
○公共機関でお越しになられる方
　●JR和歌山線船戸駅よりタクシーで５分 / 徒歩約２０分
　●紀の川コミュニティーバス「丸栖北」下車すぐ
　●紀の川市巡回バス「巡回丸栖北」下車すぐ

貴志川リハビリテーション病院へのアクセス

〒640-0401
和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1423-3
TEL 0736-64-0061
FAX 0736-64-0063
http://www.mikurumakai .or . jp

社会医療法人　三車会
貴志川リハビリテーション病院

病床数

診療科目

施設基準

整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科・救急科
外科・内科・呼吸器内科・循環器内科・麻酔科・放射線科

【 168 床 】一般病棟 60 床 ( 一般病床 30 床・地域包括ケア病床 30 床 )
療養病棟 60 床 / 回復期リハビリテーション病棟 48 床

施設基準

アクセス

2018 年 3 月現在

一般病棟入院基本料（１０対１） 
看護必要度加算 2
 ＡＤＬ維持向上等体制加算  
急性期看護補助体制加算２５対１ 
看護補助者５割以上
（夜間 100 対１） 　
夜間看護体制加算 
 療養環境加算

地域包括ケア入院医療管理料１
  
療養病棟入院基本料 2 
 療養病棟療養環境加算１

回復期リハビリテーション病棟入院料 1 　
体制強化加算 1 　
リハビリテーション充実加算  
診療録管理体制加算 2  
医師事務作業補助体制加算 1
（２0対１）
感染防止対策加算 2  
患者サポート体制充実加算 
退院支援加算 1
後発医薬品使用体制加算１ 
データ提出加算１　
認知症ケア加算２ 
薬剤管理指導料 

麻酔管理料（Ⅰ）
ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 
医科点数表第２章第１０部手術の通則５
胃瘻造設時嚥下機能評価加算  
入院時食事療養（I）  
入院時生活療養（I）

桃山支所

関連施設

リハデイサービス・リハショートステイ

〒649-6202
和歌山県岩出市根来 823-1
TEL 0736-69-0051

Acti-va

〒649-6123 
和歌山県紀の川市桃山町神田 378
TEL 0736-66-9003 ㈹

赤ひげクリニック
在宅総合ケアセンター

KISHIGAWA
REHABILITATION
HOSPITAL

貴志川リハビリテーション病院
社会医療法人　三車会

KISHIGAWA　REHABILITATION　HOSPITAL

たま整形外科
〒640-0424
和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口 974-4
TEL： 0736-65-2700



２４時間体制の救急医療と急性期から在宅までの
一貫したリハビリテーション医療を通して
地域医療に貢献します。

社会医療法人　三車会の基本理念

良質な医療・介護サービスの実施を通して、常に努力します

・患者さまの安心
　　　患者さま・利用者さまへ、より安心と喜びを
・地域への貢献
　　　地域住民へ、より貢献を
・職員の喜び
　　　職員が、生き生きと働ける職場を
三つの車で支え合い、医療・介護サービスを力強く前進させていきます

ごあいさつ

　地域の方々に、医療・福祉面で安心をお約束するのが私たち貴志川リハビリテーション

病院です。2008年の増築に伴い、24時間の救急医療体制を整備し、外傷を中心とした二

次救急に対応できるようになりました。2012年には、回復期リハビリテーション病棟を開

設し、急性期から回復期、そして在宅生活期と包括的な医療体制が整いました。日本リハ

ビリテーション医学会の専門医研修施設にも認定されております。

2014年には、社会医療法人の認定を頂き、その名に恥ないよう、今後ますます公益性を高

め、地域医療・福祉に努めて参ります。この度、リハビリテーション部門の充実及び質の

向上を目的にリハビリテーション増築施設が完成致しました。同時に、最新のCT・MRIそ

して骨密度測定器を導入致しました。

　今後も職員一同、力を合わせ、社会に貢献できる地域の中核病院を目指していくことを

お約束いたします。

ごあいさつ
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社会医療法人　三車会
貴志川リハビリテーション病院

病院長 　殿尾　守弘

社会医療法人　三車会
貴志川リハビリテーション病院

病院長 　殿尾　守弘

・災害支援病院

・地域リハビリテーション
               広域支援センター

・24時間救急医療体制

三車会公式キャラクター「みくまくん」



部門紹介
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患者さまを中心としたチーム医療を展開
　　‐入院から在宅まで地域包括ケアシステムを推進‐

ご自宅の環境を再現し、動作の評価、練習ができる ADL( 日常生活活動 ) 練習エ
リア (1  和室　2 キッチン・洗面ユニット　3  手すりの位置を替えられるトイレ 
4  高さが変えられる浴室ユニット )

リハビリテーション 部リハビリテーション 部

1 2

3

4

ワンフロアで全職種が対応します
( 入院リハビリテーション )

充実の最新設備で
　　　　　リハビリテーション医療をご提供します
充実の最新設備で
　　　　　リハビリテーション医療をご提供します

筋肉量も測れる医療機器（1  InBody）と効果が立証さ
れている運動機器（2 パワープレート  3  トレッドミル
4  ニューステップ   5  レッグプレス（ホグレル））

1 2 3

54

リハビリ担当医師の指示により、患者さまが「今、何ができ、何が困難なのか」専門的な
評価をもとに、一人ひとりに合わせて計画をたて、リハビリテーションを行います。在宅
復帰を目指すその過程には院内の全職種をはじめ、地域のケアマネージャーとも連携し
協力し合い、患者・ご家族さまをサポート致します。

理学療法科 (PT) 作業療法科 (OT) 言語聴覚科 (ST)

主に起き上がりや歩行、階段
昇降などの基本的な動作能力
の回復を図ります。必要に応
じて物理療法や装具療法、家
屋環境の調整も行います。

食事・入浴・排泄・整容・更衣など日
常生活活動の獲得を図ります。また
仕事や趣味などの社会参加を目指した
援助、住宅改修や福祉用具の提案も行
います。

読む・聞く・話すなどのコミュニケーション
や、書く、記憶を高める練習をします。また
飲み込みの検査 (リハビリ医 )をもとに、安
全に飲み込む練習、食事方法や食事形態をア
ドバイスします。

外来リハビリ
　　テーション

訪問リハビリ
　　テーション

入院リハビリ
　　テーション

一般・スポーツ専門

　 365 日のリハビリ
(※回復期リハビリ病棟 )

当院のリハビリテーション提供体制の特長

私たちが全力でサポートさせていただきます！



看護部看護部
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患者サポートセンター    

●医療保険をはじめ利用できる制度について　●介護保険、サービスについて　

●施設や病院についての情報や相談について　●病気や療養上の相談について

医師・保健師・看護師・社会福祉士・ケアマネージャー・事務職等、他職種が密に連携を

とりながらサポートします。

お気軽にご相談下さい。

外来患者さまや入院患者さま、ご家族の方の

さまざまなご相談にお答えします。

相談時間：月～金曜日　8：30 ～ 17：30

フロアガイド

1F 総合受付、外来、待合、外来リハ、救急、
MRI ･CT･ X 線、回復期リハビリテーション病棟48床
総合受付、外来、待合、外来リハ室、救急、
MRI ･CT･ X 線、回復期リハビリテーション病棟48床

2F 生理機能検査室、薬剤部、
一般病棟（一般病床30床・地域包括ケア病床30床）

3F 手術室、療養病棟 60 床

B1F 職員食堂、スタッフルーム

3F管理棟

2Fリハビリテーションフロア

1F駐車場

部門紹介
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薬剤部

薬剤部では、すべての患者さまに不安なく医療を受けていただくために、患者さま一人一人
のニーズに合わせたよりよい薬物療法の推進に努めています。また自らの資質向上のために
常に新しい知識と技能の習得を目指し既存のものについてもより理解を深めるために、医師
薬剤師合同勉強会、薬剤部内勉強会、学会及び研修会等へ積極的に参加し日々の業務に役立
てています。
薬剤部は調剤室、医薬品情報管理室で構成されており、業務内容としては調剤業務、注射薬
業務はもちろん病棟業務、薬剤管理指導業務、医薬品管理業務及び医薬品情報提供業務など
多岐にわたっています。患者さまに医薬品を有効かつ安全に使用して頂くために、医薬品情
報を収集・加工し、医師、看護師及びその他の医療従事者に対し提供することで医薬品の適
正使用、安全管理を推進し薬物療法の質の向上に役立てています。
また、チーム医療の一員として ICT（感染制御チーム）や NST（栄養サポートチーム）など
に薬剤部として積極的に参加・貢献しており、多職種と連携しながらより安全で効果的な治
療を患者さまに提供できるよう心がけています。
お薬について疑問などありましたら、お気軽にご相談ください。

生理機能検査室、薬剤部、
一般病棟（一般病床30床・地域包括ケア病床30床）

看護は出会った時から始まります。

【看護部理念】より

リハビリテーション看護に基づ

き、地域の方一人ひとりが貴志

川リハビリテーション病院の看

護職と出会え、大切にされたと

感じられる看護・介護を行いま

す。この言葉どおり、「出会えて

良かった」と思って頂けるように、私達は、どのような状態であっても、当たり前の生活が送

れるように支援します。

保健師・看護師・介護福祉士・ケアアシスタントが常に生活者の視点で関わり、ADL の自立か

ら QOL の自律へと共感しながら看護を提供しています。

急性期・回復期・維持期・在宅と各期にあったケアを、他職種や他施設の方と連携し、より質

の高いチーム医療を目指します。チーム医療における看護師の役割として、365 日 24 時間患

者さまの側にいる私達は、患者さま・家族さまの代弁者であることを認識し、寄り添う看護を

実践していきたいと思います。

薬剤部
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  1 時間 30分
理学療法士が適時、個別相談・個別指導を行います！
スケジュール

※食事・入浴・送迎のサービスは行っておりません。
ご利用時間

※いずれかの時間帯を
　  お選びいただけます。 

午前

午後

  9：00 ～ 10：30
10：30 ～ 12：00
　13：30 ～ 15：00  
　15：00 ～ 16：30

短時間
通所リハ健幸クラブ みくるま会短時間
通所リハ健幸クラブ みくるま会短時間
通所リハ健幸クラブ みくるま会

『その人がその人らしく活き生きと』暮らせる身体づくりを
サポートし、身体機能が向上する事で個々の社会参加へと
繋げます。

『その人がその人らしく活き生きと』暮らせる身体づくりを
サポートし、身体機能が向上する事で個々の社会参加へと
繋げます。
※要支援・要介護認定を受けられている方対象のサービスとなります。
　　　・生涯において周りの方と関わっていきたい
　　　・痛みで外出などに支障をきたしている
　　　・家族に頼らず生活したい
　　　・軽快に歩けるようになりたい
　　　

　　　・今の自分を維持したい
　　　・家では運動が続かない
　　　・足腰をもっと強くしたい。
　　　・1人で運動をするのが苦手など

対象者

※要支援・要介護認定を受けられている方対象のサービスとなります。
　　　・生涯において周りの方と関わっていきたい
　　　・痛みで外出などに支障をきたしている
　　　・家族に頼らず生活したい
　　　・軽快に歩けるようになりたい
　　　

　　　・今の自分を維持したい
　　　・家では運動が続かない
　　　・足腰をもっと強くしたい。
　　　・1人で運動をするのが苦手など

けん　   こうけん　   こう

理学療法士が 1 人 1 人の状態に合わせて　　　　　　
　　　　　　　　   しっかりサポートしていきます！
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病棟紹介

3 階病棟　　医療療養病棟（60 床）
【施設基準：療養病棟入院基本料 2】
急性期治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続で必要な患者さまを
対象にご利用頂く病床です。
 療養生活については、医師、看護師、医療福祉相談員をはじめとするスタッフが医療・福祉全般のご
相談をさせて頂きます。よりよい医療、よりよい看護、よりよい介護を提供し、患者さま・ご家族さ
ま共に安心して療養していただける病院作りに取り組んでいます。

2階病棟
一般病棟（60 床／内、地域包括ケア病床 30 床）
【施設基準：一般病棟入院基本料 10：1】
怪我や病気をされた患者さまの治療を短期間に集中して行う病棟です。 一日も早い回復を目指し、医
師を中心としたチーム医療により、 患者さまに合った治療方針を作成します。
【施設基準：地域包括ケア入院医療管理料 1】
急性期治療を終えた患者さまの在宅復帰をチーム医療で支援する病室です。医師、看護師、そして
専従のリハビリスタッフなど他職種との連携の下、在宅復帰のため効率的かつ密度の高い医療を提供
します。

1階病棟
回復期リハビリテーション病棟（48 床）
【施設基準：回復期リハビリテーション病棟入院料 2】
早期より集中的にリハビリテーションを行うことで家庭復帰を目指す専門病棟です。
当院においては、次のような疾患が対象となります。
 　1．脳血管疾患、脊髄損傷等の発症又は手術後 2ヶ月以内の状態（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発外傷の場合）
 　2．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は手術後 2ヶ月以内の状態
 　3．外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており
　　　手術後又は発症後 2ヶ月以内の状態
 　4．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後 1ヶ月以内の状態 

1 階病棟
回復期リハビリテーション病棟（48 床）
【施設基準：回復期リハビリテーション病棟入院料 1】
早期より集中的にリハビリテーションを行うことで家庭復帰を目指す専門病棟です。
当院においては、次のような疾患が対象となります。
 　1．脳血管疾患、脊髄損傷等の発症又は手術後 2ヶ月以内の状態（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発外傷の場合）
 　2．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折又は手術後 2ヶ月以内の状態
 　3．外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており
　　　手術後又は発症後 2ヶ月以内の状態
 　4．大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後 1ヶ月以内の状態 

　身体機能が向上する事で、個々の社会参加へと繋げていきたいと考え
ております。そのために健幸クラブみくるま会では、転倒しない身体作
りや、加齢に伴う筋肉の衰えを予防するためのプログラム立案を専門家
である理学療法士が行います。またプログラムを実施する中で「上手く
できない」「痛みがでてしまう」などの問題が生じた際にも、個々の状態
に合わせて対応します。
　週２回のご利用で効果が期待できます。

　身体機能が向上する事で、個々の社会参加へと繋げていきたいと考え
ております。そのために健幸クラブみくるま会では、転倒しない身体作
りや、加齢に伴う筋肉の衰えを予防するためのプログラム立案を専門家
である理学療法士が行います。またプログラムを実施する中で「上手く
できない」「痛みがでてしまう」などの問題が生じた際にも、個々の状態
に合わせて対応します。
　週２回のご利用で効果が期待できます。

短時間通所リハビリテーション

セラピストによる個別指導セラピストによる個別指導

集団トレーニング風景集団トレーニング風景
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