族教室休止中：第4土曜日10時～11時30分(ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ、人と人との距離を保ちつつ行います｡)

外来担当のご案内 ◇2022年10月より変更となっております。ご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染状況により、外来担当医が変更することがあります
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巡回バスのご案内
◇2022年10月～変更となっております。ご確認ください。
◇地下鉄 橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています。
◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）。

送迎バスをご利用される
皆様へお願い

時刻表は通過時間の目安で
すので5分くらい早めにお
願いします。送迎バス接近
時は、乗車の合図をおねが
いします。バス乗車時は
シートベルトの着用をお願
いします。定員(運転手を
含め10名)を超えての乗車
は出来ません。乗車できな
い場合は、公共の交通機関
等をご利用いただくか、次
の便をお待ちください。

医療法人社団 飯盛会 倉光病院
〒819-0037 福岡市西区飯盛664-1
☎ 092-811-1821

倉光病院ＨＰ
http://www.kuramitsu-hp.or.jp/
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んにちは！リカバリーセンター に勤務しております辻です。デイケア卒業生の方のインタ

ビューをお届けする“デイケア卒業生は今！”今回はアルコールリカバリーセンター卒業生の

藤田弘実さん の卒業生は今！！をお届けします。現在、認知症デイケア桜に勤務されて

います。みなさんに読んでいただけると嬉しいです。

アディクション
リカバリーセンター

通 所 倉光病院
リカバリーセンター

入 職

Q．現在、認知症デイケア桜で勤務されていますが、働いていて嬉しい事は何ですか？
利用者さんとの会話の中で相手の笑顔が見られたり、“ありがとう”と感謝の言葉を掛けて
もらったときです。

Q．では、反対に働いていて大変だなぁと感じることはありますか？
同時に複数の事柄が起きたときにすぐに優先順位を見極めて行動しなければいけないとこ
ろです。

Q．働こうと思ったきっかけは何かありましたか？
再就職を考えていた時に外来治療部の方から声を掛けて頂きました。それと飯盛会だと自
分の病気のことへの理解も得られ、治療を続けながら働くには最善の職場だと思ったから
です。

Q．現在は病気とどのように付き合っていますか？
現在、飲酒欲求は有りませんが、ストレス過剰になったときに多量飲酒していたので、ストレ
ス発散や気持ちの切り替えに努めています。
また、自分の気持ちを正直に話すこと、孤立しないことも大切だと思っています。

Q．これからの夢や目標はありますか？
まずは自身が健康であることです。その上で仕事とプライベートを無理しないで頑張ってい
きたいです。

☆最後に、社会復帰を目指す仲間にメッセージをお願いします！！！

社会復帰の道は人それぞれです。あせらないで自分の計画や目標に向かって、
あきらめず一歩ずつ前に進んで行って下さい。

藤田さん！ありがとうございました！！

デイケア卒業生は今！Vol.15

節分

LINEドクターもご活用ください

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便

サンハウス 7:45 8:20 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55

倉光病院 7:50 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

橋本駅1番出入口 8:05 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10

倉光病院 8:10 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

サンハウス 8:15 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20

アディクション
リカバリーセンター卒 業
デイケアボランティア

Twitter
公式アカウントのご案内
倉光病院の公式ツイッター
を開設しました。
職員が日々の小さな
出来事の情報発信を
しています。
是非、覗いてみてください☆

☛ＱＲコードはこちら☛☛☛

http://www.kuramitsu-hp.or.jp/
mailto:koho@kuramitsu-hp.or.jp


第9回筑豊アディクションフォーラム

2022年11月27日筑豊アディクションフォーラムが
飯塚市で行われました。 当事者の方々やそのご家族、
関係する医療従事者など約200人が参加されていました。

当院医局長の長田から
「あつまれ依存症の森 〜ぼくの、わたしの、依存症と回復〜」

と題してお話をさせて頂きました。
私たちは‘なぜ、依存物を再使用してしまったのか？’への

振り返りはよく行いますが、‘なぜ回復 に繋がったのか？’に
ついては、詳しい要因を探求することが少ないです。この講演での話を聞き、
改めて上手に行った時の要因を知ることの重要性を理解しました。

今後患者様の回復の支援のひとつになるよう努めてまいります。
（リポート：ＯＴ.林田幸大）

わいわい新聞
2023年2月号リカバリーセンター

フレンズ＆あみーご with ＡＲＣ＆Ａメイト

新年のご挨拶

2023年 1月 卯年

この春からCOVID19 の感染症法上の位置づけを「5類」へ引き下げるとの報道が連日
なされています。さて どうなるのでしょうか？ 現在も高齢者施設、病院では 感染予防
に明け暮れ、感染者の発生で日常業務が出来ない日々が続いているのに 何だか遠い未
来のような気がします。

2022年度に大きく変更した飯盛会のミッションやビジョン・ウェイに基づいた行動計画
（アクションプラン）を今年度から開始します。これも1年かけて ミッションに基づいてい
るのか、ビジョンにあっているのかを基本に策定プロセスを踏みました。今後今回学んだ
策定プロセスに基づきアクションプランを策定・実行する予定です。コロナ禍であったから
こそ大きな変更を行いました。その変更から更に成長する第一歩がこの春からです。
COVID19 が5類となるのか新しい基準となるのかに関わらず実行しビジョンを実現
したいと思います。今年もよろしくお願いします。

院長 倉光かすみ

【医療法人飯盛会 ビジョン】

日本で最も患者様を大切にする医療法人になっている

リレーエッセイ 医療福祉相談科の 山本 彰さんです！

『医療福祉を志したきっかけと日々』令和5年2月

皆様初めまして。ソーシャルワーカーとして勤務している山本彰です。令和4年5月に入
職しました。まだまだ新人ですが、日々学びながら働かせて頂いています。
私は先天性心疾患の為、生後2ヶ月で手術を受け、当時の素晴らしい先生のおかげで助か

る事が出来ました。手術当時の記憶は当然ありませんが、昔から体が弱かったので「体調
管理」「自己管理」は常に付きまといました。入院した回数も数え切れません。
ありがたい事に良く世話をしてくれた父も母も医療関係の従事者であったので自然と医

療福祉を志していました。
学生の間に祖母の介護やお世話をしたり実習で相談業務に魅力を感じたりする内に、介

護施設を志望し生活相談員や介護士として働き、それから障がい者支援施設で就職支援に
従事しました。高齢・障がいの分野で働く中、医療機関で働きたい気持ちが強くなり、倉
光病院で働かせて頂く事が決まった際にはとても嬉しく思いました。
今は障がいをお持ちの方やお年寄りの方により良く地域で暮らして頂ける様に退院支援

や相談支援をさせて頂いています。これからも病気や障がいと闘う人達の気持ちに寄り添
い、地域で楽しく幸せに暮らすお手伝いが出来る様に励んでまいります。今後ともよろし
くお願いいたします。

山本さん！いつも寄り添う相談をありがとうございます！
次回はデイケア桜の古野さんにバトンタッチ！

あけましておめでとうございます。今年もリカバリーセンターの活動や作品などを
紹介していきたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願い致します！
まだまだ、コロナウイルスの影響で例年通りとはいきませんが、年末にはクリスマス
会🎄を開催できました。各デイケアでの開催となりましたが、1年の締めくくりに

楽しい時間を過ごせました♪

各デイケアでハンド
ベルやビンゴ大会！
イントロクイズ♪な
どを行いました。

12月

1月

コロナワクチン接種ご案内
（オミクロン株対応）

当院でも引き続き患者さま・地域のみなさまへ
のワクチン接種をおこなってまいります。

①12歳以上の方（18歳未満は保護者同伴）
②1回目接種及び2回目接種が完了している方

場 所：倉光病院 外来待合室予定
日 時：原則、金曜日 午後13時～実施（祝日休)
持ってくるもの：ワクチン接種券（来院前に可能
な限りご記入ください）身分証明書となるもの

倉光病院☏092-811-1821

（コロナワクチンご希望とお伝えください）

～技能実習生にインタビュー～
来日して半年が経った技能実習生に質問してみました( *´艸｀)
Q.日本で一番好きな食べ物は？Ａ．『とんかつ』

天ぷらは‘天つゆ’の甘さが・・・・寿司は生魚が・・・・が苦手とのことでした( ;∀;)
Ｑ．日本に来て苦労したことは？A.『日本語』
Ｑ．日本で一番びっくりしたことは何ですか？A.『日本人はしずかに住んでいること』

静か？！？！？とどういうことか聞くと、首都‘ヤンゴン’に比べて静かということでしたよ☆

Q.日本で行きたいところや楽しみは？A.『沖縄県伊良部大橋、ディズニーランド』
Q.これからの抱負を一言！A.『日本語と介護を上手になりたいです。』

お二人とも、始まったばかりの日本での生活ですが、これからも頑張ってください！
ありがとうございました(^^)

マスコットキャラクター
☆うまれたよ☆

生年月日：１９６９年10月6日うまれ
星座：てんびん座

年齢：倉光病院と同じ今年54歳だよ

身長：３８２ｍ ／ 体重：ひ・み・つ
好きな食べ物：白米
性格：おちゃめ・正直

よ
ろ
し
く
ね
♪

い
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デイケア桜クリスマス会

Aメイトで作成
しました♪

あみーご・フレンズで
作成しました♪
今年は卯年（うさぎとし）です！

2022年12月吉日

恒例のクリスマス会をデイケア桜で開催しました☆

コロナ8派に差し掛かる中、ささやか
ですが、職員の身体を張ったパフォ
ーマンスに、参加された方の笑顔☺

で、楽しむことができました☆

2023年のＨＡＷＫＳの活躍を

期待します( *´艸｀)ｳﾌｯ

とても緊張しましたが、皆さ
ん熱心に聴いてくださって
いるのが伝わってきて、話

すほうも熱が入って、つい早
口になってしまいました。ご
参加くださった皆さん、あり

がとうございました。
（Dr：長田陽一）
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Ｑ．日本で一番びっくりしたことは何ですか？A.『日本人はしずかに住んでいること』

静か？！？！？とどういうことか聞くと、首都‘ヤンゴン’に比べて静かということでしたよ☆

Q.日本で行きたいところや楽しみは？A.『沖縄県伊良部大橋、ディズニーランド』
Q.これからの抱負を一言！A.『日本語と介護を上手になりたいです。』

お二人とも、始まったばかりの日本での生活ですが、これからも頑張ってください！
ありがとうございました(^^)

マスコットキャラクター
☆うまれたよ☆

生年月日：１９６９年10月6日うまれ
星座：てんびん座

年齢：倉光病院と同じ今年54歳だよ

身長：３８２ｍ ／ 体重：ひ・み・つ
好きな食べ物：白米
性格：おちゃめ・正直

よ
ろ
し
く
ね
♪

い
い
も
り
く
ん

な
ま
え

デイケア桜クリスマス会

Aメイトで作成
しました♪

あみーご・フレンズで
作成しました♪
今年は卯年（うさぎとし）です！

2022年12月吉日

恒例のクリスマス会をデイケア桜で開催しました☆

コロナ8派に差し掛かる中、ささやか
ですが、職員の身体を張ったパフォ
ーマンスに、参加された方の笑顔☺

で、楽しむことができました☆

2023年のＨＡＷＫＳの活躍を

期待します( *´艸｀)ｳﾌｯ

とても緊張しましたが、皆さ
ん熱心に聴いてくださって
いるのが伝わってきて、話

すほうも熱が入って、つい早
口になってしまいました。ご
参加くださった皆さん、あり

がとうございました。
（Dr：長田陽一）
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◇地下鉄 橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています
◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）

山
鳩

や ま ば と

医療法人社団 飯盛会 広報誌
２０２３年 ２月号（６１号)

山
鳩
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医療法人社団 飯盛会 広報誌
２０２３年 ２月号（６１号)

理 念

私たちは人間性を高め
専門性を最大限に生かし
幸せを共に創ります

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ

新年のご挨拶

第9回筑豊アディクションフォーラム

技能実習生にインタビュー

リレーエッセイ

ご案内
コロナワクチン接種

マスコットキャラクター
「いいもりくん」

クラディクションVol.6
依存症の入院治療について
回復者からのメッセージ

わいわい新聞/クリスマス会開催

卒業生は今！Vol.15

ご案内
Twitter・line各アカウント

家族教室
外来担当/巡回バス

家族会教室ご案内
新型コロナウィルス感染症の感染状況により、予定が急遽変更となる可能性があります。

ホームページにて最新の情報を随時更新しています。ご確認ください。
①人数制限（一部予約制）：各家族教室前日までにご予約のお電話をお願いします。
②感染対策：来院時の検温と手指消毒を行います。マスクを各自着用の上ご参加ください。

☛アディクション家族教室（予約必須）

予 定：第2土曜日10時～11時45分 開催場所：病院横 リカバリーセンター
＊前日までに当院代表電話（092-811-1821） 地域移行推進課へご予約をお願いします。

☛一般家族教室休止中：第4土曜日10時～11時30分(ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ、人と人との距離を保ちつつ行います｡)

外来担当のご案内 ◇2022年10月より変更となっております。ご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染状況により、外来担当医が変更することがあります

月 火 水 木 金

新
患

午後：田丸/長田
第1･2･3午後:倉光

午後:倉光/田丸 午前:倉光/吉田

再
診

午前:倉光/田丸 午前:倉光/長田 午前:田丸/富永 午前:倉光/吉田 午前:田丸/伊東

巡回バスのご案内
◇2022年10月～変更となっております。ご確認ください。
◇地下鉄 橋本駅から倉光病院、サンハウスを周る巡回バスを運行しています。
◇平日、土曜日の午前中のみ運行しています（日曜日、祭日や運休です）。

送迎バスをご利用される
皆様へお願い

時刻表は通過時間の目安で
すので5分くらい早めにお
願いします。送迎バス接近
時は、乗車の合図をおねが
いします。バス乗車時は
シートベルトの着用をお願
いします。定員(運転手を
含め10名)を超えての乗車
は出来ません。乗車できな
い場合は、公共の交通機関
等をご利用いただくか、次
の便をお待ちください。

医療法人社団 飯盛会 倉光病院
〒819-0037 福岡市西区飯盛664-1
☎ 092-811-1821

倉光病院ＨＰ
http://www.kuramitsu-hp.or.jp/

広報委員会アドレス
koho@kuramitsu-hp.or.jp

広報誌『山鳩』６０号
２０２２年10月１日発行

編 集 広報委員会

ピアスタッフ

として活躍中2018年 6月 2021年 7月頃 2021年 8月

んにちは！リカバリーセンター に勤務しております辻です。デイケア卒業生の方のインタ

ビューをお届けする“デイケア卒業生は今！”今回はアルコールリカバリーセンター卒業生の

藤田弘実さん の卒業生は今！！をお届けします。現在、認知症デイケア桜に勤務されて

います。みなさんに読んでいただけると嬉しいです。

アディクション
リカバリーセンター

通 所 倉光病院
リカバリーセンター

入 職

Q．現在、認知症デイケア桜で勤務されていますが、働いていて嬉しい事は何ですか？
利用者さんとの会話の中で相手の笑顔が見られたり、“ありがとう”と感謝の言葉を掛けて
もらったときです。

Q．では、反対に働いていて大変だなぁと感じることはありますか？
同時に複数の事柄が起きたときにすぐに優先順位を見極めて行動しなければいけないとこ
ろです。

Q．働こうと思ったきっかけは何かありましたか？
再就職を考えていた時に外来治療部の方から声を掛けて頂きました。それと飯盛会だと自
分の病気のことへの理解も得られ、治療を続けながら働くには最善の職場だと思ったから
です。

Q．現在は病気とどのように付き合っていますか？
現在、飲酒欲求は有りませんが、ストレス過剰になったときに多量飲酒していたので、ストレ
ス発散や気持ちの切り替えに努めています。
また、自分の気持ちを正直に話すこと、孤立しないことも大切だと思っています。

Q．これからの夢や目標はありますか？
まずは自身が健康であることです。その上で仕事とプライベートを無理しないで頑張ってい
きたいです。

☆最後に、社会復帰を目指す仲間にメッセージをお願いします！！！

社会復帰の道は人それぞれです。あせらないで自分の計画や目標に向かって、
あきらめず一歩ずつ前に進んで行って下さい。

藤田さん！ありがとうございました！！

デイケア卒業生は今！Vol.15

節分

LINEドクターもご活用ください

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便

サンハウス 7:45 8:20 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55

倉光病院 7:50 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

橋本駅1番出入口 8:05 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10

倉光病院 8:10 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

サンハウス 8:15 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20

アディクション
リカバリーセンター卒 業
デイケアボランティア

Twitter
公式アカウントのご案内
倉光病院の公式ツイッター
を開設しました。
職員が日々の小さな
出来事の情報発信を
しています。
是非、覗いてみてください☆

☛ＱＲコードはこちら☛☛☛

http://www.kuramitsu-hp.or.jp/
mailto:koho@kuramitsu-hp.or.jp
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〒819-0037 福岡市西区飯盛664-1
☎ 092-811-1821

倉光病院ＨＰ
http://www.kuramitsu-hp.or.jp/

広報委員会アドレス
koho@kuramitsu-hp.or.jp

広報誌『山鳩』６０号
２０２２年10月１日発行

編 集 広報委員会

ピアスタッフ

として活躍中2018年 6月 2021年 7月頃 2021年 8月

んにちは！リカバリーセンター に勤務しております辻です。デイケア卒業生の方のインタ

ビューをお届けする“デイケア卒業生は今！”今回はアルコールリカバリーセンター卒業生の

藤田弘実さん の卒業生は今！！をお届けします。現在、認知症デイケア桜に勤務されて

います。みなさんに読んでいただけると嬉しいです。

アディクション
リカバリーセンター

通 所 倉光病院
リカバリーセンター

入 職

Q．現在、認知症デイケア桜で勤務されていますが、働いていて嬉しい事は何ですか？
利用者さんとの会話の中で相手の笑顔が見られたり、“ありがとう”と感謝の言葉を掛けて
もらったときです。

Q．では、反対に働いていて大変だなぁと感じることはありますか？
同時に複数の事柄が起きたときにすぐに優先順位を見極めて行動しなければいけないとこ
ろです。

Q．働こうと思ったきっかけは何かありましたか？
再就職を考えていた時に外来治療部の方から声を掛けて頂きました。それと飯盛会だと自
分の病気のことへの理解も得られ、治療を続けながら働くには最善の職場だと思ったから
です。

Q．現在は病気とどのように付き合っていますか？
現在、飲酒欲求は有りませんが、ストレス過剰になったときに多量飲酒していたので、ストレ
ス発散や気持ちの切り替えに努めています。
また、自分の気持ちを正直に話すこと、孤立しないことも大切だと思っています。

Q．これからの夢や目標はありますか？
まずは自身が健康であることです。その上で仕事とプライベートを無理しないで頑張ってい
きたいです。

☆最後に、社会復帰を目指す仲間にメッセージをお願いします！！！

社会復帰の道は人それぞれです。あせらないで自分の計画や目標に向かって、
あきらめず一歩ずつ前に進んで行って下さい。

藤田さん！ありがとうございました！！

デイケア卒業生は今！Vol.15

節分

LINEドクターもご活用ください

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便

サンハウス 7:45 8:20 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55

倉光病院 7:50 8:25 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

橋本駅1番出入口 8:05 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10

倉光病院 8:10 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

サンハウス 8:15 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20

アディクション
リカバリーセンター卒 業
デイケアボランティア

Twitter
公式アカウントのご案内
倉光病院の公式ツイッター
を開設しました。
職員が日々の小さな
出来事の情報発信を
しています。
是非、覗いてみてください☆

☛ＱＲコードはこちら☛☛☛

http://www.kuramitsu-hp.or.jp/
mailto:koho@kuramitsu-hp.or.jp
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