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ご挨拶

理  念

基本方針

自分らしさをとりもどす

精一杯のお手伝い

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、安全・安心で質の高い
　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。
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当院でのリハビリテーション

リハビリスペース（各病棟）

リハビリテラス（2階）

病棟内でのリハビリや、歩行訓
練に適したレイアウトになって
おり、患者さまが無理なくリハ
ビリが行える環境です。

ご自宅の玄関前が砂利道や飛
び石、坂道など様々な環境が
想定されます。
2階リハビリテラスでは、実
際の環境に近い設定での歩行
練習が可能です。
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ご自宅の玄関前が砂利道や飛
び石、坂道など様々な環境が
想定されます。
2階リハビリテラスでは、実
際の環境に近い設定での歩行
練習が可能です。

リハビリハウス（リハビリテーションセンター）

～充実した設備の一部を紹介します～

自動車運転の模擬的な練習と共に、
手と足の複合動作や緊急時の反応の
検査などを行います。運転に関する
能力に問題がなければ主治医の指示
のもと、自動車教習所で実車の練習
を行います。

ミラーに映る映像で楽し
みながらバランス重心移
動の訓練などに効果的な
リハビリを可能にしてい
ます。

脳血管障害により運動麻痺がある
患者さまや骨折、靱帯損傷などの
術後に生じる筋力低下などに対す
る治療で使われます。電気刺激に
よって動かしたい筋肉を繰り返し
動かすことで、神経伝達を回復さ
せていくことが可能です。

ドライブシミュレーター

デジタルミラー

アイビス（IVES)

リハビリ機器紹介

長さ
約12m

天井走行型
体重免荷レール

歩くことに多くの
介助が必要な患者
さまに対して、体
重を支えることで
負担を軽減し、安
全に歩行訓練を行
うことができます。

リハビリ専門医
による管理

透析と連携した
腎臓リハビリ
透析と連携した
腎臓リハビリ

リハビリスタッフ
約 150 名

リハビリスタッフ
約 150 名

365 日
毎日リハビリ
365 日

毎日リハビリ

リハビリ専門医を中心に
治療方針等を検討し、
リハビリ実施計画実行

します。

365日毎日、患者さまの状
態に合わせたリハビリテー
ションを提供しています。
（最大 3時間 /日）

透析実施中に、ベッド上で
可能なリハビリテーションを

提供しています。

専門スタッフ数が多いので、
患者さまが安心して、

充分なリハビリが受けれます。

（2022.4 現在）

専門病院ならではのリハビリテーション

２LDKのリハビリハウス内
には、段差や畳、こたつ、
布団、じゅうたんなどがあ
り実際の住宅に限りなく近
い環境で退院前の動作確認
が可能です。
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回復期リハビリテーション病棟

チーム医療による専門的サポート

患者さま一人ひとりに合わせた関わりを
多職種によるチーム医療で、互いの専門性を活かして治療、介護にあたります。患者さま一人
ひとりに合わせた計画を立て、脳障害や運動麻痺をはじめとする後遺症の回復や日常動作の改
善・向上を目指します。入院中のリハビリテーションだけではなく、退院後の生活を見据え、
各種手続きや情報提供など、退院し社会や家庭に復帰できるようサポートを行っていきます。

医師 看護師

介護士

社会
福祉士

事務員

管理
栄養士

診療
放射線
技師

薬剤師

言語
聴覚士

理学
療法士

患者さま

ご家族

作業
療法士

臨床
検査技師

公認
心理師

歯科
衛生士
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※2020年 4月 ~2021年 3月

※1. リハビリ実績を評価する指標（質の評価）　評価基準値「40] 

リハビリテーション実績

患者さま1人1日あたりの
リハビリテーション数

平均在院日数 在宅復帰率

アウトカム

患者疾患割合 重症から改善された
方の割合

2時間44分
〈全国平均2時間 1 1分〉

89.6日
〈全国平均65.6日〉

52.7点

82

72

.1 %

%

〈全国平均79.1%〉

.3

1日平均

※1

対象となる患者さま

発症後できるだけ早期に受け入れ、早期の在宅復帰を目的にしています。急性期
入院を含めたトータルの入院日数は、全国平均と比べて約2週間短縮できています。
就労支援や、訪問リハビリなど退院後のアフターフォローも充実しています。

※入院期間は患者さまの状態により異なります。

150 日以内

対 象 疾 患 入院期間

180 日以内

90 日以内

90 日以内

60 日以内

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義肢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

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若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

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

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

股関節又は膝関節の置換術後の状態

6730
脳血管系疾患

■骨折 ■術後リハビリ
■脳梗塞 ■高次脳

運動器系疾患

3
廃用症候群

% %

%
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面  

会  

時  

間    11:00

〜20:00

就　寝

起床

朝食
リハビリ・検査

リハビリ・検査
入浴など　

夕食

消灯

昼食

0：00

6：00

7：20

８：40

12：00
13：00

18：00

21：00

回復期リハビリテーション病棟は 1日 24時間、日常生活動作能力の向上を目指したリハビリテー
ションの場です。医師を中心に看護師・介護士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など専門スタッ
フがチームでサポート致します。

洗顔・更 衣
毎日リハビリ前に普段着
に、終了後には寝間着に
着替え、1日の生活リズ
ムをつけます。

リハビリテーション
歩行訓練・発語訓練・調
理訓練など患者さまに合
わせた日常動作訓練を、
1日最大 3時間、365日
休まず実施します。

食事前 えん下体操
食事前に行うことによ
り、唾液分泌や血行を促
すなど、食べる機能の向
上が期待できます。

 入   浴
1 週間に 2回の入浴が
できます。安全に 1人
で入浴できるようにな
れば、個別入浴も可能
です。

入院中の 1日の流れ

※いずれも患者さまの状態により、変更する場合があります



07 FUKUYAMA REHABILITATION HOSPITAL

入院から退院まで その他病棟の場合も同様に、入院から退院まで支援します。
入院中は社会福祉士が担当につきます。お気軽にご相談ください。

転院の搬送は当院より手配します。入院当日は医師よりご
説明しますのでご家族が当院にお越しください。ご希望が
あれば、専門のスタッフが家屋評価のためご自宅に伺い、
在宅復帰に向けたリハビリテーションを検討します。

入院当日より、リハビリテーションを開始します。理学療
法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士がそれぞれ専
門的なリハビリを提供します。

※毎日 2時間以上、土日祝も実施（1日最大 3時間）

多くの職種でチームを組み、患者さまの状態の確認や退院
後の生活について、毎月話合います。また、患者さまの状
態や治療方針をご説明し、患者さまのご家族の希望を聞き
ながら、治療を進めます。

退院先については、社会福祉士が中心となって支援しま
す。ご自宅へ戻る場合は、必要に応じご自宅を訪問し、
安全性の確認や、必要に応じて、住宅改修や福祉用具な
どの提案をします。病院や施設へ転院する場合は、状態
に応じた医療機関や介護施設・福祉施設をご紹介します。

地域連携部が窓口になります。
現在ご入院中の病院より、診療情報提供書（紹介状）、お身
体の状態がわかる書類（看護サマリー、血液検査のデータ）
などの情報をいただきます。その後、当院の医師を中心に
入院判定会議を行い、紹介元との調整を行います。
                    【相談受付時間】　 月曜日～金曜日 9:00~17:00
                        　　　　　　　      土曜日　 　9:00~12:00
　　　　　　　                     

入院相談 /入院前面談

入院 /入院時訪問指導

リハビリテーション

退院準備 /退院

カンファレンス
インフォームドコンセント
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「障害者施設等一般病棟」とは、何らかの疾患
などで重度の肢体不自由や意識障害になられ
た方、神経難病の方を中心に入院していただ
く病棟です。
呼吸管理の必要な患者さまや、合併症のある
患者さまでも安心して療養することができま
す。
すでに在宅・施設などで、療養中の患者さま
やご家族のレスパイト・ケアの為の入院も受
け入れています。
またリハビリテーションの提供も可能です。

対象となる患者さま

1

2

3

・重度の肢体不自由者・脊椎損傷などの重度
　障害者（脳卒中後遺症と認知症を除く）

・重度の意識障害

・神経難病
（パーキンソン病［ホーエンヤールのステージ
3以上かつ生活機能障害がⅡ度またはⅢ度以
上の方］、スモン病等）

医療必要度が高い患者さまも療養が可能です。

障害者施設等一般病棟



透析実施中に、ベッド
上で使用できる電動ア
シスト付エルゴメー
ター（エスカルゴ）にて、
有効性のある有酸素運
動ができるように取り
組んでいます。

ご希望に応じて治療食、常食、全粥などの対
応が可能です。（1食 400 円）

透析患者さまの
ご希望により、
診療時間にあわ
せた送迎サービ
スを行っており
ます。

車椅子の患者さまの送迎にも対応していま
す。お気軽にご相談ください。

透析外来通院中の患者
さまの緊急時受け入れ
が可能です。
入院による集中的なリ
ハビリが必要と思われ
る透析患者さまも積極
的にお受けします。

月曜から土曜の 1日 2クールの血液透析を
行っています。

※日曜、祝日はお休みです。

受付時間

透析センター・外来透析

送迎サービス（無料）

入院対応

透析中にできるリハビリ

透析治療食に対応

受付時間
8：30～ 12：30 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇14：30～ 17：30

月 火 水 木 金 土

11　FUKUYAMA REHABILITATION HOSPITAL
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訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のチームによる、リハビリ専門病院としてのサービス
をご自宅でご提供します。お一人おひとりのニーズに合わせた、リハビリテーションが可能
です。ご利用者さまの「どんなふうになりたい」という思いを優先とし、「その人らしい生活」
を取り戻すために直接ご自宅に伺い、ベッド周り動作をはじめ、家事動作やご家族との会話
など、実際にお困りの生活場面に対応します。

当院の特徴

ご利用までの流れ

ご依頼

9：00～ 17：00

サービス利用を主治医と検討

訪問リハビリ実施

 ・要介護・要支援認定を受けている方
 ・退院後にご自宅での生活に不安がある方
 ・屋外歩行や趣味など新たにチャレンジ
　しようと思う方
 ・住宅改修や福祉用具、介助の方法など
 　アドバイスが必要な方
　　　　　　　　　　　　その他、お気軽にご相談下さい

外来診療
主治医より訪問リハビリの指示
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画立案

サービス担当者会議
3 カ月毎に

リハビリテーション計画の見直し
　サービス内容検討

サービス提供時間

土・日曜日・年末年始休業日

※その他エリアも
　まずは、ご相談ください福山市内サービス実施エリア

対象となる方

サービス内容



リハビリテーションセンター

透析センター

芝生広場病室（個室）

一日も早い機能回復の為の環境

リハビリテラス リハビリハウス

リハビリスペース（病棟）
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入院について

患者さまのニーズに応じて、さまざまなタイプの病室をご用意しています。

※各フロアに洗濯機を設置しています（無料）。ご利用の際はスタッフにお声がけ下さい。

大部屋

窓　側：1,650 円 / 日 （税込み）
通路側：1,100 円 / 日（税込み）

料 金

4 人部屋　（無料）料 金

病室のご案内

二人
部屋



14FUKUYAMA REHABILITATION HOSPITAL

4,400 円 / 日（税込み）料 金

栄養面から患者さまのリハビリを
サポートいたします。食事が楽し
みのひとつになるよう、四季を感
じる行事食や透析患者さま用のお
食事も用意しています。

入院から退院まで、各病棟担当の管理栄養
士が患者さま一人ひとりに応じた栄養相談、
栄養管理を行っています。
リハビリ栄養を院内で取り組み、 食事の飲み
込みの悪い方や、 麻痺による機能障害のある
方には、無理なくお食事していただくため
に、嚥下調整食を提供し、 嚥下機能改善につ
ながるよう支援しています。

個 室

安心できる食環境のサポート

リハビリを支える食事　　



ヤマダ電機
ユニクロ

フタバ図書

ニトリ

広島銀行
福山手城支店

広島スバル　

千間土手
東交差点

東福山駅
福山 駅

福山東 IC

至尾道 至笠岡2

182

福山リハビリテーション病院

山陽自動車道

バスでお越しの場合

名　称 　　医療法人社団生和会  福山リハビリテーション病院

住　所　　　広島県福山市明神町二丁目 15 番 41 号

電話番号　　084-916-5500　FAX　084-916-5511

開　設 　　2009 年 4 月

病床数 　　302 床（回復期リハビリテーション病棟：200 床　障害者施設等一般病棟：102 床）

　　　　　　透析：20 床

診療科目　　リハビリテーション科、内科

認定施設　　日本リハビリテーション医学会認定研修施設

福山駅または、東福山駅より「明神前」バス停で

下車していただくと便利です。

当院の近くにバス停がございます。

【JR 山陽新幹線・福塩線】

福山駅で下車 タクシー約 15 分

【JR 山陽本線】

東福山駅で下車 タクシー約 5 分

福山東 I.C.→国道 182 号線を南に進み

国道 2 号線を福山駅方面へ

東福山駅より徒歩で約 20 分

病院概要

電車でお越しの場合

お車でお越しの場合

徒歩でお越しの場合

交通アクセス

Tel.084-916-5500
広島県福山市明神町二丁目 15 番 41 号
〒721-0961

Fax.084-916-5511




