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平成 26年度上半期事業報告書 

（自 平成 26年 4月 1日 至 平成 26年 9月 30日） 

 

１ 法人の概要 

 (4) 役員 

 氏   名 備          考 

代表理事  常勤役員 医師 

理  事 興 津 貴 則 下関リハビリテーション病院 管理者 

同 西 田 憲 記 新武雄病院 管理者 

同 桑 木 晋 新上三川病院 院長補佐 

同 蒲 池 眞 澄 （非常勤） 社会医療法人財団池友会 理事長 

同 蒲 池 良 平 （非常勤） 社会医療法人財団池友会 副理事長 

同 山 家 肇 （非常勤） 山家内科医院 管理者 

同 神 﨑 邦 子 （非常勤） ＮＰＯ法人匠ルネッサンス 理事長 

同 坂 田 之 訓 （非常勤） 医療法人相生会 副代表 

同 小 倉 眞 樹 子 （非常勤） 医療法人社団恵仁会 副理事長 

同 辻 田 征 男 （非常勤） 社会医療法人財団石心会 専務理事 

同 近 間 英 明 （非常勤） 医療法人近間整形外科クリニック 理事長 

同 片 田 江 民 雄 （非常勤） 医療法人豊民会新宮整形外科医院 理事長 

同 田 中 茂 樹 蒲田リハビリテーション病院 管理者 

同 林 研 二 下関リハビリテーション病院 副院長 

同 前  原  正  明 みどり野リハビリテーション病院 院長補佐 

監  事 藤 野 武 彦 （非常勤）医療法人社団ブックス 理事長 

同 竹 入 行 男 （非常勤）税理士 

会計監査人 上 村 恒 雄 （非常勤）公認会計士 

 

 

２ 事業の概要 

 (1) 病院等の設置運営                   （平成２６年９月３０日現在） 

施設の名称 開  設  場  所 許可病床数 

下関リハビリテーション病院 山口県下関市今浦町９番６号 療養病床１６５床 

新武雄病院 佐賀県武雄市武雄町大字富岡 12628番地 一般病床１３５床 

(1) 名     称 一般社団法人巨樹の会 

(2) 主たる事務所の所在地 佐賀県武雄市武雄町大字富岡１２６２８番地 

(3) 設立認可年月日 昭和２９年４月３０日 
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蒲田リハビリテーション病院 東京都大田区大森西四丁目１４番５号 療養病床１８０床 

八千代リハビリテーション病院 千葉県八千代市米本１８０８番地 療養病床 ８３床 

新上三川病院 栃木県河内郡上三川町上三川２３６０番

地 

一般病床 ３８床 

療養病床１７１床 

宇都宮リハビリテーション病院 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４３番地２ 療養病床 ９６床 

所沢明生病院 埼玉県所沢市大字山口５０９５番地 一般病床 ５０床 

明生リハビリテーション病院 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘四丁目２６８１

番地の２ 

療養病床１１１床 

小金井リハビリテーション病院 東京都小金井市前原町一丁目３番２号 療養病床２２０床 

赤羽リハビリテーション病院 東京都北区赤羽西六丁目３７番１２号 療養病床２３２床 

千葉みなとリハビリテーション病院 千葉県千葉市中央区中央港一丁目１７番

１８号 

療養病床１２０床 

松戸リハビリテーション病院 千葉県松戸市和名ケ谷１００９番地の１ 療養病床１２０床 

山口地域包括支援センター 埼玉県所沢市大字山口５２５７番地の３  

りらいふ 埼玉県所沢市大字山口５２５７番地の３ 認知症対応型通所介

護（定員 24名） 

 

 

(2) 救急医療、災害時における医療等の確保に関する事業 

    地域の医療に貢献すべく、誰もが安心して医療を受けることができるように、24 時間 365 日の診療体制

の提供に努めている。上半期での急性期医療を行う施設による救急車搬入件数及び患者数は次の通りである。  

  

 

 

 

 

 

 

(3) 診療費減免事業 

    生活保護法の適用を受けている者の診療及び援護を積極的に行ったほか、公的援護の対象外にある低所

得者等の生活困難者に対して、医療ソーシャルワーカーまたは医療相談係が相談に応じ、法人の減免規程に

基づき極力診療費の免除または減額の措置を講じた。 

    平成 26年度上半期の診療におけるこれらの患者は、次のとおりである。 

 

 新武雄病院 所沢明生病院 新上三川病院 

救急車搬入件数 ７９０件 １，４０２件 １９５件 

救急車搬入による受入患者数 ８１４名 １，４２３名 ２０８名 
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生活保護延患者数   （A） 19,820人 

その他減免延患者数 （B) 27,100人 

取扱患者総延数   （C) 397,805人 

実施率（A）+（B)  

     （C） 
11.8 % 

診療費減免総額 27,135千円 

施設数 12 施設 

 

 

(4) 医師の卒後臨床研修、看護師・リハビリテーション技術者養成施設の臨床実習に関する事業 

    平成 26 年 4 月に基幹型臨床研修病院である新武雄病院において、2 名の研修医の採用があり、1 年目研

修医 2名、2年目研修医 2名の計 4名にて初期臨床研修プログラムを行うこととなった。また、次年度の定

員を 5名と増員、協力型研修病院を 2病院追加の指定通知を受けた。 

 

 

(5) 地域医療及び地域医療リハビリテーションの支援活動に関する事業  

平成 26年  4月  4日 ［革新的 BMIリハビリテーション機器・手法の開発と臨床応用］ 

 講師：慶應義塾大学病院 里字明元先生 

 （会場：赤羽リハビリテーション病院 参加者数：178名） 

平成 26年  4月 16日 ［脳血管内治療とリハビリテーション］ 

 講師：順天堂大学医学部附属順天堂医院 大石英則先生 

（会場：赤羽リハビリテーション病院 参加者数：185名） 

平成 26年  4月 21日 ［プライマリケアについて］ 

 講師：帝京大学医学部付属病院 園生雅弘先生 

 （会場：赤羽リハビリテーション病院 参加者数：182名） 

平成 26年  4月 23日 ［認知症周辺症状の診断と対応について］ 

 講師：長谷川病院 副院長 石塚卓也先生 

 （会場：小金井リハビリテーション病院 参加者数：198名） 

平成 26年  4月 23日 ［疾患と治療について］ 

 講師：自治医科大学附属病院 脳神経センター外科部門 准教授 難波克成先生 

（会場：宇都宮リハビリテーション病院 参加者数：65名） 

平成 26年 5月  8日 ［新人教育マナー研修］ 

 講師：ビジネスブレーン 後藤恭之氏 

（会場：八千代リハビリテーション病院 参加者数：47名） 

平成 26年  5月  9日 ［脳梗塞について］ 

 講師：日本大学医学部付属板橋病院 吉野篤緒先生 

 （会場：赤羽リハビリテーション病院 参加者数：81名） 

平成 26年  5月 16日 ［アンコールフレンズ講演会］ 

 講師：フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJapan 赤尾和美氏 

 （会場：所沢明生病院 参加者数 41名） 

平成 26年  5月 22日 ［海外の医療事情について］ 

 講師：フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJapan 赤尾和美氏 
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 （会場：千葉みなとリハビリテーション病院 参加者数 89名） 

平成 26年  5月 30日 ①［整形外科疾患のすすめ方］、②［ノルディックヲークについて］ 

 講師：①小金井リハビリテーション病院 院長 金 隆志先生、②同 副院長 川内基裕先生 

 （会場：千葉みなとリハビリテーション病院 参加者数 90名） 

平成 26年  5月 31日 ［誤嚥性肺炎に対する呼吸ケア］ 

 講師：長谷川病院 副院長 石塚卓也先生 

 （会場：小金井リハビリテーション病院 参加者数：198名） 

平成 26年  6月  4日 ［ポジショニングと除圧・枕の使い方］ 

 講師：株式会社モルテン 新田未来氏 

（会場：八千代リハビリテーション病院 参加者数：69名） 

平成 26年  6月 19日 ［食中毒対策について］ 

 講師：株式会社メフォス 串田昇氏、柳井真美氏 

（会場：八千代リハビリテーション病院 参加者数：81名） 

平成 26年  7月  1日 ［連携について］ 

 講師：獨協医科大学 心臓・血管内科 主任教授 井上晃男先生 

 （会場：宇都宮リハビリテーション病院 参加者数：62名） 

平成 26年  7月  9日 ［摂食・嚥下機能と口腔リハビリテーションについて］ 

 講師：武蔵野赤十字病院 特殊歯科・口腔外科部長 道脇幸博先生 

 （会場：小金井リハビリテーション病院 参加者数：180名） 

平成 26年  7月 16日 ［パーキンソン病における持続性ドパミン刺激と非運動兆候の解析］ 

 講師：日本大学医学部付属板橋病院 亀井聡先生 

 （会場：赤羽リハビリテーション病院 参加者数：76名） 

平成 26年  7月 18日 ［ベッドサイドの高次脳機能障害の診かた －失語と無視症候群－］ 

 講師：千葉県立保健医療大学リハビリテーション科 作業療法学専攻長 高橋伸佳先生 

（会場：千葉みなとリハビリテーション病院 参加者数 86名） 

平成 26年  8月 27日 ［大腿骨近位部骨折、骨粗鬆症のリハビリテーションの注意点］ 

 講師：那須赤十字病院 第一整形外科部長兼リハビリテーション科部長 吉田祐文先生 

 （会場：宇都宮リハビリテーション病院 参加者数：68名） 

平成 26年  9月  5日 ［化粧療法研究について］経済産業省委託事業 

 講師：株式会社資生堂 池上和幸氏、東京都健康長寿医療センター 大渕修

一先生、小金井リハビリテーション病院 杉山洋一先生 

（会場：小金井リハビリテーション病院 参加者数：139名） 

平成 26年  9月 12日 ［リハ病棟におけるピットフォール］ 

 講師：千葉みなとリハビリテーション病院 院長 片山薫氏  

（会場：小金井リハビリテーション病院 参加者数：159名） 

平成 26年  9月 12日 ［整形疾患について］ 

 講師：済生会宇都宮病院 整形外科 医長 森山一郎先生 

 （会場：宇都宮リハビリテーション病院 参加者数：71名） 

平成 26年  9月 19日 ［回復期ﾘﾊにおけるサルコペニアと栄養療法の可能性］ 

 講師：熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科医師 ＮＳＴチ

ェアマン 栄養管理部部長 吉村芳弘氏  

（会場：下関看護リハビリテーション学校 参加者数：90名） 

平成 26年  9月 29日 ［パーキンソンの姿勢異常について］ 

 講師：自治医科大学附属病院 神経内科助授 安藤喜仁先生 

 （新上三川病院 50名） 
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 (6)年度内に社員総会又は理事会で議決又は同意した事項 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)年度内に開設（許可を含む）した主要な施設 

   千葉みなとリハビリテーション病院 

   松戸リハビリテーション病院 

 

 

 (8) 行政届出許認可等 

   ①厚生労働大臣 

平成 26年 5月 12日  ＤＰＣデータ提出開始届出書（新武雄病院） 

平成 26年 8月 28日 保健医療機関指定通知書（下関リハビリテーション病院） 

   

②経済産業省 

平成 26年 6月 24日 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく特定事業者 

 

③佐賀県 

   □新武雄病院 

平成 26年  4月 病院開設許可事項一部変更届（診療科目の変更） 

平成 26年  6月 救急病院に関する認定（佐賀県告示第 223 号） 

平成 26年  8月 病院開設許可事項一部変更許可（HCU設置） 

   ④山口県 

    □下関リハビリテーション病院 

なし  

   ④東京都 

    □蒲田リハビリテーション病院 

なし  

    □小金井リハビリテーション病院 

なし  

    □赤羽リハビリテーション病院 

平成 26年  5月 24日 ・平成２５年度事業報告及び決算報告・監査報告の承認 

 ・任期満了に伴う理事及び監事の選任の承認 

 ・定款一部変更の承認 

平成 26年  9月 29日 ・五反田リハビリテーション病院改修工事請負会社指名競争入札 

の承認 

平成 26年  9月 30日 ・原宿リハビリテーション病院にかかる借入金の取引期限の延長 

の承認 
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なし  

    □原宿リハビリテーション病院 

なし  

   ⑤千葉県 

    □八千代リハビリテーション病院 

なし  

□松戸リハビリテーション病院 

平成 26年  4月 保険医療機関指定 

    □千葉みなとリハビリテーション病院 

平成 26年  4月 保険医療機関指定 

   ⑥栃木県 

    □新上三川病院 

なし  

    □宇都宮リハビリテーション病院 

なし  

   ⑦埼玉県 

    □所沢明生病院 

なし  

    □明生リハビリテーション病院 

なし  

    □山口地域包括支援センター 

     なし 

    □りらいふ 

     なし 

 

 

 (9) 診療報酬施設基準届出 

   ①新武雄病院 

平成 26年  4月 麻酔管理料（Ⅰ）（辞退）／診療録管理体制加算２（辞退）／医師事務作業

補助体制加算２（20対 1）（辞退）／DPCデータ提供開始届出／集団コミュニ

ケーション療法料／医師事務作業補助体制加算１（20対 1）／療養環境加算

（62床）／診療録管理体制加算１／経皮的冠動脈形成術／経皮的冠動脈ステ

ント留置術／医科点数表第２章第１０部手術の通則の１６に掲げる手術／

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（従事者変更）／大動脈バ

ルーンパンピング法（IABP法）（従事者変更） 

平成 26年  5月 医師事務作業補助体制加算１（20対 1）（従事者変更） 

平成 26年  6月 医師事務作業補助体制加算１（15対 1） 

平成 26年  7月 病棟薬剤業務実施加算（辞退） 
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平成 26年  8月 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）（従事者変更）／運動器リハビリ

テーション料（Ⅰ）（従事者変更）／呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）（従

事者変更）／集団コミュニケーション療法料（従事者変更） 

   ②下関リハビリテーション病院 

平成 26年  4月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算／患者サポート体制充実加算／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）／心大血管疾患リハビリ

テーション料（Ⅰ） 

平成 26年  7月 外来リハビリテーション診療料 

③蒲田リハビリテーション病院 

平成 26年  6月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算 

平成 26年  7月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算 

   ④小金井リハビリテーション病院 

平成 26年  6月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算 

平成 26年  7月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算 

   ⑤赤羽リハビリテーション病院 

平成 26年  6月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算 

平成 26年  9月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算 

   ⑥原宿リハビリテーション病院 

なし  

   ⑦八千代リハビリテーション病院 

なし  

   ⑧松戸リハビリテーション病院 

平成 26年  4月 特別入院基本料（療養病棟 120床）／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） 

平成 26年  5月 入院時食事療養/生活療養（Ⅰ）／回復期リハビリテーション病棟入院料 3

／リハビリテーション充実加算／休日リハビリテーション提供体制加算／

地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 

   ⑨千葉みなとリハビリテーション病院 

平成 26年  4月 特別入院基本料（療養病棟 120床）／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） 

平成 26年  5月 入院時食事療養/生活療養（Ⅰ）／回復期リハビリテーション病棟入院料 3
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／リハビリテーション充実加算／休日リハビリテーション提供体制加算／

地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ）／CT 撮影及び MRI 撮影（4 列以上 16

列未満のマルチスライス CT）／指定を不要とする旨の届出（訪問看護、介護

予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

／居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導） 

平成 26年 6月 外来リハビリテーション診療料／地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 

平成 26年 7月 地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ） 

   ⑩新上三川病院 

平成 26年  6月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／体制強化加算 

平成 26年  9月 診療録管理体制加算２ 

   ⑪宇都宮リハビリテーション病院 

平成 26年  9月 回復期リハビリテーション病棟入院料１／リハビリテーション充実加算／

体制強化加算 

平成 26年  1月 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ）及び（Ⅱ）

（追加分） 

   ⑫所沢明生病院 

平成 26年  4月 CT撮影及び MRI撮影（16列以上 64列未満のマルチスライス CT、1.5テスラ

以上 3テスラ未満の MRI） 

   ⑬明生リハビリテーション病院 

平成 26年  7月 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） 

   ⑭山口地域包括支援センター 

なし  

   ⑮りらいふ 

なし  

  

 

(10)その他 

①新武雄病院 

平成 26年  7月 日本脊髄外科学会認定訓練施設 

平成 26年  4月 病棟モニタの更新、筋電図・誘発電位検査装置、運動負荷心電図検査機器の

導入 

平成 26年  7月 ４階デイルーム北面既設ドア改修工事 

②下関リハビリテーション病院 

平成 26年  6月 オーダリングシステムの導入 

③蒲田リハビリテーション病院 

平成 26年  5月 医用テレメータの導入 

   ④小金井リハビリテーション病院 

なし  
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   ⑤赤羽リハビリテーション病院 

なし  

   ⑥原宿リハビリテーション病院 

平成 25年  7月 東京都渋谷区神宮前の土地建物購入 

（敷地面積 5,861.58㎡、建物延床面積 18,404.61 ㎡） 

   ⑦八千代リハビリテーション病院 

平成 26年  5月 医用テレメータの導入 

   ⑧松戸リハビリテーション病院 

平成 26年  5月 医用テレメータの導入 

   ⑨千葉みなとリハビリテーション病院 

平成 26年 4月 一般撮影装置一式導入 

平成 26年  5月 医用テレメータ・心電計の導入 

   ⑩新上三川病院 

平成 26年 4月 入浴装置の導入 

平成 26年  5月 医用テレメータの導入 

平成 26年 7月 キュービクル常時監視システムの導入 

   ⑪宇都宮リハビリテーション病院 

平成 26年  5月 医用テレメータの導入 

平成 26年 7月 キュービクル常時監視システムの導入 

   ⑫所沢明生病院 

平成 26年  7月 人工呼吸器（2台）の導入 

3階病棟モニタ、アンテナ工事 

平成 26年  9月 汎用超音波診断装置の導入／内視鏡装置一式の導入／LED 手術用照明灯の導

入 

平成 25年 11月 増床に伴う病室改修工事、院内（診察室、厨房内、臨床検査室）改修工事 

所沢市医師会 入会 

平成 25年 12月 血管撮影室改修工事 

平成 26年  1月 院内調剤室改修工事 

平成 26年  2月 ボイラー環水槽・蒸気管改修工事 

外来調剤室(1階) 設置 外来院内処方開始 

平成 26年  3月 院内改修工事、救急進入路・救急入口改修工事 

   ⑬明生リハビリテーション病院 

平成 26年  4月 リハビリテーション支援システム・医事システム連携サーバー一式の導入 

   ⑭山口地域包括支援センター 

なし  

   ⑮りらいふ 

なし  

 


