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PRESS RELEASE      ■本資料は、福山市政記者クラブで配布しております。 

 

２０１８年３月２日 

報道関係各位 
 

社会医療法人 祥和会 
 

社会医療法人祥和会と医療法人社団梶尾会の合併と、 

「社会医療法人祥和会 沖野上クリニック」開院について 
 

社会医療法人祥和会(理事長:大田泰正／本部:福山市沖

野上町)と、医療法人社団梶尾会(理事長:梶尾直美／本部:

福山市沖野上町)は、昨日３月１日、合併調印式を行い、存

続法人である「社会医療法人祥和会」が新たなスタートをき

りました。 

 

昨年来、祥和会と梶尾会の合併協議を進めてまいりました。

2017年 8月 29日付で、広島県知事より合併認可を得て、

2017 年１１月１日に合併する予定でしたが、事務手続きに

瑕疵があり、１月４日に変更しておりました。 

しかし、去る 11 月、医療法人社団梶尾会理事長・福山泌

尿器病院院長の梶尾恭平医師が急逝され、再度延期しまし

た。 

このほど、ご関係の皆さまのご協力により、相整いまして、３月１日、両法人は合併いたしましたので、ご報告いたし

ます。 

 

また、2017年末より休止しておりました福山泌尿器病院は、３月８日より「社会医療法人祥和会 沖野上クリニック」

(一般無床診療所)として、新規に開院いたします。詳細は下記の通りであります。何卒よろしくお願いを申し上げます。 

 

記 

 

① 合併の概要 

 

(1)合併の日程 

２０１７年４月７日 医療法人社団梶尾会 社員総会 合併承認決議。 

２０１７年５月２２日 社会医療法人祥和会 社員総会 合併承認決議。 

２０１７年５月３１日 広島県健康福祉局医務課に対して、合併申請書提出。 

２０１７年６月１４日 中央社会保険医療協議会 総会(第 353回)において、合併後も「脳神経

センター大田記念病院」が診療報酬計算の方法である「DPC 制度」への

継続参加が認められる。 

２０１７年８月２８日 広島県健康福祉局医務課が、同日開催の医療審議会・医療法人分科会

に対し、両法人の合併につき意見具申を求める。 

２０１７年８月２９日 広島県知事、両法人の合併を認可。 

 
▲合併調印式 [2018年３月１日午後１時すぎ]。左から祥和会理事長・ 

 大田泰正医師、梶尾会理事長・梶尾直美医師。 
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２０１７年８月３０日 同日発行『官報』に、両法人の合併公告を掲載。翌３１日から 10月３１日

までの２ヵ月間、合併に異議ある債権者の申し立て期間に入る。 

２０１７年10月25日 手続きに瑕疵があり、同日発行の『官報』に訂正公告と合併公告を、『中

国新聞』に合併公告を再度掲載する。この時点で１１月１日の合併を、

2018年１月４日に延期する。 

２０１７年 11 月１８日 医療法人社団梶尾会理事長、梶尾恭平医師が逝去。以後、両法人間

で、断続的に協議、検討を行う。 

２０１７年１２月２８日 再度の合併延期を決定し、発表する。 

２０１8 年１月２５日 両法人間の協議をもとに、広島県知事に対して、合併認可条件の変更を

願い出る。当初、合併後は福山泌尿器病院の建物を使用し、「福山泌尿

器医院」と銘打ち診療所を新設する予定だったが、泌尿器医療が現時点

でできないため、小児科・内科を行う「沖野上クリニック」を新設することを

願い出た。また、新設後、できるだけ早期に泌尿器科医師を招へいする

ことを明記した。 

2018年1月29日 広島県知事より、合併認可条件変更について、許可を得る。 

2018年2月28日 福山泌尿器病院 廃止届提出 

2018年3月1日 社会医療法人祥和会と医療法人社団梶尾会が合併。  

合併調印式と「社会医療法人祥和会 沖野上クリニック」開院式を実施。 

2018年3月8日 沖野上クリニック、旧・福山泌尿器病院の建物1階にて新規開院。 

 

(2)合併の方式 

 

社会医療法人祥和会を存続法人とする吸収合併方式で、医療法人社団梶尾会は解散しま

す。 

 

 

(3)合併に伴う法人体制の変更 

 

社会医療法人祥和会が、医療法人社団梶尾会の権利義務全部を承継して存続します。医

療法人社団梶尾会は解散いたします。 

医療法人社団梶尾会・理事長・梶尾直美は、２０１8年3月１日付で、社会医療法人祥和会

理事に就任いたしました。 

合併後の社会医療法人祥和会の理事長は大田泰正が務め、本部事務所は「広島県福山

市沖野上町三丁目６番２８号」とします。従前と変わりありません。 

 

２０１8年3月１日以降の社会医療法人祥和会 社員総会、理事会 構成員 

 

理事長 大田 泰正 (脳神経センター大田記念病院 脊椎脊髄外科 医師) 

理事  栗山 勝 (脳神経センター大田記念病院 院長) 

理事  西田 正博 (明神館クリニック 医師) 

理事  田中 朗雄 (脳神経センター大田記念病院 副院長・放射線科部長) 

理事  大田 慎三 (脳神経センター大田記念病院 脳神経外科部長) 

理事  梶尾 直美 (沖野上クリニック 院長) 
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理事  井口 敬一 (いぐちクリニック 院長) 

理事  占部 守弘 (株式会社サンラヴィアン 代表取締役社長) 

監事  本田 祐二 (弁護士法人ばらのまち法律事務所 弁護士) 

監事  日下 真吾 (日下真吾税理士事務所 税理士) 

 

 

 

③合併に伴う法人傘下の施設について 

 

(1)梶尾会が運営してきた「福山泌尿器病院」について 

 

福山泌尿器病院は２０１7年１2月29日をもって診療を休止しました。2018年2月28日

に広島県に対して、廃止届を提出しました。去る2月6日、「沖野上クリニック」(診療所・病床な

し)として、福山市保健所に対して新規開設届を提出、来る 3月8日より、小児科・内科の診療

を開始します。 

旧・福山泌尿器病院の建物１階を、診療所として利用します。 

 

(2)祥和会「脳神経センター大田記念病院」について 

 

福山泌尿器病院が運営してきた病床 35床を、脳神経センター大田記念病院へ移転のうえ

継承。3月１日より届け出病床数213床として運営します。 

 

 

④参考［両法人の概要］ 

 吸収合併存続法人 吸収合併消滅法人 

(1)法人名称 社会医療法人祥和会 医療法人社団梶尾会 

(2)本部所在地 広島県福山市沖野上町三丁目６番２８号 広島県福山市沖野上町三丁目１番１７号 

(3)代表者の役職・氏

名 

理事長 大田 泰正 理事長・福山泌尿器病院院長 梶尾 直

美 

(4)主な事業内容 １)病院事業 

脳神経センター大田記念病院の運営 

［通所リハビリテーション事業含む］ 

2)診療所事業 

明神館クリニックの運営 

3)訪問看護事業 

虹の会訪問看護ステーションの運営 

4)居宅介護支援事業所事業 

在宅サービス虹の会の運営 

1)病院事業 

福山泌尿器病院の運営 

(5) 設立年月日 昭和５４年４月２日 平成元年６月２８日 

(6) 決算期 ３月３１日 ９月３０日 
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⑤「社会医療法人祥和会 沖野上クリニック」の概要 

 

【住所】 広島県福山市沖野上町3-1-17  

[旧・福山泌尿器病院の建物１階に開院します] 

【電話】 084-932-3666 【FAX】 084-926-3861 

 ※電話・FAXは 3月8日8時45分より、対応いたします。 

 

(1) 新規開院日 …… 2018年３月８日(木) 

(2) 院長(管理者) …… 梶尾 直美 医師 

(3) 届け出した診療科目 …… 小児科、内科 

(4) 施設の種別 …… 無床診療所(入院設備なし) 

(5) 診療曜日と時間 

診察受付時間 月 火 水 木 金 土 日 

午

前 

8:45～11:30 

※診察時間 9：00～12:00 

● ● ― ● ● ● ― 

午

後 

14:45～17:30 

※診察時間 15:00～18:00 

● ● ― ― ● ― ― 

※水曜・木曜午後・土曜午後・日曜、祝日、年末年始は休診です。 

 

 

⑥ 泌尿器科について 

 

■このたびの合併は、福山市南部における泌尿器医療の維持・継続を条件に、広島県知事から認可された経

緯があり、沖野上クリニックでは、非常勤医を招聘し、４月から新たな泌尿器科を開設の予定です。詳細が決

まり次第、地域の皆さまにお知らせいたします。いましばらくお待ちください。 

 

■祥和会の基幹施設である脳神経センター大田記念病院には、泌尿器科医師は在籍しておりません。心苦し

いお願いですが、いま時点でお困りの方は、近隣の泌尿器科のある医療施設に足をお運びいただくよう、お願

いいたします。 

 

■また、旧・福山泌尿器病院の患者さんで、診療情報提供書の発行をご希望の方は、旧病院の診察券と保険

証をご持参の上、３月８日以降、窓口でご相談ください。 

 

 

■本件についてのお問い合わせ 

 

社会医療法人祥和会 

広報コミュニケーショングループ  

担当:島津 英昌  

☎084-975-3909 [広報直通]  

 

 


