
「地域包括ケア」「医療療養」「透析医療」を三本の柱とし
予防・治療・在宅まで切れ目のない医療を提供し
　　　　　　　　　　　　　　　　地域医療に貢献します

財団法人　日本医療機能評価機構認定病院

●医療法人 社団 光仁会の理念
『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』

●医療法人 社団 光仁会の基本方針

2022年　春号

広報誌

●光仁会 梶川病院トピックス

●部署紹介 ： あしたば訪問看護ステーション
●介護施設情報 ： 通所リハビリテーションすみれ

特集：患者満足度アンケート結果のご報告

あしたば訪問看護ステーションの看護スタッフ 同リハビリスタッフあしたば訪問看護ステーションの看護スタッフ 同リハビリスタッフ



部署紹介 あしたば訪問看護ステーション
病気を抱えながらも安心して在宅での療養生活を送れるよう、
　　　　お一人お一人に合わせた専門的で心のこもった
　　　　　　　　　看護とリハビリテーションのサービスを提供します。

【あしたば訪問看護ステーションの強み】
・梶川病院や居宅介護支援事業所リンデンなど、
梶川病院グループ内でも迅速に連携を図り、多方
面から利用者さんの療養生活をサポートします
・緊急時に頼りになり、ご家族からの相談にも応じ
ています
・医療機器を使用する自宅での療養を支えます
・療養生活とリハビリのお手伝いができます

　病状や保険などご利用のための各種条件は、
お一人お一人異なります。
　あなたに合った利用の方法は、主治医や担当
ケアマネジャー、もしくは「あしたば訪問看護ステ
ーション」までご相談ください。

Q１. 訪問看護や訪問リハビリテーションは、どん
な人が受けられるの？
　病気やケガ、障がいをお持ちの方、あるいは
要介護・要支援の認定を受けている方が、医療
保険・介護保険を活用しご利用いただけます。

必要に応じて、病院の医師やケアマネジャーと連携を図ります

看護師や理学療法士が訪問します

医師の指示に基づき、利用者さんの状態にあったサービスを提供します TEL （082）234-0585　担当：山村

Q２. どんな人が来てくれるの？
　看護師のほか、リハビリテーションのため理学
療法士が訪問いたします。 あしたば訪問看護ス
テーションには３名の看護師と２名の理学療法
士が在籍しています。



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

寅年の今年も宜しくお願いいたします！

　今年の干支は『寅』、 36年に一度の五黄の寅です。
　毎年恒例の干支作りですが、今年は趣向を変えて張り
子での作成にチャレンジし、様々な表情の寅が出来上が
りました。
　皆さんからは、「思ったより簡単に出来た」という声が
多くあがっていました。

目の前で握りたてのお寿司です！

　今回のイベント食は、皆さんからのご要望が一番
多かった「巻き寿司」と「握り寿司」をセレクトし、調理
師が皆さんの目の前で調理いたしました。
　甘めのシャリの美味しさに加え、「肉詰めいなりの
煮物」「ポン酢和え」「じゃが芋とワカメの味噌汁」な
ど、量的にも十分な内容で、皆さんお腹いっぱいで満
足なさったご様子でした。

　梶川病院の感染対策委員より、感染
防止について、スライドを使用してわか
りやすく説明いたしました。
　確認の○×クイズでは、たくさんの方
が正解され、優勝チームには、素敵なプ
レゼントが贈呈されると共に、皆さんに
は参加賞として歯みがきセットをお配
りしました。
　今回の学習内容を踏まえ、皆さんに
感染防止の為に正しい歯みがきを実践
していただけましたら幸いです。

優しい表情の寅が出来上がりました

感染対策委員による説明の様子です

12月11日　昼食イベント

12月20日　感染対策勉強会 ○×クイズでは
学んだ知識が試されます！



　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。今年度は新たに「言葉遣い、身だしなみ」の項目を新設し、令
和３年１０月～１２月に実施、計260名の方から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】
　食事に対する患者さんの率直なご意見を真摯に受け止めております。献立の見直し、メニュー改善、盛
り付けなど、栄養科と給食委託業者で協力して対策を検討し、改善して参ります。
【外来】
　予約時間や診察前検査などの改善に取り組んだ結果、60分以上の待ち時間は昨年より改善致しまし
た。しかし、待ち時間と予約制について満足度が低い結果となり、引き続き改善に取り組んでまいります。
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お褒めの言葉をたくさんいただきました。
●「コロナ禍の大変な中で、家族を見て下さりありがとうございます。」
●「毎日不安な気持ちで面会に行くのですが、スタッフの皆さんの笑顔やお声掛けに安
堵しながら伺ってます。」
●「温かい対応で仕事の疲れが癒されます。」
●「看護師さんも受付の方も、とても対応が丁寧で良い！」
●「皆様大変親切で納得致しました。友人にも紹介したいと思います。」　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28％、「３０分以内」の方
が17％、「45分以内」の方が15％で
した。
　ここまでの合計で60％となり、6割
の方が待ち時間45分以内でおさま
っております。
　その一方で、昨年より減少しては
おりますが、待ち時間「６０分を超え
る」の方が25％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

　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。
　60分を超える待ち時間の患
者さんは、昨年の36％から今年
は25％へと大きく減少していま
すが、さらなる待ち時間短縮に
取り組んで参ります。

外来待ち時間について
　「平面駐車場をもっと広げて
欲しい」など駐車場についての
ご意見も多くいただきました。
　近隣のタイムズパーキングも
提携しておりますので、ぜひご
利用ください。詳細は当院ホー
ムページをご覧ください。

駐車場について
　「掃除を隅々まで徹底しても
らいたい(入院)」、「少し寒い（入
院）」、「騒がしい患者がいる（入
院）」、「待合室が少し狭いので
はないか？(外来)」などのご意
見もいただきました。

その他

待ち時間
１５分以内

６０分以内

４５分以内

３０分以内

６０分を超える

２８％

1７％
1５％

２５％

1４％

小数点以下第1位を四捨五入しているため、
合計しても必ずしも100％とはならない。



光仁会 梶川病院トピックス
ひろしまサンドボックスD-eggsライブテレビに出演しました2021年11月21日

梶川病院研究発表会を開催しました2021年12月4日

最優秀賞は新型コロナ治療後のリハビリについてでした

3台揃うとカッコイイですね

医療安全管理室長がインタビューを受けました

発表前で緊張している？
演者の皆さんです

広島市域の保有車両に梶川病院ロゴを貼りました2021年12月9日

　広島市域の梶川病院グルー
プの事業所を対象とした研究
発表会を開催しました。
　日常業務をこなしながら発
表会への準備を進めるのは大
変な事ですが、それにも関わら
ず、今回発表した４演題はいず
れもレベルの高いものでした。
　今後も研究等を通じた研鑽
を継続し、患者さんにより良い
医療が提供できるよう努力して
参ります。

　安全意識と当院の認知度向上のため
に、広島市域の全車両に、下図のような梶
川病院ステッカーを貼付しました。
　さわやかな色合いの水色と白色をベー
スとしており、街中で見かけてもすぐに分
かります！

　ニューノーマル時代の課題をデジタル技術を
通じて解決するアイディアを募り、その実現に向
けて実証実験を行うアクセラレーションプログラ
ム「D-EGGS PROJECT」という広島県の取り組
みがあります。
　その中で、当院は特殊な床材「ころやわ」の実
証実験に協力しており、このたびYouTube配信
の「ひろしまサンドボックスD-eggsライブテレビ」
に出演し、その使用状況などをご報告しました。



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・木・金曜日

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》
　水曜日

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）

外来診療
予定表

・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4年3月１日現在

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

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

原田仁

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

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

周 辺 案 内 図


