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新年明けましておめでとうございます︒

日頃の葵会の医療・介護活動にご協力いただきありがとうござい
ます︒

昨年４月には︑長年の懸案であった紫野診療所を︑紫野診療所・

待鳳医科・歯科診療所︑通所リハビリを併設し紫野協立診療所とし

て新築移転することが出来ました︒この事業も皆様の御協力があっ

て成功しました︒改めて御礼申し上げます︒

この２年間は自民︑公明政権による数を頼んだ国民の願いとは全

く正反対の政治が続きました︒日本を世界中どこでも戦争ができる

ようにする集団的自衛権と名付けての勝手な憲法解釈の変更︑消費

税の８％への増税︑原発廃止ではなく推進ばかりか外国への売り込

み︑沖縄の辺野古での米軍基地の工事の強行などなど数え上げるこ

とが出来ないぐらいです︒また今の与党は意図的に医療・介護の大

改悪を選挙の争点から隠しています︒この広報が皆様の手元に届く

時には︑国民目線で政治を行う政党の数が倍増する結果が出ている
ことを願っています︒

これからも厳しい情勢が続くと思われますが︑自民︑公明政権の

強権的な政治はほころび始めています︒平和で

安心して住み続けられるまちづ

くり︑国づくりのために力を合

わせ頑張り抜きましょう︒

月からオープンしました︑紫野協立診療所の医療・介護

活動の一部を紹介させていただきます︒
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行っています︒爪水虫も良くな
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紫野協立診療所歯科

初 企 画

医療介護活動のご案内
紫野協立診療所

医療法人 葵会

おおみや葵の郷

http://aoikai.net/
☎075-441-4752

療養棟

広がる安心のネットワーク
上賀茂デイサービス

葵会総合ケアステーション
京都市紫竹地域包括支援センター

上賀茂診療所

おおみや葵の郷
葵会北診療所

北山駅

北山通
堀川通

紫野協立診療所
紫野協立診療所歯科

北大路駅
北大路通

おおみや葵の郷は、2010年に北病院から介護療養型老人保健施

船岡山
千本通

鞍馬口駅

デイサービスセンター
むらさきの
今出川通

かも川診療所
今出川駅

設（以下老健）に生まれ変わりました。介護保険制度の下で、要介
護高齢者がご利用できる施設です。一般的に老健と言いますとリハ
ビリ（機能訓練）を行い在宅へ帰るための準備をする施設なのです
が、おおみや葵の郷は、特に重介護（在宅で療養するには少し大変
で、吸引が必要な方や胃ろうをされている方等）の方でも安心して

おおみや葵の郷
〒603-8416 京都市北区紫竹北大門町56
☎075-495-6650

療養できるように看護師の割合を多くしている施設でもあります。
また、在宅介護の介護疲れを少しでも軽減できるように、短期間施
設で過ごしていただける短期入所療養介護（ショートステイ）とい

紫野協立診療所
〒603-8233 京都市北区紫野西野町60-5
☎075-431-6171

紫野協立診療所歯科
〒603-8233 京都市北区紫野西野町60-5
紫野協立診療所 3 階 ☎075-411-2801

上賀茂診療所
〒603-8077 京都市北区上賀茂藤ノ木町21
☎075-781-1409

かも川診療所
〒603-8135 京都市北区出雲路俵町15
☎075-231-3803

うサービスもあります。（ご希望の方は、担当のケアマネジャーに
ご相談ください）スタッフは、医師・看護師・介護士・理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士・栄養士がおり、全職種が関わり、
「その人らしく」をモットーに、よりその方に合ったケアプランを
立てて生活支援をさせていただいております。リハビリにも力を入
れており、在宅復帰支援も行っています。
また、平日のレクリエーションやお茶会（おやつは手作りです）
の他に季節の行事やサークル活動（お習字・カラオケ・おり紙）手
作りおやつ、バイキングなど、施設生活が単調にならないような工
夫をしています。
地域から必要とされる施設を目指して日々努力しておりますの

葵会北診療所
〒603-8416 京都市北区紫竹北大門町56
☎075-495-6637

葵会総合ケアステーション

で、いつでもお気軽にお立ち寄りください。
＊施設見学・面接・相談は随時行っておりますのでいつでもご連絡
ください。

〒603-8473 京都市北区大宮南山ノ前町36-1
☎075-495-2241

当法人では︑この広報

誌の内容をもっと充実さ

せようと夏に﹁法人広報
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委員会﹂が立ち上がりま

した︒様々な職種から

回会議で知恵を出し

1

名が委員に選出され︑月

に

（2015年 1 月現在）

合っています︒これから

〒603-8076 京都市北区上賀茂山本町50
☎075-724-2414

も当法人のことを皆様に

上賀茂デイサービス

知ってもらえるための広

〒603-8158 京都市北区紫野宮西町14-1
アッツ堀川 1 階 ☎075-431-6175

報誌作りを目指していき

デイサービスセンターむらさきの

ますのでよろしくお願い

〒603-8473 京都市北区大宮南山ノ前町36-1
☎075-495-6638

いたします︒

京都市紫竹地域包括支援センター

編
集
後
記

