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カマチグループ総合パンフレット

社会医療法人財団

池友会

一般社団法人

巨樹の会

医療法人社団

埼玉巨樹の会

医療法人社団

緑野会

学校法人

福岡保健学院

全国規模の医療プロ集団。
健診、周産期から急性期、
リハビリまで総合的にサポート。

11 所沢明生病院

12 明生リハビリテーション病院

13 新上三川病院

14 みどり野リハビリテーション病院

15 蒲田リハビリテーション病院

16 宇都宮リハビリテーション病院
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17 小金井リハビリテーション病院

18 赤羽リハビリテーション病院

19 千葉みなとリハビリテーション病院

20 松戸リハビリテーション病院

21 原宿リハビリテーション病院

22 五反田リハビリテーション病院

23 新久喜総合病院

24 江東リハビリテーション病院
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一般社団法人
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埼玉巨樹の会 ／

医療法人社団

10 福岡和白総合健診クリニック

チーム医療で地域社会へ貢献していきます。

巨樹の会 ／

一般社団法人

9 福岡和白ＰＥＴ画像診断クリニック

池友会 ／

社会医療法人財団

池友会 ／

社会医療法人財団

地域社会に貢献する医療を目指して。

緑野会 ／

医療法人社団

緑野会 ／

医療法人社団

3 新行橋病院

4 福岡新水巻病院

25 福岡看護専門学校

26 福岡水巻看護助産学校

27 小倉リハビリテーション学院

28 下関看護リハビリテーション学校

5 新武雄病院

6 下関リハビリテーション病院

7 八千代リハビリテーション病院

8 香椎丘リハビリテーション病院

29 八千代リハビリテーション学院

30 福岡和白リハビリテーション学院

31 武雄看護リハビリテーション学校

32 みずまき助産院ひだまりの家
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福岡保健学院

2 新小文字病院

学校法人

福岡保健学院

学校法人

1 福岡和白病院
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カマチグループ創設者、現・社会医療法人財団 池友会 理事長、現・一般社団法人 巨樹の会 会長

者さんの生命を救うことを第一に、
一丸となり緊

蒲池眞澄が語る、
これからの10年。

急時に備えています。
また、
日常に目を向けます

昭和49年、
19床でスタートした下関カマチ病院から40数年。
カマチグループは病院24、
診療所3、
学校7、
助産院1を運営する

と、
これからの日本はますます高齢化が進み将
来は医療費のほとんどが老人医療に占められ
ることは明白です。
日本の年間医療費は約41
兆円で、
ほかに高齢者の介護費が10兆円ほど

医療法人として成長してきました。
これからは回復期のリハビリテーションにも一層力を入れ、

かかってきます。国は医療費抑制に力を注いで

今後首都圏で10〜20の回復期医療施設を新設し、

おり、
10年先を読んで対応できない医療機関は

高齢化社会の医療に携わる者としてスタッフ一同、
最善の努力を続けます。

今後、
脱落していくでしょう。
そこで、
この10年で首都圏に10〜20の回復

下関カマチ病院を開院したときから
「厚生省

類もの楽器が指揮者のタクトの元で最高の演

期施設を展開し、
そこでの地域医療に尽くした

（当時）
の政策を10年先取りして動かねば」
と考

奏を聴かせます。病院も医師だけでなく看護師

いと考えます。

えてきました。
当時、
救急対応していたのは当院

や薬剤師、
技師、
訓練士、
事務、
厨房、
清掃など

その一環として武雄市の市民病院を当グ

と久留米のS病院くらいで、普通に治療をすれ

全職種が責任を果たしてこそ全体のハーモ

ループが引き継ぎ、平成23年に新築移転し、
ス

ば助かる患者さんが手遅れで亡くなっていまし

ニーが生まれ、
最高の医療現場となります。

タートしました。
これからも市民の皆様のお役に

た。国内で事故に遭えば、
ベトナム戦争の戦場
よりも死亡率が高かったのです。小倉に小文字

私は今後も
「手には技術、
頭には知識、
患者
さまには愛を」
をテーマに命を懸けて進みます。

立てればと思い、
日々医療技術の向上に励ん
でおります。
また回復期のリハビリテーションは、
患者さんに生きる希望を見出し、
人間として生き

蒲池 眞澄（かまち ますみ）

るための尊厳を回復することが、
使命です。

学校法人福岡保健学院創設者、社会医療法人財団池友会理事長、カマ

病院を開院し、
よその病院が受け付けない患

基本は救急救命。当グループの中枢である

者さんを、
うちの技術と医学知識で治療し、全

24時間365日体制のER救急センターは十分に

体をレベルアップさせてきました。
その結果、福

機能しています。
救急はスピードが勝負。
地上を

これまでもこれからも、人類の生命がある限

岡、北九州の医療現場から
「タライ回し」
を無く

救急車で時間をかけるよりヘリで拠点病院に搬

り、
カマチグループは医療界のプロ集団として邁

したのです。

送し、
ICUで治療を受けることで救命率は上が

進してまいります。

チグループ会長。
昭和15年、福岡県八女郡黒木町生まれ、蒲池家は江戸中期から医師で
会長が9代目。
九州大学医学部卒。虎の門病院、九大大学院医学研究科、下関市立中央

病院の運営は、
オーケストラの演奏によくたと

ります。医療搬送用ヘリコプター「ホワイトバー

病院、福岡大学医学部を経て昭和49年、下関市で救急指定の下関カマ
チ病院を開院し独立、昭和56年北九州市小倉北区に小文字病院、昭和
62年福岡和白病院を開設し院長に、平成15年から会長に就任、平成24

えられます。
ヴァイオリンやフルートなど実に32種
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ド」は、
医師や看護師、
パイロットや整備士が、
患

年4月からは理事長に就任。
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当グループ病院の特徴

当グループ病院の特徴

急性期病院

回復期病院

24時間365日、
高度で専門的な医療を提供する。

回復期リハビリテーション病院では、日本最大規模のグループ。

急性疾患や慢性疾患の急性増悪などで緊急・

行うと同時に、DPC制度の病院や一般にも公開され

重症な状態にある患者様に対して入院・手術・検査

ています。
（その為、
看護師を多く配置し、正しく病気

など高度で専門的な医療を提供する病院の事で

の分類やデータの提出が出来る体制の病院でなけ

す。
患者様は、
瀕死の状態や緊急手術が必要な症

ればなりません。
）実習施設となる社会医療法人財

状で搬送される事もあり、
予断を許さない状態の場

団池友会や一般社団法人巨樹の会の急性期病院

合もあります。
その為、ICU（特定集中治療室）等や

の一部は、
既にDPC制度の病院に移行しています。

高度な医療機器を備えていることはもちろん、24時

当グループはDPC制度において、
診療実績や医療

間365日最善の対応が出来る様、体制を整えてい

の質的向上への貢献等に基づき、
医療機関が担う

ます。

べき役割や機能を評価する指数である機能評価機

また、
近年では、
多くの急性期病院が、
最も治療を
必要とした病名によって診療費が決まるDPC制度
（急性期入院医療に係る診断群分類別包括評価）

能係数Ⅱが全国でも総じて高く、1,500病院以上ある
対象病院中、上位となっています。
また、
「24時間365日救急を断らない。」理念のも

に移行しています。DPC制度の病院で入院し、治療

と、多くの患者様を受け入れ、
また、1入院あたりの平

を行った患者様の診療内容
（匿名化されています）

均的な入院日数（平均在院日数）
が全国平均と比

は、
データ化の上、厚生労働省に提出されます。
それ

べ短く、地域の医療機関等との相互紹介の割合も

を基に集約化されたデータを、厚生労働省が病気

多く、
また医療機器の更新も早いサイクルで行うなど

の分析や診療報酬の決定、
治療成績の比較等を

が当グループの特徴であります。
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脳血管障害や骨折の手術などのため急性期で

樹の会、
医療法人社団埼玉巨樹の会および医療

治療を受けて、
病状が安定し始めた発症から1〜

法人社団緑野会の各施設では、
「リハビリテーション

2 ヶ月後の状態を回復期といいます。この回復期と

とは、障害を受けた人を、
その人のなしうる最大の身

いわれる時期に集中的なリハビリテーションを行なう

体的、
精神的、社会的、
職業的、
経済的な能力を有

ことで、低下した能力を再び獲得するための病棟を

するまでに回復させることである。
」
との理念のもと、

回復期リハビリテーション病棟と言います。

365日、一日も休まずリハビリテーションを提供し、
非常

回復期対象の患者様に対して、
機能の回復や日

に高い在宅復帰率を誇っています。

常生活で必要な動作の改善を図り、
寝たきり防止と

当グループの回復期リハビリテーション病院は、
関

社会や家庭への復帰を目的とした、患者様ごとのリ

東での開設予定も含めると12施設、
九州山口で2施

ハビリテーションプログラムに基づき、
医師、看護師、

設、急性期病院の中に回復期リハビリテーション病

ケアワーカー、
理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚

棟を有する施設が5施設、
合計で18施設、
病床数

士、
ソーシャルワーカー、薬剤師、
管理栄養士等が

2,700床を超えており、
日本最大のグループです。
ま

共同で集中的なリハビリテーションを提供すること

た、
そこで勤務するリハビリテーションの専門職であ

が、
回復期リハビリテーション病院の役割となります。

る理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も、2,700

社会医療法人財団池友会や一般社団法人巨

人超と、
日本最大規模となります。
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社会医療法人財団

池友会／一般社団法人 巨樹の会／医療法人社団 埼玉巨樹の会／医療法人社団 緑野会

沿 革
昭和49年
（1974年）

当時不毛であった救急医療に取り組むため下関カマチ医院 開院
（急性期 19床、
後に79床）

昭和53年
（1978年）

特定医療法人財団 池友会を創設。

昭和56年
（1981年）

小文字病院 開院
（現・新小文字病院 急性期 214床）

昭和58年
（1983年）

下関第一病院と改称。

昭和62年
（1987年）

和白病院 開院
（現・福岡和白病院 急性期 343床／回復期 26床）

平成10年
（1998年）

新行橋病院 開院
（現・急性期 194床／回復期 52床）

社会医療法人財団

和白病院を福岡和白病院に改称
平成12年
（2000年）

新行橋病院 新築移転

平成13年
（2001年）

下関第一病院を下関リハビリテーション病院と改称
（現・回復期 165床）

平成15年
（2003年）

福岡新水巻病院 開院
（現・急性期 227床）

福岡、
北九州の医療現場から
「タライ回し」
を無くし
「痛みのない、
人にやさしい医療」
のために、
努力を続けています。

香椎丘リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 120床）
平成16年
（2004年）

福岡和白PET画像診断クリニック 開院

平成17年
（2005年）

福岡和白病院 新築移転
福岡和白総合健診クリニック 開院

平成18年
（2006年）

八千代リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 180床）

平成20年
（2008年）

社団法人 巨樹の会を創設

池友会の
【池】
は、
蒲池眞澄の「池」であり、
【友】
はその周りに集まった人々を意味しています。

小文字病院を新築移転し、
新小文字病院と改称
平成21年
（2009年）

昭和49年に今日の池友会グループの礎となった下関カマチ医院を開院以来、

所沢明生病院 開院
（急性期 50床）

九州・福岡を中心に急性期・回復期病院を展開。

明生リハビリテーション病院 開院
（回復期 111床）

学問的に、
技術的に高い水準の医療を提供し、
患者様と医療情報を共有し、

新上三川病院 開院
（急性期 38床／回復期 171床）
平成22年
（2010年）

池友会

急性期治療から早期リハビリ、
在宅医療まで一貫した、

社会医療法人財団 池友会へ名称変更

患者様のニーズに沿った安全で安心できるチーム医療を提供します。

新武雄病院 開院
（現・急性期 143床／回復期 52床）
医療法人社団 緑野会 みどり野リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 118床）
平成23年
（2011年）

蒲田リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 180床）
宇都宮リハビリテーション病院 開院
（回復期 96床）
新武雄病院 新築移転

平成24年
（2012年）

小金井リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 220床）

平成25年
（2013年）

一般社団法人 巨樹の会へ名称変更
赤羽リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 234床）

平成26年
（2014年）

松戸リハビリテーション病院 開院
（回復期 120床）
千葉みなとリハビリテーション病院 開院
（現・回復期 156床）

平成27年
（2015年）

原宿リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 332床）
五反田リハビリテーション病院 開院
（現・回復期 240床）

平成28年
（2016年）

新久喜総合病院 開院
（急性期・回復期・ICU含む 300床）

平成29年
（2017年）

江東リハビリテーション病院 開院
（回復期 206床）
医療法人社団 埼玉巨樹の会を創設
平成29年10月1日現在
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社会医療法人財団

池友会

健診からリハビリまで総合的にサポート。
チーム医療で地域社会に貢献。

より充実した医療ステーションを目指して。

福岡和白病院

新行橋病院

（急性期・回復期病院）

（急性期・回復期病院）

〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2丁目2番75号
TEL:092-608-0001 http://www.f-wajirohp.jp
病床数：369床 職員数：約1,130名

〒824-0026
福岡県行橋市道場寺1411番地
TEL:0930-24-8899 http://www.shinyukuhashihospital.or.jp
病床数：246床 職員数：約600名

福岡和白病院は、
昭和62年7月開院以来、
地域の中核病院として、
一貫して24時間365
日の救命救急に対応し、
高度先進医療の充実
を図ると共に、
「患者さまと共に生きる」
チー
ム医療体制作りに取り組んでまいりました。
平成17年4月に、
新病院として現在の地に
移転、
平成22年4月には、
救急医療及び災害
医療において、
公益性の高い民間病院とし
て、
社会医療法人財団の認定を受けました。
また、
平成23年10月に、
血管病に携わる診
療科が一つのチームとして活動出来るよう、
「心臓・脳・血管センター
（HNVC）
」
を開設、
平
成24年には、
診療報酬改定に伴う医療機関
群の導入により、
大学病院
（全国でおよそ80
施設）
に準ずる施設である、
DPC病院Ⅱ群
（全
国でおよそ90施設）
に選定されるなど、
活発
な診療を行っています。

新行橋病院は、
地域住民の皆様の強い要
望により、
平成9年12月に149床の救急病院
として開設されました。
平成12年10月に8階建ての新病院へ移行
し、
マル チスライスCT、
MRI、
血管撮影装置
（DSA）
、
核医学診断装置
（RI）
、
ESWL等の高度
医療機器を導入、
現在は246床の急性期病院
として、
年間約4,000件の救急車搬入を受け
入れ、
救命救急医療・高度医療に取り組んで
います。
また、
平成22年4月に地域医療支援病院、
同年5月には災害拠点病院に認定、
さらに平
成23年8月にはヘリポートを新設し、
名実とも
に行橋市・京築地域の基幹病院としての役割
を担っています。

医療の原点である
「患者様中心の医療」を貫き通します。

地域に密着した
身近な医療機関 を目指します。

新小文字病院

福岡新水巻病院

〒800-0057
福岡県北九州市門司区大里新町2番5号
TEL:093-391-1001 http://www.shinkomonji-hp.jp
病床数：214床 職員数：約700名

〒807-0051
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1丁目2番1号
TEL:093-203-2220 http://www.f-shinmizumaki.jp/
病床数：227床 職員数：約750名

（急性期病院）

新小文字病院は、昭和56年9月に北九州市小
倉北区大畠に小文字病院として開設し、平成20
年1月に同市門司区大里新町に新築移転いたし
ました。 この間、地にしっかりと根を下ろし、職
員一丸となって救急医療をはじめ急性期医療に
真っ向から取り組んで参りました。その結果、着
実に信頼を得つつあると実感いたしておりま
す。地域のすべての人々から、
「健康のことは新
小文字病院が守ってくれる。だから、
安心して暮ら
せる」
と言っていただけるような良い病院を創る、
それが私たちの夢です。
新小文字病院は地域の皆
様に頼りにされ、
さらに皆様のお役にたてる病院
を目指しております。
私たちは皆様の健康の番人
になりたいと思っています。
そして、
良い病院を育
てるために、
皆様の知恵と力をお貸しください。
当院は最新の医療技術や高性能の機器を備
えて、
これを存分に利用して“患者様にとって”を
考えて行動し、皆様と連携して、住みやすい豊か
な街づくりに貢献したいと考えています。
09 Comprehensive Brochure of Kamachi Medical Group

（急性期病院）

福岡新水巻病院は、
遠賀・中間地区の急性
期疾患に対応できる病院として平成15年6月
に開設致しました。
高度医療機器を備え、
ニ
次・三次の救急や重症患者に対応すべく、
救
命救急体制を整えております。
また、
平成19
年5月には周産期センターを開設し、
福岡・北
九州地域から多くのハイリスク分娩・新生児
患者を24時間365日受け入れております。そ
の結果、
現在では年間6,000件を超える救急
を受け入れる病院となりました。
また、
平成26年度のDPC病院Ⅲ群の中で、
機能評価係数Ⅱが全国19位
（全1,406施設）
・
福岡県1位
（全76施設）
となりました。
今後も地域の医療機関と密接な連携を図
り、
いつでも誰でも安心して利用できる地域
密着型の中核病院を目指します。

Comprehensive Brochure of Kamachi Medical Group
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社会医療法人財団

池友会

患者様が、ふたたび、いきいきと楽しい
生活を送れるようサポートします。

香椎丘リハビリテーション病院
（回復期病院）
〒813-0002
福岡県福岡市東区下原2丁目24番36号
TEL:092-662-3200 http://www.kashii-rh.net
病床数：120床 職員数：約260名

香椎丘リハビリテーション病院は、
急性期の医
療機関で原因疾患の治療を終了した患者さまのリ
ハビリテーションを実施する回復期リハビリテー
ション病院として、
平成15年8月1日に開設されまし
た。
対象は、
脳血管疾患と骨折などの整形外科疾
患が中心で、
その他は廃用症候群などです。
病院
は、
玄海国定公園にも指定される三日月山の麓に
位置し、
自然豊かで癒しのある環境で、
特に福岡市
街を一望できるウッドデッキからの景観は絶景で
す。
そんな療養環境の中、
調和のとれたチーム
（医
師・看護師・リハビリスタッフ・MSW等）
で、
365日の
リハビリ・看護を提供し、
患者様の寝たきりゼロ、
在宅復帰・社会復帰を目指しております。
入院当初
から退院に向けて綿密に計画し、
介護保険及び身
体障害者手帳の利用法、
社会資源の活用、
ケアマ
ネージャー、
かかりつけ医との連携を行い、
地域医
療連携にも積極的に取り組んでいます。

一般社団法人

巨樹の会

大きく根を張り、
く伸ばす
幹と枝を大きく伸ばす樹木のように
日本の医療に大きく貢献する
平成20年3月、
故・緒方幸光理事より
『大きく根を張り、
幹と枝を大きく伸ばす樹木のように
日本の医療に大きく貢献する』

がんの早期発見、そして治療へ。

福岡和白PET画像診断クリニック
〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2丁目2番76号
TEL:092-608-1166 http://www.fwpet.net
職員数：約21名

という願望を込め、
法人名を
『巨樹の会』
と命名しました。
その後、
武雄市民病院の民間移譲により、
平成22年に新武雄病院を開院。
現在は関東地区で回復期リハビリテーションを軸とした病院を運営し、
地域のリハビリ病床不足の改善に力を注いでいます。

福岡和白PET画像診断クリニックは平成16
年4月1日に開院しました。
当院は、最新のPET-CT装置を設置し、高度
な総合画像診断を担うPETクリニックとして
皆様のお役に立ちたいと念願しています。

笑顔と真心でより質の高い
総合健診をめざす。

福岡和白総合健診クリニック
〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2丁目11番17号
TEL:092-608-0138 http://www.fw-kenshin.net
職員数：約140名

お客様の快適な生活が今後も維持できるよ
うに、
お客様の将来のために。福岡和白総合健
診クリニックは、
「笑顔と真心でより質の高い総
合健診をめざす」
ことを基本理念としています。
11 Comprehensive Brochure of Kamachi Medical Group
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我々の回復期リハビリテーション医療における展望と連携強化について
（地域包括ケアシステムの中の回復期リハビリテーション医療へ）

クラスのレベルを持っていると自負して
いますが、これからの時代は、社会問題
となっている後期高齢者の増加だけでな

一般社団法人巨樹の会 代表理事

鶴﨑 直邦

く、国が推進している地域包括ケアシス
テムにおいて在宅復帰強化病院の役割を
担っていくため、多種多様の患者様に適
応できる病院づくりが必要となって参り

昭和49年に山口県下関市にカマチ医院

時の老人病院は運営されていました。

ます。

を開設以来、グループ創設者の蒲池眞澄

我々のグループは寝たきりを作らな

そのためには、選ばれる回復期リハビ

と一緒に「患者を助ける、治す」という

い、自宅復帰を目指す、そのためには早

リテーション病院としての実績作りと同

救急医療に真正面から取り組んで参りま

期のリハビリテーションの介入が必要だ

時に、急性期病院をはじめとして在宅復

した。

ということを認識し、何処よりも早くリ

帰支援施設、居宅介護支援事業所等との

ハビリテーションの実践に取り組んで参

緊密な医療連携を通じて様々な意見を参

りました。

考に、将来に向けた構築が必要不可欠と

レベルの高い救命救急医療を目指し、
心臓血管外科、脳神経外科等を備える高
度医療のできる病院として北部九州を中
心に前進してきた病院グループです。

今でこそ当たり前のようになっていま
すが、術後当日からでも可能な範囲で歩

なります。
今後とも皆様のご支援とご協力のほど

ところが当時、術後１週間は絶対安静

行させるという超早期リハビリテーショ

が普通だと言われていた頃で、安静を続

ンの実践が我々のリハビリテーションに

末筆にあたり、当グループの理念である「手には技術、頭には知識、患者様には愛を」のも

けていたら体に拘縮が始まり、寝たきり

対する基本となり、今日の回復期リハビ

と、生命の尊厳に対する気持ちを忘れず、一人ひとりの患者様を大切にする医療を心がけて、一

になってしまう、という事が起こってい

リテーション病院の根底にあります。

人でも多くの患者様が「住み慣れた地域で自分らしく生活できるようになる」といった期待に応

ました。
そして、そういう患者が集められ、当

13 Comprehensive Brochure of Kamachi Medical Group

さて、我々の回復期リハビリテーショ

宜しくお願い致します。

えるべく邁進していきたいと思っております。

ン病院においては、日本全国でもトップ
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一般社団法人

巨樹の会

患者様本位の質の高い医療を
24時間・365日、提供してまいります。

在宅復帰に徹した
回復期リハビリテーション。

新武雄病院（急性期・回復期病院）

八千代リハビリテーション病院

〒843-0024
佐賀県武雄市武雄町大字富岡12628番地
TEL:0954-23-3111 http://www.shintakeo-hp.or.jp
病床数：195床 職員数：約480名

新武雄病院は、
平成22年に武雄市立武雄
市民病院から民間移譲を受け開院しました。
武雄市がこれまで果たしてきた役割を引継
ぎ、
地域に貢献できる医療の提供を目指して
います。
また、
平成29年4月に大町町立病院の移譲
を受けました。
地方自治体立病院の移譲は、
法人として今回で2回目となります。
そして今回、
移譲を受けた病床は同年9月
より回復期リハビリテーション病棟として運
用を開始します。
今後も私たちは、
移譲を受けた病床を活用
して更に地域に貢献できる医療を提供して参
ります。

（回復期病院）
〒276-0015
千葉県八千代市米本1808番地
TEL:047-488-1555 http://www.yachiyo-reha.com
病床数：180床 職員数：約350名

リハビリテーション本来の目的は
「生活の
再建」
にあり、
訓練室だけではなく
「生活の
場」
である病棟における訓練も重要です。
身
体的な
「機能」
を改善するだけでなく、
あらゆ
る想定での動作の練習をすることを中心に、
起きて過ごす習慣化と生活の中での活動の
習慣化をサポートしていきます。
住み慣れた
ご自宅への復帰・職場復帰を目標に患者さん
の幅広い生活に応じた訓練を提供します。

人と人、心と心。
いつも春の陽だまりでありたい。

より質の高い医療・看護・リハビリをめざす、
明るく元気な救急病院。

下関リハビリテーション病院

所沢明生病院（急性期病院）

（回復期病院）
〒750-0064
山口県下関市今浦町9番6号
TEL:083-232-5811 http://www.shimoreha.jp
病床数：165床 職員数：約300名

少子高齢化が進んでいる現代では、
加齢と
ともに増加する脳卒中や骨粗しょう症による
大腿骨頚部骨折などが日常生活を脅かす要
因として挙げられています。
そんな状況の中、
入院生活を余儀なくされ
た患者様がより早く日常生活に戻れるように
お手伝いするのが、
私たち下関リハビリテー
ション病院職員の役割です。
リハビリテーショ
ンスタッフ数は県内でもトップクラスの数を
誇り、
ゆっくり丁寧なリハビリが行えます。
当
院は全ての病棟スタッフと連携を図ること
で、
寝たきり・寝かせきりの患者様がいない
病院です。地域医療の一翼を担えるよう努め
ています。
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〒359-1145
埼玉県所沢市山口5095番地
TEL:04-2928-9110 http://www.meisei-hp.jp
病床数：50床 職員数：約180名

所沢明生病院は、
笑顔と思いやりの心を大
切にしています。
専門性と幅広い医療・看護
を提供する地域の中核的な二次救急指定病
院として、
患者様と心を通い合わせながら安
全な医療・看護を提供するように取り組んで
います。
安心して満足いただける治療・看護が受
けられるように専門知識・技術と人間性の豊
かさを高めながらたゆまぬ努力を続けてい
ます。

Comprehensive Brochure of Kamachi Medical Group
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一般社団法人

巨樹の会

人を思いやる気持ちで、24時間・365日
患者様とともに取り組んでいきます。

安心・良質な医療とリハビリテーションの
提供で地域貢献を。

明生リハビリテーション病院

蒲田リハビリテーション病院

（回復期病院）

（回復期病院）

〒359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4丁目2681番2号
TEL:04-2929-2220 http://www.meisei-reha.jp
病床数：111床 職員数：約210名

〒143-0015
東京都大田区大森西4丁目14番5号
TEL:03-5767-7100 http://www.kamata-rh.net
病床数：180床 職員数：約300名

明生リハビリテーション病院は、
脳卒中で
片麻痺や言語障害等の障害、
整形疾患、
肺炎
等の廃用の患者様が1日でも早くご自宅や社
会へ復帰できるよう、
365日リハビリテーショ
ンを提供する
『回復期リハビリテーション専
門』
病院です。
当院では、
患者様のADL
（日常生活活動）
能
力を向上させ、
QOL
（生活の質）
を支援するリ
ハビリテーションを提供する為に患者様の思
いや、
不安に耳を傾け、
医師を始め、
看護師、
医療技術者等多職種が協力し合い、
其々の患
者様にあったプログラムでリハビリテーショ
ンを提供します。
チーム医療の大切さについ
ても学べる病院です。

当院は、
平成23年5月に開院いたしました。
以来、
多くの患者さまに必要とされ、
リハビリ
テーションの効果を実感していただき、
85％
以上の方が在宅復帰されています。
開院当初の148床から2度3度の改装・増築
を経て、
平成25年10月25日には180床となり、
より多くの患者さまにリハビリテーションを
提供する体制を整備しました。
当院の役割は、
主に大田区、
品川区、
川崎
市など東京都、
神奈川県を中心とする地域の
皆様に、
回復期リハビリテーション専門の病
院として皆様の在宅復帰のお手伝いをする
事であると考えます。
地元急性期病院、
開業医の先生方との連
携を密にとらせていただき、
地域の皆様に安
心・良質なリハビリテーション医療を提供し、
地域に貢献していきたいと思っております。

北関東最大のリハビリ病院。

新上三川病院（急性期・回復期病院）
〒329-0611
栃木県河内郡上三川町上三川2360番地
TEL:0285-56-7111 http://www.kaminokawa-hp.jp
病床数：209床 職員数：約420名

急性期
（整形外科）
病棟38床、
回復期リハ
ビリテーション病棟171床から成り、
整形外科
とリハビリテーションに注力した病院です。
回復期リハビリテーション病棟では、
整形
外科や脳血管疾患等の患者様の在宅復帰を
目標に、
スタッフ一丸となりサポートさせて
頂いており、
平成27年度は92％の方が在宅
復帰されています。
また、
整形外科においては、
平成28年より
関節センターも開設し、
関節の痛みでお困り
の患者様に対して、
急性期治療からその後の
リハビリまで、
一貫した高水準の医療提供に
努めております。
″人と人、
心と心″を合言葉に、
すべての職
員が誇りと自信をもって楽しく働ける環境を
つくり、
地域社会と患者様から信頼される病
院を目標としています。
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宇都宮市内唯一の
回復期リハビリテーション専門病院。

宇都宮リハビリテーション病院
（回復期病院）
〒321-0982
栃木県宇都宮市御幸ケ原町43番2号
TEL:028-662-6789 http://www.utsunomiyarh-hp.jp
病床数：96床 職員数：約200名

栃木県は全国の中でも脳卒中の発症率が
非常に高い地域であり、
脳卒中の急性期治療
が終わった後のリハビリテーションの要望も
非常に高い地域でもあります。
私達はその中
でも、
一番人口の多い都市である宇都宮市で
唯一の回復期リハビリテーション専門の病院
として、
急性期、
回復期、
維持期の中間に位置
する回復期医療の中核を担うべく、
スタッフ
一丸となってリハビリテーション医療に取り
組んでいます。
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一般社団法人

巨樹の会

わたしたちの患者さまと
社会の福祉のために。

東京湾を望むリハビリ病院。

小金井リハビリテーション病院

千葉みなとリハビリテーション病院

（回復期病院）
〒184-0013
東京都小金井市前原町1丁目3番2号
TEL:042-316-3561 http://www.koganei-rh.net
病床数：220床 職員数：約400名

平成24年5月に開院したリハビリテーショ
ンに特化した病院です。
当院が位置している北多摩南部医療圏は
リハビリテーションに特化した病院が少なく、
当院の役割は非常に重要であると自負して
います。
当院は365日のリハビリ実施、
最大3時間／日
のリハビリ実施により在宅復帰率は91.7％
（平成28年度）
の実績があります。
また離床活
動等で不必要な安静を排除すべく全職種で
協力しあい、
活動を行っています。
職員一丸となり在宅復帰率100％を目指し
ます！
！

（回復期病院）
〒260-0024
千葉県千葉市中央区中央港1丁目17番18号
TEL:043-245-1555 http://www.minato-reha.com
病床数：156床 職員数：約280名

当院は平成26年4月にオープンした、元気なリ
ハビリテーション病院です。千葉市の湾岸部に
位置している為、屋上からは富士山を望むことが
でき、開放的な環境でリハビリを行っておりま
す。当院の特色の１つに、運転シミュレーターや
ボルダリング、防音の作業室、在宅復帰シミュ
レーションルーム、パターゴルフなど幅広い患者
様に対応できる設備・体制があげられます。加え
て、少量頻回のリハビリ介入や季節ごとのコン
サートなどのレクリエーションによる、
日中の離
床・活動時間の確保により、平成26年の開院から
約92％の患者様が在宅復帰をされております。
地域医療の中で不足しているリハビリテー
ション医療の一翼を担うため、医療の質向上と
近隣病院との連携強化を図り、千葉県民の皆様
に高度なリハビリテーション医療を提供して参り
ます。

医療の中心は患者様。患者様にいつも
寄り添いサポートできる医療を目指して。

限りある病床数を最大限に利用した
回復期リハビリテーション。

赤羽リハビリテーション病院

松戸リハビリテーション病院

（回復期病院）

（回復期病院）

〒115-0055
東京都北区赤羽西6丁目37番12号
TEL:03-5993-5777 http://www.akabane-rh.jp
病床数：234床 職員数：約370名

〒270-2232
千葉県松戸市和名ヶ谷1009番地の1
TEL:047-703-1555 http://www.matsudo-reha.com
病床数：120床 職員数：約220名

当院は、
平成25年4月に開院した回復期リ
ハビリテーション専門病院です。
東京都 区西
北部医療圏に位置しており、
すぐ傍には味の
素ナショナルトレーニングセンターがござい
ます。
主に東京都・埼玉県より多くの患者様のお
受け入れをしており、
充実したリハビリテー
ション及び看護を提供しています。
その結果、
全国平均を大幅に上回る約9割
（平成27年度
実績）
の患者様の在宅復帰をお手伝いするこ
とができています。
今後も選ばれ、
愛され、
地
域を支えていける病院となれるように職員一
同全力で取り組んで参ります。

平成26年4月に、
千葉みなと
（千葉市）
と同
時にオープンした関東巨樹の会11番目の病
院です。
平成23年に、
千葉県より療養病床120床ず
つ配分して頂き、
千葉市と松戸市に不足して
いる回復期リハビリテーション専門病院を開
設しました。
千 葉 県でも回 復 期 にお ける低リハビリ
テーション地域の東葛北部医療圏。
なかでも
人口50万人を超える松戸市において120床、
将来的には180床まで対応できる建物で、
リ
ハビリテーションを提供し1人でも多くの方
を在宅復帰へ導くべくリハビリスタッフを配
置しております。
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一般社団法人

巨樹の会

若者の街「原宿」にそびえたつ
回復期リハビリテーション病院。

原宿リハビリテーション病院
（回復期病院）
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6丁目26番1号
TEL:03-3486-8333 http://www.harajuku-reha.com
病床数：332床 職員数：約550名

平成27年4月、東京原宿の一等地に回復期リハ
ビリテーション病院を開院致しました。
許可病床数は、332床で回復期リハ病院として
は日本最大級を誇ります。
アクセスは、JR「原宿駅」から徒歩8分、地下鉄千
代田線「明治神宮前」
より徒歩3分という好立地に
位置しています。病院建物は地下2階、地上11階建
て。病棟は7病棟、病室はシックなデザインでゆっ
たりとしたスペースを確保し、快適な入院療養生
活を送っていただけるように配慮致しました。病
棟からは富士山、新宿高層ビル街、代々木公園、東
京タワー、東京スカイツリー等が望めるロケーショ
ンで患者様から絶賛の声をいただいています。ま
た、
リハビリ訓練室は1フロア全面を占め、明るく
開放的な空間でリハビリを行っていただきます。
グループリハビリ病院平均在宅復帰率85％を
超える実績とノウハウを活かし24時間・365日リハ
ビリを提供し、患者様の在宅復帰、社会復帰への
お手伝いをさせていただきます。

東京駅から東に７Km、江東区にリハビリ
テーションを中心とした病院を新規開設！

江東リハビリテーション病院
（回復期病院）
〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目15番15号
TEL:03-6880-1555 http://www.koto-reha.com
病床数：206床 職員数：約400名

東京の下町情緒と副都心としての機能が混在す
る区東部医療圏（人口50万人）に、平成29年10月、
206床（最大282まで増床予定）の回復期リハビリ
テーション病院を開院しました。
当地域における、10万人あたりの回復期リハビ
リテーション病床は、12.5床と全国平均の20％し
かありませんでしたが、当院開院により51.1床とな
りました。365日断らず継続した治療を行い、患者
様の早期在宅復帰に向けた支援をさせていただ
きます。
病棟や屋上のリハビリテーションガーデンから
は、東京湾や東京スカイツリーが眺望でき、最新
の設備とゆったりとした病室は、患者様にきっと満
足していただけるものと思います。
また、JR総武線「亀戸駅」から車で6分、都営新宿
線「西大島駅」から徒歩8分、都営バス「北砂三丁目」
から徒歩3分ですので、アクセスも大変便利です。

ＪＲ山手線五反田駅徒歩8分の
都心部に新規開設！

五反田リハビリテーション病院
（回復期病院）
〒141-0031
東京都品川区西五反田8丁目8番20号
TEL:03-3779-8820 http://www.gotanda-reha.com
病床数：240床 職員数：約420名

五反田リハビリテーション病院は
「手には
技術、
頭には知識、
患者様には愛を」
の理念
のもと、
脳卒中や骨折によって身体に障害の
ある患者様に対し、
早期および集中的、
かつ
質の高いリハビリテーション医療を提供する
ことによって、
ＡＤＬの向上、
在宅復帰、
社会
復帰を目指していただく施設です。最新病院
ならではの最先端機器を活用した医療を提
供するとともに、
リハビリテーションに特化し
た施設・設備と一流ホテルのようなシックで
落ち着いた病室を整備し、
患者様が安心して
治療に専念できる環境を実現しました。
ＪＲ山手線五反田駅から徒歩8分、
他に2
駅利用可能なアクセスのよい都心部にあり、
お見舞いに来られるご家族様やご友人様に
も安心な施設です。
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医療法人社団

埼玉巨樹の会

埼玉県北部の皆様から高い信頼を得ら
れるよう 断らない病院 を実現します！

新久喜総合病院
（急性期・回復期病院）
〒346-8530
埼玉県久喜市上早見４１８−１
TEL:0480-26-0033 http://www.shinkuki-hp.jp
病床数：300床 職員数：約600名

平成28年4月1日、
埼玉県厚生農業協同組
合連合会より移譲され、
久喜総合病院は
「一
般社団法人巨樹の会 新久喜総合病院」
とし
て、
24時 間365日体 制で“断らない 病 院”とし
て、
新しく生まれ変わりました。
そして平成29年11月1日に法人形態を医療
法人社団埼玉巨樹の会として、
平日のみなら
ず、
土日祝日、
昼夜関係なく、
病院を頼りにし
てくださる全ての患者様に、
全力で出来る限り
の医療を尽くします。
当院での最善の治療はもちろんのこと、
専門
外での治療が必要とされた場合は、
他の医療機
関に責任をもって紹介をさせていただきます。
地域の皆様や連携診療先の信頼回復の向
上と医療の質向上に向けて全力で取り組み、
地域の皆様の
「困った」
が、
少しでもなくなる
ように努めます。
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医療法人社団

緑野会

患者様の社会・在宅復帰の
お手伝いをいたします。

みどり野リハビリテーション病院
（回復期病院）
〒242-0007
神奈川県大和市中央林間2丁目6番17号
TEL:046-271-1221 http://www.midorino-hp.jp
病床数：118床 職員数：約240名

当院は、
神奈川県北部に位置しています。
最寄駅の中央林間駅
（東急田園都市線・小田
急江ノ島線）
へは徒歩6分で都内へは電車で
40分圏内と非常に利便性が高いです。
当 院 は、
平 成22年9月に 回 復 期リハ ビリ
テーション病棟を開設しました。
対象となる
患者様の1日24時間365日の生活を考えた広
義のリハビリテーションを行っています。
退院
後できるだけ長くその人らしい生活を継続し
ていくためのリハビリテーションを行ってい
きます。
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作業療法学科
概

OCCUPATIONAL THERAPIST

要

作業療法学科では、解剖学・生理学・心理学に加え、作業療法の評価学・治療学など専門的な知識・技術を学び、人の機能・行
動・生活を理解して、心身の機能回復から生きていく力の回復まで、病院から地域・在宅まで、幅広く社会で活躍できる作業療法士
を育てていきます。

学校法人

福岡保健学院

現場のニーズに応えられる、
のニーズに応えら
看護・リハビリテーションのプロを育てる。

職 種 紹 介
こどもからお年寄りまで、
日常生活動作から仕事や趣味まで、
人の生活に必要な作業活動の回復を考えて、
適切な治療・援助を行う
専門職、
それが「作業療法士」です。作業療法士は、
身体機能の治療、
回復した機能に応じた生活動作（食事、
更衣、
家事、
仕事な
ど）
の獲得、
さらに思考や判断などの考える力、
意欲やストレスへの対処などの心の側面にも治療・援助を行います。
身体機能に加え
て、
作業活動の理解や取り組む姿勢、
周囲との対人関係なども医学的な評価・分析を行い、
人の身体・心・頭脳の専門的リハビリを進
めて、
総合的な行動・生活機能の回復を目指します。

理学療法学科
概

PHYSICAL THERAPIST

要

理学療法学科では、最新の医療設備をもったグループ病院の協力を得て、理学療法士として必要な知識・治療技術の修得を行い
ます。また、学内・学外における人的交流を通じ、
「思いやる心・感動する心」を大切にして、自らを律し、協調性を持った人間性豊か
な医療人の育成を行っております。

職 種 紹 介

福岡保健学院の教育理念は「人間愛と自己実現」
という、
人間の根本的精神を掲げ、
一人ひとりの学生が人間愛の精神に基づき、
対象を深く理解し、
受け入れ、

病気や怪我などで心身に障害を持った方々や、
そのおそれのある方々に対して、
身体と心の両面から治療や援助を行う専門職、
それが「理学療法士」です。理学療法士は、
関節の動きを良くし、
筋力をつけ、
歩く練習などを中心として、
日常生活活動能力の回復
を目指す「運動療法」
と温熱・水・電気・光線などを用いて、
痛みや血行を改善させる
「物理療法」
などによって治療を行います。
近年は
在宅生活を支える地域リハビリテーションや生活習慣病の予防・コントロールといった保健福祉分野、
さらにはスポーツ医学の分野な
ど幅広い分野で理学療法士が活躍しております。

専門的な知識、
技術、
態度を身につけることができるような人材育成を目指しています。
さらに、
医療分野の専門性の追求のみならず、
一生を通じて人格向上の努力を続け、

看護学科

NURSE

自己実現していけるような人を育てています。
概

要

看護学科では、
講義・演習・実習・教科外活動を充実させ、
教育に取り組んでいきます。
また、
知識・思考・行動というステップを踏み、
着実な看護職者としての成長を支援します。病める人、
健康な人々またその家族をサポートできる人材を育て、
地域・社会に貢献でき
る看護師の育成を目指します。

職 種 紹 介
療養中の患者または褥婦に対して、
その症状に応じて行う医学的知識を必要とする世話を行なったり、
医師又は歯科医師が、
患
者を診断治療する際に行う補助行為を行う専門職が「看護師」です。医療従事者の中で、
患者と接する時間が最も長く、
点滴や注
射、
食事・排泄の援助、
体位交換、
記録、
巡回、
ベッドメイキングなどはもちろん、
患者の症状を正確に把握し、
医師に報告を行います。
患者だけでなく、
その家族を含めた看護を行います。
高度化する医療体制の中、
医療チームの中で重要な役割を果たします。

助産学科
概

MIDWIFE

要

助産学科では母親が本来持つ「産む力」
を最大限に活かすことができる助産師の養成を目指しています。
情報化社会を生きる現
代では、
母親自身が「産む力」
を上手に出せなくなりました。
母親の「産む力」
を感じる心を研ぎ澄まし、
古くからの歴史を持つ助産の知
識と技術を学びます。
母になる女性の傍らで、
家族の形成をみつめることができる助産師を目指しています。

職 種 紹 介
助産師は妊娠中や出産時、
産褥期
（さんじょくき）
に健康管理や食事、
運動などの生活指導やアドバイスを送り、
正常分娩時に出産
の介助として助産を行う専門職が「助産師」です。
分娩、
出産後も体調管理や母乳指導、
乳児指導など、
妊娠から出産、
育児に至る
までの一連の流れを指導します。妊婦は自分の体や、
おなかの中の赤ちゃんについて不安を抱えていることが多く、
妊娠が原因で体
調を崩す人もいます。
そんな妊婦の気持ちに寄り添い、
話に耳を傾けることで、
妊娠・出産に対する不安を取り除くのも助産師の仕事
です。
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学校法人

福岡保健学院

患者様に寄り添い成長し続ける
看護師の育成を目指して。

福岡看護専門学校
〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2丁目1番12号
TEL:092-607-0053 http://www.fukuoka-kango.jp/index.php
学科・定員数：3年課程 全日制 50名／
2年課程 夜間定時制 50名／2年課程 通信制 250名

「看護師になりたい」
そんな学生の夢を実現さ
せるという思いから、
平成2年4月福岡看護専門学
校３年課程全日制を開校しました。
そして、
より多
くのその思いを実現させるため、
平成4年に2年課
程夜間定時制を、
平成16年に2年課程通信制を併
設しており、
多くの看護師を輩出し、
全国で活躍し
ています。
本校はナイチンゲールの精神を基本とし、
看護
師である前に一人の人間として看護の対象である
人々と真伨に向き合い、
寄り添う心を育てることを
大切にしています。
温もりのある豊かな心を持ち、
看護を専門職として捉え、
患者様の心身の変化に
気づく感性や看護実践能力が身につけられるよう
な教育を実践しています。
中でも実習での体験は
学生に多くの学びをもたらし、
看護の素晴らしさ、
やりがいを感じることができます。
看護師は生涯続けられる仕事ですが、
そのためには探究心を持ち、
自己成長を目指していく姿勢や問題解決能力が大切です。
3年間の教
育の中でその素地作りが出来るようなカリキュラムを組んでいます。
専門性の高い講師による授業、
福岡和白病院をはじめとする実習施設
からの丁寧な指導など多くの支援を受けています。

思いやりの「はーと」たくさん育ってます。

福岡水巻看護助産学校
〒807-0051
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1丁目14番51号
TEL:093-201-5233 http://www.kango-mizumaki.jp
学科・定員数：看護学科（3年課程）80名／助産学科（1年課程）25名

平成20年4月
「人間愛・自己実現」
を教育理念に
掲げ、
1学年80名の看護専門学校として開校しまし
た。
平成23年4月には、
助産学科を併設し
「福岡水
巻看護助産学校」
と校名を改め、
新たにスタートし
ました。
本校には、
学校法人の運営としては日本で初め
ての助産院
「みずまき助産院ひだまりの家」
や、
地
域医療に密着した高度医療の提供をしている
「福
岡新水巻病院」
・
「周生期センター」
が隣接してお
り、
素晴らしい教育環境の中で
「看護師・助産師に
なりたい」
という夢をもつ学生を大切に育ててい
ます。
看護師・助産師は専門的な知識・技術を駆使し
て、
その人の生き方を生涯にわたって支えることが
できる専門職です。
現代の高度な医療を提供する
ためには、
医療従事者として常に安心で安全な環
境を提供する必要があります。
私共は、
医療を受ける方と医療を提供する者が
共に語り、
手をたずさえ、
寄り添える看護実践能力
の高い看護職を育てたいと考えています。
学生の
「看護師・助産師になる夢の実現」
のため、
実習施設である関連病院、
関連施設と協働し、
学生の教育に取り組んでいます。
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共生 〜共に学び 共に歩み 共に進む〜。

小倉リハビリテーション学院
〒800-0206
福岡県北九州市小倉南区葛原東2丁目2番10号
TEL:093-473-8005 http://www.kokura-reha.jp
学科・定員数：理学療法学科（昼間コース）80名／
理学療法学科（夜間コース）40名／作業療法学科（昼間コース）40名

超高齢化社会、医療の進展にともない、医療は
「サービス」
との位置づけが色濃く、私たち
「リハビリ
テーション分野」
も
「選ばれる時代」
となってきまし
た。本来、
「サービス」
という言葉の持つ意味は利用
者本位でなくてはならず、特に、医療・保健・福祉分野
では安全で個別性があり、質の高いサービスの提供
が相互の信頼を生むものと確信しております。
当学院は医療人・社会人・組織人としての人材育
成を目指すべく、知識・技術の向上はもとより、学内
生活の指導・教育を充実させ、他者及び社会と協調
して活躍できる
「人間力」
を高めることを重要視して
います。
また、来るべき臨床実習・国家試験に備え、授
業のみならず充実した「科目外プログラム」
を設け、
学業に専念できる環境を整えております。
私たち小倉リハビリテーション学院は2014年4月、
創立10周年を迎えました。これからも、当学院の教
育理念、
「共生 〜共に学び 共に歩み 共に進む
〜」の精神のもと教員一丸となり、社会・地域に貢献できる質の高い療法士の輩出に邁進したいと考えております。

人が好き…
それが看護師・理学療法士への第一歩。

下関看護
リハビリテーション学校
〒750-0025
山口県下関市竹崎町3丁目4番17号
TEL:083-222-0606 http://www.shimonoseki-reha.jp
学科・定員数：理学療法学科（3年課程）80名／
看護学科（3年課程）40名

下関看護リハビリテーション学校は看護師と
理学療法士を育て、
社会に貢献できる人材を世
に送り出す3年課程の専門学校です。
本格的な少
子高齢化の進展、
疾病構造の変化、
医療の飛躍
的な進歩など、
医療・福祉を取り巻く環境は大き
く変化し、
多様化したニーズに的確に対応できる
資質の高い人材が求められています。
看護師と理学療法士は、
病める人やその家族、
障害を乗り越えようとしている人々のからだと心
の支えになる為に、
進歩する現代医療の知識を
頭に入れ、
日々の修練によって技術を磨き、
温か
い愛のある心を育てなければなりません。
そのた
めにはまず自分自身の姿勢を正して自立する意
思を強くし、
人に対して正面を向き手を差し伸べ
て協力し、
社会全体を見渡して広くたくさんの人を見守る心が大切です。
新しい生命が宿る前から後期高齢者までたくさんの人が看護とリハビリテーションを必要としています。
自分がどれだけ社会に貢献でき
るか挑戦し続ける学生に、
教育理念の人間愛と自己実現を基に当学校の教職員が誠心誠意教育を行います。
䆦啄同機、
学ぶ意志と教える意
欲が充実する熱意ある学校です。
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学校法人

福岡保健学院

人を愛しみ、共に生きる。

夢叶う笑顔と活気のある学校。

八千代
リハビリテーション学院

武雄看護
リハビリテーション学校

〒276-0031
千葉県八千代市八千代台北11丁目1番30号
TEL:047-481-7320 http://www.yachiyo-reha.jp
学科・定員数：理学療法学科（昼間コース3年課程）80名／
理学療法学科（夜間コース4年課程）40名／
作業療法学科（昼間コース3年課程）40名

〒843-0024
佐賀県武雄市武雄町大字富岡12623番地
TEL:0954-23-6700 http://www.takeo-nurse-reha.jp
学科・定員数：看護学科（3年課程）40名／
理学療法学科（3年課程）40名

八千代リハビリテーション学院は
「人間愛と自己
実現」
を教育理念として平成16年4月に開校しまし
た。
そして、
これまで千葉県を中心に東京、
神奈川、
埼玉、
茨城などの関東一円の医療施設・介護施設
から求人があり、
毎年多くの理学療法士・作業療法
士を輩出しています。
国家試験対策は学院の歴史
と共に洗練され、
合格率は高く保たれています。
我が卒業生はリハビリテーション医療の理学療
法・作業療法の専門的な知識はもちろん、
常に対
象者の立場を第一と考え、
共に学び・歩み・進みな
がら相互の信頼関係を築きながら、
医師・看護師・
介護福祉士・ソーシャルワーカー等とチーム医療
の一翼を担っております。
そして、
対象者が住み慣
れた地域社会で
「自助」
「互助」
「共助」
「公助」
を利用しながら地域社会の一員として暮らせるように支援しております。
10年・20年後の卒業生の将来は更なる専門性を深める研究をし、
誰とでもコミュニケーションが取れるように人格を高め、
現在を大切に
する集中力のある指導者に育ってゆくでしょう。
手には技術、
頭には知識、
対象者には愛を！

平成23年4月、
佐賀県西部地区の中核都市であ
る武雄市に看護学科と理学療法学科を併設して開
校しました。
「夢叶う こころ豊かな医療人になるために」
を
スローガンに掲げ、
信頼され活気ある学校創りを
推し進めています。
「温かい心」
「思いやる心」
「感謝
する心」
を持つ、
人間性豊かな医療人の育成を目
指しています。
新武雄病院が隣接しており、
救急医療の現場を
実感できるとともに、
一年次より実習や講義を多く
の病院の先生から受けることができます。
また本校
は、
最新の設備と充実した器具を備え、
専門性に優
れた先生方から懇切丁寧に指導がされています。
師弟同行で、
目標に向かって、
日々努力している
姿は生き生きと輝いています。
宿泊研修や交流会で学科間のふれあいもあり、
学校生活での先輩後輩の絆も深く、
明るく活気に溢れていま
す。
21世紀に大きく羽ばたく、
看護師と理学療法士を育成するために、
全職員が一丸となって全力投球で指導していきます。
笑顔と活気があ
り、
地域からも信頼されている本校で夢を叶えてください。

成長する自分を感じて、
ひとを支えるセラピストへ。

産む力、生まれる力を大切にしたい。

福岡和白
リハビリテーション学院
〒811-0213
福岡県福岡市東区和白丘2丁目1番13号
TEL:092-608-8600 http://www.fukuokawajiro-reha.jp/
学科・定員数：理学療法学科（昼間コース3年課程）80名／
作業療法学科（昼間コース3年課程）40名／
理学療法学科（夜間コース4年課程）40名

平成19年4 月に、
「手に技術、
頭に知識、
心に愛
を」
を教育理念に掲げて、
福岡和白病院に隣接す
る臨床と教育が一体化できる恵まれた環境のも
と、
本学院は開校しました。
入学後には、
まずは医療・リハビリテーションの
現場に触れる病院見学から、
解剖学や生理学など
の講義、
そして臨床の先生方からの専門医学の講
義と進みます。
理学療法・作業療法の実践的講義のあとは、
患
者様のリハビリテーションを臨床のセラピストと
一緒に考えていく診療参加型の臨床実習まで、
学
生は学びと体験を同時に深めていきます。
将来の自分の道となる臨床の場を肌で感じる
なかでは、
新しい知識や経験を得ることに積極的
な姿勢となり、
自分の成長を感じながら取り組む臨床実習ではセラピストの姿勢から、
まさにひとを支えていくことを学びます。
また、
卒業後は臨床実習を体験した本学院の運営母体と言えるグループ病院に就職し、
診療に実習教育にとさらに成長を続ける姿を身
近に感じることも多く、
人と人との絆が脈々とつながるような学院を目指しています。
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みずまき助産院
ひだまりの家
〒807-0051
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1丁目14番50号
TEL:093-201-7731 http://hidamari-ie.jp
有床数（定員）
：6床

地域社会に根付いた助産院を。
長寿な人間の社会では、
人の一生が子育てから
自己実現へと変化し、
いつの間にか大人や子ども
を守り育む社会から、
大人が自己実現を求める社
会へと変わりつつあります。
その中で、
女性が子ど
もを産んで育む時の大切さが忘れられつつあるよ
うに感じます。
助産院は子どもを産む前の準備をする時、
産む
時、
産んだ後に育む時々をその地域で支える場所
です。
子どもを産んで育むことは、
家庭で母親だけ
が行うものではなく、
地域社会で行うことが大切で
す。
地域社会に根付いて、
長い時間をかけて産前産
後を通じて産婦を助け、
女性の一生を支えること
がとても大切です。
そうすることが次の世代を担う
子どもの健やかな発達を支えることになります。
子どもが健やかに育つことは、
次の世代の人類
繁栄に欠くことができません。
地域の中で母と子どもが集える場所の一つになり、
手間暇をかけた出産と育児ができる場所にしたいと考え
ています。
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