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医療法人社団 景翠会
金沢病院グループ

のご紹介
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法人概要
理事長： 富田 春郎

所在地：【金沢病院】神奈川県横浜市金沢区泥亀2-8-3

事業所：病院１、健診クリニック２、老健施設２、訪問看護3、訪問介護3、

通所介護3、居宅介護支援4、小規模多機能１、サ高住1 、福祉用具１

計21事業所

診療科目：内科・整形外科・眼科・糖尿病センター・外科・神経内科・

脳神経外科・リハビリテーション科

設立：1968年 1月

施設定員数：金沢病院 162床（一般急性期69床・地域包括ケア48床・回復期リハ45床）

老健施設こもれび 140床 通所定員47名

老健施設ふるさと 140床 通所定員50名

小規模多機能施設さとやま 定員29名

サービス付高齢者住宅けいすいone’sホーム しおさい 43床

グループ職員数：960名（2018年1月現在）
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金沢病院 （法人の拠点として地域密着医療）

・一般急性期病棟：69床 地域包括ケア病棟：48床

回復期リハビリテーション病棟：45床 計162床

・開設：1968年 １月 ・救急指定： ２次救急

・整形外科・内科を中心に「手の外科外来」「糖尿病外来」「骨粗しょう症外来」

など、特長的な診療科を開設。

・横浜市で初めての回復期リハビリテーション病棟を設置。

・整形外科疾患、眼科疾患の手術実績多数。 ※2016年度 計1029件

・1日平均外来患者数：約300名 ・急性期入院患者平均在院日数：18.3日

・撮影装置： 64列マルチスライスCT 1.5テスラMRI



・横浜市で初めての回復期リハビリ病棟を開設。リハビリ療法の重要
性をいち早くとらえ、研究と実践を積み重ねています。

人員： PT 19名 OT 9名 ST 5名 計33名

※2017年度 新卒 6名 2016年度 新卒 5名

施設基準：回復期リハビリテーション入院料Ⅰ

疾患別： 脳血管疾患等Ⅰ 運動器Ⅰ

患者層： 整形外科疾患６０％ 脳疾患３０％ 内科疾患10％

幅広い疾患に関わることが可能です。

5

金沢病院リハビリテーション科
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理学療法部門（2年目ＰＴに聞いた金沢病院のよいところ・特徴）

【入職のきっかけ】
・なんといっても人間関係が良い。見学時にそれが伝わり、即決で応募を決めました。（中村）
・急性期、回復期、そして老健・在宅にも挑戦できる。高齢者と継続的に関わりたかった。（上野）
・老健を見学した際、主任の方が熱心に応えてくれてうれしかった。このような先輩がいるなら、と。（伊賀）
【金沢病院のよいところ・特徴】
・1年目は急性期、2年目は回復期の予定だったが、急性期継続の希望を伝えたら通してくれた。（中村）
・専門職的な研修だけでなく、コミュニケーション方法など社会人としての研修がしっかりしていた。（上野）
・患者さんが良い人ばかり。地域性もあるかと思うのですが、皆さん穏やか。逆に助けてもらうことも（伊賀）
・回復への変化を見ることができる、そして患者さんから「ありがとう」と言ってもらえる。（中村）
・高齢者は整形疾患だけでなく内科疾患など含め総合的に診なければならないため勉強になる。（上野）
・オペの見学や勉強会の参加をなどを積極的に認めてくれ、整形分野に大きな強みを持てる。（中村）
・自由な雰囲気の中で、自分のペースで業務を行うことができる。（伊賀）
・幅広い疾患に携わることができる。その中から自身の専門性を見出すことができます。（中村）
・屋外歩行や買物評価、屋外調査など、外に出て地域に関わることができるので視点が拡がる。（伊賀）

左：中村 孔紀 2016年4月入職
静岡リハビリテーション専門学校 卒業

中：上野 香苗 2016年4月入職
東京メディカルスポーツ専門学校 卒業

右：伊賀 楓 2016年4月入職
横浜リハビリテーション専門学校 卒業
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作業療法部門（１年目ＯＴに聞いた金沢病院の良いところ・特徴）

【ＯＴ部門が大切にしているところ】
・「ＯＴらしさ」を大切にしています。自身の感性と信念を大切にし
「患者さんにとって必要なこと」を実践してもらうために枠や時間
の制限を超えて取り組んでもらっています。当院のＯＴはその感
覚を共有しているので、チームで「ＯＴらしさ」を維持しています。
・患者さんが「管理されている」という感覚に陥るのではなく、「自
らリハビリに取り組む」感覚になってもらえるよう、ＯＴチーム全体
で取り組んでいます。 （主任・阪井久美子）

【入職のきっかけ】
・雰囲気の良さに惹かれて入職しました。実際、イメージ通りの雰囲気で人間関
係の良さを感じています。
【金沢病院の特徴・良いところ】
・整形外科中心の病院ですが、脳疾患の患者さん含め、幅広い疾患を診れると
いう印象です。手の外科に関しては他院ではなかなか経験できないので、自身
の強みにしたいと思っています。現在、急性期・回復期の区分けなく、脳血管の
片麻痺・圧迫骨折・手の外分野で上肢の骨折などの患者さんを診ています。
・悩むことも多いですが、先輩の年齢や経験のバランスが良く相談しやすい環境。
・ＰＴやＳＴさんだけでなく、他部門の職員とも仲良くなれます。
・金沢区は海、山が近く、暮らしやすいと共に、趣味（イベント・ライブ）目的ですが
東京へのアクセスが良く不便さは感じません。

東野 文哉
2017年4月入職
金沢大学
医薬保健学域 卒業

金沢病院 ＯＴ部門
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言語聴覚療法部門（経験2年目ＳＴに聞いた金沢病院の良いところ・特徴）

・入職後は病院、3年目に老健を経験しました。その後は病院に戻り勤務しています。
・入職時から人数は倍に増えましたが、アットホームな雰囲気が維持されています。
・28歳で結婚し、これまで子供2人を出産しました。産休育休がスムーズに取れ、
復帰に関しても何の抵抗もありませんでした。保育室も利用しやすく助かりました。
・ペア制をとっており、突発的な休みでもペアの職員がカバーしてくれ、子育て中の
現在もすごく助かっています。
・業務のこと以外も相談し合える家族のような感覚になれる病院です。

【入職のきっかけ（他院→2017年4月金沢病院へ転職）】
・金沢区で育ち、子供の頃から知っている安心感があったことと、病院自体の評判が良
かったことです。（新卒時、応募タイミング合わず他院就職）
【金沢病院の特徴・良いところ】
・急性期、回復期があり、職員間の雰囲気が良い。職種関係なく親身になってくれる。
・現在、摂食嚥下障害・失語症・構音障害などの患者さんを診ています。数的には嚥
下障害が多く、状態をみながら食事形態や嚥下訓練を考えたりしています。患者さん
の状態が改善し、「良くなった」とご家族共に喜んでもらえることにやりがいを感じます。
・前職では残業が多く、疲弊してしまったのですが、金沢病院は残業少なく、休日をしっ
かり取れ、働きやすいという印象です。将来的に家庭を持ったとしてもＳＴを続けてい
ける環境です。目標としては、認定言語聴覚士取得を目指したいと思っています。
・経験ある先輩が的確に、時には厳しく指導してくれます。

長島 未希
2017年4月入職
サンビレッジ国際医療
福祉専門学校 卒業

吉成 由衣 2006年4月入職
横浜リハビリテーション専門学校 卒業

■入職12年目、ママさんＰＴから



◇老健こもれび【在宅強化型老健】

・開設：1998年12月 ・職員数：120名

・入所定員：140名 ・通所リハビリ定員数：47名

・在宅復帰率50％以上を維持。

・森に囲まれた環境で、気持ちの良い空気を取り入れなが
ら在宅復帰を目指していただきます。

・地域との交流も盛んで、様々な出会いを楽しんでいただ
けます。
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介護老人保健施設（在宅復帰を目指す介護リハビリ施設）

◇老健ふるさと【在宅復帰強化型老健】

◇ ユニット館 彩（いろどり）【在宅復帰強化型老健】

・開設：2004年10月 ・職員数：130名

・入所定員：140名 ・通所リハビリ定員数：50名

・在宅復帰率50％以上を維持。

・訪問看護ステーション併設。

・シーサイドライン柴町駅徒歩0分。

・海が臨める開放的な環境で、屋上庭園からの眺めも抜群
です。
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施設リハビリ・訪問リハビリ

◇老健施設リハビリ部門

・セラピストは老健施設における主役。

・入所者様の在宅復帰に向け、各職種と協力
を行いながら施術を行っていただきます。

・身体機能を維持し、普段の生活を持続可能
なものとするために、様々な工夫を取り込み
ながら、専門性を発揮していただきます。

◇在宅事業部門（訪問リハビリ）

・訪問看護3、訪問介護4、通所介護4、居宅
介護支援4、小規模多機能１、福祉用具１
サ高住1 計18事業所 職員数：284名

・病院、老健施設退所後の在宅生活をバック
アップします。

・住み慣れたご自宅で最期まで過ごされたい
という方のために、終末期リハビリという
難しい課題に取り組んでいただきます。
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キャリア形成

急性期 終末期回復期 生活期

病院 老健 在宅

金沢病院グループ内ですべてのリハビリテーション段階に
かかわることが可能です。キャリアを積み、ご自身の専門や
関心に沿った「患者様へのかかわり」を実践してください。
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入職のポイント

・整形外科では年間600件以上の手術を実施。急性期・回復期から在宅復帰まで
のリハビリ治療を実践できます。

・PT、OT、ST間が緊密で、職種間の垣根がなく風通しの良い雰囲気です。勉強
会や相談など、協力し合える関係性が構築されています。

・グループ内のリハビリ職員は約60名。各職員の関心領域に対応するため、人事
交流を行っています。

・新人研修はプリセプター制を採用。先輩職員が丁寧に指導します。金沢病院で
は10年以上勤務のセラピストが33名中11名（ＰＴ6名 ＯＴ4名 ＳＴ1名）。
層の厚さが自慢の職場です。
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入職のポイント
・患者様のほとんどが近隣地域の方々。地域密着を実感できると共に、ＰＴＯＴ
ＳＴそれぞれが活躍できる幅広い疾患を扱います。

・特殊外来として「手の外科」を設置。
主な疾患：手根管症候群、ドケルバン病、ばね指、デュピュイトラン拘縮、リウマチ、
屈筋腱損傷、舟状骨骨折、TFCC損傷、PIP関節脱臼骨折、上腕骨顆上骨折など

⇒長い経験の蓄積で当院ならではのノウハウを学ぶことができ、ＰＴ・ＯＴ
共に、専門職として強みとなる技術を獲得することができます。

・患者様の生きがいや趣味の再獲得に徹底的に寄り添います。各職種が柔軟に対
応、遠方の外出も厭いません。

・各事業所（老健・在宅）とのつながりで、継続的なケアを実感。
※老健施設からの入職も可能です。お問い合わせください。

・残業は月10時間程度。サービス残業はありません。個性豊かなスタッフが多く、
余裕のもてる包容力が職場の魅力です。
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法人イベント

老健こもれび
老健ふるさと

夏祭り景翠会研究発表会
（毎年たくさんの職員が参加します）

◇景翠会研究発表会（3月）

・当法人のキーワードは「医療と福祉の連携」。各事業所が各テーマに沿った研究発表を行い、事業所
間・職種間の相互理解を深めます。

■平成29年3月開催例：基調講演『地域包括ケアシステムにおける在宅医療と他職種連携について』河本和行医師

『高齢者住宅での看取り』（在宅事業部）、 『当院の回復期病棟における低栄養とサルコペニア』（金沢病院リハ科）、

『地域包括ケアシステムにおける老健の役割と地域連携』、『介護助手導入検討事業報告』（老健ふるさと）

『認知症の被介護者を抱える高齢介護者への理解』、『ワクワク・モクモク活動をやってみよう！！』（老健こもれび）

◇老健こもれび・ふるさと夏祭り（8月）

・利用者、ご家族、地域の方々に楽しんでいただく夏祭り。職員も楽しんでいます。

・職員による出店や盆踊り、地域の方々のパフォーマンスで毎年大勢の方に参加いただいています。
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福利厚生

・年間休日は120日。仕事のやりがいとともに充実したプライベート
時間を過ごすことができます。有給休暇初年度１３日支給。

・年間1万円の研修補助費を支給。また柔軟なシフト調整で講習会や
学会参加などの自己研鑽をバックアップします。

・職員旅行（昨年は宮古島・沖縄本島・大阪ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ他）や忘年会など、
様々な職員イベントを実施。職員間の交流が盛んです。

・産休育休実績多数。院内保育園も整備しているため、安心して長く
働き続けることが可能です。

院内保育園

忘年会
（参加500名＠横浜ロイヤルパークホテル） 職員旅行（2016年宮古島）
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事業展開と今後の計画

・施設基準の変更（リハⅡ→リハⅠ）

・2017年電子カルテの導入（2017.4開始）

・健診クリニックを拡大移転（2016年5月）

・サービス付高齢者向け住宅開設（2017.4）

・訪問診療の拡充

急性期ー回復期ー維持期ー終末期

すべての療養段階をグループ内で完結できる

地域包括ケアシステムの構築

そして、平成31年完成を目標に…

新病院への建替えを行います！

新しい景翠会を担ってください！

Ｈ29年4月開設 けいすいone’sホームしおさい
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○アクセス

■金沢病院：横浜市金沢区泥亀2-8-3
■在宅事業本部：横浜市金沢区泥亀2-11-3

◇ 京急本線「金沢文庫駅」または「金沢八景駅」より徒歩10分

■老健こもれび：横浜市金沢区釜利谷東5-1-30
◇京急本線「金沢文庫駅」よりバス10分

「神明前」下車徒歩2分
■老健ふるさと：横浜市金沢区柴町391-10

◇横浜シーサイドライン「海の公園柴口」より徒歩0分

■金沢健診クリニック：横浜市金沢区谷津町35
◇京急本線「金沢文庫駅」より徒歩3分

■福浦健診クリニック：横浜市金沢区福浦2-14-25
◇横浜シーサイドライン「市大医学部駅」徒歩10分


