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万歳三唱

会長・蒲池眞澄の挨拶

特集

理事長・鶴﨑直邦の挨拶

院長・四津良平の挨拶

渋谷区医師会会長
豊田道明様より
ご挨拶をいただきました

元総理大臣
衆議院議員・菅直人様より
ご挨拶をいただきました

東京都済生会中央病院
院長 高木誠様より
ご挨拶をいただきました

渋谷区神宮通り二丁目町会
会長 五月女進一様より
ご挨拶をいただきました

東邦大学医療センター
大橋病院院長 杉 薫様より
ご挨拶をいただきました

平成27年３月21日に

開院式典を行いました！

去る 3月21日に当院の開院式典を執り行いました。当日は、政界、医師会、
医療介護関係者、地域の皆様など、各方面より約 2,200 名を超える多くの方々
にお越しいただきました。また余興では「原宿よさこい連」や「かむゐ」、
「松原正
樹＆フレンズ」の皆様に華やかさや和みの花を添えていただき、盛大な会となり
ました。
開設準備時期より各方面の方々にご支援、ご協力をいただき、この日を迎え
ることができましたこと心より御礼申し上げます。皆様方のご期待に添えるよう
カマチグループの伝統を継承し、社会復帰を目指す患者様のためにスタッフ一丸
となり高度リハビリ医療の提供に取り組んでまいります。今後ともご指導、ご鞭
撻の程よろしくお願いいたします。
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農林水産大臣
参議院議員・林芳正様より
ご挨拶をいただきました

HARAJUKUTIMES

当グループの福岡新水巻病院院長・藤井茂もバンドを演奏

原宿よさこい連の皆様による踊りをご披露いただきました

「剱伎衆 かむゐ」の方々による、
パフォーマンス

HARAJUKUTIMES
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院長あいさつ

Dr. 紹介

原宿リハビリテーション病院
院長

四津 良平

このたび、皆さまのご協力のもと、4 月1日に原宿
リハビリテーション病院を開院することとなりまし

院長

名誉院長

関東統括本部長

関東統括特別顧問

副院長

専門：心臓血管外科
S48 年 慶應義塾大学医学部卒

専門：整形外科・リハビリ
S39 年 京都府立医科大学卒

専門：病理
S54 年 慶應義塾大学医学部卒

専門：神経内科
S49 年 東京医科歯科大学医学部卒

専門：脳神経内科
S54 年 順天堂大学医学部卒

四津 良平（よづ りょうへい）

た。原宿に建つ病院というと豪華なイメージを持た
れがちですが、303 床のうち153 床が差額室料が無

林 泰史（はやし やすふみ）

中野 盛夫（なかの しげお）

山田 達夫（やまだ たつお）

鏡原 康裕（かがみはら やすひろ）

料であり、個室料金もリーズナブルに設定しておりま
す。多様な患者様にご入院いただいても対応できる
ように最上階に特別室フロアの体制も整えておりま
すが、富裕層をターゲットにした経営を目指している
のではなく、患者様と心が通い合った医療を提供さ
せていただくことを目的としております。
これまで山手線内側の回復期病床は、200 床程
度しかなく、急性期で治療した患者様の行き先があ
りませんでした。そうした方々に、安心・安全・快

露木 晃（つゆき あきら）

杉田 洋一（すぎた よういち）

小西

専門：外科
S48 年 慶應義塾大学医学部卒

専門：心臓血管外科
S49 年 千葉大学医学部卒

専門：心臓血管外科
S49 年 群馬大学医学部卒

乃万 有希（のま ゆき）

郡家 克旭（ぐんげ かつあき）

山田 聖之（やまだ まさゆき）

専門：整形外科
H18 年 自治医科大学卒

専門：脳神経外科
H20 年 久留米大学医学部卒

専門：整形外科
H21年 島根医科大学医学部医学科卒

医局長

蒲池 健一（かまち けんいち）
専門：外科
H18 年 久留米大学医学部卒

敏雄（こにし としお）

木村 浩（きむら ひろし）

日野 太郎（ひの たろう）

専門：内科
H7 千葉大学医学部卒

専門：神経内科
H7年 東京医科歯科大学医学部卒

適な医療を提供できるよう、優秀なスタッフを揃え、
チーム医療に取り組むことで、365 日リハビリテー
ションを提供してまいります。
患者様が、喜んでできるリハビリテーションを提供
し、ご自宅に退院していただく。患者様が退院され
るときに、
「この病院に来て、良かった」と言ってお帰
りいただける姿を目標に、日々精進してまいります。

STAFF
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病棟からのロケーション

HARAJUKUTIMES
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医療連携室のご案内

院内施設紹介 当院の施設をご紹介させていただきます。

1階エントランス受付。

1階ロビー・喫茶コーナー

3 床部屋の一例

4 床部屋の一例

原

宿リハビリテーション病院には、急性期病

がら、院内スタッフとの連携はもちろん、院外の

院での病気やけがの治療が一段落し、病

関係機関・関係職種とも密に連携をはかり、日々

状の安定した患者様が安心してリハビリテーション

の業務に励んでおります。

を行い、退院後も住み慣れた地域で安心して生活

当院の様子や詳細をより詳しく伺っていただける

ができるよう、病院と患者様や御家族、地域とを

よう、随時見学が可能です。直接ご覧いただくこ

つなぐ架け橋として医療連携室があります。

とで、リハビリテーションに対する私どもの取り組

スタッフは、看護師 3 名と医療ソーシャルワー
カー（社会福祉士）8 名、クラーク1名の計12 名

２階はフロアすべてがリハビリテーション室となっております。

病棟のデイルーム。こちらでお食事をお召し上がりい
ただきます。またレクリエーションやご面会にもご利
用いただけます。

みを、より深くご理解いただけるものと思います。
いつでもお気軽にお声かけください。

で、患者様や御家族様の声に耳を傾け寄り添いな
最上階の特別室

医療連携室の業務内容

◆入院相談や入院時の送迎の調整
◆退院支援
◆各福祉制度・サービスの説明
◆病院見学の案内
◆家族教室の開催 など

各病棟の浴室には、機械浴を完備。車椅子の
方でも浴槽でお風呂を楽しんでいただけます。
また、週に 3 回ご入浴いただいております。

最新式ロボットスーツ HAL®を４台導入しています。

お問い合わせ先

原宿リハビリテーション病院 医療連携室
東京都渋谷区神宮前 6-26-1

TEL 03-3486-1225（直通）
FAX 03-3486-1226（直通）
HP http://www.harajuku-reha.com
E-mail renkei@harajuku-reha.com

個室の一例。ミニシンク付、シャワーブース付タイプなどがございます。
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HARAJUKUTIMES

個室にはトイレが完備されております。

HARAJUKUTIMES
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JR 山手線沿いにあり、都心へのアクセスは良好！
桜の名所として有名な目黒川があり、活気あふれる街へ。

2015年

五反田リハビリテーション病院 10月

に
開院予定！

オープニング
スタッフ募集

HARAJUKUTIMES

★正看護師（准看護師）

※正看護師
（准看護師）
としてご入職された方に
（規定有）
お祝い金３００，
０００円（税込）プレゼント！

医師・薬剤師・社会福祉士・看護助手 同時募集！
一般社団法人
巨樹の会

お問い合わせ

五反田リハビリテーション病院

五反田
リハビリ
テーション
病院

開設準備室 看護部

五反田リハビリテーション病院

春
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〒141-0031 東京都品川区西五反田8-8-20
TEL 03-3779-8820 FAX 03-3779-8823
MAIL mail@gotanda-reha.com
WEB http://www.gotanda-reha.com/
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検 索

ホームページのご案内

検索

原宿リハビリテーション病院
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平成 27 年 4 月発行
原宿リハビリ
テーション病院

広報委員会

広報委員会
〒150-0001東京都渋谷区神宮前 6-26-1
TEL 03-3486-8333／FAX 03-3486-8334
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■ＪＲ原宿駅 表参道口より徒歩８分
■東京メトロ明治神宮前駅 ７番出口より徒歩４分
■ＪＲ渋谷駅 東口
番バス／ 番バス
神宮前６丁目バス停より徒歩１分

一般社団法人 巨樹の会 原宿リハビリテーション病院

企画・発行所：一般財団法人 巨樹の会

病院の詳しい内容は、ホームページでご覧いただけます。
ぜひご参照くださいませ。
グループ病院ホームページにもリンクできます。

