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病院は患者さんのためにある



私たちは「病院は患者さまのためにある」と言う医療の原点を心とし、病む人にとって、明るく自由な雰囲気を

持つ病院を目指しています。

平素の活動の中で、患者さんの権利を尊重し、心病む人々の社会参加を促進させる機能の充実と認知症高齢者の

方々などへの支援を高める働きを推進していきます。

また、地域社会の精神保健医療福祉に関連するニーズに応え、医療機関・医療人としての使命を果します。

さらに、人々の健康の保持増進と疾病の回復について、あらゆる分野との連携を図り、世の中に貢献してまいり

ます。

飯塚病院基本理念

医療法人昨雲会は「病院は患者さんのためにある」を基本理念とし、

健全経営のもと良質な医療を提供し、地域の方々の健康と福祉を保障

することを目的とする。

昨雲会基本理念

肉体的にも精神的にも明るい生活を送ることは私たちすべての願いであり喜びでもあり

ます。飯塚病院は昭和42年神経科・精神科として83床で開院し、以来患者さんのため

の理想的な医療システムとよりよい環境づくりに努力を重ねてまいりました。順調に病

床数も増え、現在は410床となり、平成12年には病院を新築し療養環境を整え、更なる

アメニティーの向上が為されました。在宅医療などを担う地域ケア事業部を整備してお

り、周囲には一般病院である有隣病院、また、障害福祉サービス等部門、隣接する社会

福祉法人天心会の様々な入居系施設などがあり、会津北西部の包括的な保健・医療・福

祉を提供する地域包括ケアシステムの中心となっております。

今後とも職員一同一丸となって研鑽し、地域の方々の役に立つ保健・医療・福祉活動を

実施してまいりたいと思いますので、皆様方のご指導・ご援助を心よりお願い申し上げ

ます。

ごあいさつ

医療法人昨雲会 理事長
社会福祉法人天心会 理事長

飯塚 卓

［病院概要・診療科目］

運 営 法 人 医療法人 昨雲会

名 称 飯塚病院

理 事 長 飯塚 卓

院 長 添田 博也

創 立 昭和42年8月1日（法人設立 昭和47年4月1日）

許可病床数 410床 （運用病床：400床）

入院基本料 精神科病棟入院基本料3（15：1）：240床／認知症治療病棟1：160床

診 療 科 目 精神科／心療内科／内科／歯科／リハビリテーション科

診 療 案 内 精神科デイ・ケア「大規模なもの」／精神科ショート・ケア
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介護老人保健施設

天心ケアハイツ

特別養護老人ホーム

ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾄﾞやまと南館 ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾄﾞやまと ﾊｯﾋﾟｰﾗﾝﾄﾞあいかわ

特別養護老人ホーム

北原荘
養護老人ホーム

鮮雲荘

●さくうん訪問看護ステーション

●さくうん居宅介護支援事業所

●地域生活支援センター「ウィズピア」

●就労継続支援B型事業「いいで工房」

●自立訓練事業「ひめさゆり荘」

●福祉ホーム「いとよの郷」

●グループホーム

喜多方の地で地域包括ケアシステムにより
切れ目のないサービスの提供を目指します



「地域」と「個人」を支える医療人として

きめ細かい充実したサービスを提供いたします。

外来診療

現代のストレス社会においては誰もがこころの
悩みを持ち、こころの病を患う可能性がありま
す。いつもできていたことがなぜかできない、
やる気がでない、なぜか寝付けない…。そんな
時、お気軽にご相談ください。担当の医師・看
護師が親身に対応し、速やかな心身の改善をは
かります。

精神科救急

当院は精神科応急入院指定病院でもあり、精神
科救急医療システムにも参画し会津地域の精神
科救急の一端を担っています。
また、時間外の外来対応も行っております。

入院治療

入院治療では、入院となった症状の改善を主と
しつつも、退院後の生活を見据えた関わりをさ
せて頂きます。
豊富な専門職種が協働し、患者様やご家族の意
向に基づきその人にとって必要な支援を提供い
たします。

患者様やご家族の様々な「こうしてほしい」をうか
がい、看護計画にしていきます。私たちはこれを
「患者家族参画型看護計画」と呼んでいます。
例えば、入院中の過ごしかたや退院したあとのこと
など、患者様やご家族の希望や意向に寄り添いなが
ら、ひとりひとりの看護計画を作成していきます。

―「その人らしさ」を尊重したケアに
取り組んでいます―

歯科室

◎精神科診療と連携した歯科診療
当院の歯科診療は、外来・入院患者様に対応
しております。精神科病院の特色を活かし、必
要に応じて病棟と連携して患者様個々の状態に
配慮した歯科診療を行っています。
外来での診療に加え、病棟や関連施設の患者様
に対する一般歯科治療、口腔ケアに力をいれて
おります。

飯塚病院では
「患者家族参画型看護計画」

をすすめています



臨床心理室

臨床心理室では、心理査定（知能検査、発達検
査、性格検査、認知症検査）、カウンセリング、
遊戯療法、社会生活スキルトレーニング
（対象：デイケア、入院）等を行っています。

医療相談室

精神保健福祉士が、病気に伴う様々な問題を抱
える患者様やご家族様の相談に応じ、社会保障
制度の紹介や、各関係機関・公的機関と支援
調整を展開します。患者様の早期の社会復帰・
社会参加を支援しています。

作業療法室

精神科作業療法、認知症治療病棟での生活機能
回復訓練、精神科デイケアを行っています。
今まであたりまえにできていた日々の仕事や
趣味の活動、家事などが難しくなった方に対し、
自分らしさを取り戻しその人に
とってのより良い生活が送れる
よう援助していきます。

栄養科

当院の栄養科は直営で給食を提供しています。
患者様一人一人に栄養管理をしながら、栄養
状態や嗜好に合わせた個別対応を行い、様々
な年代の方に喜ばれるような食事を心掛けて
います。

言語療法室

言語聴覚士（ST）が、外来のお子様を対象に、
ことばの発達・発音の検査やトレーニングを
担当しています。また、入院患者様の摂食嚥下
機能に合わせ、食事の内容や環境調整の提案を
行っています。

私たちは取り組んでいます

を原点に

歴史ある地域の精神医療の担い手として



自立訓練（生活訓練）事業
ひめさゆり荘

自立訓練（生活訓練）の日中サービスと、宿泊
型自立訓練の夜間サービス、短期入所（ショー
トステイ）の３つのサービスと、喜多方市から
の委託を受けて、「喜多方市地域生活支援拠点
等事業」における緊急受入事業と体験の機会の
場の提供を行っています。

さくうん訪問看護ステーション

24時間（待機体制）の対応を行っています。
医療法人を母体とする事業所であり、精神科病
院である飯塚病院と一般科病院である有隣病院
を利用する方の割合が大きく、医療的な対応が
必要な方の利用と、精神科訪問看護の利用者が
多いという特徴を有しています。

さくうん居宅介護支援事業所

介護が必要な方に対して、ご自宅で安心して
在宅生活を送って頂けるよう、医療・介護・
福祉の専門的知識を持つケアマネジャー（介護
支援専門員）が、相談に応じます。当事業所は、
24時間（待機体制）の対応を行っています。

就労継続支援B型事業
いいで工房

障がいをお持ちの方で就労が困難な方々に、働
く場を提供し、生活活動に関する知識及び能力
の向上や維持のために必要な訓練その他の支援
を行っています。
添加物不使用のパンの製造と販売、軽作業、
介護施設の清掃作業を行っています。

グループホーム

5つのグループホームがあり、管理者・サービス
管理責任者のほか、各グループホームに世話人
が配置されています。

福祉ホーム「いとよの郷」

家庭環境や住宅事情の理由により住居確保が
困難な方に、低額な料金で住居（生活の場）を
提供し、自立的な生活が送れるように援助する
地域型の居住施設です。

充実した機能で
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」

の一翼を担う

地域生活支援センターウィズピア

地域で生活している障がいを持った方及びそのご家族、地域の方々を対象に生き生き生活して頂ける
ようなサポートを行うところです。3つの事業を展開し、関連事業所や公的機関など医療・福祉・行政
といった社会資源を活用しコーディネートすることにより、地域社会でより質の高い生活を営むことが
できるような支援を総合的に行います。

相談支援事業
地域で生活する障がいがある方たちの生活に寄り添い、その方、そのご家族のご相談に応じます。

就労継続支援B型事業
お弁当や惣菜の製造販売、軽作業や高齢者施設の
清掃作業などを通して働く場を提供します。

地域活動支援センター事業
日中活動として、制作活動やレクリエーション・
季節の行事などを楽しめる場を提供します。

さくうん訪問看護ステーションでも
「患者家族参画型看護計画」

をすすめています



医療法人昨雲会施設紹介

飯塚病院【精神科】

〒966-0902
喜多方市松山町村松字北原3634-1
TEL：0241-24-3421㈹
FAX：0241-24-3426

有隣病院【急性期一般】

〒966-0902
喜多方市松山町村松字北原3643-1
TEL：0241-24-5021㈹
FAX：0241-24-5024

●入退院支援センター(包括相談センター)

TEL：0241-24-3512(直通)
FAX：0241-24-3581(直通)

①飯塚病院 ②飯塚病院生活療法館 ③飯塚病院第３病棟 ④地域生活支援センター｢ウィズピア｣ ⑤昨雲会館 ⑥さくうん訪問看護ステーション・さくうん
居宅介護支援事業所 ⑦鮮雲荘 ⑧有隣病院 ⑨北原荘 ⑩ＧＨすこやか ⑪啓愛ヒルズ ⑫啓愛ヴィラ ⑬天心ケアハイツ ⑭七合図書館・飯塚健記念館
⑮ＧＨこぶし荘 ⑯ひめさゆり荘 ⑰女子寮 ⑱GHあさひ荘 ⑲GHふきのとう ⑳GHさつき荘 （⑦⑨⑪⑫⑬は社会福祉法人天心会）

地域ケア事業部

地域生活支援センター「ウィズピア」

〒966-0902
喜多方市松山町村松字北原3634-1
第1事務所 TEL：0241-21-1066

FAX：0241-21-1067
コロッケ工房 TEL：0241-22-6877
相談支援事業 TEL：0241-22-4451

自立訓練(生活訓練)事業「ひめさゆり荘」

〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字上堰下4774-8
TEL：0241-23-1269 FAX：0241-23-1290

就労継続支援事業（B型）「いいで工房」

〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字柳原道下4970-1
TEL：0241-24-2118 FAX：0241-22-7688

福祉ホーム「いとよの郷」

〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字柳原道下4967
TEL：0241-24-3488 FAX：0241-24-3488

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)｢さつき荘(女性)｣

〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字街道西5015-105
TEL：0241-22-6309

さくうん訪問看護ステーション

〒966-0902
喜多方市松山町村松字北原3634-1
TEL：0241-22-3378 FAX：0241-24-3590

さくうん居宅介護支援事業所

〒966-0902
喜多方市松山町村松字北原3634-1
TEL：0241-22-6472 FAX：0241-24-3590

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)｢こぶし荘(男性)｣

〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字上堰下4911-9
TEL：0241-24-3767

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)｢あけぼの荘(男性)｣

〒966-0901
喜多方市松山町鳥見山字柳原道下4961-1
TEL：0241-22-0107

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)｢ふきのとう(女性)｣

〒966-0931
喜多方市上三宮町上三宮字東川原3418-73
TEL：0241-23-3243

共同生活援助(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)｢あさひ荘(男性)｣

〒966-0931
喜多方市上三宮町上三宮字東川原3418-74
TEL：0241-24-4303



医療法人 昨雲会

飯塚病院
〒966-0902 福島県喜多方市松山町村松字北原3634-1

TEL : 0241-24-3421(代)  FAX : 0241-24-3426

http://www.sakuunkai.or.jp/iizuka

【会津バス】
ＪＲ喜多方駅より１５分（約５㎞）

【病院バス】
ＪＲ喜多方駅より２０分（約５㎞）
※ホームページから時刻表・運行経路図をご確認いただけます。

【タクシー】
ＪＲ喜多方駅より１５分（約５㎞）

電車ご利用の場合

磐越道会津若松ＩＣから３０分（約２２㎞）

山形県ＪＲ米沢駅から５０分（約４７㎞）

車ご利用の場合

精神科応急入院指定病院

労 災 指 定 病 院

曜日 午前 午後

月・水・金・土曜
9：00～12：30

（受付時間 7：45～11：30）
休診

火曜
9：00～12：30

（受付時間 7：45～11：30）

13：30～17：00

（受付時間 13：00～16：00）

木曜
9：00～12：30

（受付時間 7：45～11：30）

再来のみ

13：30～17：00

（受付時間 13：00～16：00）

毎月第1・3土曜日/日曜/祝祭日/お盆/年末年始

休診日

診療時間

精神科救急輪番指定病院


