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生和会グループ 2020年度

グループホーム
やまびこの里

グループホーム
和み 潮音

2020年6月、広島市中心部で唯一のリハビリテーションに
特化した病院として誕生いたしました。患者さまの在宅復帰、
社会復帰を医師・看護師・リハビリ専門職・その他の医療専門職
がチームを形成し、お手伝いします。
透析センターも併設しており、地域密
着した、回復期リハビリテーション病
院として、地域の方々の信頼に応え、
医療福祉の発展に貢献いたします。

当院は2020年８月の移転に伴い名称も変更し新たな病院と
して生まれ変わりました。JR奈良駅から徒歩７分、近鉄奈良駅
から徒歩１５分と奈良市の中心にあり、リハビリテーション

病院としても中心になれるよう「患
者さま」「ご家族」「地域」「医療・介護」
それぞれの信頼と実績を積み重ね、
地域に必要とされる病院を目指して
まいります。

2020年6月1日、晴風園と萌友会は合併いたしました。

各施設病床機能変更 人事情報

医療法人晴風園
介護老人保健施設
せいふう若葉  
施設長就任

大阪メルパルクホール  参加者：52人

沢辺 保範
（さわべ やすのり）

萌友会は、前身の正信会であった2018年11月に生和会グループの一員となり、グループが長年にわたり蓄積して
きたリハビリテーションのノウハウを導入しました。このたびの晴風園との合併により、回復期を担う地域に根差した
病院としてより一層信頼いただけるよう、職員一同が「ひろく あつく あたたかく」の理念のもと、日々患者さまと
向き合っています。

この度、生和会グループで、初めての総会を開催いたしました。コロナ禍の中、
感染対策を鑑み、主会場をメルパルク大阪とし、中国エリアにおいては、3会場
のサテライト中継方式にて参加となりました。
開会に先立ち、白川会長より本総会の目的として、「 1.グループ法人間ま
たは、各々の法人の病院間、職種ごとの縦走的な情報交換の場を持つ、
2.グループ全体の病院機能のレベルアップを図る、3.グループ全体の現在
の状況を皆で共有することで、グループ法人同士の連帯感の醸成を図る
ことを目的とする。」と述べられ、続いて生和会グループ37年の沿革、グループ
の新管理体制についてのお話をいただきました。
続いて、事務局、財務管理部、リハビリテーション管理部からの報告、２つの新病院紹介があり、
特別講演として、福澤正洋会長補佐が座長を務め、大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学
講座神経内科学望月秀樹教授をお招きし、「脳卒中に対する最新治療とリハビリテーション」
と題し、ご講演いただきました。2021年度は、会場を中国エリア広島会場にて開催予定です。

2020年9月26日グループ総会開催

やまびこの里は、全ての人の笑顔がこだまする、笑顔
あふれる里をイメージして名付けました。アットホーム
で和やかな雰囲気の中、スタッフも常に笑顔で楽しく、
入居者さまに寄り添って過ごしていきたいと思って
おります。

グループホーム和み 潮音は2020年11月に医療法人
社団生和会としては3施設目になるグループホーム
として開設いたしました。また初めてとなる木造平屋
建てとなっており、施設内は木の温もりが感じられる
つくりになっています。

広島中央リハビリテーション病院

ならまちリハビリテーション病院
新築移転 〒630-8357

奈良県奈良市杉ヶ町57番1

新築移転 〒730-0047
広島県広島市中区平野町6番24号

病院概要詳細は
P32-33参照

病院概要詳細は
P14-15参照

施設詳細は
P44参照

施設詳細は
P49参照

〒737-0924 広島県呉市焼山南1丁目7番10号 〒744-0074 山口県下松市潮音町4丁目5番17号

医療法人晴風園 今井病院 回復期リハビリテーション病棟増床（1病棟30床→31床） 
障害者施設等一般病棟増床（80床）

2020年
3月

医療法人晴風園 医療法人萌友会ほうゆうリハビリテーション病院（88床）が
医療法人晴風園と合併

2020年
6月

障害者施設等一般病棟80床 ➡回復期リハビリテーション病棟80床転換2020年
8月

全床  回復期リハビリテーション病棟へ（157床）2020年
12月

医療法人晴風園 今井病院 回復期リハビリテーション病棟増床（31床➡41床）
障害者施設等一般病棟（80床➡70床）

2020年
12月

全床  回復期リハビリテーション病棟へ（110床）2021年
2月

2020年
10月

主会場

福山リハビリテーション病院
参加者：8人福山会場

徳山リハビリテーション病院
参加者：15人山口会場

広島中央リハビリテーション病院
参加者：8人広島会場

財務企画局と事務局の2局体制が始動

生和会グループ

新管理体制
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広報課

医療法人せいわ会 
広島中央リハビリテーション病院
医療法人えいしん会 
岸和田リハビリテーション病院

医療法人せいわ会 
広島中央リハビリテーション病院
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2020年度グループスケール
【医療機関】 14病院 病床数 合計2,122床
医療療養病棟 275床
精神一般病棟 64床
障害者施設等一般病棟 296床
回復期リハビリテーション病棟 1,289床
地域包括ケア病棟 78床
精神療養病棟 60床
認知症治療病棟 60床

透析 36床
喀血・肺循環センター 1施設

一般病棟 12.1人
医療療養病棟 275.0人
精神一般病棟 62.0人
障害者施設等一般病棟 320.4人

介護老人保健施設 382.3人

グループホーム 105.8人

介護付き有料老人ホーム 50.4人

住宅型有料老人ホーム 158.7人

サービス付き高齢者向け住宅 39.5人

【職員数】
医師 143人 
薬剤師 64人 
診療放射線技師 20人 
臨床検査技師 15人 
管理栄養士 51人 
臨床工学技士 5人 
歯科衛生士 25人 
臨床心理士・認定心理士 2人 
看護師 1,009人 
准看護師 143人 
理学療法士 675人 
作業療法士 334人 
言語聴覚士 138人 
介護士 856人 
社会福祉士・精神保健福祉士 84人 
生活支援相談員 12人 
主任介護支援専門員・介護支援専門員 34人 
保育士 52人 
機能訓練指導員・マッサージ師 5人 
事務員他 369人 

【通所・訪問系サービス】 通所系定員：合計472人

通所リハビリテーション 7事業所（定員269人）

通所介護 2事業所（定員120人）

精神科デイ・ナイト・ケア 1事業所（定員40人）

重度認知症患者デイ・ケア 1事業所（定員25人）

共用型認知症対応型通所介護 3事業所（定員18人）

訪問リハビリテーション 10事業所

訪問看護 5事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護 1事業所

機能 〈2021.3.31時点〉 〈2021.5.1時点〉 〈2020.4.1～2021.3.31〉回復期リハビリテーション病棟の実績

1日平均入院患者数　合計1,984.1人

1日平均入居者数

合計736.7人

施設・居住系

医療機関病床 稼働率

訪問介護（定期巡回含む） 333.1人

訪問看護 99.5人

訪問リハビリテーション 138.1人

1日平均利用者数

合計570.7人

訪問系

通所リハビリテーション 202.0人

通所介護 90.3人

精神科デイ・ナイト・ケア 26.4人

重度認知症患者デイ・ケア 20.1人

共用型認知症対応型通所介護 14.7人

1日平均利用者数

合計353.4人

施設・居住系
稼働率
平均

95.4％

平均

93.5％
通所系

グループ集計 〈2020.4.1～2021.3.31〉

職員数

介護老人保健施設 94.9％

グループホーム 98.0％

介護付き有料老人ホーム 96.9％

住宅型有料老人ホーム 93.9％

サービス付き高齢者向け住宅 98.7％

回復期リハビリテーション病棟 1,122.6人
地域包括ケア病棟 71.8人
精神療養病棟 60.0人
認知症治療病棟 60.0人

【施設・居住系サービス】
 16施設 定員数 合計772人

介護老人保健施設 定員403人/5施設
グループホーム 定員108人/6施設
介護付き有料老人ホーム 定員52人/1施設
住宅型有料老人ホーム 定員169人/3施設
サービス付き高齢者向け住宅 定員40人/1施設

【その他】
居宅介護支援事業所 7事業所
地域包括支援センター 1事業所

年間稼働率

平均在院日数

在宅復帰率入院時重症者割合 退院時重症者改善割合

平均FIM利得リハビリテーション提供量 アウトカム実績指数

その他

１日あたりの稼働状況

居宅介護支援事業所 1,051.0 件 / 地域包括支援センター 315.1件月平均件数

職員合計 4,036人

1日平均提供時間

脳血管疾患
（脳卒中・高次脳）

運動器疾患 廃用症候群

100.3日

63.8日 66.3日
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脳血管疾患
（脳卒中・高次脳）

運動器疾患 廃用症候群

103.8日

66.9日 67.0日
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脳血管疾患
（脳卒中・高次脳）

運動器疾患 廃用症候群

95.0日

54.1日 54.1日
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グループ全体 関西エリア 中国エリア

関西エリア 2時間30分（7.5単位）
中国エリア 2時間38分（7.9単位）

関西エリア 47.5
中国エリア 50.3

関西エリア 32.7
中国エリア 30.7

85.8%
（基準：70％）

関西エリア 86.9％
中国エリア 82.9％

2020年度のグループスケールをご紹介します。

2時間32分 48.2 32.2単位
7.6

51.5%
（基準：30％）

関西エリア 54.5％
中国エリア 43.4％

65.6%
（基準：30％）

関西エリア 67.3％
中国エリア 59.5％

■ 脳血管疾患（脳卒中・高次脳）　■ 運動器疾患　■ 廃用症候群

■ 脳血管疾患（脳卒中・高次脳）　■ 運動器疾患　■ 廃用症候群

（全国平均：2時間11分 6.55単位） （基準：40） （全国平均：24）

グループ
全 体

関　西
エリア

中　国
エリア

新規入院患者数 4,925人 / 13病院

脳血管疾患
（脳卒中・高次脳）
44.9％

脳血管疾患
（脳卒中・高次脳）
37.4％

脳血管疾患
（脳卒中・高次脳）
63.6％

廃用症候群
2.8％

運動器疾患
33.6％

運動器疾患
40.3％

廃用症候群
22.3％

運動器疾患
38.4％

廃用症候群
16.7％


