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南東北醫療集團簡介
南東北病院グループとは

南東北醫療集團（STHG）創立於 1981 年，初期為
腦神經外科專門醫院，而後規模逐漸擴大，秉持「卓

越日本醫療守護您的健康與希望」之使命，至今已擁

有八家附屬醫院及 100 多家附屬機構，總病床數超過
3,000 床。

南東北醫療集團依據國際品質標準提供先進醫療服

務，並廣納頂尖的高技術醫療人才，以提供病患最佳

醫療服務。

近年來，南東北醫療集團成立了高度先進的質子治療

（Proton Beam Therapy；簡稱 PBT）中心，以及世界
第一所迴旋加速器硼中子捕獲治療（Boron Neutron 
Capture Therapy；簡稱 BNCT）研究中心，以期成為
國內外病患的重症治療中心。

南東北醫療集團將持續強化高品質的日本醫療，關懷

癌症及其他疾病患者，成為亞洲及世界級的醫療樞紐。 南東北病院グループは 60 床規模の脳神経外科専門病
院として 1981年に設立されました。その理念は「す
べては患者さんのために」という文言であらわされ
ています。発展を遂げた今日では 8 つの病院と大小
100あまりの医療・介護・福祉関連団体を傘下にもち、
総病床数は 3000 を越すようになりました。

南東北病院グループ傘下のすべての医療機関では、
医療の質の国際基準に見合う、様々な医療サービス
を高いレベルで提供し続けています。そして、その
ことによって日本国内のみならず外国からおいで
になる患者さん方からも高い評価をいただいていま
す。まさに優れた技量・清廉な人格・清々しい態度
の様々な職員の仕事振りが評価をいただいているも
のと思われます。

近年、南東北病院グループでは、高度先進医療とし
て陽子線治療センター、さらにはホウ素中性子捕捉
療法（BNCT）研究センターを開設しました。そのこ
とで、がん治療における地域のそして国際的なセン
ターとして、皆様に奉仕し続けることが可能となり
ました。

私たち関係者は、南東北病院グループ全体が、上記
の高度医療施設を先頭に、アジアそして世界の医療
ハブとして皆様のお役に立てますよう、今後とも努
力を続けてまいります。
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南東北腦神經外科醫院於福島縣郡山市成立。
福島県郡山市に南東北脳神経外科病院開設。

財團法人腦神經疾患研究所於福島縣郡山市成立。
財団法人・脳神経疾患研究所を郡山市に設立。

社會醫療法人將道會南東北綜合醫院於宮城縣岩沼市成
立。
宮城県岩沼市に現在の社会医療法人将道会　総合南東
北病院を開設。

南東北醫療集團首家老人照護機構於宮城縣岩沼市成立。
南東北病院グループ初の老人保健施設を宮城県岩沼市
に開設。

南東北福島醫院於福島縣福島市成立。
福島県福島市に南東北福島病院開設。

南東北綜合醫院通過 ISO9001:2000 認證，為集團內首
家通過認證的醫院。
総合南東北病院（郡山市）が ISO9001（2000）の認証
を受け、グループ傘下施設の ISO 認証の先駆けとなる。

日本首台 PET-CT（兩座）設立，隨後集團陸續設置共 
12 座 PET-CT。
南東北病院グループにPET-CT2台の設置（日本初）。  そ
の後グループ傘下施設への設置続く。

【江古田之森   保健福祉中心】於東京都中野區成立，

為目前日本規模最大的保健福祉中心。

東京都中野区に東京総合保健福祉センター江古田の森
開設（日本で最大規模）。

日本厚生勞動省指定南東北綜合醫院為癌症特殊照護轉
診中心。
総合南東北病院が「がん診療連携拠点病院」に指定。

南東北醫院集團旗下的醫療與福利機構數量已達 100 
多家，其中包含八家醫院。
南東北病院グループ傘下の事業施設数は 8 つの病院を
含み、合計 100 施設を上回った。

南東北藥物發展暨迴旋加速器研究中心（暫定名稱）將
於福島縣郡山市開幕。
福島県郡山市に「南東北創薬・サイクロトロン研究センタ
ー」を開設予定。

世田谷復健中心將於東京都世田谷區開幕。
東京都世田谷区に東京リハビリテーションセンター世田
谷を開設予定。

質子治療中心自2008年10月啟用後，治療的病患累計超
過4,700例。
陽子線治療を受けた患者さんの累積人数が開業以来
4,700人を超した。

硼中子捕獲治療（BNCT）研究中心開始提供癌症治療。
BNCT研究センターでのがん治療を開始予定。

東京綜合醫院尖端醫療照護大樓落成。
総合東京病院に高度医療センターの新棟が完成・稼働。

大阪難波診所於大阪市中央區開幕。
大阪市中央区に大阪なんばクリニックを開設。

南東北綜合醫院通過Medical Excellence JAPAN日本國
際醫院（JIH）認證。
総合南東北病院（郡山市）が日本国際病院（JIH）とし
て認証。

硼中子捕獲治療研究中心（BNCT Research Center）於
福島縣郡山市南東北綜合醫院院區成立。
郡山市の総合南東北病院に、BNCT（ホウ素中性子捕捉療
法）研究センターを併設。

新百合丘綜合醫院於神奈川縣川崎市成立。
神奈川県川崎市に新百合ヶ丘総合病院を開設。

南東北第二醫院於福島縣郡山市成立。
福島県郡山市に南東北第二病院を開設。

南東北醫療集團參與311東日本大地震救災活動。
南東北病院グループは3月11日の東日本大地震に耐え、グ
ループ全体が復旧・復興のために貢献。

東京綜合醫院於東京都中野區成立。
東京都中野区に総合東京病院開設。

南東北綜合醫院通過ISO9001:2008續評認證。
総合南東北病院のISO9001:2008認証が更新された。

東京診所成立於東京 JR 車站鄰近地區。
東京駅近傍に東京クリニック開設。
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硼中子捕獲治療（BNCT）臨床試驗於日本厚生勞動省
監督下正式展開。
BNCT研究センターで、厚生労働省監督下に、ホウ素中性
子捕捉療法の治験開始。
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南東北質子治療中心（Proton Therapy Center）於福島
縣郡山市成立。
福島県郡山市に「南東北がん陽子線治療センター」を開設。

2008.10

南東北醫療集團歷史里程碑創辦人暨理事長啟語
創設者兼総長のメッセージ グループの歴史・今日までの歩み

「健康」是人類一生最大的資產，也是幸福之源。「永

保安康」是你我的希望，然而不可避免地，人們有時

會受傷或生病，然後逐漸變老，直至生命終點。

南東北醫療集團以超越國境、打破語言的藩籬，致力

推動健康人生。

專業的醫療人員運用技術與管理技能、知識及經驗，

為您在健康上的問題提供最佳解決方案。我們以符合

國際水準的醫療技術引以為豪，同時引領照護品質的

創新與改變。全體同仁尊重各國病人的文化、風俗習

慣以及就醫意願。

我於 1981 年成立 60 床的腦神經外科專門醫院。發展
至今已設立超過 100 多家醫療與照護機構，其中擁有
八家附屬醫院的南東北醫療集團（Southern TOHOKU 
Hospital Group）。透過組織動員，以及 3,000 床的
優勢，集團的 7,500 名員工持續為日本的整合性醫療
照護努力。

本醫療集團以腦神經外科及放射治療為首，提供 34
個醫療專科與次專科的臨床服務。此外我們也配有

先進儀器設備，包含正子造影（Positron Emission 
Tomography；簡稱 PET）、電腦斷層掃描（Computed 
Tomography； 簡 稱 CT）、 磁 振 造 影（Magnetic 
Resonance Imaging； 簡 稱 MRI）、 電 腦 刀

（CyberKnife）及質子治療（Proton Beam Therapy；
簡稱 PBT），PBT 於 2008 年開始啟用，十年來治療
超過 4,500 例病患。

全世界第一個迴旋加速器硼中子捕獲治療（Boron 
Neutron Capture Therapy；簡稱 BNCT）研究中心於
2014 年落成，2016 年起開始進行臨床試驗以通過政
府審核。BNCT 為癌症新療法，我竭誠期盼能以尖端
療法治療癌症，為世界各國的病患服務。

南東北醫療集團及國際醫療部樂意解決各位的疑問，

我們將秉持「卓越日本醫療守護您的健康與希望」之

使命，擔任您健康人生的顧問。

「健康」はこの世に生きる私たちの資産であり、そ
れを維持することは皆の強い願いです。しかし、人
は時に病や怪我に、苦しむこともあります。また、
人は必ずや老いていきます。

私たち南東北病院グループは、皆様の「健康な暮ら
し」の実現に、国境や言語の壁を越えて、貢献した
いと考えています。

皆様の文化、習慣、医療についてのご希望を尊重し
つつ、日本で培った国際的評価の高い医療技術・マ
ネジメント実践を通して、皆様の健康に関わる問題
解決をお手伝いします。

脳神経外科専門病院（1981 設立）を出発点として、
私は今日まで 8 つの病院を含む 100 の医療・介護施
設を有する「南東北病院グループ」を運営し、脳神
経外科のみならず、保健医療福祉全般にわたる包括
的ケアの実現のために、8,000 人余の職員とともに
努力してきました。

総合南東北病院はグループの本部病院として脳神経
外科、放射線科をはじめとする 34 の専門分野で皆様
のニーズに応えてまいります。

そのために、私共の病院には CT、MRI、PET-CT、
Cyber Knife など十分な数の最新医療機器を合理的に
配置しています。

特に、これまで 4,500 例以上の患者さんを治療して
いるプロトン療法施設では様々な国や地域からがん
治療の患者さんをお迎えしています。

また、すでに建設を終わり、臨床応用の準備が
着々と進んでいる Boron Neutron Capture Therapy
（BNCT）施設についても、多くの患者さんのがん治
療に今後貢献できるものと期待しています。

世界でこれをお読みになっている皆様、私たちにで
きることがあれば、いつでもご相談ください。私た
ちは、「すべては患者さんのために」のスローガン
のもと、皆様のお役に立てますよう、準備を整えて
おります。

腦神經外科醫師
南東北醫療集團創辦人暨理事長
脳神経外科専門医
南東北病院グループ・総長
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皮膚科

皮膚美容科

抗老門診

植髮門診

複健科

放射腫瘤科

南東北質子
治療中心

南東北硼中子捕獲治
療研究中心

放射診斷科

過敏科

氣喘及過敏門診

老年神經科暨
精神科

血液透析中心

疼痛控制門診

急診中心

基因診斷科

安寧緩和療護門診

全身高階健檢與腦部
精密檢查

電腦刀門診

皮膚科
美容皮膚科

アンチエイジング外來

頭蓋育毛外來

リハビリテーション科
放射線治療科
南東北がん陽子線
センター
南東北 BNCT研究
センター
放射線診斷科
アレルギー科
喘息・アレルギー外來

高齢精神・神経科

透析科
ペインクリニック
救急センター
遺伝子診療科
緩和ケアー外來
人間ドック・脳ドック

サイバーナイフ外來 

総合診療科
消化器內科
內視鏡內科

肝臓外来

循環器內科
小児迴圈器専門外來

呼吸器科
CPAP外來
（睡眠時無呼吸症候群外來）

神経內科
ボツリヌス神経治療外來

物忘れ外來

てんかん・パーキンソン病・
震えの外來

心療內科
精神科
腎臓內科・透析內科
血液內科
腫瘍內科
糖尿病內科
禁煙外來

內分泌・代謝內科
骨・生活習慣病外來

小児科
小児內分泌・代謝外來

Lysosome病治療センター

一般內科

消化內科

內視鏡內科

肝臟疾病門診

心臟內科

小兒心臟專門門診

胸腔內科

CPAP門診
（睡眠呼吸中止症檢查門診）

神經內科

肉毒桿菌素神經治療門診

健忘症門診

癲癇與帕金森氏症
及震顫門診

心身醫學科

精神科

腎臟內科暨血液透析

血液檢驗科

腫瘤內科

糖尿病內科

戒煙門診

內分泌新陳代謝科

骨骼暨生活型態疾門診

小兒科

小兒代謝內分泌科門診

溶小體肝醣儲積症治療中心

醫 療 專 科 診療科・専門外来
総合南東北病院
南東北綜合醫院

南東北がん陽子線
治療センター

南東北質子治療中心

南東北 BNCT
研究センター

南東北硼中子捕獲
治療研究中心 総合東京病院

東京綜合醫院

東京クリニック
東京診所

新百合ヶ丘総合病院
新百合丘綜合醫院

外科系診療科
神經外科
福島孝德   腦瘤暨顱底中心

頭痛門診

小兒腦神經外科中心

腦血管治療中心

腦中風中心

脊椎外科

外科

乳房外科門診

腫瘤外科門診

大腸直腸外科門診

消化外科

肝病及肝癌專門門診

肝膽胰脾專門門診

傷口造口門診

骨科

脊椎脊髓暨末梢神經外科

脊髓微創手術中心

脊椎韌帶骨化症門診

外傷中心

心臟血管外科

血管外科

靜脈瘤專門門診

下肢動脈專門門診

整型外科

美容外科

唇顎裂中心

胸腔外科

脳神経外科
福島孝德・脳腫瘍・頭蓋底センター

頭痛外來

小児脳神経外科センター

脳血管內治療センター

脳卒中センター

脊髄外科

外科
乳腺外科外來

腫瘍外科外來

肛門外來

消化器外科
肝臓病・肝臓がん専門外來

肝膽膵脾専門外來

ストマ外来

整形外科
脊椎脊髄末梢神経外科

低侵襲脊髄手術センター

脊柱韌帯硬化症外來

外傷センター
心臓血管外科
血管外科

靜脈瘤専門外來

下肢動脈専門外來

形成外科
美容外科

口唇口蓋裂センター

呼吸器外科

小兒外科

產科

助產師門診

婦科

生殖醫學中心

婦科微創手術中心

耳鼻喉科

耳鳴及聽覺障礙門診

頭頸部及甲狀腺腫瘤門診

助聽器諮詢門診

鼻竇炎門診

過敏疾病中心

眩暈門診

眼瞼痙攣暨面肌痙攣門診

泌尿科

尿失禁門診

眼科

視網膜剝離門診

斜視、弱視暨眼整形門診

神經眼科暨視網膜色素
病變門診

麻醉科

疼痛緩和中心

一般牙科暨矯正科

口腔外科

口腔癌中心

口腔照護科

小児外科
產科
助產師外來

婦人科
リプロダクションセンター

低侵襲婦人科手術センター

耳鼻咽喉科
耳鳴り難聴外來

頭頸部甲狀腺腫瘍外來

補聴器相談外來

鼻副鼻空外來

アレルギー疾患センター

めまい外來

顏面・眼瞼痙攣外來

泌尿器科
コンチネンス外來

眼科
網膜硝子體疾患クリニック

斜視・弱視・眼形成クリニック

神経眼科・網膜色素変性症
クリニック

麻酔科
ペイン緩和センター

歯科・歯科矯正科
歯科口腔外科
口腔がんセンター

口腔ケア科
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東京綜合醫院院長啟語
 総合東京病院院長のご挨拶

醫院概要

理事長：渡邊　貞義

院長：渡邊　貞義

總病床數：451
員工人數：1000
臨床科別：神經外科、骨科、消化外科及心臟

內科等 29 個科別

醫院主要功能：東京都地區轉診醫院

病院概要
理事長：渡邉　貞義
院長：渡邉　貞義
病床数：451
職員数：1000
診療科目：脳神経外科、整形外科、消化器外
科、循環器内科など 29 診療科目
病院機能：東京都下の地域中核病院

東京都內的高階照護醫院
本院是位於中野區的區域醫院，鄰接國際商業區及東

京景觀光點之一新宿區，為中野區和練馬區居民提供

區域醫療服務。

尖端醫療照護大樓於 2017 年 4 月落成，總床數提升
至 451 床。心臟內科中心 腦中風中心 康復與復健病
房及小兒急診醫療服務等功能均大幅強化，為急性和

恢復期患者提供了充實的醫療服務。

東京都中野区の地域中核病院
総合東京病院は、国際的な商業地区であり東京の観
光スポット一つでもある「新宿」の隣、中野区に位
置する地域拠点病院です。当院は、中野、練馬両区
の地域医療に貢献しています。

2017 年 4 月に新病棟が完成し、ベッド数は 451 床
に増え、中野区で最も多くの病床数を有する病院に
なりました。また、循環器センター、脳卒中センタ
ー、回復期リハビリテーション病棟、小児救急医療
の機能が大幅に強化され、急性期と回復期の患者さ
んに対する医療サービスが充実しています。

東京綜合醫院自新宿副都心乘車約 10 分鐘可抵達。江
古田之森公園位於醫院北側，提供了一個寧靜及寬心

的環境。

本院自 2010年開院已歷經八年。新落成的尖端醫療照
護大樓占地 1.5 英畝，設置有腦中風中心、心臟內科
中心、小兒急診中心及放射治療中心，提供急性照護、

高度專門醫療照護及密集的復健服務。

此外，我們正積極引進先進的放射治療和影像診斷設

備，以提升醫療系統，讓病患獲得符合自身需求的最

佳治療。

為了履行我們作為主要地區醫院的角色，我們不僅投

資醫療設備，也投入醫療人員的培訓。本院為日本厚

生勞動省評鑑合格之住院醫師訓練指定醫院，以及各

專科醫學院認證之專科醫師訓練指定醫院。

南東北醫療集團致力於實現「卓越日本醫療守護您的

健康與希望」之使命。我們也朝同樣的使命邁進，以

期成為東京都最值得信賴的地區醫院。

総合東京病院は新宿副都心から電車で 10 分圏内に位
置し、病院のすぐ北側には江古田の森公園が広がり、
都心部でありながら落ち着いた立地環境に恵まれて
います。

当院は 2010 年の開院から 8 年が過ぎました。6,000
㎡の隣地を新たに購入し、新病棟を建設。脳卒中、
心臓血管、救急、リハビリテーション、放射線治療
等の治療センターを開設し、急性期医療および高度
専門医療、集中的なリハビリテーションを提供でき
るようになりました。

また、最先端の放射線治療装置や画像診断装置など
を積極的に導入し、患者さんに最良の治療を施せる
よう体制を強化しています。

地域の中核的医療機関としての役割を果たしていく
ためには、設備への投資に加え、優秀な人材の育成
が不可欠です。当院は基幹型臨床研修病院の指定を
はじめ、各医学会が認定した訓練施設として多くの
研修医を育て、専門医を養成しています。

「すべては患者さんのために」私たちはこの理念を
片時も忘れず、地域から信頼される総合病院を目指
してまいります。

院長
東京綜合醫院
院長
総合東京病院

渡邊　貞義
渡邉　貞義
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引進脊椎微創手術
              提升病患的生活品質

本院引進脊椎微創手術，主要治療傳統脊椎手術無法

有效治療的疾病，包含脊髓型頸椎病、腰椎間盤突出、

椎管狹窄、腰椎滑脫、脊髓腫瘤等。

本院脊椎微創手術平均住院日為日本關東地區最短，

我們致力於提供個人化的治療，幫助患者術後傷口復

原，早日恢復體力。

脊椎脊髄センターは低侵襲手術で
QOL向上に貢献
脊椎脊髄疾患に対して、保存的治療に重点を置きつ
つも、それが無効な場合には顕微鏡下での低侵襲手
術を積極的に行っています（頸椎症性脊髄症、腰椎
椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、腰椎変性すべり症、
脊髄腫瘍）。

当センターでは手術のための入院期間は関東圏では
最短で、患者さんの要望に応じた問題解決に貢献し
ています。

最先進的設備
           更快速安全的療程

本院配備有正子造影電腦斷層掃描（PET-CT）、單光子
電腦斷層掃描（SPECT）及超高磁場磁振造影（3 Tesla 
Magnetic Resonance Imaging；簡稱 3T MRI），提供快
速又準確的醫療影像評估，協助醫師診斷及治療。

我們配有複合式手術室（Hybrid Operating Room），結
合手術與醫學影像系統，於手術時提供準確治療方針。

本院配備三個心臟導管室，處理急性心臟疾病包含心肌梗

塞的病患。

本院每天都以更安全及高度的醫療實現為目標。

迅速で安全そして質の高い高度医療を
目指す総合病院
当院では、PET-CT、SPECT、3 テスラ MRI などを用い
た迅速で高度な画像診断が常に行われ、高度医療を支え
ています。

また、最新のハイブリッド手術室を備え、手術室の中で
高度な画像診断、より的確な方針の決定などが可能とな
りました。

心臓カテーテル室は 3 室配備し、心筋梗塞をはじめと
した緊急の心疾患の患者さんに対応できる体制を整え
ています。

当院は日々、より安全で高度な医療の実現を目指してま
いります。

東京綜合醫院
 総合東京病院
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東  京  診  所
 東 京 ク リ ニ ッ ク

位於東京都中心
           往返羽田及成田機場交通便捷

本診所鄰近東京車站，自「丸之內北口」出口步行約

五分鐘可抵達。在充滿活力的東京，您可以體驗日本

文化，享受愉快的旅行，以及最佳的醫療服務。由羽

田及成田機場前往本診所只需要一個小時的車程，交

通十分便捷。

東京都心にあり、成田・羽田両空港か
らのアクセスも良好
東京クリニックは東京駅丸の内北出口から徒歩 5 分
の位置にあります。

東京はダイナミックな魅力溢れる大都市です。ショ
ッピングや日本文化との触れ合いそして最高の医療
サービスを提供する場所でもあるのです。

皆様が到着される成田・羽田の二つの国際空港から
は、便利な様々な交通手段があり、わずか 1 時間程
度で東京クリニックのある東京駅に着くことができ
ます。

醫院概要

理事長：渡邊　貞義

院長：宮崎　東洋

員工人數：60
臨床科別：22
醫院主要功能：專門醫療診所

病院概要
理事長：渡邉　貞義
院長：宮﨑　東洋
職員数：60 
診療科目：22   
病院機能：専門医療クリニック

東京診所院長啟語
 東京クリニック院長のご挨拶

東京診所創立於 2006 年 10 月 1 日，位於東京車站步
行之距。為大眾提供多種專業醫療保健服務，又稱之為

「醫療指南針」。

我擔任東京診所院長，並榮膺順天堂大學榮譽教授，我

的專長為疼痛管理，協助病患緩和慢性疼痛，包含癌症

疼痛。

本診所神經外科團隊由「神之手」美譽的世界名醫福島

孝德醫師（美國杜克大學教授）所帶領，福島醫師開發

的「鎖孔手術」能將開顱手術造成的傷害降到最低，減

低風險並縮短恢復時間，幫助病患獲得最佳治療效果。

此外，東京診所配備先進的診斷影像設備，可提供快速

準確的檢查和以病患為中心的治療。

關於質子治療（PBT），我們與本集團附屬南東北質子
治療中心（福島縣郡山市）密切合作，在東京都內提供

諮詢和無縫接軌的轉診服務。

東京診所做為基層醫療的途徑，由值得信賴的醫療專業

人員提供廣泛的門診服務，並根據病患的的醫療需求提

供最適切的治療。

我們期待您來訪本診所。在東京，您將可以體驗日本文

化，享受愉快的旅行，以及最佳的醫療服務。

東京駅から徒歩圏内という最高の立地にある東京ク
リニックは多分野の専門医による「専門医療の羅針
盤役」として、2006年 10月 1日に開院しました。

私は、東京クリニック院長、順天堂大学名誉教授と
して、がん性疼痛をはじめ種々の慢性の痛みを解消
するペインクリニック内科を専門としています。

「神の手を持つ男」と呼ばれ、キーホールオペレー
ションという独特な手術法を開発した福島孝徳デュ
ーク大学教授による脳神経疾患の予約診療を、当院
では、ご利用いただくことができます。

また当院では、画像診断などについては、最新の機
器による迅速な検査・診断を経て患者さん本位の治
療方針の決定に努めております。

がんの陽子線治療については、南東北病院グループ
の南東北がん陽子線治療センター（福島県郡山市）
との緊密な連携のもと、首都圏における相談・診療
窓口として多くの患者さんにご利用いただいていま
す。

東京クリニックは、信頼のおける専門医による専門
医療をご提供しつつ、必要に応じてそれぞれの患者
さんに最も適した病院をご紹介することも含め、専
門医療の水先案内としての役割をも果たす医療機関
です。

当院を受診される皆様のため、医療スタッフをはじ
め職員一同、皆様のお役に立つことを切望していま
す。また、来日に際しては、快適な移動、そして文
化的刺激に満ちた東京を満喫されますことを祈念い
たします。

院長
東京診所
院長
東京クリニック

宮崎　東洋
宮﨑　東洋

東京最頂尖的癌症免疫療法
癌症發病率正在快速上升。本診所專業的醫療團隊提

供癌症病人整合性的免疫療法與熱療。透過最新的醫

療設備，以達最佳治療效果，並將風險降至最低。

最新のがん免疫療法で国内外に知ら
れている東京クリニック
がんは世界で増加しています。東京クリニックでは
最新の設備と卓越した経験を持った医療チームによ
って、免疫療法と温熱療法を巧みに組み合わせた治
療が行われています。
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世界頂尖的神經外科團隊
                         提供專業照護

本診所神經外科門診提供全方位的神經系統及神經外科

疾病診療服務。

神經外科團隊由世界知名的福島孝德醫師（美國杜克大

學教授）所帶領，福島醫師開發的「鎖孔手術」能將開

顱手術造成的傷害降到最低，減低風險並縮短恢復時

間，幫助病患獲得最佳治療效果。

若病人經診斷需要手術治療，我們將與同集團的附屬南

東北綜合醫院合作，提供最新的外科手術，以及進一步

的診斷、治療及預後觀察。

世界をリードする脳神経外科
                          専門医療サービス
東京クリニックは脳血管、脳腫瘍をはじめとする、フ
ルスコープの専門外来医療サービスを、国際的に活躍
する専門医・医療チームを配して提供し続けています。

特に脳神経外科では、世界的に高名な福島孝徳教授の
診療を受けていただくことができます。福島教授（米
国デューク大学医学部教授）は Keyhole Surgery の開
発者として知られています。脳外科手術に際して頭蓋
骨開削の侵襲を最小限にとどめる手法によって、術後
の回復を早めるという画期的な成果をあげている専門
医です。

手術実施となれば、グループ直轄の病院との連携で精
緻、迅速かつ質の高い診断・治療・予後観察の機会を
提供いたします。

精簡作業流程
           提供無縫接軌的轉診服務

本診所提供各類疾病的諮詢及準確的治療。為了確保並

滿足病患的就醫需求，我們也提供病患轉診至南東北綜

合醫院、東京綜合醫院及新百合丘綜合醫院等集團附屬

機構。

グループ内外の病院との円滑な連携
東京クリニックは医療全域わたる患者様中心の精緻な
外来診療を心がけています。

また、必要に応じて南東北病院グループの新百合ヶ丘
総合病院、総合東京病院、さらにはグループの本部病
院である総合南東北病院（福島県郡山市）などとの連
携で皆様のさらなる医療上の要請にお応えいたしま
す。

「すべては患者さんのために」

新百合丘綜合醫院院長啟語
新百合ヶ丘総合病院院長のご挨拶

東  京  診  所
 東 京 ク リ ニ ッ ク

院長
新百合丘綜合醫院
院長
新百合ヶ丘総合病院

笹沼　仁一
笹沼　仁一

新百合丘綜合醫院位於神奈川縣川崎市北部。由於本

區病床數較為缺乏，南東北醫療集團特別申請健康照

護計畫，成立區域轉診醫院，並專設婦產科、小兒科

及其他臨床科，以填補醫療服務的鴻溝。本院成立於

2012 年 8月，2019 年為創院七週年院慶。

我們的使命是促進區域醫療服務，並持續努力，滿足

病患的需求。每年我們都強調專業精神和人力資源管

理，為醫療和健康照護提供技術人才。

2016 年度最新統計數字顯示：救護車及急診服務超過
6,000 人次，手術超過 5,000 人次。我們重視以病患
為中心的照護及團隊服務，以支持跨領域的團隊合作。 
我們提供適切和低侵入性治療方式，以提升患者的康

復率及生活品質（QOL）。

醫療院所之間相互合作十分重要，本院已與 500 間世
界各地醫療院所簽署合作協議。我們歡迎來自醫療院

所與醫師之間提供相互的轉診服務，並期待和諧的合

作關係，以實現彼此共同的目標。

我們將持續致力於提供先進的醫療服務，強化集團醫

院間團隊合作精神，以贏得病人和家屬的信任。

新百合ヶ丘総合病院は、神奈川県川崎市北部の不足
病床を補い、産婦人科・小児科を含む地域医療の充
実に寄与することなどを目的とした川崎市の公募に
おいて選ばれ、2012 年 8 月に開院し、2019 年で 7
周年を迎えました。

開院以来、地域医療と、南東北グループの得意な先
進医療・高度医療を柱として運営してまいりました。
優秀な医師をはじめ職員の総数が増えたことによ
り、年々診療体制も充実してきております。

昨年の実績としましては、救急車の受入れが 6000
台を超え、手術件数も 5000 件を超えました。また
患者さん第一主義の視点から、チーム医療制を導入
し、診療科の垣根を越えたカンファレンスを重視、
患者さん一人ひとりにとって最適な治療方針を決定
するなど、患者さんの QOL（生活の質）まで配慮し
た身体に優しい低侵襲医療に力を入れております。

当院では病診連携・病病連携も重要視しており、当
院との連携医療機関（登録医）は 500 件を超えまし
た。今後は海外の先生方を含め、開業医や病院の先
生方からさらに信頼され患者さんをご紹介いただけ
るよう、スムーズな受け入れ態勢を強化していく方
針です。

今後とも、患者さんとご家族様から信頼していただ
けるように、皆様に必要とされる医療を、職員一丸
となって提供してまいります。



14 1514 15

尖端醫療設備強化癌症醫療照護

癌症診斷與治療為本院先進醫療照護目標之一。醫

院配備有最新醫療影像技術設備，例如磁振造影

（Magnetic Resonance Imaging； 簡 稱 MRI） 及 正
子電腦斷層掃描（PET-CT），以及尖端科技，例如
電腦刀（CyberKnife）及達文西手術系統 （da Vinci 
Surgical System）。

我們也與同集團其他附屬醫院密切合作，提供以病患

為中心的醫療照護及癌症治療計畫，以提升患者的康

復率及生活品質（QOL）。

がんの診断治療に活躍する先進医療
機器
私たちはがんの診断や治療には特に力を注いでいま
す。そのため、MRI、PET-CT などについては最新の
機器を取り揃え、かつ、サイバーナイフ、「ダ・ビ
ンチ」ロボット手術機器のような最新治療機器につ
いても有効活用を図っています。

私たちは南東北病院グループの他の施設と連携を保
ちつつ患者様中心の医療、特にがんに関してはその
治療計画・実施とともに、治療後の予後管理を徹底
し、患者様の QOL 向上に寄与いたします。

新 百 合 丘 綜 合 醫 院
 新 百 合 ヶ 丘 総 合 病 院

東京都首都圈居民的
                     主要醫療照護機構

本院位於神奈川縣川崎市，川崎市為日本人口數排名第

八的城市，同時也是首都圈主要城市之一。我們的使命

是促進區域醫療服務，並持續努力，滿足病患的需求。

首都圏住民の健康を守る
                         地域中核病院
新百合ヶ丘総合病院は首都圏・神奈川県川崎市（全国
で 8番目に大きい人口を抱える自治体）の好位置にあ
り、地域並びに国際医療に貢献する総合病院です。

提供整合性醫療服務的綜合醫院

本院提供整合性醫療照護，專精領域包含神經外科、骨

科、脊柱脊髓末梢神經外科、婦產科及生殖醫學。我們

也重視專業精神及人力資源管理，以支持跨領域的團隊

合作。

多岐にわたる専門医療サービスを提供
する総合病院
新百合ヶ丘総合病院は脳神経外科、整形外科、脊椎脊
髄末梢神経外科、産科婦人科特に不妊治療などをはじ
め、外科系・内科系を問わず広範囲な専門医療を提供
する総合病院です。私たちは熟練したスタッフによる
チーム医療を志向し、そのために人材確保・管理には
特に力をいれています。

醫院概要

理事長：渡邊　一夫

院長：笹沼　仁一

總病床數：377
員工人數：1,130
臨床科別：神經外科、泌尿科、骨科、脊柱脊

髓末梢神經外科、放射腫瘤科及生殖醫學等

40個科別
醫院主要功能：東京及神奈川縣地區轉診醫院

病院概要
理事長：渡邉　一夫
院長：笹沼　仁一
病床数：377
職員数：1,130
診療科目：脳神経外科、泌尿器科、整形外科、
脊椎脊髄末梢神経外科、放射線治療科、産婦
人科など 40
病院機能：首都圏地域中核専門医療総合病院
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創新微創與機器人輔助手術
                  應用在泌尿科及婦產科

本院成立微創手術中心以降低手術困難度，並縮短手

術時間。本院泌尿科率先採用達文西手術系統，幫助

病患縮短恢復期，盡速回歸正常生活。

此外，婦產科也引進達文西手術系統，不僅縮小手術

傷口，也提高手術準確度。

我們致力於推廣最先進的機器人手術技術，以期成為

日本主要的機器人手術中心。

da Vinci（手術支援ロボット）によるよ
り精密・安全な低侵襲手術
当院では、ロボットによる低侵襲手術の導入で体に
大きな切開を入れる手術が少なくなり、患者さんの
入院期間も短縮しています。

泌尿器科では da Vinci 装置の使用により前立腺がん
手術術後の患者さんの早期の回復が可能となりみな
さんの社会復帰に貢献しています。

産婦人科における応用でも、手術の精度向上ととも
に患者さんの早期の回復を達成しています。

このように当院は日本におけるロボット手術の拠点
の一つとしての発展を続けています。

新 百 合 丘 綜 合 醫 院
 新 百 合 ヶ 丘 総 合 病 院

南東北綜合醫院院長啟語
総合南東北病院院長のご挨拶

每個人的生命旅程都會經歷生病。南東北綜合醫院希

望能在您需要時，提供協助。

全體同仁不論級別與科別，協助解決您的健康需求。

醫院超過 30 個專科提供最佳診斷、治療及健康推廣。
我們整合醫療技術與經驗，以醫療保健不可或缺的積

極態度提供您服務，並以團隊合作解決您的健康問題。

身為院長，我必須更貼近醫療照護場所，包含手術室

與病房。我也善用管理工作過程中，於醫療照護場所

收集的資訊，加以提升本院服務品質。

我將竭盡所能，克服語言及文化藩籬，為您提供更好

的服務。

病気や怪我は、誰にでも起こりうることです。そのよ
うな場合に、私たちは、皆さんのお役に立ちたいと思
います。

総合南東北病院では、職員全員が、職種・職位に関わ
らず患者さんひとりひとりのニーズに真摯に向き合い
ます。そして 30余の専門診療科は、高度な医療技術・
幅広い臨床経験・スタッフの豊かな人間性を統合して、
診断、治療、予後観察、疾患予防・健康増進など多岐
にわたる活動を発展させています。Team Approachを
旗印に、私たちは皆様の健康上の問題解決や健康増進
に貢献いたします。

私は外科専門医として 30年以上にわたって教育・研究
・臨床の現場で活動してきました。いまは病院長とし
てマネージメントを通じて、私たちが提供する医療の
質・効率・安全・そして患者さんの満足度の向上に取
り組んでいます。

私は院長室にいる時間よりも外来・病棟や手術室を訪
れる時間を大事にしています。そしてそこで得られた
情報や知見を病院全体の医療の質向上や病院全体のマ
ネージメントに役立てるよう、毎日努力しています。

国境・言語・文化の壁を越えて、皆様に高度で人間的
な医療サービスを提供できるよう、全力を尽くします。

院長
南東北綜合醫院
院長
総合南東北病院

寺西　寧
寺西　寧
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南東北綜合醫院
 総合南東北病院

整合醫療服務、地理位置便利

本院位於福島縣郡山市，距離東京搭乘新幹線約 80 分
鐘，我們提供全面的醫療服務，包含尖端診斷與精密

癌症治療。

皆様に届く高度医療
東京から 80 分新幹線で移動すると、郡山に着きま
す。そして総合南東北病院の多彩な高度医療サービ
スが皆様をお待ちしています。私たちは、特に、が
んに対する高度先進医療に力を入れています。

現代化的醫療設備與診斷治療技術

我們配有五台正子造影電腦斷層掃描（PET-CT），大
幅縮短病患的等待時間。

最新の診断治療機器
その一例として、5 台の PET 装置が皆様の待ち時間
を最小限にすべく、フル稼働しています。

先進癌症療法 — 質子治療（PBT）暨 
硼中子捕獲治療（BNCT）

我們擁有質子放射治療設備，南東北質子治療中心為

亞洲最活躍、最具經驗的質子治療中心。自 2008 年
啟用後，治療 病患累計超過 4,700例。

硼中子捕獲治療（BNCT）研究中心預計於 2020 年展
開硼中子捕獲治療的臨床應用，為世界第一家於醫院

內安裝的迴旋加速器 BNCT。

がん陽子線治療とBNCT

がん陽子線治療センターは、アジアで最も経験豊か
な施設の一つです。陽子線治療を受けた患者さんの
累積人数は開業以来 4,700 人を超えました。

BNCT 研究センターで臨床治験中のホウ素中性子捕
捉療法は、2020 年頃に臨床応用が開始されることが
期待されています。当施設は世界で初めて病院に設
置された「加速器による中性子発生装置」を備えて
います。

醫院概要

理事長：渡邊　一夫

院長（南東北綜合醫院）：寺西　寧

院長（南東北診所）：深谷　保男

總病床數：461
員工人數：1,261
臨床科別：神經外科、放射科等 34個科別

醫院主要功能：區域癌症轉診醫院

病院概要
理事長：渡邉一夫
院長 (総合南東北病院 )：寺西　寧
院長 (南東北医療クリニック )：深谷　保男
病床数：461
職員数：1,261
診療科目：脳神経外科、放射線科など 34科目
病院機能：がん診療連携拠点病院など
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聯絡我們 お問い合わせと交通アクセス

南東北綜合醫院
地址：〒963-8563 日本福島縣郡山市八山田 7-115
交通方式：從東京車站搭乘東北新幹線（約 80 分鐘車程）至 JR 郡山車站，再
轉搭計程車至南東北綜合醫院（約 12 分鐘車程）。請告知司機前往「Minami 
TOHOKU Byouin Seimon」（南東北醫院正門口的日文）。

総合南東北病院
住所：〒963-8563 福島県郡山市八山田 7-115
交通アクセス：新幹線で（東京から郡山まで約 80 分間）、JR 郡山駅からタ
クシーで 12 分（運転手さんに「南東北病院正門まで」とお伝えください）

成田国際空港
成田國際機場

羽田機場
羽田空港

郡山
郡山

日暮里
日暮里

上野
上野

京成上野
京成上野

池袋
池袋

新宿
新宿

新百合丘
新百合ヶ丘

中野
中野

品川
品川

濱松町
浜松町

東京
東京

N’EX成田特快 | 成田エクスプレス
京成電鐵 | 京成電鉄
JR山手線 | 山手線
東京單軌電車 | 東京モノレール
京濱急行電車 | 京浜急行電鉄
JR中央線 | 中央線快速
小田急線 | 小田急電鉄
東北新幹線 | 東北新幹線

東京綜合醫院
地址：〒165-0022 東京都中野區江古田 3-15-2
交通方式：搭乘 JR 中央線至中野車站，再轉搭計程車至東京綜合醫院
（約 15 分鐘車程）。

総合東京病院
住所：〒165-0022 東京都中野区江古田 3-15-2
交通アクセス：JR 中央線中野駅からタクシーで約 15 分

東京診所新百合丘綜合醫院
地址：〒215-0026 神奈川縣川崎市麻生區古澤都古 255
交通方式：由新宿車站搭乘小田急電鐵（約 26 分鐘車程）至新百合丘車站，
再轉搭計程車或巴士至新百合丘綜合醫院（約 5 分鐘車程）。

新百合ヶ丘総合病院
住所：〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢都古 255
交通アクセス：新宿から小田急・急行電車で 26 分、新百合ヶ丘駅下車後タ
クシーまたはバスで 5 分

地址：〒100-0004 東京都千代田區大手町 2-2-1 新大手町大樓

交通方式：從東京車站「丸之內北口」出口步行至新大手町大廈

（約 5 分鐘路程）。

東京クリニック
住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル
交通アクセス：JR 東京駅丸の内北口から駅を背に右側に徒歩 ７ 分、
新大手町ビル一階

國際醫療部
請撥打+81-24-934-5322（醫院總機），請說明轉接「Kokusai-Bu」（國際醫療部門
的日文），由總機協助轉接服務人員，也可撥打服務專線 +81-24-934-5385，或 email
至 int.inquiry@mt.strins.or.jp。欲瞭解更多訊息，請上官網查詢 www.STHG-JP.com。

国際医療部
+81-24-934-5322（病院代表：日本語）におかけください。「国際医療部」とお声
かけくだされば担当者につながります。上記番号が通話中の場合、
+81-24-934-5385 にかけてください。「英語」もしくは「中国語」と言っていただ
くと外国語対応のスタッフとお話ができます。メール：int.inquiry@mt.strins.or.jp。
さらに詳細な情報を必要とされる方は www.STHG-JP.com をご参照ください。
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聯絡我們 お問い合わせと交通アクセス

南東北綜合醫院
地址：〒963-8563日本 福島縣郡山市八山田 7-115
交通方式：從東京車站搭乘東北新幹線（約 80 分鐘車程）至 JR 郡山車站，再
轉搭計程車至南東北綜合醫院（約 12 分鐘車程）。請告知司機前往「Minami 
TOHOKU Byouin Seimon」（南東北醫院正門口的日文）。

総合南東北病院
住所：〒963-8563 福島県郡山市八山田 7-115
交通アクセス：新幹線で（東京から郡山まで約 80 分間）、JR 郡山駅からタ
クシーで 12 分（運転手さんに「南東北病院正門まで」とお伝えください）
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成田國際機場
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N’EX成田特快 | 成田エクスプレス
京成電鐵 | 京成電鉄
JR山手線 | 山手線
東京單軌電車 | 東京モノレール
京濱急行電車 | 京浜急行電鉄
JR中央線 | 中央線快速
小田急線 | 小田急電鉄
東北新幹線 | 東北新幹線

東京綜合醫院
地址：165-0022 東京都中野區江古田 3-15-2
交通方式：搭乘 JR 中央線至中野車站，再轉搭計程車至東京綜合醫院
（約 15 分鐘車程）。

総合東京病院
住所：〒165-0022 東京都中野区江古田 3-15-2
交通アクセス：JR 中央線中野駅からタクシーで約 15 分

東京診所新百合丘綜合醫院
地址：215-0026 神奈川縣川崎市麻生區古澤都古 255
交通方式：由新宿車站搭乘小田急電鐵（約 26 分鐘車程）至新百合丘車站，
再轉搭計程車或巴士至新百合丘綜合醫院（約 5 分鐘車程）。

新百合ヶ丘総合病院
住所：〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢都古 255
交通アクセス：新宿から小田急・急行電車で 26 分、新百合ヶ丘駅下車後タ
クシーまたはバスで 5 分

地址：〒100-0004 東京都千代田區大手町 2-2-1 新大手町大樓

交通方式：從東京車站「丸之內北口」出口步行至新大手町大廈

（約 5 分鐘路程）。

東京クリニック
住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル
交通アクセス：JR 東京駅丸の内北口から駅を背に右側に徒歩 5 分、
新大手町ビル一階

國際醫療部
請撥打+81-24-934-5322（醫院總機），請說明轉接「Kokusai-Bu」（國際醫療部門
的日文），由總機協助轉接服務人員，也可撥打服務專線 +81-24-934-5385，或 email
至 int.inquiry@mt.strins.or.jp。欲瞭解更多訊息，請上官網查詢 www.STHG-JP.com。

国際医療部
+81-24-934-5322（病院代表：日本語）におかけください。「国際医療部」とお声
かけくだされば担当者につながります。上記番号が通話中の場合、
+81-24-934-5385 にかけてください。「英語」もしくは「中国語」と言っていただ
くと外国語対応のスタッフとお話ができます。メール：int.inquiry@mt.strins.or.jp。
さらに詳細な情報を必要とされる方は www.STHG-JP.com をご参照ください。
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