
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

特集：患者満足度アンケート結果のご報告

●光仁会 梶川病院トピックス

●チーム医療紹介 ： 感染制御チーム
●介護施設情報 ： 通所リハビリテーションすみれ

感染制御チームのメンバー感染制御チームのメンバー



　私達は、当院の医療サービスが患者様の満足を得ることができているか、年１回、入院と外来について
患者満足度アンケートを実施しております。今年度はコロナ禍で面会禁止など実施される中、令和２年１０
月～１２月において計１８３票の回答をいただきました。
　当院では、「とても良い」・「まあ良い」の回答を合わせたものを「患者様が満足された」と読み替えてお
り、以下のグラフの数字は「満足された」回答の割合を示したものになります。

患者満足度アンケート結果のご報告

【入院】
　食事に対して満足が得られておらず、非常に残念な結果を真摯に受け止めております。栄養科と給食
委託業者内容をフィードバックし栄養管理委員会で対応を検討することとなりました。
【外来】
　昨年より改善はしているものの、待ち時間と予約制について満足度が低い結果となりました。両項目に
は相関性があり、病院として根本的な対策を検討することになりました。
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お褒めの言葉をたくさんいただきました。
●「大変お世話になりました。いつ来てもスタッフの皆さんがとても親切に対応して下さ
って本当にありがたかったです。」
●「介護を1人でしているので、レスパイトで受け入れて頂けてとても感謝しています。」
●「外観が古いので少し心配していたが、中に入るときれいで、職員さんもきびきび動
いておられ、先生の説明もわかり易く信頼できました。」
●「親切で明るい方ばかりで、皆さんがとてもいきいきとしておられます。」　など
いただいたメッセージは職員のやる気につながります。今後も率直なご指摘・ご意見を
お待ちしております。

外来の待ち時間計測について

皆様からのご意見について

皆様からの励ましのメッセージについて

待ち時間計測の結果、「１５分以
内」の方が22％、「３０分以内」の
方が19％、「45分以内」の方が10
％でした。
ここまでの合計で５1％となり、半
数以上の方が待ち時間45分以
内でおさまっています。
その一方で「６０分を超える」方が
36％もおられ、大変ご迷惑をお
かけしております。
引き続き、待ち時間改善に取り組
んで参ります。

アンケートに
ご協力いただき
ありがとうございました

「待ち時間が長い」、「待ち時間
が長くて疲れる」など、今年も
待ち時間についてのご意見が
最も多くありました。
病院としてしっかり検討し、待
ち時間短縮に取り組みます。

外来待ち時間について
コロナ禍で、入院患者さんへの
面会も「タブレットによるテレビ
電話面会」など制限をかけさせ
ていただきました。そのため、
「面会時間が短い」「面会できる
人数が少ない」などご意見をい
ただきました。

面会について
「トイレが汚いままの事があった
(入院)」、「診察室近くに薬の関
係者？が座っていて、患者に無
関心で閉口した(外来)」などの
ご意見もいただきました。

その他

待ち時間
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チーム医療紹介 感染制御チーム

病院内での感染を制御するために、医師、薬剤
師、看護師、臨床検査技師、リハビリ技士、事務職
員等さまざまな職種で構成されたメンバ―で以
下のような活動をしています。

病棟をラウンド中3密を避けたオンライン会議

感染制御チームメンバー内の4職種（医師・薬剤
師・看護師・臨床検査技師）で構成されたチーム
です。抗生物質の種類や用法、用量、治療期間が
適切かをチェックし、必要時病棟内をラウンドし
たり、主治医へのアドバイスを行っています。

　コロナ禍において、全国各地
のほとんどの医療機関が何らか
の形で新型コロナウイルス感染
症に関与することになりました。
そんな中で梶川病院も感染制御
チームが中心となり様々な対策
を行ってきました。
 新型のウイルスということで情
報が少ない中で、皆で意見を出
し合い対策を進め、もし自分が市
中で感染してしまっても「院内に
持ち込まない・拡げない」を合言
葉に、正しい知識で行動できるよ
うに職員への情報提供や啓蒙活
動を行ってきました。
 感染対策は100人中99人が正し
く実施していても、1人が怠ってし
まうとすべてが台無しになると言
われています。職員一人一人が
医療従事者として責任ある行動
がとれるよう、感染制御チームと
して今後も頑張ります！

■感染制御チームとは ■抗菌薬適正使用支援チーム

■新型コロナウイルス感染症に対する当院の取り組み

主な活動内容
・病院内をまわって感染対策を確認指導
・病院内での感染情報の収集と共有
・「院内感染対策マニュアル」の作成、定期的な見直し
・感染対策に関する職員向けのお知らせや研修開催　など

面会禁止

職員の休憩スペース確保のため会議室2つを開放

入館時・業務時・休憩時の注意事項を掲示

タブレットを使用したオンライン面会開始

診察中もマスク着用を必須とするポスターを外来に掲示

面会禁止を解除（14時～17時　ご家族1人10分の制限あり）

職員の毎日の体温と行動記録の記載を指示

面会禁止（再び感染拡大のため）

面会禁止の解除（6月同様制限あり）

職員通用口（南側）にサーモカメラ設置

受付に最大10名の体温を測定できるサーモカメラ設置

「新型コロナウイルスについて疑問や対処法等」全職員対象研修

感染症に対応可能な「第４診察室」を増設

「接触確認アプリCOCOA」の職員インストールの周知

面会禁止（感染拡大防止徹底のため）と5つの施策実施

①在宅療養者向け「在宅訪問中のマスク着用のお願い」のチラシ配布

②外来患者向け「風邪症状がある場合事前電話連絡のお願い」チラシ配布

③「発熱時対応カード」全職員に配布

④院内アナウンスで14時一斉換気開始

⑤入院中マスク着用のお願い

職員通用口（北側）にサーモカメラ設置

「院内で新型コロナウイルス感染者が発生し、他院への転院が困難な場合

のシミュレーション」実施

新型コロナウイルス感染症危険勤務手当および特別休暇制度の創設

PCR検査装置導入予定
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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

丑年の今年モ～よろしくお願いします
昨年末に三週間かけて作りました干支の置物を見てください。
軍手を切っていた時には何ができるのか皆さん半信半疑でした
が、四本足ができてくると、だんだんと動物らしくなりました。お座
りしている姿が好評で、ご利用者さん全員が持って帰られました。

利用者さんの目の前で、厨房のコックさん
に「うなぎのかば焼き」を調理してもらい
ました。
アッツアツのうなぎに、「うんうん」とうな
ずきながら味わって食べられる方もいら
っしゃいました。

ビンゴゲームでは「特賞」や「すみれ
賞」が当たりました！

今年も取れたての柚子を浮かべて
柚子湯を楽しんでいただきました。

恒例の楽老会です！ クリスマス会がやってきた！

昔取った杵柄ではありませんが、職員によ
る一芸を披露しました。

冬至といえばゆず湯です！



光仁会 梶川病院トピックス

２０20年１2月１日

２０２1年１月１2日
エックス線一般撮影室をリニューアルしました
エックス線一般撮影装置を更新し、より鮮明なエックス線写真が撮れるようになりました。加えて、短時
間で撮影出来るようになった、硬く冷たかった撮影台がクッション素材になった、装置の可動範囲が広
がり患者さんがより安楽に撮影できるようになった、などの改良がされています。
さらに機械の更新と共に撮影室の照明や内装もリニューアルしました。少し暗い雰囲気だった撮影室
も明るく気持ちよい空間にかわりました。ピンクを基調とした配色は、不安な検査もかわいくアシスト
してくれます。

ピンク基調の配色です

水色の撮影台はクッション素材になりました

医療安全表彰が行われました
今年も医療安全推進月間の取り組みとして「インシ
デントレポート表彰」と「医療安全標語表彰」が行わ
れました。
医療安全標語は、８９作品の応募をいただいた中か
ら厳正な審査を行い、以下の４作品が選ばれまし
た。受賞者には記念品が送られると共に、受賞作品
はカレンダーにして院内掲示されました。受賞の皆
様、おめでとうございます。

★最優秀賞　　「多職種で 気づき話せる 良い職場」　　　スマイルさん 

★優秀賞　　　「全集中 みんなで呼吸を 合わせよう」　　甘露寺さん

★すみれ賞　　「身を守る 命の手洗い 命のマスク」　　　洲脇洋子さん

★学生賞　　　「声かけの 言葉づかいを 気を付けて」　　間所真奈さん

院長表彰が行われました（左から2番目が末丸院長）医療安全標語 表彰作品



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・木曜日

《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


