
アマノリハビリテーション病院 廿日市市陽光台５-９
TEL.0829-37-0800

訪問看護ステーション ハートフルステーション あまの
廿日市市串戸５-１-３７　TEL.0829-31-5212
電話対応可能時間　月曜～土曜　午前8時30分～午後5時30分

介護付有料老人ホーム 望海の里
廿日市市宮島口東2-13-15　TEL.0829-56-4580

児童発達支援センター おひさま
廿日市市陽光台3-1-3　TEL.0829-37-1166

介護付有料老人ホーム カーサ ミーア
廿日市市陽光台3-1-3　TEL.0829-37-1133

あまの保育園
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内1Ｆ
TEL.0829-32-8800
電話対応可能時間  月曜～土曜
午前7時50分～午後6時30分

広島西障がい者就業・生活支援センター もみじ
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-34-4717
電話対応可能時間  土曜・日曜・祝日を除く
午前8時30分～午後5時30分

生活介護事業所 ハートフルあまの
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-31-5581
電話対応可能時間  土曜・日曜を除く
午前8時30分～午後5時30分

相談支援事業所 あおぞら
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-34-4710
電話対応可能時間  日曜・祝日を除く
午前8時30分～午後5時30分

放課後等デイサービス  オレンジ・スマイリー
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-31-5582
電話対応可能時間  日曜・祝日を除く
午前8時30分～午後5時30分

高齢者デイサービスセンター ゆうゆうあまの
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内3Ｆ
TEL.0829-31-5588
電話対応可能時間  日曜を除く
午前8時30分～午後5時30分

アマノ居宅介護支援事業所
廿日市市串戸5-1-37　TEL.0829-31-5213
電話対応可能時間　月曜～土曜　午前8時30分～午後5時30分

内科・リハビリテーション科・神経科・心療内科・循環器科・皮膚科・小児科診療科目
午前9時～12時診療時間
日曜・祝日休診日

あまの訪問看護ステーション 岩国市牛野谷町3-49-53 
TEL.0827-32-6265

● 電話対応可能時間　月曜～土曜、祝日
● 午前9時～午後6時 ※緊急時は24時間対応

あまのクリニック
廿日市市串戸５-１-３７　TEL.0829-31-5151㈹

心療内科・内科・循環器科・リハビリテーション科・小児科診療科目
診療時間 午前9時～13時（受付は12時まで） 午後2時～5時

■通所リハビリテーション  ■重度認知症患者デイケア
■訪問リハビリテーション

水曜（午後）・金曜（午後）・日曜・祝日休診日

廿日市在宅総合ケアセンターあまの 廿日市市串戸5-1-37 在宅医療支援室 TEL.0829-31-5122
地域連携室 TEL.0829-31-5226

発行：医療法人 ハートフル　　企画・編集：広報委員会　　発行日：2021年5月28日　季刊誌

医療法人 ハートフル　　http://www.amano-reha.com

あまのコミュニティーケアプラザ LaLa

廿日市在宅総合ケアセンターあまのは、医療法人ハートフルの在宅医療、高齢福祉、障がい福祉サービス・施設の総称です

■通所リハビリテーション  ■訪問リハビリテーション

アマノリハビリテーション病院
診　療 月 火 水 木 金 土

1  診

2  診

3  診

4  診

中島　康
内科・循環器科

菊地　由花
リハビリテーション科

ー 上田　貴代
リハビリテーション科 ーー

ーー ー

ーー ー

ー

ー

ー

ー

ー

山根　浩介
内科・放射線科

松本　彰紘
リハビリテーション科

ー

大森　信忠
心療内科

服部　好浩
内科・循環器科

原武　大介
内科

川上　恭司
循環器科

あまのクリニック
診　療 月 火 水 木 金 土

午　前
9時～13時

午　前
9時～12時

1  診

2  診 榎津　優
心療内科

ーー

福田　裕恭
内科・心療内科

福田　裕恭
内科・心療内科

串畑　重行
内科

福田　裕恭
内科・心療内科

福田　裕恭
内科・心療内科

小 児 福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

午　後
14時～17時

1  診

午　後
14時～17時 1診・2診

2  診 福田　裕恭
内科・心療内科

串畑　重行
内科 ー

ー

ー

ーー

福田　裕恭
内科・心療内科

ーー
ー

ー

福田　裕恭
内科・心療内科

小 児 ー

※急患はこの限りではありません。お気軽にお問い合わせのうえ、受診してください。　※都合により、外来担当医が変更になる場合もございます。ご了承ください。

ー

ー

ーー ー ー2診  原武　大介
内科

1診  非常勤医師
内科

新任医師・職員紹介新任医師・職員紹介

［専門分野］
　脊椎・脊髄外科、顕微鏡手術
［資格・免許］
　医学博士
　日本整形外科学会専門医
　日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医  他

令和３年４月１日付けで
アマノリハビリテーション病院に入職。

藤本　吉範
ふじ もと よし のり

医師　整形外科

［資格・免許］
　日本看護協会看護管理認定看護師
　日本運動器看護学会認定看護師取得  他

令和３年４月１日付けで
医療法人ハートフル法人企画部に入職。

馬場﨑　喜美子
ば ば さき き み こ

看護師

http://www.amano-reha.com/

あまのクリニック　小児科
　Web順番予約  オンラインお悩み相談室  始めました！
あまのクリニック　小児科
　Web順番予約  オンラインお悩み相談室  始めました！

望海の里　実りいっぱいの屋上菜園望海の里　実りいっぱいの屋上菜園
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新入職員の意気込み新入職員の意気込み特特 集集 11
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医療法人ハートフルには、障がいのある方を支援する4つの通所型事業所があります。
さまざまな障がいの種別や程度、成長段階に応じたサービス提供を行っており、現在0歳のお子様

から60歳代の大人の方までご利用いただいています。
医療的なケアやリハビリの必要な方々にも安心してお越しいただけるよう、医師や看護師、セラ

ピスト、保育士、介護士、相談員など専門性の高い多職種の職員が連携をしながら支援をしています。

※1　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

●未就学児（0歳～6歳）

●療育手帳や身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳をお持ちのお子様

●医療的ケアが必要なお子様

●医師の意見書により必要が認められる
お子様（障害者手帳のない場合）

●開所日：月～金（祝日除く）

●勤務スタッフ
　保育士・児童指導員
　医師
　看護師
　セラピスト※1

対  象  者 概　　要

児童発達支援センター

おひさま
児童発達支援センター

おひさま

●就学児（小学1年生～高校3年生）

●療育手帳Ⓐと身体障害者手帳1級の両
方をお持ちのお子様

●医療的ケアが必要なお子様

●開所日：土曜日（祝日除く）

●勤務スタッフ
　保育士・児童指導員
　医師
　看護師
　セラピスト※1

放課後等デイサービス
スマイリー
（重症心身障害児）

放課後等デイサービス
スマイリー
（重症心身障害児）

●就学児（小学1年生～高校3年生）

●療育手帳や身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳をお持ちのお子様

●医師の意見書により必要が認められる
お子様（障害者手帳のない場合）

●開所日：月～金（祝日除く）

●勤務スタッフ
　保育士・児童指導員
　介護士

放課後等デイサービス

オレンジ
放課後等デイサービス

オレンジ

●18歳以上

●障害支援区分3以上の方
（障害者支援施設等に入所されている方
は区分4以上）

●50歳以上の方は、区分2以上
（障害者支援施設等に入所されている方
は区分3以上）

●開所日：月～金（祝日開所）

●勤務スタッフ
介護福祉士・介護士
看護師
精神保健福祉士

生活介護事業所

ハートフルあまの
生活介護事業所

ハートフルあまの

令和3年度 新入職員紹介新入職員紹介
新入職員さんに今後の意気込みを聞いてみました！

令和3年4月1日、会場の換気や消毒を徹底し新型コロナウイルス感染症対策を万全にして入職式を
開催しました。コロナ禍の入職式で緊張した面持ちでしたが、そんな新入職員に今後の意気込みを
聞いてみました。

アマノリハビリテーション病院アマノリハビリテーション病院

児童発達支援センター  おひさま児童発達支援センター  おひさま

介護付有料老人ホーム
カーサ・ミーア
介護付有料老人ホーム
カーサ・ミーアあまの保育園あまの保育園

入職式入職式
マスクを着用して
入職式に臨む新入職員

障がい児・者のための通所型事業所障がい児・者のための通所型事業所
～障がいのある人々が住み慣れたまちで笑顔で暮らせるように～～障がいのある人々が住み慣れたまちで笑顔で暮らせるように～
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児童発達支援センター おひさま児童発達支援センター おひさま

放課後等デイサービス オレンジ放課後等デイサービス オレンジ

つつ
なな

りり
がが

親子

人 地域

親子のきずなを深め、
人とのつながりを大切にし

地域の輪を広げる
サポートをします。

親子のきずなを深め、
人とのつながりを大切にし

地域の輪を広げる
サポートをします。

保護者の勉強会や茶話会
を実施し互いの悩みや相談
ごとを話し合っています。

地域の小児科医や保育園・幼稚園・
学校との連携を行っています。

マットの山にみんな
集まってきました。

遊びの中での、子どもどうしの
関わりを大切にしています。

生活介護事業所 ハートフルあまの生活介護事業所 ハートフルあまの

のの ししそそ ささ
人人 らら

日々の活動の中でチャレンジしようとする気持ち、やり遂げるまでの過程を
大切にし、楽しさや達成感が実感できるような支援を心がけています。

日々の活動の中でチャレンジしようとする気持ち、やり遂げるまでの過程を
大切にし、楽しさや達成感が実感できるような支援を心がけています。

昼食昼食

医療的ケア医療的ケア

サークル活動サークル活動

入浴入浴

外出活動外出活動
看護師が胃ろうからの
注入や痰の吸引といっ
た医療行為を行ってい
ます。

創作活動創作活動
ハケを使って色塗りをしています。

園芸活動園芸活動
プランターにじゃがいもの植え付けをしました。

夏祭り夏祭り
はっぴを着てお神輿をかつぎ、
盛り上がりました。

ここで紹介した事業所や他の福祉サービスの利用についてなど、障がいのある方やご家族のさまざまな相談ごとに専門のスタッフ
がお応えする「相談支援事業所  あおぞら」という事業所も医療法人ハートフルの中にあります。お気軽にご相談ください。

外出は楽しみにしていただいている行事の一つです。
現在コロナ禍のため人混みを避けて外出をしており、喜ん
でいただいています。

曜日ごとに様々な活動をしています。夏祭りやクリスマス会といった季節のイベントも行なっています。

放課後等デイサービス スマイリー
（重症心身障害児）

放課後等デイサービス スマイリー
（重症心身障害児）

なな まま
かか

小学校 1 年生から
高校 3 年生までの

お子様が一緒に活動し、
友だちを思い合い・
助けあう心を育てます。

小学校 1 年生から
高校 3 年生までの

お子様が一緒に活動し、
友だちを思い合い・
助けあう心を育てます。

「お買い物体験練習」
を毎日行い、おやつを
選びます。

トランポリンの揺れを
体全体で楽しんでいます。

創作活動やお楽しみ会などの季節を
感じる活動も多く取り入れています。

上級生が下級生の手
をつないだり、車椅子
を押してくれます。

相談ごと・不安に関する窓口

きざみ食やペースト食などの食事形態やアレルギーへの対
応など、お一人お一人に合わせた食事を提供しています。

特殊浴槽があり、ご自宅
での入浴が難しい方に入
浴をしていただいています。

みんなが楽しみにしている
夏のプール遊び！
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ご利用の流れ
9：00～9：30

14：00～17：00

相談日
月 火 水 木 金 土

Android版
GooglePlay
からダウンロード

iOS版
AppStore
からダウンロード

令和元年から始まった園芸療法のその後について紹介いた
します。当初は認知症の方を対象に活動を通して楽しみや生き
がいに繋げ、どの様な変化がみられるかという研究で始まりまし
たが、現在は研究的視点とは別に、沢山のご入居者が利用
し楽しんでいただける「屋上菜園」となりました。
これまでに、大根、白菜、じゃが芋、サツマ芋、きゅうり、茄子、

ブロッコリー、人参、ほうれん草、スナップエンドウ、スイカ、苺、
メロン、ぶどうなど毎年季節を感じながら沢山収穫できました。
収穫した野菜で、お好み焼きや白菜漬け、イチゴパフェなど調
理、実食まで行っています。また、あまの保育園の園児たちと
の交流の場にも活用させていただいております。またご報告さ
せていただきます。

※1  受付した後に届くメールからも待ち人数を確認することができます。
※2  お知らせメールは電話呼び出しにすることもできます。

★QRコードを読み取ると、小児外来の待ち人数を確認することができます。
★予約を取ると、お知らせメールで診察の順番が案内されます。

※1

※2

Step１　左のQRコードをスマホで読み取ります。
Step２　順番の受付をする。
Step３　受信メールから受付登録して完了です。

※メールアドレス必須※メールアドレス必須

※受信メールを制限をしている場合、airwait.jpからのメール受信許可をしてください。

あまのクリニックでは2021年4月より、小児科でオン
ラインお悩み相談室を開始しています。
ご利用にあたっては、オンライン診療・服薬指導アプ
リ「CLINICS（クリニクス）」をダウンロードし登録を
お願いいたします。

※1回につき30分までとなっています。
※相談のため、処方や検査は行うことができません。対応の結果、診察が
　必要な場合はご来院をいただくことになります。

私が話を聞かせていただきます。
ご自宅ではお子様のわずかな変化もご心配のことと思います。
どんな小さなことでもオンラインでご相談ください。

島根医科大学卒業
同大学院終了
医学博士

小児科専門医　福田　純男

①CLINICSアプリで当院を検索し、予約
をしてください。

②予約した日時の確認メールが届きます。

③予約時間に当院から相談開始通知が届
きますので、画面の指示に従って開始
してください。

チューリップ

たわわに生ったきゅうり 甘酸っぱいみかん園児さんとじゃが芋掘り

真っ赤になったイチゴ 青 と々したキャベツたくさん採れたじゃが芋

小さいながらも甘い
プリンスメロン（左）と小玉スイカ（右）

個性豊かな人参太く大きく育った大根

ひまわり ハボタン パンジー チューリップ

スイセン

実りいっぱいの屋上菜園実りいっぱいの屋上菜園

園芸療法のその後

介護付有料老人ホーム 望海の里からのお便り介護付有料老人ホーム 望海の里からのお便り
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アマノリハビリテーション病院 廿日市市陽光台５-９
TEL.0829-37-0800

訪問看護ステーション ハートフルステーション あまの
廿日市市串戸５-１-３７　TEL.0829-31-5212
電話対応可能時間　月曜～土曜　午前8時30分～午後5時30分

介護付有料老人ホーム 望海の里
廿日市市宮島口東2-13-15　TEL.0829-56-4580

児童発達支援センター おひさま
廿日市市陽光台3-1-3　TEL.0829-37-1166

介護付有料老人ホーム カーサ ミーア
廿日市市陽光台3-1-3　TEL.0829-37-1133

あまの保育園
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内1Ｆ
TEL.0829-32-8800
電話対応可能時間  月曜～土曜
午前7時50分～午後6時30分

広島西障がい者就業・生活支援センター もみじ
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-34-4717
電話対応可能時間  土曜・日曜・祝日を除く
午前8時30分～午後5時30分

生活介護事業所 ハートフルあまの
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-31-5581
電話対応可能時間  土曜・日曜を除く
午前8時30分～午後5時30分

相談支援事業所 あおぞら
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-34-4710
電話対応可能時間  日曜・祝日を除く
午前8時30分～午後5時30分

放課後等デイサービス  オレンジ・スマイリー
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内2Ｆ
TEL.0829-31-5582
電話対応可能時間  日曜・祝日を除く
午前8時30分～午後5時30分

高齢者デイサービスセンター ゆうゆうあまの
廿日市市串戸5-3-45 あまのコミュニティーケアプラザ内3Ｆ
TEL.0829-31-5588
電話対応可能時間  日曜を除く
午前8時30分～午後5時30分

アマノ居宅介護支援事業所
廿日市市串戸5-1-37　TEL.0829-31-5213
電話対応可能時間　月曜～土曜　午前8時30分～午後5時30分

内科・リハビリテーション科・神経科・心療内科・循環器科・皮膚科・小児科診療科目
午前9時～12時診療時間
日曜・祝日休診日

あまの訪問看護ステーション 岩国市牛野谷町3-49-53 
TEL.0827-32-6265

● 電話対応可能時間　月曜～土曜、祝日
● 午前9時～午後6時 ※緊急時は24時間対応

あまのクリニック
廿日市市串戸５-１-３７　TEL.0829-31-5151㈹

心療内科・内科・循環器科・リハビリテーション科・小児科診療科目
診療時間 午前9時～13時（受付は12時まで） 午後2時～5時

■通所リハビリテーション  ■重度認知症患者デイケア
■訪問リハビリテーション

水曜（午後）・金曜（午後）・日曜・祝日休診日

廿日市在宅総合ケアセンターあまの 廿日市市串戸5-1-37 在宅医療支援室 TEL.0829-31-5122
地域連携室 TEL.0829-31-5226

発行：医療法人 ハートフル　　企画・編集：広報委員会　　発行日：2021年5月28日　季刊誌

医療法人 ハートフル　　http://www.amano-reha.com

あまのコミュニティーケアプラザ LaLa

廿日市在宅総合ケアセンターあまのは、医療法人ハートフルの在宅医療、高齢福祉、障がい福祉サービス・施設の総称です

■通所リハビリテーション  ■訪問リハビリテーション

アマノリハビリテーション病院
診　療 月 火 水 木 金 土

1  診

2  診

3  診

4  診

中島　康
内科・循環器科

菊地　由花
リハビリテーション科

ー 上田　貴代
リハビリテーション科 ーー

ーー ー

ーー ー

ー

ー

ー

ー

ー

山根　浩介
内科・放射線科

松本　彰紘
リハビリテーション科

ー

大森　信忠
心療内科

服部　好浩
内科・循環器科

原武　大介
内科

川上　恭司
循環器科

あまのクリニック
診　療 月 火 水 木 金 土

午　前
9時～13時

午　前
9時～12時

1  診

2  診 榎津　優
心療内科

ーー

福田　裕恭
内科・心療内科

福田　裕恭
内科・心療内科

串畑　重行
内科

福田　裕恭
内科・心療内科

福田　裕恭
内科・心療内科

小 児 福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

福田　純男
小児科

午　後
14時～17時

1  診

午　後
14時～17時 1診・2診

2  診 福田　裕恭
内科・心療内科

串畑　重行
内科 ー

ー

ー

ーー

福田　裕恭
内科・心療内科

ーー
ー

ー

福田　裕恭
内科・心療内科

小 児 ー

※急患はこの限りではありません。お気軽にお問い合わせのうえ、受診してください。　※都合により、外来担当医が変更になる場合もございます。ご了承ください。

ー

ー

ーー ー ー2診  原武　大介
内科

1診  非常勤医師
内科

新任医師・職員紹介新任医師・職員紹介

［専門分野］
　脊椎・脊髄外科、顕微鏡手術
［資格・免許］
　医学博士
　日本整形外科学会専門医
　日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医  他

令和３年４月１日付けで
アマノリハビリテーション病院に入職。

藤本　吉範
ふじ もと よし のり

医師　整形外科

［資格・免許］
　日本看護協会看護管理認定看護師
　日本運動器看護学会認定看護師取得  他

令和３年４月１日付けで
医療法人ハートフル法人企画部に入職。

馬場﨑　喜美子
ば ば さき き み こ

看護師

http://www.amano-reha.com/
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