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ごあいさつ

医療法人社団　生和会
理事長

白 川  重 雄

　わが国では、2025年には国民の3人に１人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という人
類が経験したことのない超高齢化社会になります。一方、一億総活躍社会を目指しています
が、そのためには「健康長寿」である必要があります。私ども生和会は、健康長寿のお手伝い
をするために医療・介護の分野において価値のある質の高いサービスを「真心をこめて」地域の
みなさまに提供してまいります。
　常に患者さまや家族の立場にたって、サービスを受ける人の信頼にしっかり答えることを第
一に考えています。また日々変化する社会情勢を見極めながら、常に変化し、価値のある質の
高いサービスを提供してまいります。また、それを支える人の信頼に応え、健全な組織運営を
行ってまいります。
　地域の医療圏においては医療・介護の連携を密にし、地域のみなさまの立場に立って、安心
感とともに適切かつ的確なサービスを提供できるように職員一同日々精進し、微力ながらわ
が国の医療福祉の発展に貢献したいと存じます。
　「患者さま」「家族」「地域」「医療・介護」の4つの想いをひとつにし、常に変化する生和会
を、今度ともよろしくお願い申し上げます。



　周南市内の緑地公園に隣接して、新しくリハビリテーションを主体に行う病院として、
2012年 4月、徳山リハビリテーション病院が開院しました。
　本院は、回復期リハビリテーション病棟を中心とした、リハビリテーションに特化した病院
です。入院の流れとしては、急性期の病院からリハビリテーションが必要な患者さまを受け入
れる。そして、患者さまの日常生活能力の向上を目指して、職員が一丸となって、日々のリハ
ビリテーションを支えていくものです。さらに、退院時には、患者さま・ご家族の方と一緒になっ
て、退院後のよりよい生活を計画し、サポートしていきます。
退院後の生活を支援するために、当院の姉妹病院である周南リハビリテーション病院との連携
が欠かせません。周南リハビリテーション病院は、療養病棟・回復期リハビリ病棟を有する病
院で、医療法人生和会としては、病院の他にもいくつかの入所施設を併設しております。これ
らの病院・施設、そして、各種サービスを駆使すること、また、他の医療施設との連携を促進
することにより、患者さま・ご家族の方々の多様なニーズに対応できるように体制を整えてお
ります。
　当院は周南リハビリテーション病院とともに、「病院」「患者さま」「ご家族」、そして、「地域」
の 4 つの想いをひとつにして、「もっと安心して頼れる病院」・「もっと笑顔たくさんの病院」
を目指していきます。今後とも職員一同、地域のみなさまに安心していただける病院作りと医
療サービスを提供してまいりますので、引き続き一層のご支援とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。

医療法人社団　生和会
徳山リハビリテーション病院

津 波  滿



基本方針

高度なリハビリテーション医療を真心こめて

1, 患者さまの立場から発想し、いつも謙虚な気持ちで個と組織を改善します。

2, 最先端の知識と技術を習得し、安心・安全で質の高い患者さま中心のチーム医療を実践します。

3, 笑顔でのあいさつを基本とし、温かみと思いやりのある療養環境・職場環境をつくります。



機能

歯を磨く、服を着替える、トイレの移動。入院生活のすべてがリハビリです。

住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるよう支援します。

回復期リハビリテーション病棟

在宅支援センター

居宅介護支援事業所・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション



回復期リハビリテーション病棟

入院の対象となる患者さま

入院から退院まで

対象となる疾患 入院期間

150日以内

180日以内

90日以内

60日以内

90日以内

面　談

判　定

診　断

リハビリ開始
入
　
院

評　価

退　院

まずは地域連携室にご連絡ください 33-7770☎0834-

医学的リハビリテーションには急性期・回復期・維持期の 3つの段階があ
ります。回復期リハビリテーションとは、発症 1か月を目処とした急性期
リハビリテーションの後、疾患管理に留意しつつ、能動的で多彩な訓練を
中心とするリハビリテーションのことを指します。
脳血管疾患・脊髄損傷・大腿骨頸部骨折・廃用症候群などを対象に、従来
の訓練室中心の訓練だけでなく、病棟を中核に据えた訓練を行い、患者さ
まの家庭・社会復帰を目指します。

患者さまの状況などをご家族にお聞きします。

入院日時など決まりましたら、現在入院中の病院へ連絡をします。

主治医が診察を行います。
担当看護師、介護士より病棟オリエンテーションを行います。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士ごとにリハビリを行います。
病棟においても看護師、介護士が生活面の適切な援助を行います。

1か月毎にご家族、病棟スタッフと共に今後について話し合いを重ねていきます。

自宅や施設などへの退院

①脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、
脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷、等の発症後若しくは手術後の状態または技
師装着訓練を要する状態

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の状態

②大腿骨、骨盤、脊椎、股関節もしくは膝関節の骨折又は２肢以上の多発骨折の発症後又は手術
後の状態

③外科的手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態

④大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態

⑤股関節又は膝関節の置換手術後の状態

※地域連携診療計画に基づいて入院される場合は期間が異なります。



充実した院内設備

患者さま

ご家族さま

医師
看護師

介護士

事務員

薬剤師

歯科衛生士

管理栄養士

社会福祉士
放射線技師

言語聴覚士

作業療法士

理学療法士

各階リハビリスペース　2F・3F・4F病室 (4人部屋 )

患者さまをいつも見守る専門スタッフ

トイレ 個浴 食堂・談話室

憩い空間なごみ 1F リハビリスペース 万葉の散歩道

専門スタッフが　　　  日サポート365



起床

1日のスケジュール

洗顔・歯磨き・着替えを行います。トイレの移動もできるだけ自分で行います。
お一人で難しい場合は看護師がお手伝いします。

朝食 食堂でなごやかに朝食です。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

午前のリハビリテーション

午後のリハビリテーション

担当療法士がお部屋に伺います。
入浴日には介護士が入浴を介助します。

昼食 食堂で昼食を。食後の歯磨きも行います。

担当療法士がお部屋に伺います。

夕食 夕食後は談話室や「憩い空間なごみ」で、自由にお過ごしください。

消灯 トイレ・歯磨き・着替えをして就寝。1日が終わります。

1分程度の測定で、身体のどの部位に
筋肉や脂肪がついているか測定するこ
とができます。栄養や肥満の状態も確
認することができます。

リハビリハウス
自宅復帰に向けてリハビリテーションを実践する2LDKの
模擬ハウス。掃除やお風呂、調理の練習などを行うことがで
きます。

スタッフステーションからの風景
スタッフステーションから一人ひとりに目が届く設計になっ
ています。常に見守られた状態でリハビリテーションを行えま
す。

HRU・エルゴメーター(リハビリ機器 )
手足の筋力を強化するための筋力ト
レーニングマシン。リハビリテーション
や高齢者の運動に最適な負荷を提供で
きます。

歯科衛生士
口腔ケアで“食べる”口づくりを行い、
摂食嚥下練習で“食べる”機能を取り
戻せるよう取り組んでいます。

6:00

7:30

9:00

12:00

13:00

18:00

21:00

In Body S-10(イン・ボディS-10)



理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

リコロール /ニューアシスト (免荷式歩行補助機器 )

座る、立つ、歩くといった
「動きの基本となる動作」の獲得を目指します。

下肢の装具などを併用し、歩行練習を行います。重症な患者さ
までも積極的な運動療法を実践可能です。

ゲイトジャッジシステム
歩行中の足の動きを分析できる機器です。歩行時の足の
動きがデータにより視覚化できます。

家事動作練習 (リハビリハウス )

食事、更衣、家事といった
「日常生活に必要な動作」の獲得を目指します。

リハビリハウスを利用し、より自宅に近い環境で食器洗い
や掃除、調理練習などのリハビリテーションを行います。

CoCoroeAR2(上肢リハビリ装置 )
電気刺激や振動刺激などを併用しつつ、麻痺手の重さを免荷し、
運動を促進させることのできる上肢のリハビリロボットです。

ドライブシュミレーター(HONDA社 )

話す・食べるといった「言葉や口に関すること」と
考える、判断するといった「思考能力」の獲得を
目指します。

退院後の在宅生活で自動車運転の必要性がある方に対して、
再び運転ができるようにリハビリするための機器です。

舌圧測定器 (JMS)
食事をとるために必要な舌の力を数値化できる機器です。



退院後のフォローについて

在宅支援センターは、当院を退院された方や地域にお住いの方々が、
住み慣れた地域で自分らしく自立して生活できるように支援しています。

リハビリテーション専門職を多く配置し、
介護職・介護支援専門員と共にチームでサービスを提供しています。

地域に根ざし、その人らしい生活を支えます。

※介護保険の認定を受けた方が対象となります。
※自宅での生活にお困りごとがあれば、まずは担当の介護支援専門員又は当院にお気軽にご相談ください。

入院中 訪問リハビリ 通所リハビリ 地域へ

デイサービス
地域の通いの場

居宅介護支援事業所

在宅支援センター



訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

居宅介護支援事業所

実際に自宅に訪問し、お困りの生活場面で課題を解決します。

自宅から通い、多様なプログラムで目標を達成します。

※訪問地域についてはお気軽にご相談ください。

「と～くりは」とは毎週木曜日の午後に開催す
る、ことばのデイケアです。「徳山リハ」と
「talk(話す)」から名付けられました。「ことば
の障害に特化したプログラム」をコンセプトに
掲げた、「話すことに自信が持てない」「話し相
手がいない」など、そんな思いを抱いておられ
る方のためのデイケアです。

対象者
●病院退院後、施設退所後で在宅の生活に 
　不安がある方
●外出をしたい方、公共交通機関を利用し、
　自分の行動範囲を広げたい方
●高次脳機能障害があり、生活場面のリハ
　ビリを受けたい方
●失語症や構音障害があり、言語のリハビ
　リを受けたい方

目標や心身状況、自宅での環境に合わせ、
個別・集団・マシンを使った運動、生活動
作練習、高次脳機能障害や認知症に対する
プログラムを行います。自宅での生活課題
を解決するため、チームで支援します。

営業日：月曜日～土曜日 (祝日も営業 )
午前：9:00～ 12:00　
午後：13:00～ 16:00

と～くりは Re. は～と

お問合せ・ご相談 33-7773☎0834-

お問合せ・ご相談 33-7771☎0834-

訪問地域 など周南市・下松市

送迎地域 ※一部を除く周南市・下松市

訪問リハビリご利用までの流れ

※当院での診療が3ヵ月に1度必要となります

ご相談

かかりつけ医からの診療情報提供

当院での診療

契約・担当者会議

訪問開始

通所リハビリご利用までの流れ

※生活状況・身体状況の確認

※目標・方針の検討・決定

ご相談

体験・見学

契約・担当者会議

通所開始

要支援・要介護認定の方に対して、介護支援専門員が相談に応じ、心身の状態を把握した上で
利用者さまの意向を反映したケアプランを作成します。居宅サービスが利用できるよう連絡調
整を行い、自立した日常生活を営めるよう支援いたします。

通所リハ・訪問リハ ： 

「Re．は～と」とは毎週土曜日の午後に開催
する、高次脳機能障害や認知症の方を対象と
したプログラムです。集団活動で達成感と、自
分が「できること」「苦手なこと」に気づいて
いもらい、地域・社会との繋がり
のきっかけ作りを支援していま
す。

徳山リハビリテーション病院



上記のデータ数値は2020年 1月～2020年 12月　退院患者さまから集計

回復期リハビリテーション病棟
における近年の実績

患者割合
重症者割合 重症者改善割合

％52.2 ％63.5
脳疾患 ％83.2（脳梗塞、脳出血など）

％15

％1.8 （施設基準：30％以上）

85.6
回復度 (FIM)

在宅復帰率1日あたりの
リハビリテーション時間

点

％

32.6

時間 分2 36

整形疾患
（大腿骨骨折、二肢以上骨折など）

廃用症候群
（長期安静による心身機能の低下）

地域別割合
周南市…203件
下松市…063件
　光市…038件
柳井市…025件
岩国市…024件
熊毛郡…018件

　　　大島郡…02件
　　　防府市…06件
　　　宇部市…01件
　　　下関市…01件
　　　　県外…04件

柳井市
25件

光市
38件

下松市
63件

周南市
203件



アクセス詳細

● JR徳山駅より車で15分

● JR櫛ケ浜駅より車で10分

● 山陽自動車道徳山東 ICより車で10分

● JR徳山駅から緑ヶ丘循環バスで15分。
　 徳山商工入口下車後、徒歩2分

〒745-0851
山口県周南市大字徳山626番地 33-7770☎0834-

車 10分

車 10 分

車 10 分

バス 15分 徒歩 2分

JR 徳山駅

JR 櫛ケ浜駅

山陽自動車道
徳山東 IC

徳山商工入口
バス停JR 徳山駅

詳細地図

外来32台

2

●ウオンツ

周南緑西
緑地公園

総合
スポーツ
センター

徳山東 IC

岩徳線

山陽新幹線
山
陽
本
線

周南市野球場

山
陽
自
動
車
道

●ユニクロ

●コスモス

●徳山大学

●周南市役所

●徳山商工高

●

●イオンタウン
　周南久米

●遠石八幡宮

櫛
ケ
浜
駅

徳山駅

347

周南緑西
緑地公園

●ウオンツセブンイレブン●
2 号線

347 号線

●コスモス

●八丁櫓

コイン洗車●

カギのタナベ

●

やきとり大吉●

●エコタウン

●ユニクロ

●徳山商工高

徳山商工入口

徳山商工入口

( ブックオフ・ハードオフ )

●遠石八幡宮

■遠石八幡宮看板

徳山リハビリテーション病院看板

八丁櫓看板■

遠石一丁目

■



名 称

開 設
診 療 科 目
許 可 病 床 数
住 所
電 話
F A X

医療法人社団 生和会
徳山リハビリテーション病院
2012年 4月
リハビリテーション科・内科
4階建 39室・120床
山口県周南市大字徳山626番地
0834-33-7770
0834-33-7750

病院概要

ホームページ Instagram


