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医療法人財団青溪会 駒木野病院

〒193 -8505 東京都八王子市裏高尾町 273

こころの訪問診療所いこま
〒192-0911 東京都八王子市打越町344-4
北野シティプラザ 206
TEL : 042-649-2528
FAX : 042-649-2538

こまぎの訪問看護ステーション天馬
〒193 -0844  東京都八王子市高尾町1533 -5
TEL : 042 -673 -3505
FAX : 042 -673 -3515

こまぎの訪問看護ステーション天馬　北野事業所
〒192-0911 東京都八王子市打越町344-4
北野シティプラザ 601
TEL : 042-656-5711
FAX : 042-656-5712

グループホーム駒里・ショートステイ駒里
TEL : 042-666-0301 
FAX : 042-666-0302

こまぎの相談支援センター
〒193 -0942 東京都八王子市椚田町529-8 2階
TEL : 042-661-2150 
FAX : 042-661-2151
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患者様の心によりそい
共に歩みます

「こころに寄り添い、生きる力を支援」

ご利用者ひとり一人と誠実に向き合うことから、駒木野病院の
医療は始まります。その上で異なった病状、生活歴を持つそれぞ
れの方に最適な医療サービスの提供を考えます。そのために医
師を始めとする専門職がチームとして、入院治療・リハビリから
退院後の地域生活支援まで積極的に関わってまいります。

私たちが目指すこと

皆様への5つの約束
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専門病院として、子どもから高齢者まで幅広い年齢層を対象 
に精神医療を提供いたします。
医師を中心に、 様々な専門スタッフがチームとして
それぞれの方に適した治療にあたります。
入院中は多様なリハビリテーションプログラムを用意し、
早期退院へのサポートをいたします。

退院後は地域での生活を支える為、デイケアや訪問看護など
の医療サービスを充実させます。

様々な地域広報活動を通じて精神医療の大切さを伝え、
早期受診・早期回復を目指します。

私たちは、地域社会の一員として、一人一人の心の健康を
全力で支援します。
私たちは、専門医療・福祉機関としてサービス内容のたゆみ
ない向上に努めます。

私たちは、安全、快適、さわやかな接遇を心がけ、安らぎと
回復の場を提供します。

私たちは、「その人らしい生活」を目指し、本来の力を引き
出し、育むことに尽力します。
私たちは、全てのご利用者が満足し納得できるよう歩み続け
ます。

詳しく見る



デイケアセンター

デイケアは生活のリズムを整え、病状の安定をはかることにはじ
まり、人との接し方や、病気との付き合い方などを学ぶ場です。
デイケアで様々な体験を重ね、個々の生活がより豊かになる
よう、また「楽しい」を感じ、明日を前向きに迎えられるように共に
活動しています。

回復への道しるべ

精神科専門医療

様々な「こころ」の問題でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
精神疾患全般を対象に診断から治療、生活支援まで総合的に
サポートいたします。外来では通常の診察以外にデイケア、専門
外来などの利用も可能です。また入院治療は精神科救急、回復
期、高齢期など、多様な病棟を用意しております。精神科におけ
る救急医療から退院促進、そして地域定着に向けた支援を病院
全体で取り組んでまいります。

こまぎのこどもセンター すこやか

お子様の精神的な問題について児童精神科医を中心に、看護師、
心理士、作業療法士、精神保健福祉士がチームを組み、専門的
な医療サポートを提供し、外来から入院までトータルな支援をい
たします。また、入院中のお子様に対して訪問学級による義務教
育への対応も行なっております。

当院では、アルコール依存症に対する診療だけでなく、アルコール
リハビリテーションプログラム（ＡＲＰ）を活用しながら、断酒と再発
予防へのサポートをしています。また、自助グループとの連携など
地域での生活も視野に入れたプログラムを提供しています。ご家
族に対しては支えあいながら経験を分かち合う家族会やアルコー
ル依存症についての講習会を開催しています。

ＭＲＩ：3テスラの性能を持つ最新機種により、高度な撮影や診断が可能となります。特徴的な検査
詳しく見る

ＳＳＫは、地域と病院を様々な形でつなぐ窓口です。同時に、院内
各部署をつなぐ役割も果しています。ソーシャルワーカー等専門
職の専従スタッフと、各種活動別の兼任スタッフとが協力してＳＳ
Ｋを運営しています。また、こまぎの訪問看護ステーション天馬と
の調整や、利用者に対する個別的な支援、さらに生活支援につな
がるような地域連携やネットワーク作りを展開しています。利用
者にとって信頼される病院、ニーズに応えられる病院であり続け
るために、必要とされる仕組みを創造していきます。

サービスステーション駒木野（ＳＳＫ）アルコール総合医療センター（ALMeC）

当院を利用されるすべての方を対象としたくつろぎと交流のス
ペースです。外来での待ち時間や、デイケアなどの休憩時間にも
ご利用いただけます。院内の様々な情報以外に、精神保健や福
祉に関する情報提供や図書の貸し出し、相談なども行っておりま
す。また、ビデオを使った講座を日々行い、病気や治療の情報、
当事者体験などを知ることができます。

詳しく見る

オープンルーム（ＳＳＫ）



各部門のチームワークを活かし

その人にあった医療サービスを提供いたします

入院について

服薬指導

栄養指導

精神科作業療法

心理面接

詳しく見る

詳しく見る詳しく見る

詳しく見る詳しく見る

当院では、子どもから高齢者まで様々な年齢層に対応できる病
棟機能を備えています。また、早期退院を実現するために多職種
（医師、看護師、ソーシャルワーカー等）がチームとなり患者様を
支えてまいります。

薬剤師がお薬に関する説明を通して服薬の意義や副作用など、患
者様個々に応じた情報を提供いたします。又、病棟担当薬剤師と
してお薬の指導だけではなく、病棟行事にも参加しながら患者様
が早期に回復していただけるような環境作りを目指しています。

日々の生活と少し離れて、自分のための時間をすごしながら、じっ
くりと話を聴いてもらう。そうした中で不安がやわらいだり、気持ち
を整理できたり、今まで気づかなかったことに気づいたりします。
それがやがて、自分らしく生きる事へつながるよう、お手伝い
いたします。

管理栄養士が食事に関する不安がある患者様への栄養相談を実施しています。入院中の方へは退院後の食生活
や間食について、外来の方へは普段の食生活について、生活環境に配慮しながらサポートを行っています。また、
食事についてより身近に感じることができるよう、講義やディスカッション、料理教室などを行っています。

様々なプログラムを利用して生活リズムの調整や人との関わり方
の見直し、生活範囲を広げる、などを目指します。専門スタッフが
サポートいたします。

精神科救急病棟、精神科急性期病棟、児童精神科病棟、
精神一般病棟、高齢期病棟
※アルコール依存症の治療については
　各病棟にて個別対応いたします。

病棟機能

手芸・工作・ゲーム・パズル・スポーツ・リラクゼーション・音楽鑑賞・
コーラス・病棟内活動（グループ活動、レク活動、心理教育、回想法、
身体機能訓練）等

プログラム内容



訪問診療・訪問看護地域連携活動

あたたかい人々
地域のやさしさに支えられて

※訪問看護につきましては、「こまぎの訪問看護ステーション
天馬」の各事業所を中心に、訪問診療につきましては「こころの
訪問診療所いこま」を中心に地域展開を行っております。

当院では、在宅での療養生活をより安心して過ごせるように、訪問
診療や訪問看護を通じて、心と体の両方をケアしております。地域
の様々な支援者と連携しながら、住み慣れた地域の中で自分らしく
暮らせるように、医療を中心にサポートいたします。

医療機関などへの連携訪問　
連携機関と院内関係部署との調整
出張相談会・介護従事者向けセミナーの実施
（地域包括支援センターとの共催事業）
関係者向け病院見学会の実施

各種講演会の企画と実施
講師派遣、病院見学調整
地域関係機関との意見交換、ケア会議等の企画と実施
地域活動の情報収集と各種会議への参加
地域向けイベント等の企画と運営

詳しく見る 詳しく見る
こまぎの訪問看護ステーション天馬 こころの訪問診療所いこま



当院の基本情報

医療法人財団青溪会 駒木野病院
〒193-8505　東京都八王子市裏高尾町２７３
ＴＥＬ：０４２－６６３－２２２２（代表）
ＦＡＸ：０４２－６６３－３２８６
診療科目：精神科・児童精神科・老年精神科・神経内科・リハビリ
テーション科・内科・小児科・歯科
病床数：447床

相談専用ダイヤル

詳しく見る

０４２-６６６-３５２６ ０４２-６６４-３５２０

相談窓口・お問い合わせ

よりそう医療を・・・
回復を目指して

各棟のご案内

まずはお電話でご相談下さい。
ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）が
迅速、丁寧に対応いたします。
ご家族からのご相談もお受けしております。

※当院は敷地内禁煙となります。

ＴＥＬ FAX

精神科急性期病棟

A5

A 棟

Ｂ棟

Ｃ棟

Ｄ棟

Ｅ棟

児童精神科病棟
A4

精神一般病棟

A3

精神科救急病棟

A2

厨房

ギャラリー・グリーンホール

A1
（MRI・CT） アルコール総合医療センター

アルコール外来

B1

精神科救急病棟
Ｃ3

精神一般病棟
（高齢期病棟）

Ｃ2

体育館
Ｄ2

デイケア部門

Ｄ1

精神科外来(認知症)
Ｃ1

精神一般病棟

B2

相談窓口・管理部門

Ｂ棟
Ｃ棟

Ｅ棟

Ａ棟Ｄ棟

入口

フロアマップ

児童精神科外来「すこやか」

Ｅ3

精神一般病棟

Ｅ3

Ｅ2

Ｅ1

歯科・作業療法室・売店
サービスステーション駒木野

検査部門

（オール電化）

精神一般病棟

精神一般病棟


