
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

2020年　秋号

広報誌

特集：臨床工学技士とは？

●光仁会 梶川病院トピックス

●部署紹介 ： 広報イベント委員会

臨床工学技士のメンバー臨床工学技士のメンバー

●介護施設情報 ： 通所リハビリテーションすみれ



　医療専門職の一つ臨床工学技士、英語で言うとClinical Engineer、略してＣＥ。院内で「シーイーさん」
と呼ばれることもあります。皆さんは、臨床工学技士がどのような仕事を行う職種かご存じでしょうか？
　簡単に言うと、臨床工学技士は医療機器の専門医療職です。病院や診療所（クリニック）において、医
師・看護師や各種の医療技術者とチームを組んで、生命維持装置の操作などを担当したり、医療機器が
いつでも安心して使用できるように保守・点検を行って安全性確保と有効性維持に貢献したりするなど、
医療機器に関わる仕事を行います。

　腎臓（体内の老廃物などを排泄・代謝する機能をもつ）が働
かなくなった患者さんの腎機能を代替する装置が、人工透析装
置です。
　臨床工学技士は、透析を開始する際に人工透析装置を患者
の体に穿刺（せんし：血液浄化を行うために針を体に刺して血
液を吸い取ること）するほか、数時間にわたる装置の稼働中に、
異常が見られないかなどの確認作業も行います。
　梶川病院には透析ベッドが５床、フェニックスクリニックには
３４床用意されており、臨床工学技士が透析の準備・開始・終了
の業務を行っています。装置に異常が見られないか等の確認
作業も行い、患者さんの状態把握のため、常に傍に待機してい
ます。
　また、患者さんの血液検査結果や胸部レントゲンの確認を行
い、担当医師と相談しながら透析条件の変更を行うこともある
など、梶川病院グループの人工透析に無くてはならない存在で
す。

■血液浄化（人工透析）業務

臨床工学技士とは？特集

人工透析装置の確認作業をしています

　梶川病院の臨床工学技士は、主業務とする血液浄化
（人工透析）業務に、勤務時間の7～８割をあてています。
　さらに梶川病院グループのフェニックスクリニック（外
来透析クリニック）でも経験を積んでおり、安全・安心な医
療を提供しております。
　当院は透析患者さんのリハビリ入院をお受けすること
も多く、人工透析をしっかり行ってご自宅への退院を支援
することは、我々臨床工学技士の重要な責務と考えてい
ます。
　

外来透析のフェニックスクリニック



　人工呼吸器は、肺の機能が低下しているな
どの理由で十分な呼吸ができなくなった患者
さんの、呼吸を代行するための装置です。通
常の病室から、手術室、ＩＣＵ（集中治療室）ま
で、幅広い状況で利用されています。
　臨床工学技士は、人工呼吸器を使用してい
る患者さんの所へ行き、稼働中の装置が安全
に使用されているか、異常がないかなどを確
認し、定期的に回路交換を行います。呼吸を
扱う機器なので、機器トラブルが生命に重大
な影響を及ぼす可能性があり、決して気を抜
く事はできません。
　また、稼働していない人工呼吸器について
も保守・点検を担当し、どんな時でもすぐ使用
できるように準備しています。

■人工呼吸器業務

　医療施設の様々な分野で使用される医療
機器を、いつでも安全に使用できるように管
理します。また、機器の性能が維持できるよう
に保守・点検を行います。
　当院には、シリンジポンプ（機械的に静脈
注射を行うことにより正確な輸液投与を行
う）や輸液ポンプ（一定量または一定速度で
正確に薬液を投与する）をはじめ、様々な医
療機器があり、臨床工学技士がしっかり点検
を行っています。

■医療機器管理業務

人工呼吸器の点検をしています

シリンジポンプ（左）と輸液ポンプ（右）

■院内研修会
　臨床工学技士は、人工呼吸器、シリンジポンプ、輸液
ポンプ、医療ガスなどの使用について、定期的な院内研
修会も行っています。
　看護師など他職種のスタッフにも安全第一で使用い
ただくよう、医療機器管理業務で点検した経験なども踏
まえ、分かりやすい説明を行います。

１つ１つ丁寧に説明しています



部署紹介 広報イベント委員会

　広報イベント委員会は、文字通り広報活動（広報
誌の発行など）やイベント活動（地域いきいき講座
や天満町夏祭りの参加など）を行っています。
　病院内から様々な職種のスタッフが集まり、「どの
ようにしたら梶川病院の事をより理解していただけ
るだろうか？」と、いろんな目線から検討を行ってい
ます。
　医療に直接かかわる仕事ではありませんが、こう
した広報活動が医療への理解を深め、それは結果
的に医療の向上に役立つものと考えています。
　今後もより良いものを目指して活動していきます
ので、広報誌を見かけたらちょっと手に取ってみて
下さい。あなたの気に入る記事がそこにあるかも知
れません！
（新型コロナウイルスが落ち着いたら、地域いきい
き講座も再開して参ります！）

委員会のメンバーです

天満町の夏祭りには毎年「かじかわ健康広場」として委員会一同が参加しています

広報誌は今回で第30号になります今年のいきいき講座は新型コロナウイルスの影響で開催できませんでした



光仁会 梶川病院グループでは、医療から介護への継ぎ目無いサービスを提供しております。
【広島市域】　　　・通所リハビリテーションすみれ　　 ・あしたば訪問看護ステーション　　・居宅介護支援事業所リンデン

082-231-1196広島市西区天満町8-7梶川病院内

介護
施設
情報

選択メニュー「手作業」作品のご紹介
　通所リハビリテーションすみれでは、午後からの活動メニュー
を選択できるサービスがあります。「書道」「学習」「塗り絵」「麻雀
などの娯楽」「手作業」等々お好きなメニューを選んでいただき、
グループで楽しみながら皆さん取り組まれています。
　中でも「手作業」は毎月作品が変わりますので、作りたい作品
の時に参加することができます。また、グループで行うので、得
意不得意の分野に分かれて共同で協力しながら作品を仕上げ
ていくことも可能です。
　毎年、天満町の「天神さまの夏祭り」で作品を展示・ご紹介し
てきましたが、残念ながら今年は新型コロナウイルスの影響で
実施できませんでした。そこで今回は広報誌の誌上で、すみれ
ならではのアイデア、オリジナル作品をご紹介いたします。

軍手からネズミの親子を作りました 箱型のお雛さま（片付けやすい！） 何でも前足ではさみますよ！
洗濯ばさみライオン

ハンドタオルでお化けづくり クリスマスにぴったりの壁飾り 洗濯ばさみアレンジ（磁石付きです！）　

細かい作業で集中力が必要でした
コルク栓で大きさが分かりますか？



光仁会 梶川病院トピックス

インターンシップの学生さんが来られました

２０２０年８月２１日
日本医師会「みんなで安心マーク」を発行いただきました

２０２０年８月１２・１９日

患者さんが安心して医療機関に
来院できるように感染防止対策
を徹底している医療機関として、
梶川病院とフェニックスクリニッ
クに『新型コロナウイルス感染症
等感染防止対策実施医療機関 
みんなで安心マーク』が発行され
ました。
マスク着用・手指衛生・健康管
理・消毒・換気など、実施されて
いる対策が分かりやすく明示さ
れています。今後も安心してご来
院ください。

広島県立皆実高校普通科の学生さんがインターン
シップに来られました。
病院についての説明、看護師の役割ややりがい、診
療放射線技師の仕事など熱心に聞いておられまし
た。
学生さんの感想から、医療従事者になりたいという
気持ちが伝わってきました。

新任職員のご紹介
２０20年７月１日

７月１日より、火曜日の診療を担当させて頂き
ます。 体調やご気分がすぐれない場合には
一人でお悩みならず、気軽にご相談下さい。
これまでの診療経験がみなさんのお役に立
てましたら幸いです。

末丸 啓二
すえまる  けいじ　

心療内科
診察日：火曜

医師



外来担当
医師紹介

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

末丸　直子
すえまる　　なおこ　
院長

内科
《外来診察日》
　月・水・木曜日

原田　仁
はらだ　　 ひとし

非常勤　整形外科

《外来診察日》
　月曜日

《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》
　金曜日

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

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）

松石　苺子
まついし 　 まいこ　

非常勤　総合診療科

《外来診察日》
　水曜日

末丸　啓二
すえまる 　 けいじ　

非常勤　心療内科

《外来診察日》
　火曜日

外来診療
予定表

原田仁

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)

浅海良昭

浅海良昭

浅海良昭

末丸直子

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)

松石苺子

檜井俊英

循環器科
午前

午後

・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

※ 令和２年７月１日現在

中原満

中原満

原田仁
(15時から)

檜井俊英

串畑重行

月 火 水 木 金 土

末丸直子
(9時半から)

浅海良昭

浅海良昭

末丸直子 檜井俊英浅海良昭

檜井俊英

前田和也
※腎臓内科

檜井俊英

檜井俊英

心療内科
午前

午後 末丸啓二



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・精神科
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/精神科

・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


