
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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特集：医療を支える臨床検査技師

●光仁会 梶川病院トピックス

●委員会紹介 ： 業務改善委員会
●新型コロナウイルス感染症への対策強化について

臨床検査技師のメンバー臨床検査技師のメンバー



医師が適切な治療や診断を行うために無くて
はならない存在が臨床検査技師です。医師の
指示の下に検査を行う職種で、当院には３人が
在籍しています。
ただ検査を行うだけではなく、患者さんの病歴、
薬の処方なども確認し、患者さんの状態と検査
結果に大きな違いがないか調べ、異常値があれ
ばすぐに医師に報告し、すみやかに対応できる
ようにしています。
今回は、当院の臨床検査技師が行う主な検査な
どについて説明していきます。

医療を支える臨床検査技師特集

当院の臨床検査技師です

■検体検査 患者さんから採取したもの（検体）から体の状態を調べる検査です
院内で測定する項目は１時間以内に結果を出します

検査といえば「血液検査」というくらい一般的な検査です。
検査室に届いた血液を検査の種類に合わせた検査機器で測定し、
様々な検査結果を医師に提供します。

●血液検査

【血液一般】　白血球数、赤血球数、血小板数、ヘモグロビンなど
【生化学】　腎機能(BUN、CRE、UA)、肝機能(AST、ALT、γ-GTP)、感染症
(CRP)、脂質(T-CHO、TG、HDL-CHO、LDL-CHO)、血糖(GLU)など

【免疫】 肝炎(HBs抗原、HCV抗体)、腫瘍マーカー(PSA、CEA)、甲状腺ホル
モン(TSH、FT4)など

重要なのは検査後のフォローです。前回の値から大きく変わりがないか、当院が設定した超異常値
になっていないか確認します。もしも超異常値があった場合は、急いで医師に報告し、適切な診断・
治療へとつなぐ体制をとっています。

よくある血液検査

試験紙で色の変化確認を行い、
攪拌、遠心、沈殿、混和などの手
順を経て、最後には顕微鏡で観
察し、病気に関係する赤血球・白
血球・細菌などがどのくらい出て
いるか数えています！

●尿検査

試験紙で色を確認します 顕微鏡で赤血球などの数を数えます



手首、足首、胸に電極を付けて、心臓からわずかに発生している電気を波形にして記録します。
正常な心電図では波形やリズムが一定ですが、異常のある心電図では波形やリズムが変わっ
てきます。

■生理検査

動脈硬化の度合いが簡単に分かります両手足の血圧を測定しますが、苦痛も無く短時間で終わります

超音波診断装置

患者さんに直接触れて行う検査です
心電図などがよく行われています

●超音波検査（エコー）

●血液脈波検査

●心電図検査

手足の血圧を測り、血管の硬さや詰まりを調べます。痛みなどなく、検査時間も短時間（約10分）
です。今年新しい機械が導入されたばかりなので、ぜひ検査を受けてみてください。

人の耳には聞こえない音(超音波)を当てて、その反射
を画像にしたもので、大きさや動きをリアルタイムに観
察することができます。
痛みがなく、繰り返して行うことができます。

私たちが検査を行ったとしても、いい加減な精度では何の意味もあ
りません。正確な測定結果が出るように精度管理することが必要で
す。
始業時に標準物質を測定して変動がないか確認し、測定機器のメ
ンテナンスや試薬交換などを行い、信頼できる検査結果が出るよう
に管理しています。
また、外部精度管理調査に参加し、他施設との測定値を比較するこ
とで、正確な測定結果が出ているか確認しています。当院は一般社
団法人 日本臨床衛生検査技師会より、「標準化され、かつ、精度が
十分保障されていると評価できる施設」として認証を受けています。

■精度管理

精度保証施設認証書です

肝心かなめの精度管理
品質保証体制を確立しています



委員会紹介 業務改善委員会

　当院は、2018年に「病院機能評価 一般病院 3rdG:Ver2.0」の通算5回目の更新
認定を受けました。これは、公益財団法人 日本医療機能評価機構から一定の水
準を満たしていると評価された「認定病院」である事を示しています。
　認定病院は、医療の質の継続的向上を図り、地域に根ざし、安全・安心、信頼と
納得の得られる適切な医療サービスを提供すべく、日常的に努力している病院と
言えます。 認定シンボルマークです

　しかし、一度評価されたらそれで終
了ではなく、常に病院機能を見直し、改
善が必要な点は無いか考えていかな
ければいけません。
　これまでは必要時不定期に委員会
を開催していましたが、本年7月に院内
の様々な部門からスタッフが集まり、

「どのようにしたら当院の診療機能を
高める事ができるだろうか？」といろい
ろな角度から検討を行い、継続的に活
動することとなりました。

 改善は、設備、療養環境などのハード面、安全
や教育などのソフト面など多岐にわたります。
 具体的には院内に倉庫を増設し、病棟廊下を整
理し通路を利用しやすくする、ホームページに医
療サービスや実績などの情報を記載し発信す
る、病院職員の各種研修会を受講しやすいe-ラ
ーニング（インターネットなどを利用して学ぶ学
習形態）で行うなど、様々な面での提案を行いま
した。委員会からの提案は、該当部署で対応を
検討してもらい、速やかな改善につながってい
ます。
 今後も、当院の機能をさらに向上させることで、
地域の人々の健康と幸せに貢献していきます。 e-ラーニングは感染予防などのメリットがあります

e-ラーニング研修

業務改善委員会のスタッフです
多職種が集まり制服も色とりどりです



新型コロナウイルス感染症への体制強化について

　当院では、感染拡大防止のため、新たに「第4診察室」を増設いたしました。今後、新型コロナ
ウイルスやインフルエンザの流行も視野に入れ、症状のある患者さんの動線が他の患者さんと
重ならないように考慮しています。併せて、外来受付窓口に非接触AIサーモグラフィの設置、職
員専用出入口に赤外線AI顔認証サーモグラフィの設置が完了し、当院に出入りする全ての方
の体温測定を可能としました。
　地域の皆さまより「この病院は大丈夫」と安心していただけるよう、感染拡大予防を徹底して
参ります。今後とも、皆さまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

患者さん用AIサーモグラフィ
テレビ画面に体温が表示されます

第4診察室の外観と内観　

職員用AIサーモグラフィ



光仁会 梶川病院トピックス

医療安全 職員全体研修を行いました
２０２０年１１月２４～３０日

今回の医療安全研修は、「安全な医療のために意見
が交わせる職場を作ろう」を目的とし、「相互コミュ
ニケーション」をテーマとして開催しました。
新型コロナウイルスへの対応として、３密を避けるた
めに少人数で全12回の開催、手指消毒、マスク・フェ
イスガード着用などなど、しっかり対策を取り実施致
しました。これからも医療安全にしっかりと取り組ん
でまいります。

２０20年１１月１１日

裏巻は「スシロール」とも呼ばれ、海苔
が内側、酢飯が外側に巻かれた巻き寿
司です。具材がぎっしりと詰まり、華や
かで食べ応えも十分！！
患者さんにも、しっかりと満足いただけ
ました。

２０２０年１０月１７日
当院の栄養サポートチーム（NST）の活動が評価されました
第18回広島NST研究会において、当院薬剤科長の久保田薬剤師による「薬剤師と歯科衛生士のコ
ラボレーションが誤嚥性肺炎を防げるのか！？」の演題が、広島NST AWARD に選出されました。
惜しくも最優秀賞は逃しましたが、当院における日頃のNST活動が評価される結果となりました。
今後も職員一同、知識研鑽、技量向上に努めてまいります。

中央が久保田恵理薬剤師です 演題タイトルです

行事食として裏巻と押し寿司を
　　　　　　　　提供しました

・医師
・薬剤師
・歯科衛生士
・管理栄養士

・臨床検査技師
・看護師

檜井 俊英
久保田 理恵
山口 美智子
藤澤 真弓
石橋 亜由乃
大西 愛
折出 仁美
西岡 幸子
木村 匡江
渡部 静緒

当院の参加メンバー



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10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

原田仁



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


