
北山病院
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町123
TEL 075（791）1177　FAX 075（712）4085

京都市認知症疾患医療センター
TEL 075（706）5515

第二北山病院
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町161
TEL 075（791）2137　FAX 075（702）2631

三幸会うずまさクリニック
〒616-8106　京都市右京区太秦森ヶ西町12-３
TEL 075（871）3100　FAX 075（871）3101

からすましめいクリニック
〒603-8151　京都市北区小山下総町５-１
TEL075（411）9095　FAX 075（411）9096

高齢サポート・岩倉
（京都市岩倉地域包括支援センター）
〒606-0001　京都市左京区岩倉長谷町1255
TEL 075（723）0800　FAX 075（723）0802

生活サポートセンター
ヘルパーステーションきたやま
〒603-8151　京都市北区小山下総町５-１
TEL075（411）9055　FAX 075（411）9056

ホームヘルパー養成校
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町158
TEL 075（702）1522　FAX 075（721）1585

訪問看護ステーション からすましめい
〒603-8151　京都市北区小山下総町５-１
TEL075（411）9080　FAX 075（411）9099

グループホーム北山
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町177
TEL 075（722）7151㈹　FAX 075（722）7151

就労支援センター・ヒューマンプラス
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町158
TEL 075（721）1570　FAX 075（721）1571

介護老人保健施設 紫雲苑
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町303
TEL 075（724）1188　FAX 075（724）6122

生活サポートセンター
相談支援事業所北山
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町158
TEL 075（791）2277　FAX 075（721）1821

生活サポートセンター
ケアプラン事業所北山
〒606-0017　京都市左京区岩倉上蔵町158
TEL 075（724）9117　FAX 075（721）1821

2022.■.500

ケアサポートセンター けいほく
〒601-0321　京都市右京区京北塔町中筋浦44-１
TEL 075（853）8181　FAX 075（853）0201

ケアサポートセンター 吉祥院
〒601-8339　京都市南区吉祥院里ノ内町71-1
TEL 075（693）3602　FAX 075（681）2710

ケアサポートセンター 宝ヶ池
〒606-0047　京都市左京区上高野薩田町11-1
TEL 075（702）2051　FAX 075（712）2607

ケアサポートセンター 市原野
〒601-1123　京都市左京区静市市原町1223-69
TEL 075（741）3110　FAX 075（741）3120

ケアサポートセンター 鷹峯
〒603-8467　京都市北区鷹峯南鷹峯町32-37
TEL 075（495）3502　FAX 075（495）3503

ケアサポートセンター 岩倉長谷
〒606-0026　京都市左京区岩倉長谷町1617-1
TEL 075（703）4065　FAX 075（703）4066

ケアサポートセンター 壬生
〒604-8812　京都市中京区壬生相合町63-1
TEL 075（813）5151　FAX 075（813）5152

ケアサポートセンター 千本今出川
〒602-8464　京都市上京区元誓願寺通千本東入元四丁目424-2
TEL 075（411）9918　FAX 075（451）4177

http://www.sankokai.jp/
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●京福電鉄嵐山線「太秦広隆寺」駅
から徒歩５分
●JR嵯峨野線「花園」駅から徒歩
８分
●地下鉄東西線「太秦天神川」駅か
ら徒歩15分
●駐車場あり

●地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅
から徒歩２分
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□生活サポートセンター
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□ケアサポートセンター吉祥院

●京都バス「長源寺前」より徒歩５分

□ケアサポートセンター岩倉長谷

岩倉 叡山電鉄鞍馬線
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京都バス
長源寺前 京都バス

長源寺通

京都バス
北長谷 ケアサポート

センター岩倉長谷

□ケアサポートセンターけいほく

●叡山電鉄鞍馬線「八幡前」駅下車すぐ
●京都バス「岩倉三宅町」下車すぐ

□ケアサポートセンター市原野

●叡山電鉄鞍馬線「市原」駅から徒歩10分
●京都バス「小町寺」から徒歩2分
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国際会館駅

●地下鉄烏丸線「国際会館」駅乗りかえ京都バス「岩倉実相院」下車すぐ
●京阪「出町柳」駅乗りかえ京都バス「岩倉実相院」下車すぐ

□北山病院
□第二北山病院
□グループホーム北山
□就労支援センターヒューマンプラス
□ケアプラン事業所 北山
□相談支援事業所 北山

□紫雲苑
□ケアサポートセンター宝ヶ池
□ケアサポートセンター岩倉長谷
□ホームヘルパー養成校
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ふれあいセンター

右京区役所京北出張所

●JR西日本バス「周山バス停」→
　京北ふるさとバス「山国バス停」
　下車徒歩2分
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からすましめい
クリニック
訪問看護ステーション
からすましめい

生活サポートセンター
ヘルパーステーション
きたやま

大谷大学

上京年金事務所

□からすましめいクリニック

□ケアサポートセンター壬生
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□ケアサポートセンター鷹峯
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北山通

龍安寺
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ケアサポートセンター
鷹峯

□ケアサポートセンター千本今出川

●市バス「千本今出川」より徒歩
２分

ケアサポートセンター
千本今出川
ケアサポートセンター
千本今出川

千
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元誓願寺通
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千本今出川

京都バス
岩倉三宅前

就労支援センターヒューマンプラス

ケアプラン事業所 北山
相談支援事業所 北山
ホームヘルパー養成校



医 療 介 護

生 活
サポート

ケアサポート
センター 吉祥院 ケアサポート

センター 宝ヶ池

介護老人保健施設 紫雲苑
入所・短期入所療養介護
通所リハビリテーション／訪問リハビリテーション

　春風気持ちよい桜並木、清々
しい新緑、赤や黄に彩られた紅葉、
深々とした雪景色と四季を体感
できる落ち着いた環境の中、住
みなれた地域で継続して生活し
ていけるよう、ご利用者一人ひ
とりの自立に向け、看護・介護・
リハビリテーションを中心とし
たサービスを提供いたします。

認知症高齢者グループホーム

　豊かな自然に囲まれたぬくもりの
あるグループホームです。「ゆっく
り楽しく寄り添って暮らせる家を目
指します」「自分でやれる喜びと達
成感のある暮らしを目指します」の
理念の下、認知症になってもその人
らしく、生活していただけるように、
できる範囲内の事を役割を持って関
わってもらっています。散歩や買い

物、地域の皆様との交流を通じて、認知症の進行を遅らせ、尊
厳のある生活を送れるように努めています。

　京都市から委託を受けて、左京区
岩倉地域で、いつまでも健やかに生
活していけるよう、高齢者やご家族
のみなさんを、医療、保健、介護及
び福祉などさまざまな方面から総合
的に支援します。また、当センター
では、主任ケアマネジャー、社会福
祉士及び看護師等の専門職員が、互
いに連携を図りながら「チーム」と
して支援を行います。

小規模多機能ホーム／認知症高齢者グループホーム

　“一人ひとりがその人らしく”の事
業所理念の下、住み慣れた地域で・
自宅でできる限り過ごしていただけ
るように、その方らしい過ごし方を
理解し、寄り添い、専門性が高い職
員がお一人おひとりの能力を最大限
発揮していただけるように支援させ
ていただきます。
　また、様々な連携を取りながら、
地域全体で支える力を認知症に対す
る理解を進めていくための支援も行
っています。

ケアサポート
センター 千本今出川
小規模多機能ホーム／認知症高齢者グループホーム

　西陣の中心に立地しており、昔な
がらの町屋のなかで、人の温かさ感
じながらその方々の生活を支援させ
て頂きます。ご利用者様の能力を最
大限活かし、可能な限り自立した生
活がおくれるようサポートしていき
ます。レクレーションやお料理への
参加等を、職員がいっしょに行うこ
とで、お元気に過ごして頂けるよう
努めていきます。一度遊びにいらし
て下さい。

小規模多機能ホーム／認知症高齢者グループホーム

　比叡山が一望できる緑豊かな場所
にある地域密着型サービス事業所で
す。
　１人暮らしの方や認知症の方が、住
み慣れた自宅や慣れ親しんだ地域で
安心して生活できるよう支援し、地域
の方々と一緒に支え合うことを目指し
ています。そして、お一人お一人が、
今までの暮らしで育んできたものを、
出来る限り継続できるよう支援するこ
とを大切にしています。

認知症高齢者グループホーム

　小高い丘の上に建ち、山並みが見
えリビングから見える四季折々の自
然の風景が感じられるホームです。
認知症のある方が、今まで暮らして
こられたのと同じような生活をして
いただけるようサポート致します。
　少人数での共同生活ではあります
が、一人ひとりのお部屋があり、馴
染みのあるものを置いていただいた
り、それぞれの生活のリズムで過し
ていただけます。

認知症高齢者グループホーム

　当ホームの付近には、光悦寺・
源光庵・常照寺など、有名寺院が
多くあり、ゆったりとした時間の
流れを感じることができる落ち着
きのある地域です。
　地域の方々に見守られ、懐かし
さを感じる住まいと家庭的な環境
の中で、安心して、ゆったりと楽
しく、自分らしく暮らしていただ
けるよう、サポートします。

認知症高齢者グループホーム

　岩倉の田畑に囲まれた自然豊か
な場所にあるグループホームです。
　お一人お一人の気持ちを大切に、
認知症のある方が、ご家族との時
間、地域との交流を持ちながら、
安心して自分のリズムで生活が送
れるようサポート致します。ご利
用者の「これまでの生活」と「今」
に寄り添うケアを目指しています。

ケアサポート
センター けいほく

ケアサポート
センター 市原野

ケアサポート
センター 鷹峯

ケアサポート
センター 岩倉長谷

認知症高齢者グループホーム

　認知症ケアの専門的知識・経験に
加え、溢れる「愛」をもった職員で
いっぱいの施設です。日々の暮らし
の中で「愛されたい・褒められたい・
認められたい・自由でいたい・役に
立ちたい」という『人間に共通する
５つの切なる願い』をお互いに、一
つでも一瞬でも叶えられるようなグ
ループホームを目指しています。

ケアサポート
センター 壬生

　職場や家庭のちょっとした出
来事が引き金となり、うつ状態
や不安障害は容易に起こります。
こんな方々のクリニックとして
機能しています。
　特に30代から60代の働き盛り
の年代の方に利用されています。

からすましめいクリニック

精神科／心療内科／内科
精神科作業療法／精神科訪問看護
京都市認知症疾患医療センター

　精神科医療の発祥の地・岩倉で、
その歴史を伝えながら、思春期
から認知症疾患まで、ひとりひ
とりにあった治療や診療が大切
だという考え方を基本に、スタ
ッフの連携を密にしたチーム医
療でとりくんでいます。

北山病院
精神科／内科／歯科／精神科デイケア
精神科作業療法／精神科訪問看護

　四季折々の自然の美しさに囲
まれた療養に最適の環境のなか
で、病と闘い自らの力で人生を
生きぬいていくことができるよ
うになることを目標に、ご家族、
地域のネットワークの中で「共
に歩む医療」を実践することを
めざしています。

第二北山病院

心療内科／精神科／もの忘れ外来／精神科デイケア

　心療内科・精神科外来と精神科
デイケアを併設し、地域にねざし
たクリニックをめざしています。
　こころとからだの不調には、是
非早いうちに専門医の治療をおす
すめします。また、当院デイケアは、
共に歩み、楽しみを共有しながら
リハビリテーションを行っています。

三幸会うずまさクリニック

介護員養成研修事業 京都市岩倉地域包括支援センター

　訪問介護と居宅介護の需要が増
す中でサービス提供スタッフは人
材難のため、一人でも多くのホー
ムヘルパーを地域に送り出し、介
護サービスの向上に貢献できるこ
とを目的に、平成20年に京都府
の指定を受け「医療法人三幸会ホ
ームヘルパー養成校」を開設し人
材の育成を行っています。

ホームヘルパー養成校

グループホーム（共同生活援助）

障害者総合支援法によるグルー
プホーム北山は、お互いの暮らし
を尊重し支えあいながら、自立し
た生活を目指しています。誕生日
会など家庭的な雰囲気を大切に、
世話人と共に自立生活への支援を
行っています。

グループホーム北山

心療内科／精神科

　利用者様が住みなれた街で安心
して在宅生活が送れるように、法
人の理念を念頭に入れご本人やご
家族の話をよく聴き身近な相談相
手となるように心掛けています。
また地域との連携を図りながらそ
の人らしく長く安定した状態が保
てるよう寄り添う看護を実践して
います。

訪問看護
ステーションからすましめい

就労移行支援／就労定着支援

精神科訪問看護／訪問看護

　障害者総合支援法に基づく事業
所です。「働きたい」という意欲を
持つ障害のある方に、主にベッドメ
イクや清掃、グループ活動といった
訓練を提供し、一般就労で求めら
れる知識・技術・マナー等の習得を
促します。関係機関と連携しながら、
企業での職場実習や求職活動、就
職後の相談まで支援しています。

就労支援
センターヒューマンプラス

三 幸 会
理 念

● 話をよく聴き、語り合い、ともに歩みます。

● あたたかい医療、介護を目指します。

● 患者様、ご利用者様ならびにそのご家族、
地域の皆様、われわれ医療人の幸せを目
指します。

高齢サポート・岩倉

生活サポートセンター

居宅介護支援

　住み慣れた地域で暮らし続けるた
めにケアマネジャーが、高齢者とそ
のご家族への支援（要介護認定申請
代行、ケアプラン作成、介護保険サ
ービス等の利用調整など）を行いま
す。

相談支援

　障害により生活しづらい状況があ
る方の福祉サービス（ヘルパー・就
労支援・共同生活など）の利用支援
（計画相談）を行っています。「その
人らしく暮らす」ことを大切にして
います。

居宅介護／重度訪問介護／移動支援
訪問介護／介護型・生活支援型ヘルプサービス

　安心した自分らしい生活が続
けられるように、ホームヘルパ
ーが自宅を訪問し、少しづつでも、
できることが増えるように支援
をします。また、ご利用者様と
共に地域の様々な場所に外出す
ることで、暮らしの行動範囲の
拡大を応援します。

ケアプラン事業所北山相談支援事業所北山ヘルパーステーションきたやま

発祥の地で
先進の医療・介護を


