
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。
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●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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　脳卒中などの後遺症のある方は、半身麻痺の影響
により本来の歩容（歩き方）で歩くことが難しくなりま
す。当院ではそういった方々に対し、密着型歩行支援
ロボット『リゲイト』を活用したリハビリテーションを行
っています。
　人は歩く際、すねの前の筋肉が収縮して働くのと同
時にふくらはぎの筋肉が緩むことで爪先が上がりま
す。麻痺のある方では、つまずかないようするあまり、
ふくらはぎにも力が入ってしまい、爪先が上がらない
という現象が起きます。
　リゲイトは、足底のセンサーが体重移動を感知し、適
切なタイミングで足首の上げ下げを補助します。必要
な補助の量やタイミングは、セラピストが歩行分析を
もとに専用のタブレットでプログラムを設定します。
　脳卒中後遺症の方で歩ける方が対象となりますが、
利用される多くの方が効果を実感されています。

OUR MISSION & VALUES
ひとりひとりの思いをリハビリテーションで実現する
『旅行へ行きたい』 『美味しいものを食べたい』
　私たちの【MISSION：使命】は病気や怪我によって失われた様々な機会をリハビリテーションの
力で再び実現することです。そのために先進的な技術を積極的に活用しつつ、多職種相互でのチ
ーム医療にも取り組んでいます。

外へ歩いて出かけたい
　～歩行支援ロボットによるアプローチ～

リゲイトのパーツです

歩行訓練中です



　当院は、地域包括ケア病棟48床、療養病棟40床、あわせて
88床の病院です。この病棟種別、この規模の病院としては、セ
ラピストの職種、スタッフ数ともに充実していると思われま
す。
　実際、当院に入院されている患者さん全体の98％にリハビ
リテーションを提供していますが、全国の平均は59％、治療が
中心の大病院では平均16％と低めですので、比較するとより
多くの患者さんにリハビリを提供できている事になります。
　当院は、大病院からの治療継続＋リハビリ目的での転院、
在宅からの治療目的で入院される高齢者が多く、リハビリテ
ーションが必要とされる方ばかりです。今後もチーム一丸とな
って、リハビリテーションの【Values：価値】を体現します。 Ｒ3年3月実績

　摂食嚥下障害（食物を口から摂取して飲み込むま
での一連の流れのどこかで何らかの障害が発生し
た状態）などで食事が食べられなくなった時は、何が
問題か（食事時の姿勢、食事形態、食器具など）食事
場面の観察などの情報収集を行い、摂食嚥下リハビ
リの治療方針を立て、言語聴覚士がリハビリを行っ
ていきます。
　さらに、摂食・嚥下障害看護認定看護師、管理栄養
士、歯科衛生士と共に摂食嚥下チームを構成し、多
職種で連携しながら、評価・指導・カンファレンスを行
っていきます。

好きなものを口から食べたい
　～摂食機能療法によるアプローチ～

リハビリテーション科のデータ

　また、必要に応じて嚥下造影検査（バリウムなどの造影剤を含んだ食事をＸ線透視下で食べて
もらい、嚥下運動や適切な食形態を評価・診断する検査）を実施することもあります。これは入院・
外来のどちらでも行っており、管理栄養士と共に食事の調理方法や自主訓練方法など、食べるた
めの適切なフィードバックを行っています。

食事の様子を観察しています

病院 デイケア 訪問リハビリ

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

助手

合計

８名

４名

２名

１名

１５名

１名

２名

３名

-

-

２名

-

２名

-

-

９８％
入院患者さんの

にリハビリ提供



委員会紹介 教育研修委員会

　今年度のもう一つの取り
組みは、全職種のキャリア
ラダー作成です。
　キャリアは経歴、ラダー
はハシゴを意味し、ハシゴ
を登るようにキャリアをア
ップしていく能力開発のシ
ステムです。ハシゴの１つ
１つのステップに仕事の内
容・スキル・目標が定義さ
れ、キャリアアップしていく
事を目指します。
　全ては患者さんにより良
い医療を提供できるよう
に、教育研修委員会は縁
の下の力持ちとして頑張っ
ています。

　教育研修委員会は、職員の能力の開発・向上を図るために、ひいては患者さんへ絶えず最新の医療
を提供するために、新人教育や各種の研修および学会発表を推進する目的で運営されています。その
メンバーは医師、看護師、リハビリセラピスト、診療放射線技師、介護支援専門員など多職種で構成さ
れています。
　日常的な業務として、学会出張の申請に対する審議と報告、院内勉強会・新人研修等の企画、運営を
行っています。また、「学習ポイント」制度を導入しており、学会、研修に応じたポイントを付与し、毎年上
位者には昼礼にて表彰を行っています。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症への対応が難しい年で
した。広島県の内外を問わず、研修・学会の開催自粛が相次ぎ、
希望していた研修などが受けられない状況に陥りました。
　そうした中で、人と接することが避けられるＷｅｂを利用した
学会・研修という新しいあり方が大きく広がり、当院も取り組み
を始めました。
　既存の制度との整合を図り、更にはこれをきっかけに院内研
修に℮ラーニング（主にインターネットを利用した学習形態のこ
と）を導入し、昨年９月には℮ラーニングを活用した職員全体研
修（臨床倫理）を開催・運営しました。
　今年度は全職員に℮ラーニングの個別アドレスを付与し、視
聴状況も確認できる体制を構築しました。学習ポイントに応じて表彰が行われます

様々な研修を企画・運営します（写真は新人成長発表会）



アドバンス・ケア・プランニング（愛称「人生会議」）
について看護部の取り組み

　私が看護師になって21年が経過しました。何度も患者さんの最期に立ち会わせて
頂き、毎回いろんな感情におそわれますが、看護師の経験を積むにつれて「〇〇さ
ん、最期は幸せだっただろうか」「亡くなる前に1回でも自宅に帰らせてあげたかっ
た」「ご家族に後悔はないのだろうか」などと自問自答することが増えていきました。
　そんな時に「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」について学ぶ場があり、私の
中の葛藤はこれだったのかと感じたことを覚えています。

　それからは、状態が悪化し医師からご家族に説明をする際に同席し、「元気なころ何か希望を言わ
れていませんでしたか」と尋ねるように心がけました。そうすると「延命は望んでいませんでした」「胃
ろうは嫌だと言っていました」などご本人の意思をご家族が代弁してくれました。これは、その人らし
い最期を迎えるために、とても意味のある言葉となります。
　梶川病院では人生の最期の医療について、あなたの尊厳を追求し、あなたらしく生き、より良い最
期を迎えられるように支援したいと考え、自分の意思を伝えられなくなった時に受ける医療処置など
の希望を、書類にご記入いただいています。
　「まだこんなこと考える歳じゃない」「よく分からないから先生にすべてお任せする」という声も多
く、記入して頂ける患者さんが少ないのが現状です。しかし人は誰でも、いつでも命に関わる大きな
病気やケガをする可能性があります。自分の思いを伝えられなくなってからでは遅いのです。残され
た大切な方も苦渋の選択をしなければならなくなります。
　「まだまだ先のこと」と考えていらっしゃる方も、ぜひこの機会に一度、あなたと、あなたの大切な人
が何を感じ、どう思っているのか確認し合ってみてはいかがでしょうか？
※【人生会議】と検索すると、数多くの説明サイトが見つかります。ぜひ一度ご覧になってください。

　アドバンス・ケア・プランニングとは、あなたの大切にしていることや望み、どのよ
うな医療やケアを望んでいるかについて、自ら考え、また、あなたの信頼する人た
ちと話し合うことを言います。
　命の危険が迫った状態になると約70％の方が、これからの医療やケアなどにつ
いて自分で決めたり、人に伝えたりすることができなくなるといわれています。その
場合にも、あなたの信頼できる人や医療・ケアチームが、あなたの価値観や気持ち
をよく知っていることが、重要な助けとなるのです。

話し合いの進め方の一例

話し合いの結果を
大切な人たちに伝えて
共有しましたか？

あなたが
大切にしている事は

何ですか？

信頼できる人や
医療・ケアチームと
話し合いましたか？

あなたが
信頼できる人は
誰ですか？

心身の状態に応じて意思は変化する事があるため
何度でも繰り返し考え、話し合いましょう

看護師長　中本幸代



光仁会 梶川病院トピックス

入職式を行いました

２０２１年３月１７日 消防訓練を行いました

２０２１年４月１日

新任医師のご紹介２０２１年４月１日

医療法人社団光仁会の入
職式を行い、梶川病院には
看護職５名、リハビリ職３名
の計８名が新たに配属さ
れました。
この新しい力を加えて職員
一同一致団結し、地域の皆
様や各医療機関様のご期
待にお応えすべく、医療サ
ービスを一層充実させて
参ります。

４月１日より、新たに２名の医師が外来を担当します。どうぞよろしくお願いいたします。

佐々木 健介
ささき 　  　 けんすけ　

内科（腎臓）
非常勤
診察日：金曜日

田中 基樹
たなか　 もとき　

総合診療科
非常勤
診察日：水曜日

理事長・院長も加わった集合写真です

夜間の火災を想定した消
防訓練を行いました。
広島市西消防署からもご
参加いただき、訓練の様子
を観察しながら、少ない人
数でどう動けば良いか、煙
への対応など、丁寧なご指
導をいただきました。
今後も訓練を重ね、より安
全な医療環境を提供いた
します。訓練の様子を見ながら丁寧にご指導いただきました



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

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）

田中　基樹
たなか　 　 もとき　

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
(17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)

田中基樹

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

末丸直子

月 火 水 木 金 土

末丸直子
(9時半から)

浅海良昭

浅海良昭

串畑重行 檜井俊英浅海良昭

檜井俊英

佐々木健介
※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

佐々木　健介
ささき 　 　　　けんすけ　

非常勤　内科（腎臓）

《外来診察日》
　金曜日



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
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