
特集：作業療法士ってどんなお仕事？

①身近なかかりつけ医療機関として、自院の役割・能力を
　客観的に把握し、患者さまに親身に、適切に対応します。
②専門的な技術・知識について日々研鑽し、患者さまの
　身になった、安全で確実な医療を追求します。

財団法人　日本医療機能評価機構認定病院

●光仁会 梶川病院の理念
『光仁会は　地域の人々の健康と幸せに貢献し、
　　　　あわせて働く人達の健康と幸せを追求します。』

●光仁会 梶川病院の基本方針
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広報誌

●光仁会 梶川病院トピックス

●部署紹介：外来（看護部）
●ふれあい看護体験を実施しました
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特集 作業療法士ってどんなお仕事？

■作業療法士の「作業」とは何ですか？
「作業」という言葉からイメージされるような、何か特定の仕事・業務を指すわけではありません。
食べたり工作したり、仕事や遊びなど、人の日常生活にかかわるすべての諸活動を「作業活動」と呼び、
治療や援助もしくは指導の手段としています。例えば、以下のような例があります。

あなたが今したいと思うことを思い浮かべてください。　
そして、もしも病気やけがなどで、それが出来なくなってしまったら…。
食べること、寝ること、楽しむこと、何気ない動作一つをとってみても、こころとからだの複雑な
動きがあります。
作業療法は、障害と折り合いをつけながら活き活きとした生活を送れるよう、仕事、遊びなど
日常生活の中での活動を通して、こころとからだを元気にするリハビリテーションです。

病気やケガ、もしくは生まれながらに障害がある人など、年齢に関係なく日常の生活に支援が必要な
すべての人が対象です。社会とのつながりを「作業」を通じて作ります。

■作業療法の対象はどんな人？

◆生活活動
◆創作・表現活動
◆感覚・運動活動
◆仕事・学習活動

掃除や調理など生活の中での動作
陶芸や編み物など手芸や工芸での動作
風船バレーなど運動での動作
農作業や勉強など社会での動作

当院では主に【からだ】 【老年期】の方を対象にリハビリを行っています。

【老年期】
器質性精神障害（認知症）、 脳血管障害、 骨折、 骨関節障害、 
廃用症候群　など

【発達期】
脳性麻痺、 脳形成不全、 小
頭症、 水頭症、 奇形症候
群、 二分脊椎、 低酸素脳
症、 脳炎・脳症・髄膜炎、 知
的障害、 多動性障害、 行為
障害、 学習障害　など

【こころ】
統合失調症、 気分（感情）障
害、 神経性障害、 ストレス関
連障害、 精神作用物質使用
による障害（アルコール依存
症など）、 器質性精神障害

（認知症など）、 成人の人格
および行動障害　など

【からだ】
脳血管障害（脳梗塞、脳出血、
くも膜下出血など）、 高次脳
機能障害、 脳・脊髄腫瘍、 脊
髄損傷、 多発性硬化症、 パー
キンソン病、 脊髄小脳変性
症、 末梢神経障害、 骨折、 切
断、 関節リウマチ、 熱傷、 廃
用症候群　など

作業療法の対象となる
主な疾患



作業療法では、基本的な運動能力から社会の中に適応する能力まで、３つの能力を維持・改善し、
「その人らしい」生活の獲得を目標にします。

「その人らしく」「その人のからだとこころの状態」「その人の周りの環境」を考えながら、その人が笑顔に
なれるように、今とこれからの豊かな生活づくりを支援します。

■当院での作業療法の内容

■作業療法の目標

●機能的作業療法
腕・手指の関節の動きや、筋力、手指の細か
い動きなどの回復を目指します。

地域活動への
参加、就労・就
学

食事やトイレ、
家事など日常
で必要となる
活動

運動や感覚・知
覚、心肺や 精
神・認知などの
心身機能

基本動作
能力

社会適応
能力

応用動作
能力

●心理支援的作業療法
気晴らしや生活意欲の向上、認知症の予防や進行防
止のために行います。折り紙や計算問題、塗り絵や
歌、将棋や花札など、患者さんの好みに合わせて行い
ます。
リハビリ室には、患者さんが作った作品が多数飾られ
ています。お気軽に覗きに来てください。

●日常生活動作練習
できる限り身の回りの動作が自立して行えるよ
うに練習します。また、家庭での生活を考え、住
宅改修や福祉機器利用の相談に応じます。ひと
りひとりの生活に合わせて練習を行います。



部署紹介 外来（看護部）
　今年度の外来看護師の目標は、【すべての人
に気配り・目配り・心配りをする】と定め、スタッフ
一同で取り組んでいます。
　受診された患者さんに満足いただけるように、
一人一人にお声掛けし、思いに寄り添った援助を
心がけています。

　外来でよく問題になるのは【待ち時間】ですが、
どんなに頑張ってもこれをゼロにする事はできま
せん。
　そこで、逆に待ち時間を【情報発信】の重要な
機会ととらえ、この時間を少しでも有意義に過ご
していただけるように、以下のような【外来看護師
便り】の掲示を始めました。

9月は「災害時の備え」について

号外の「糖尿病新聞」です

夏場は「熱中症」について語りました

2ヵ月に1回、毎回内容を工夫しスタッフの総力を挙げて
取り組みますので、乞うご期待！
お時間があれば、ぜひ外来掲示板をご覧ください。



参加された皆さんからは、こんな感想をいただ
きました。

「入院患者さんとゲームを一緒に行って直接ふ
れあい、患者さんの笑顔を見ることができるな
ど、貴重な体験ができた」
「進路に悩んでいたが、看護体験を通じて、医
療系の仕事を目指したいと感じた」
「病院で働く職種について、詳しく知ることがで
きた」
「看護師の仕事は、いろいろな職種との関わり
が強いことが分かった」
「また参加してみたい」　など

これからも、皆さんが楽しく気軽に参加できる
ような内容を検討していきます。
ぜひ来年もお越しください。
お待ちしています。

　毎年5月12日の「看護の日・看護週間」の行事の一環として、「ふれあい看
護体験」が病院、老人保健施設、特別養護老人ホーム、訪問看護ステーショ
ン、保健所などのいろいろな施設で実施されます。
　これは、市民のために保健医療福祉施設がドアを開き、見学や簡単な看
護体験、関係者との交流などを行うイベントであり、広島県では約90施設が
実施しています。
　当院では８月２２日（木）に実施し、高校生１～３年生、計１１名の参加があり
ました。

ふれあい看護体験を実施しました

当院での主なプログラムです。
○オリエンテーション
○病院内見学と各種体験
　　臨床検査科
　　薬剤科
　　リハビリテーション科
○看護体験
　　車イス体験、病棟レクレーションなど
〇病院食の試食　など



光仁会 梶川病院トピックス

天満町 天神さまの夏祭りに参加しました

２０１９年７月２４～３１日
医療安全研修を開催しました

２０１９年８月２４～25日

職員全員が参加する医療安全研修のテーマは、
「安全の視点で考え、リスクに気付く！」でした。
エラー防止のための改善対策の考え方を学ぶため
に、分かりやすい内容でみんながディスカッション
し、患者さんの安全に向けてしっかり学びました。

毎年恒例の「かじかわ健康広場」として、血圧検
査、握力測定、肺活量検査など、皆様の健康に関
係する内容を提供しました。
辺りが暗くなってからも多くの方にお越しいただ
きました。暑い中をお越しいただいた皆様、あり
がとうございます。

新任医師のご紹介
２０１9年１０月１日

川﨑 真実
かわさき　  まみ　

泌尿器科
非常勤
診察日：水曜(隔週)

１０月１日より、前任の上田医師との
交代で、新たに外来を担当します。
どうぞよろしくお願いいたします。



外来担当
医師紹介

外来診療
予定表

檜井　俊英
ひのい　　 としひで　

内科・循環器科・禁煙外来

《外来診察日》
　火・金・土曜日

受付は12：30まで
リハビリ受付は12：00まで

受付は17：30まで
リハビリ受付は17：00まで

9:00～13:00午前

（　　　　　
午後 14:00～18:00

（　　　　　

診療時間

土曜日午後
日曜日・祝祭日
8月14～16日
12月30日～1月3日

休診日

※ 平成31年4月1日現在

循環器科
午前

午後

月 土金木水火

原田仁

檜井俊英
内科

外科

泌尿器科

神経内科

整形外科

総合診療科

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

久米隆/川﨑真実
(週交代) 広大泌尿器科

永野義人
(12時まで)

檜井俊英

末丸直子

浅海良昭

浅海良昭

浅海良昭

浅海良昭

前田和也 末丸直子

原田仁

久米隆 久米隆 久米隆

久米隆久米隆 久米隆/川﨑真実
(週交代)

浅海良昭

田邊裕雅

原田仁
(15時から)

串畑重行

檜井俊英

末丸　直子
すえまる　　なおこ　
光仁会 梶川病院 院長

内科
《外来診察日》
　月・水・木曜日

永野　義人
ながの　　 よしと　

非常勤　神経内科

《外来診察日》
　水曜日

原田　仁
はらだ　　　ひとし　

非常勤　整形外科

《外来診察日》
　月・木曜日

中原満

中原満

《外来診察日》
　月・火・木曜日

副院長

浅海　良昭
あさみ　　　よしあき　

外科・内科
久米　隆
くめ　　　 　たかし　

泌尿器科
《外来診察日》
　月・水(隔週)・木・金曜日

副院長

串畑　重行
くしはた　　しげゆき　

非常勤　内科・禁煙外来

《外来診察日》
　金曜日

中原　満
なかはら 　みつる　

非常勤　泌尿器科

《外来診察日》
　火曜日

前田　和也
まえだ 　 　かずや　

非常勤　内科（腎臓）

《外来診察日》
　火曜日

原田仁
(15時から)

末丸直子
(9時半から)

川﨑　真実
かわさき　 　 まみ　

非常勤　泌尿器科

《外来診察日》
　水曜日（隔週）

田邊　裕雅
たなべ　 　ひろまさ　

非常勤　総合診療科

《外来診察日》
　水曜日

檜井俊英 檜井俊英

檜井俊英



財団法人　日本医療機能評価機構認定病院

名 称
所 在 地
電 話
Ｆ Ａ Ｘ
Ｕ Ｒ Ｌ
開 設
院 長
診 療 科 目

病 床 数

基 準

併 設
主 な 設 備

医療法人社団光仁会　梶川病院
〒733-0022　広島市西区天満町８番７号
０８２-２３１-１１３１　（代表）
０８２-２３１-８８６６　（代表）
http://www.kajikawa.or.jp
１９８０年５月（昭和５５年）
末丸　直子
内科・外科・泌尿器科・整形外科・循環器科
肛門科・放射線科・リハビリテーション科
人工透析内科・神経内科
８８床

（地域包括ケア病棟４８床、 医療療養病棟４０床）
地域包括ケア病棟１
療養病棟入院基本料１（在宅復帰機能強化加算）
通所リハビリテーションすみれ（定員４０名）
オープンタイプ型ＭＲＩ
１６列マルチスライスＣＴ
高精度デジタルＸ線透視装置　等

光仁会 梶川病院は、地域の在宅医療を支える病院です

透析を含む一般内科・
外科・泌尿器科を中心と
した治療を行っています

個々に応じたリハビリを
行い、在宅・社会復帰に

向けたきめ細かな支援に
力を入れています

人工透析をされている、
もしくは導入予定の方は、

退院後も外来透析が可能です
(フェニックスクリニックにて実施)

各部署が連携をとりながら
情報を共有し、患者さんひとり
ひとりに合った医療・介護を
提供するよう心がけています

もみじ銀行

ユアーズ

アウディ出光ＧＳ
県営東観音住宅

天満小学校

西郵便局

林の餅

天満公園

平和大通り広電東観音町電停

バス亭
バス亭

広電観音町電停

広電天満町電停

①光仁会 梶川病院
④通所リハビリテーションすみれ

③あしたば訪問看護ステーション
⑤居宅介護支援事業所リンデン

②フェニックスクリニック

発行：医療法人社団光仁会　梶川病院
編集・文責：地域医療連携室
〒733-0022 広島市西区天満町8-7
TEL(082)231-1131(代)　FAX(082)-231-8866(代)
http://www.kajikawa.or.jp

内科/外科/泌尿器科/整形外科/循環器科/肛門科/放射線科/
リハビリテーション科/人工透析内科/神経内科

・広島電鉄市内線
　　天満町電停下車　徒歩２分
・広島バス２５号線
　　天満町バス停下車　すぐ

公共交通をご利用の方は

老人保健施設べにまんさくの里
　 電話：0829-50-0031
 　〒739-0478 廿日市市大野1320

【廿日市市域事業所】

① 光仁会 梶川病院(入院・外来)
　 電話：082-231-1131
 　〒733-0022 広島市西区天満町8-7

② フェニックスクリニック(人工透析)
　 電話：082-293-8400
 　〒733-0031 広島市西区観音町7-29

③ あしたば訪問看護ステーション
　 電話：082-234-0585
 　〒733-0022 広島市西区天満町13-19

④ 通所リハビリテーションすみれ
　 電話：082-231-1196
 　〒733-0022 広島市西区天満町8-7

⑤ 居宅介護支援事業所リンデン
　 電話：082-297-7717
 　〒733-0022 広島市西区天満町13-19

【広島市域事業所】

こぶしの里クリニック
　 電話：08477-2-5255
老人保健施設こぶしの里
　 電話：08477-2-5252
 　〒729-5121 庄原市東城町川東152-4

【庄原市域事業所】

光仁会 梶川病院
グループ

病 院 概 要

周 辺 案 内 図


