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新任幹部職員紹介新任幹部職員紹介

令和 4年 4月 1日付けで、アマノ
リハビリテーション病院の診療協
力部部長に「相良　義弘」薬剤師
が就任いたしました。

相良　義弘
さが ら  よしひろ

薬剤師 あいさつ

4 月からお世話になっています。今まで中四国の病院を色々
と渡り歩いてきました。その経験を活かして少しでも貢献でき
るよう頑張ります。
趣味は下手の横好き程度に色々な球技を楽しんできました
が、年を重ねるに連れ身体が動かなくなり、今ではゴルフだけ
が生甲斐です。
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令和4年度 新入職員紹介新入職員紹介
4月1日に入職した新入職員に今後の意気込みを聞いてみました！

令和4年4月1日、コロナ禍では3回目の入職式を開催しました。会場では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ました。
マスク姿でもその緊張感が伝わってくる、そんな新入職員に今後の意気込みを聞いてみました。

新人等研修会を開催しました新人等研修会を開催しました

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
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カーサ　ミーア
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あまの保育園あまの保育園 障がい者支援部障がい者支援部

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

令和4年4月4日、新人等研修会を開催しました。今回は
密を避けるためアマノリハビリテーション病院とあまのコ
ミュニティーケアプラザLaLaをオンラインで結び2会場で開
催しました。
研修会では就業規則など各種制度、社会人としての心構

え、医療安全、感染管理についての講演がありました。
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「地域のために　地域とともに」の理念のもと、地域に根差した医療法人であり続けるべく努力を続けてまいりました。今後は、これまで培ってきた『強み』を活かし、
さらに地域の皆様に必要とされる『Community Hospital』へと成長していきたいと思います。我々が目指す『Community Hospital』は「お子さんからご高齢の、
全ての方々に真心のこもったサービスを提供することを中心とした、地域の医療・介護・福祉をつなぐリハビリテーション病院」です。今後のさらなる成長をご期待ください。

あまのクリニック外来：
心療内科・小児科・内科等を有し、廿日市地域を医療で支えます。

アマノリハビリテーション病院：
外来・入院を有し、入院ではできる限り早く地域へ戻り活き活き
暮らすための支援を行います。
高度急性期以外の、地域で診る必要のある急性期（骨折・肺炎等）
疾患も治療・看護していきます。

通所系サービス：
心身機能の維持改善を図る、一日を楽しく安全安心に過ごしてい
ただくことなど、サービスを通し「自分らしい」生活が送れるよ
う支援しています。食事や入浴等のサービスも提供します。

地域の取り組みを支援：
サロン・百歳体操などへの専門職派遣、地域向け講座開催、
地域主催講座への専門職等講師派遣、地域行事への看護師派
遣、地域清掃奉仕など地域での様々な活動を支援しています。

行政との連携：
地域包括支援センターへの人材派遣、五師士会への委員の
派遣（医師・専門職等）など、地域とともに生きる法人として、
行政と連携し、より良い街を皆で作っていきます。

放課後デイ：
お友達を思い合い助け合う心を育
てます。

保育園訪問：
地域の保育園・幼稚園と連携を図
り、みんなで支えます。

特別支援学校との連携：
学校は社会へでるための第一歩。
先生方の日頃の気付きと、医療職
からの専門的な視点とを融合し、
より良い療育を目指します。

就労支援：
ハローワークや行政の関係機関
と連携を図りながら、就職や仕
事を継続していくうえでの助言
を行い、“障がいのある人の働き
たい”をサポートします。

デイサービス：
自宅での生活を続けられるよう
に、生活機能の維持・向上を目
指し、創作、レクリエーション
を通して他者と交流し、社会的
孤立感の解消や認知症予防を図
ります。

すべての人と想いを「つなぐ」
【あまのロゴに込められた意味】
ロゴには「地域の中心になれるように」、「情報発信できる病院にしたい」という願いが込められて
います。 ①中心の白丸が「病院」を、 ②それを取り囲むAマークの周りが「地域」を、 ③右上から飛
び出している点が「病院からの情報発信」や「地域へのイベント企画」を表しています。

①

③

②

訪問診療：
病気や障害をお持ちでも、住み慣れた家・気心知れた家族と
共に過ごせるよう、ご自宅に伺い、質の高い医療を提供します。

訪問看護：
治療サポートはもちろん、在宅での生活全般を支えます。

訪問リハ：
在宅での生活を続けられるようなトレーニングの実施や、
環境調整・生活支援を行います。

ケアマネジメント：
自分らしい生活が続けられるよう、必要なサービスプランを
共に考えます。

箱型（病院系）の医療と介護箱型（病院系）の医療と介護
お子さんからご高齢の、全ての方々へ
リハビリテーションを提供

出張型（訪問系）の医療と介護出張型（訪問系）の医療と介護
心落ち着く「我が家」に伺い、安心安全な
医療・介護を提供

地域創り地域創り
皆が輝く住み良い地域を共に創る障害児・者への支援障害児・者への支援

障害をお持ちでも「自分らしく」を
応援します

地域になくてはならぬ『Community  Hospital（コミュニティーホスピタル）』へ !!地域になくてはならぬ『Community  Hospital（コミュニティーホスピタル）』へ !!

医療 介護

地域福祉
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さらに深く地域に根ざした医療法人であるために！さらに深く地域に根ざした医療法人であるために！

地域リハビリテーションの取り組み 第二報
陽だまり通信70号にて『地域リハビリテーション（CBR：Community Based Rehabilitation）』の取り組みをご

紹介しました。CBRの世界的権威であられるザリハ・オマー先生によるCBR研修は継続して行われ、現在3年目に突
入しています。その後の取り組みをご紹介します。

メンバー：山本  恵子、舩倉  直美、藤田  祥子、江藤  恵

私たちのグループは、若い世代が、取り組みやすいツールを使用し、
高齢者や介護・介護保険情報に気軽に触れ、知識の取得をすすめ、
地域の力をつけることを目的に、ハートフル地域リハ情報発信ステー
ションを開設しました。

具体的には、大人、子ども向けの○×クイズ、子ども向けにかかれ
た認知症や、介護、年をとることが書かれた絵本の紹介。100円均
一ショップで購入できる介護用品、介護の工夫の紹介と、実際に介
護保険を利用する際に役に立つ市の介護保険パンフレットの紹介をあ
まのクリニック、アマノリハビリテーション病院受付スペースで行いました。
コロナ禍ということ、若い世代は病院の利用が少ないことから、法

人ホームページからもアクセスできるようにWEB上の情報発信ステー
ションも開設し、多くの方に利用していただきました。

ハートフル地域リハ情報発信ステーションハートフル地域リハ情報発信ステーション

あまのクリニック（左）とアマノリハビリテーション病院（右）に
端末を設置しました

ハートフル地域リハ情報発信ステーション
http://www.amano-reha.com/heartful_cbrstation.html

メンバー：辰井  賢太郎、山崎  喜美枝、榎木  拓史、大津  恭孝

「地域リハビリテーション（CBR：Community Based 
Rehabilitation）」の取り組みの1つとして、2021年12
月18日に「あまの健康セミナー2021  嚥下に関する基
礎知識と介護保険について」を開催しました。
私たちが持っている知識をより多くの方々に広めるた

めに何ができるか考えた結果、身近なテーマである「食
べること」に関するセミナーを開催することになりました。
セミナーには、会場とWeb会議システムZoomを合わ

せて34名の方にご参加いただきました。講師からのお
話はもちろんのこと、来賓の先生からも貴重なお話を伺
うことができました。

参加者の皆さまにはアンケート調査にご協力いただ
き、温かく、励みになるお言葉をいただけたと同時に、
新たな課題を見つけることもできました。

あまの健康セミナー 2021　嚥下に関する基礎知識と介護保険についてあまの健康セミナー 2021　嚥下に関する基礎知識と介護保険について

参加者が嚥下や介護保険について
考えるきっかけを作る講演会でした

メンバー：伊東  善大、谷本  道、村上  泰孝、小林  弘枝、渡邊  麻弥、外川  雅士、佐藤  淳一

前回、『あまの地域リハ推進プロジェクトチーム』による
絵本動画作製についてご報告いたしました。まだご覧でない
方は是非ご覧ください（右にある二次元バーコードを読み込
むか、医療法人ハートフルのホームページから見ることができ
ます）。そしてこの冬、ついに!! 第二弾となる「介護保険で
酒池肉林?!」が公開されました。
介護保険の存在を知った「やすし」。なにやらよからぬこと

を…そこへ登場「じゅんこ」ちゃん。キーワードは「自立支援」。
今回はどんなやりとりが展開されるのか？？
そしてさらに、現在「第三弾」を作製中！『あまの地域リ

ハ推進プロジェクトチーム』の今後にも御期待ください。

あまの地域リハビリ推進プロジェクトチーム  介護保険絵本動画第二弾完成!!あまの地域リハビリ推進プロジェクトチーム  介護保険絵本動画第二弾完成!!

第一弾

第二弾

メンバー：吉岡  政子、大津  有紀、三上  みゆき

CBR＠ハートフル　あまのセミナーシリーズ第3弾を2022年2月12日
に開催しました。今回は、「学校を卒業したら、この子はどんな生活を
送るのでしょうか？」という保護者の方の声をきっかけに、障害福祉サー
ビスの講義と4名の方々の体験談紹介の2部構成でセミナーを行いまし
た。感染拡大防止のため、急きょオンラインのみでの開催に変更となり
ましたが、終了後のアンケートでは、「先輩方の体験談がとても参考に
なった。」「先の生活を見据えて、今からやっておくべき事などを知ること
ができました。」などのご意見を多数いただき、目標を達成できたことにメ
ンバー一同、嬉しく思っております。今後も、地域の方々のために情報
を発信しつつ、私たちも学び続けていきたいと思います。

セミナー 2022『卒業、それから ～学びの場から生活の場へ～』セミナー 2022『卒業、それから ～学びの場から生活の場へ～』

オンライン配信の様子

メンバー：村田  顕一朗、西畑  設子、松木  淑子、高原  涼子

私たちのグループは、「目標や夢を叶えるための情報交
換を行える」「病気や怪我、認知症などを抱える方々が、
同じ立場の方 と々交流し、支えあうことができる」ことを目
的に、当院で定期的に企画・開催している院内デイの中
で、CBRカフェ「陽だまり」を2021年12月13日に開催
しました。当日は、当院相談員の質問コーナーも併設した
介護保険制度の説明、2階と3階を中継しながらのいきい
き百歳体操、当法人の介護付有料老人ホーム「望海の
里」の畑でできたラベンダーを使用したサシェ作りなどを行
い、特にサシェ作りは好評でした。コロナ禍で制限のある
環境の中でも、退院された後も印象に残って生活の一助
となるような企画を、今後も行っていければと思います。

CBRカフェ「陽だまり」CBRカフェ「陽だまり」

介護保険制度の説明をしました

ラベンダーでサシェ作り 相談員の質問コーナー
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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・泌尿器科・脊椎外科・循環器科・神経科
放射線課・小児科・心療内科・精神科

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：2022年5月30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

中島　康
内科・循環器科

菊地　由花
内科・リハビリテーション科

河村　理英子
小児科

河村　理英子
小児科（第2・4のみ）

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

渡辺　健一郎
内科・呼吸器科

小深田　義勝
泌尿器科

小深田　義勝
泌尿器科

佐川　俊介
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 福田　裕恭
内科・心療内科

ーー

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 ー佐川　俊介
内科

非常勤医師
内科

2  診 ーー ー ーー

ー

新任幹部職員紹介新任幹部職員紹介

令和 4年 4月 1日付けで、アマノ
リハビリテーション病院の診療協
力部部長に「相良　義弘」薬剤師
が就任いたしました。

相良　義弘
さが ら  よしひろ

薬剤師 あいさつ

4 月からお世話になっています。今まで中四国の病院を色々
と渡り歩いてきました。その経験を活かして少しでも貢献でき
るよう頑張ります。
趣味は下手の横好き程度に色々な球技を楽しんできました
が、年を重ねるに連れ身体が動かなくなり、今ではゴルフだけ
が生甲斐です。

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