
癒しの詩人といわれる坂村真民氏直筆の石碑で

す。特に 「念ずれば花ひらく」 は多くの人に共感を呼

び、その詩碑は全国、さらに外国にまで建てられてい

ます。「念ずる」とは、「実践する」ことです。

「実践することによって花はひらく」の意。

オブジェの中の灯は世界中に平和が訪れるまで灯さ

れ続けます。平和がなければ良質な医療・福祉もあり

ません。ハートとイチゴをモチーフに、「一期一会」の意

も込められています。

パッチ・アダムス氏の友人であり、イタリア人ヴェネチアングラスアーティス

トのサビーノ・ヴェントゥーラ氏の作品。

現代アート作家ライアンガンダー氏

の作品。磁力によって集まった金

属片をイメージして創られた本作

品は目に見えない力の存在を表

現しています。「快適な、人間味の

ある温かい医療と療養環境を備え

た病院」「医療とアートの融合」を

目指す当院のシンボルです。

３人の天使をモチーフに、愛と平和のシンボルとして平

和への願いが込められた作品です。

当院では７：00～１９：00の間、院内に音楽を流しています。

耳障りにならないよう、選曲や音量設定をしています。

癒しの音楽

院内で発生する生ごみを有機肥料化し、 正面玄関で無料配布していま

す。配布は第 1 ・ 3 火曜日の午前 10 時です。（祝日の場合、翌日）

有機肥料配布

平和の灯

Incredibly shiny stuff
that doesn’t mean anything 念ずれば花ひらく

出逢いは永遠の薫

Angel of Peace　～平和の天使～

患者さんに足を止めて見ていただけるような癒しの

生花となっているか、 基本を頭に調和・変化・色の

配置などを考えながら生けています。

 生花

医療・健康・当院の取り組み、 イベント情報など、

情報盛りだくさんの季刊誌を各所に設置しています。

ご自由にお持ち帰りください。

広報誌 「愛」

森岡まさ子氏直筆の石碑です。広島県府中市上下町

で「自然の森 ＭＧユースホステル」 を開設。森岡ママの

愛称で親しまれ、平和の大切さを世に訴え続けられ、出

会いと愛にあふれた人生を送られました。98歳で逝去。

三彩馬
１９８６年、 岡山市と洛陽市の友好都市５周年記念に洛

陽市博物館から岡山市日中友好協会へ送られてき

た中国の陶器。２０１２年、洛陽市との友好病院として協

会より寄贈していただきました。

天使とヴェネチアングラスの花
サビーノ氏と天使像作家である立見由美

子氏ご夫妻によるコラボレーション作品。

美しいヴェネチアングラスとかわいらしいエ

ンジェルに癒される作品です。

(1階総合受付)

(1階カフェ 赤い鼻)

(1階カフェ 赤い鼻)

(西館2階・北棟2階屋上)

(正面玄関)

(北側屋上)
(国道沿い庭園)

あめあがり
若手彫刻家　浮森夕菜氏よりご寄贈。第 48 回日本

彫刻展覧会で日彫賞を受賞された作品。

(めだかの学校)

信じられないくらいキラキラするけれど何の意味もないもの

C Ryan Gander　
Courtesy of Okayama Kyokuto Hospital & TARO NASU
Photo by Yasushi Ichikawa

国道沿い庭園

その他 ・ 各所

アート作品モニュメント

1階

画像診断受付

④　総合受付④　総合受付

⑤ 中庭⑤ 中庭

コンシェルジュ、エスコート係を配

置しておりますので、わからないこ

とやご質問がありましたらお気軽

にお尋ねください。また、ひざかけ

の貸し出しもおこなっています。

春には枝垂桜、バラ、洛陽牡丹が

咲き、冬にはイルミネーションを点

灯しています。季節ごとの庭をご

覧ください。

⑥ 情報コーナー健康の駅⑥ 情報コーナー健康の駅

健康の駅利用時間　月～金　9：00～17：00

医療・健康などに関する書籍や

近隣の医療機関のパンフレット、

インターネット用パソコン など

で、幅広く情報を入手することが

できます。また、併設の展示コー

ナーでは、公募による展示イベン

トを開催しています。

カフェ赤い鼻カフェ赤い鼻⑦⑦
Red nose

カフェ前の水槽では色鮮やかな熱帯魚が見る

人の心を和ませてくれます。

営業時間

休業　第 2・４土 / 日 / 祝日 / 年末年始

⑧水槽 (アクアリウム)⑧水槽 (アクアリウム)

売店売店○○

休業　第 3 以外の日曜日 / 祝日 / 年末年始

営業時間
8：30～17：00
第３日曜　８：４５～１３：００

（土は13：00 まで）

⑤⑤
④④

②②

①①

⑧⑧
⑥⑥⑦⑦西館

本館北棟

本館

キッズ
コーナー

医療福祉
相談室

中　庭

カフェ赤い鼻 健康の駅
情報コーナー

総合案内

総合受付

正面玄関

待　合

リハビリテーションセンター
リハビリテーションセンター

DSA MR室
（3.0 テスラ）

パッチ ・ アダムス
ホール

めだかの学校
（温室）

訪問看護

リハビリステーション

たんぽぽ

訪問看護

リハビリステーション

たんぽぽ

水槽のエサやり時間 9：00頃　15：00頃

中央
ｴﾚﾍﾞｰﾀ
中央
ｴﾚﾍﾞｰﾀ

授乳室おむつ交換台
（女性トイレ内のみ）

郵便ポスト

院内の癒しの空間をご紹介 ご自由にお持ちください

癒しの環境マップ

1

2

3

4

2

1

3

③　展示室③　展示室 2014年9月、当院が属する公益財

団法人操風会の創立60周年を記

念し、当院の歩みや病院概要、医

師や看護師の活動、医療情報な

どをパネルや映像を通じて紹介す

る展示室を開設しました。

月1回の授産施設によるクッキー

と生うどんの販売も好評です。

② めだかの学校 ( 温室 )② めだかの学校 ( 温室 ) たくさんのめだか達が泳ぐ水槽と

ハンギングバスケットの花、庵治石

から水槽へと注がれる水の音色な

どに心和む、癒しの空間です。

外来診察の待ち時間や休憩、食

事など自由にご利用ください。

③③
展示室

川 崎 医 療 福 祉 大 学
医療福祉デザイン学
科の学生の協力を得
て、 壁画アートを装飾
しました。

⑨壁面アート⑨壁面アート

医療の場に笑いとユーモアを取

り入れたアメリカの医師パッチ ・

アダムス氏の名前を冠した多

目的ホールです。コンサート、 健

康教室、園芸教室などのイベン

トや、 職員研修、 講演会などを

開催しています。

約１５０名収容可能。

①パッチ ・ アダムスホール ①パッチ ・ アダムスホール 

地 域 医 療 支 援 病 院

公益財団法人

テレビカード精算

9：30～16：00　

（木14：00 ・土 13：00まで)

4



階段エレベーター

公衆電話お手洗い

自動販売機

通話室

テレビカード販売

患者様ライブラリー同様、貸し出し

サービスをおこなっています。

○ 病棟の移動図書

2階

3階 ４階

敷地内禁煙
実施施設

患者さん同士やご家族・ご面会の方々と、過ごす場所としてご活用ください。 また、2階の憩いの

間(「いやしの湯」横)では、月に一度、アフタヌーンティーを提供しています。(開催日は院内掲示

をご確認ください)

○ 憩いの間○ 憩いの間

患者様
ライブラリー
患者様
ライブラリー

⑨ 患者様ライブラリー⑨ 患者様ライブラリー

一般書(医学・健康に関する書籍、小説、実用書など)、文庫本、詩集、マンガ、

児童書、雑誌など幅広いジャンルを閲覧できます。貸出サービスもしており、

どなたでもご利用頂けます。(貸出期限は2週間、最大10冊まで)

蔵書の多くは、みなさんからの寄贈図書です。気に入った本と出会えますよ

うに。

⑩

⑨⑨

⑪⑪

屋上庭園

温室テラス

憩いの間

いやしの湯

院内デイケア

洗濯室洗濯室

憩いの間

デイコーナー

デイコーナー

憩いの間

庭園
手術室

ICU

屋上庭園

健康センター

中央
ｴﾚﾍﾞｰﾀ
中央
ｴﾚﾍﾞｰﾀ

中央
ｴﾚﾍﾞｰﾀ
中央
ｴﾚﾍﾞｰﾀ

庭園

脳卒中センター

北棟2階スタッフステーション

西館２階

スタッフステーション

西館２階

スタッフステーション

西館3階

スタッフステーション

西館3階

スタッフステーション

本館２階

スタッフステーション

本館２階

スタッフステーション

本館3階

スタッフステーション

本館3階

スタッフステーション

西館 本館

本館北棟

本館北棟

本館北棟

本館

本館

西館

男性

10 時～ 14 時

15 時～ 19 時

月･水･金･日

火･木･土

女性

10 時～ 14 時

15 時～ 19 時

火･木･土

月･水･金･日

⑩ いやしの湯⑩ いやしの湯

一般浴場、 介助浴場、 機械浴場があります。

一般浴場は自力で入浴ができる入院患者さん

の入浴場です。 浴室の窓からは庭園を望むこ

とができます。

右記の時間で運営しています。

各階の廊下や病室など院内各所には、地域のアーティストや職員によ

る作品を展示しています。 切り絵、風景画、抽象画、写真、彫刻などと

バリエーションも豊富で常時 4００点ほど展示しています。

○ 絵画 ・ 写真○ 絵画 ・ 写真
色とりどりのステンドグラスや幾何学的な形の間

接照明などを各所に装飾しています。院内散策

すると意外な発見があるかもしれません。

○ ステンドグラス ・ 照明○ ステンドグラス ・ 照明

⑪ 庭園 ( 院内約１０ヶ所 )

屋上庭園をご利用される方へ

専任のガーデナーが整備をしています。四季折々の植物を植え、

冬にはイルミネーションを灯します。なかでも4階にある屋上庭園

は開放感溢れるお勧めの空間です。また、専任ガーデナーを講師

に入院中や初心者でも楽しめる園芸教室を年４～6回開催して

います。

段差が高いため、車イスで出ると入りにくくなっています。

必ず付き添いの方と同伴、またはスタッフへお声がけください。

4階の洗濯室、屋上庭園へ

ご用の際は、中央エレベータ

をご利用ください

○ 壁面アート○ 壁面アート
旭川に生息する魚をモチー

フに、 歩く人が水中歩行して

いるような雰囲気を感じられ

る空間になっています。

（協力 ： 川崎医療福祉大学　医療福祉デザイン学科）


