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南東北病院
          グループとは
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。創設以来「すべ
ては患者さんのために」の理念のもとに発展を遂げ、
今日では 8つの病院と大小100 余りの医療 ・ 介護 ・ 福
祉事業を展開し、総病床数は 3,000 を超えました。
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・清々しい態度など、様々な職員の
仕事ぶ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、先進的医療として陽
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。

集團簡介
南東北醫療集團（STHG）成立於 1981 年，是一
家擁有 60 床的神經外科醫院。 自成立以來，我
們的發展理念基於「病患至上」。現今，我們集
團擁有 8 家主要醫院和 100 多家醫療、長期照護
與福祉機構，總床數超過 3,000 床。

南東北醫療集團所有醫療分支機構持續提供符合
全球醫療品質標準的廣泛醫療服務。我們憑藉著
員工的表現，包含卓越技能、正直和清新的態
度，被給予了很高的評價。

近年來，我們成立南東北質子治療中心提供尖端
癌症醫療。隨後成立南東北硼中子捕獲治療研究
中心，作為區域和國際癌症中心。

我們竭力成為亞洲乃至全球的醫療樞紐，並將上
述先進的醫療設施放在首位。

総合南東北病院
南東北がん陽子線治療センター

南東北 BNCT研究センター
南東北綜合醫院

南東北質子治療中心
南東北硼中子捕獲治療研究中心

診療科・専門外来
醫療專科

総合東京病院
東京綜合醫院

東京クリニック
東京診所

南東北病院グループとは
集團簡介

大阪なんばクリニック
大阪難波診所

東京リハビリテーションセンター
世田谷

東京復健中心－世田谷

新百合ケ丘総合病院
新百合丘綜合醫院

東京総合保健
福祉センター
江古田の森
東京綜合保健福祉中心
－江古田之森

お問い合わせと
交通アクセス
聯絡我們與交通資訊
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「健康」是我們最大的資產。每個人都希望永保健康，但是
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（STHG）希望幫助「健康生活型態」的體
現，在尊重您的文化、習俗和醫療願望的同時，我們通過在
日本培養的國際知名醫療技術和管理實踐，協助您解決與健
康相關的問題。

自1981年成立神經外科醫院發展至今，南東北醫療集團擁有 

8 家主要醫院和 100 多家健康和長期照護機構，不僅提供神經
外科醫療服務，還提供醫療照護和福祉服務。我們擁有 

3,000 張病床和超過 8,500 名員工，為健康實踐做出貢獻。

我們的附設醫院安裝了數量充足的現代化醫療設備，包含正
子造影（PET）、電腦斷層掃描（CT）和核磁共振（MRI）。
我們還引進放射治療系統，例如電腦刀（CyberKnife）、質
子治療（Proton Therapy）和硼中子捕獲治療（BNCT）。截
至 2021 年 3 月止，南東北質子治療中心已治療 5,877 位病患。
我們歡迎國內外尋求癌症治療的病患來訪。

南東北硼中子捕獲治療研究中心自 2020 年 6 月起開始對病患
進行治療，自2008年至2021年3月止，已治療 76 例頭頸癌，
並取得非常好的成果。

歡迎您預約個人諮詢。我們盡心盡力以「病患至上」的理
念，提供卓越的服務。

「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 年設立）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、 3000 余の入院ベット総数、 8,500 人余の職員とともに努力してきました。
そのために、私共の病院には、 CT、 MRI、 PET-CT 等については十分な数の近代的医療機器を合理的に配置
し、Cyber Knife、 陽子線治療、 BNCT （ホウ素中性子捕捉療法）の施設も整備しております。特に、これまで 

5,877 人 ( 2021 年 3 月現在 ) の患者さんを治療している南東北がん陽子線治療センターでは、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、2020 年 6 月には、南東北 BNCT 研究センター (ホウ
素中性子捕捉療法施設 ) で治療が開始されました。 2021 
年 3 月現在、頭頸部がんで 76 例の治療が行われ、極めて
よい成績を得ています。
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。
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患者中心の医療
以病患為中心的醫療照護

チームアプローチ
團隊合作

先端医療技術
先進的醫療技術

品質へのこだわり
品質承諾

「日本のおもてなし」精神
日本盛情款待的精神

患者満足度
病患滿意度

03 南東
北病
院

グル
ープ

02 南東北病院グループ

創設者兼
       総長のメッセージ

創辦人暨理事長啟語

渡邉   一夫 
脳神経外科専門医
南東北病院グループ・総長
渡邊   一夫
腦神經外科醫師
南東北醫療集團創辦人暨理事長

使
命
私たちの使命は「私たちの力の全てを患者さんの健康と幸福のために捧げる」ことです。
私たちはこれを「すべてを患者さんのために」というスローガンとして掲げ、毎日の業務に勤しん
でおります。
南東北醫療集團的使命是為社會各階層提供健康和福祉。「卓越日本醫療守護您的健康與希望」
是我們集團標語，這也是我們每天努力迎頭趕上的任務。

使命

承諾
患者さんに公正な医療を提供
いたします。
我們尊重醫療服務的公平性

医師による説明と患者さんの
選択に基づく医療を進めま
す。
我們尊重基於醫師解釋的病患選擇

患者さんのプライバシーを尊
重します。
我們保護病患的隱私權

診療情報を患者さん自身にお
伝えします。
我們與病患本人溝通醫療訊息

より良い医療が行われるよう
研修・研鑚いたします。
我們開發訓練與學習途徑，以提供

更好的醫療服務

患者さんの人生が最後まで豊
かであるようにその意志を尊
重します。
我們保持病患尊嚴直至生命盡頭

約   

束



September
南東北脳神経外科病院
を総合南東北病院（郡
山市）に改称
南東北腦神經外科醫院

易名為南東北綜合醫院

（郡山市）

1998

2021
March
陽子線治療を受けた患
者さんの累積人数が開
業以来 5,877 人を超し
た
自開幕以來，南東北質

子治療中心病患總數增

加到 5,877人

April
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）
東京綜合保健福祉中

心－江古田之森於東

京都中野區成立（日

本最大的綜合設施）

2007

2014
September
郡山市の総合南東北病院
に南東北 BNCT（ホウ素
中性子捕捉療法）研究セ
ンターを併設
南東北硼中子捕獲治療研

究中心於郡山市南東北綜

合醫院成立

2017
April
総合東京病院に高度医
療センターの新棟が完
成・稼働
東京綜合醫院尖端醫療

照護大樓新棟竣工並開

始營運

2019
April
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
東京復健中心－世田谷

於東京都世田谷區成立

June
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
南東北藥物發展暨迴旋

加速器研究中心於福島

縣郡山市成立

October
大阪市中央区に大阪
なんばクリニックを開
設
大阪難波診所於大阪

市中央區成立            

2018

May
南東北 BNCT研究セン
ターでのがん治療を開
始
南東北硼中子捕獲治

療研究中心開始提供

癌症治療服務

2020
August
神奈川県川崎市に新百
合ヶ丘総合病院を開設
新百合丘綜合醫院於

神奈川縣川崎市成立

2012

1981
December
福島県郡山市に南東北
脳神経外科病院開設
南東北腦神經外科醫院

於福島縣郡山市成立

2001
July
総合南東北病院（郡山
市）が ISO 9001 （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
南東北綜合醫院（郡山

市）通過 ISO 9001:2000
版認證，為南東北醫療

集團 ISO認證的先驅

2006
October
東京駅近傍に東京クリ
ニック開設
東京診所在東京車站附

近成立

January
財団法人・脳神経疾患研
究所を郡山市に設立
財團法人腦神經疾患研究

所於福島縣郡山市設立

1984

April
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
南東北醫療集團安裝

兩台 PET-CT（日本首
次安裝），隨後集團附

設機構陸續安裝

2004

April
東京都中野区に総合東
京病院開設
東京綜合醫院於東京都

中野區成立

2010

2011
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
南東北醫療集團為 311
東日本大地震災後復興

活動做出貢獻

July
福島県郡山市に、現在
の南東北第二病院を開
設
南東北第二醫院於福島

縣郡山市成立

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
南東北醫院集團附設機

構超過 100 家，其中包
含 8家主要醫院

March
南東北 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
南東北硼中子捕獲治療

研究中心在日本厚生勞

動省監督下，正式啟動

硼中子捕獲治療臨床試

驗

2016

December
総合南東北病院（郡
山市）が日本国際病
院（JIH）として認証
南東北綜合醫院（郡

山 市）通 過 Medical 
Excellence JAPAN 日本
國際醫院（JIH）認證

2008
総合南東北病院（郡山
市）の ISO 9001:2008 認
証が更新された
南東北綜合醫院（郡山

市）通過 ISO 9001:2008
版認證續評

February
総合南東北病院（郡山
市）が「がん診療連携拠
点病院」に指定
南東北綜合醫院（郡山

市）被指定為癌症照護

醫院

October
福島県郡山市に「南東
北がん陽子線治療セン
ター」を開設
南東北質子治療中心於

福島縣郡山市成立

1997
November
福島県福島市に南東北
福島病院開設
南東北福島醫院於福島

縣福島市成立

歷
史
沿
革
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総合南東北病院
南東北綜合醫院

東京クリニック
東京診所

南東北がん陽子線治療センター
南東北質子治療中心

新百合ケ丘総合病院
新百合丘綜合醫院

南東北 BNCT研究センター
南東北硼中子捕獲
治療研究中心

大阪なんばクリニック
大阪難波診所

総合東京病院
東京綜合醫院

東京リハビリテーションセンター世田谷
東京復健中心－世田谷

診療科・専門外来
醫療專科

外科系診療科外科系診療科

脳神経外科
神經外科
脳神経救急・外傷センター
神經外科急診及創傷中心

福島孝徳・脳腫瘍・
頭蓋底センター
腦瘤及顱底中心
（福島孝德教授）

頭痛外来
頭痛門診 

小児脳神経外科センター
小兒腦神經外科中心

脳血管内治療センター
腦血管治療中心

脊髄外科
脊柱外科

パーキンソン病・
ふるえの外科的治療外来 
癲癇、帕金森氏症及震顫門診

外科
外科
乳腺外科外来
乳房外科門診

腫瘍外科外来
腫瘤外科門診

肛門外来
大腸直腸外科門診

消化器外科
消化外科
肝胆膵脾専門外来・
疾患治療センター
肝膽胰脾疾病治療中心

肝臓外来
肝臟疾病門診

肝疾患低侵襲治療センター
微創肝臟手術中心

ストマ外来
造口門診

整形外科
骨科
脊椎脊髄末梢
神経外科センター
脊椎脊髓及末梢神經外科

低侵襲脊髄手術センター
脊髓微創手術中心

小児頭蓋脊髄センター
小兒全腦脊髓中心

脊柱靭帯骨化症外来
脊椎韌帶骨化症門診

外傷再建センター
外傷中心

心臓血管外科
心臟血管外科
血管外科
血管外科

静脈瘤外来
靜脈瘤專門門診

下肢動脈専門外来
下肢動脈專門門診

心臓血管外科小児部門
小兒心臟血管外科部門

形成外科
整型外科
美容外科
美容外科

口唇・口蓋・
顔面修復センター
唇顎裂、上顎及
臉部重建手術中心

呼吸器外科
胸腔外科
気胸センター
氣胸中心

小児外科
小兒外科
舌小帯外来
舌繫帶門診

小児脳神経外科・
脊髄・側彎症外来
小兒神經外科、
脊髓和脊椎側彎門診

産科
產科
助産師外來
助產師門診

婦人科
婦科
リプロダクションセンター
生殖醫學中心

低侵襲婦人科手術センター
微創婦科手術中心

ロボット手術
（ダヴィンチ）センター
機器人手術（達文西）中心

婦人科腫瘍外来
婦科腫瘤門診

耳鼻咽喉科
耳鼻喉科
耳鳴り難聴外來
耳鳴及聽覺障礙門診

頭頸部甲狀腺腫瘍外來
頭頸部及甲狀腺腫瘤門診

補聴器相談外来
助聽器諮詢門診

鼻副鼻腔外来
鼻竇炎門診

アレルギー疾患センター
過敏疾病中心

めまい外来
眩暈門診

顔面・眼瞼痙攣外来
眼瞼痙攣及面肌痙攣門診

泌尿器科
泌尿科
コンチネンス外来
尿失禁門診

眼科
眼科
網膜硝子體疾患クリニック
視網膜剝離門診

斜視・弱視・
眼形成クリニック
斜視、弱視及眼整形門診

神経眼科・
網膜色素変性症クリニック
神經眼科及視網膜色素病變門診

麻酔科
麻醉科
ペイン緩和センター
疼痛緩和中心

歯科・歯科矯正科
牙科及齒顎矯正科
歯科・
顎顔面インプラントセンター
牙科及頜面植牙中心

歯科口腔外科
口腔外科
口腔がん治療センター
口腔癌中心

口腔ケア科
口腔照護科

內科系診療科内科系診療科
内科・総合診療科
一般內科
救急総合内科
急診一般內科

消化器内科
消化內科
内視鏡内科センター
內視鏡內科中心

循環器内科
心臟內科
小児科心臓外来
小兒心臟門診

心血管インターベンション
治療センター
心血管介入性治療中心

呼吸器科
呼吸科
CPAP外來
（睡眠時無呼吸症候群外來）
CPAP門診
（睡眠呼吸中止症門診）

神経内科
神經內科
認知症疾患研究センター
失智症研究中心

脳神経内科・
脳卒中センター
神經內科及中風中心
ボツリヌス神経治療外來
肉毒桿菌素神經治療門診

物忘れ外來
健忘症門診

てんかん外来
癲癇門診

心療内科
心身醫學科

精神科
精神科

腎臓内科・透析内科
肾脏内科及血液透析
血液浄化療法センター
血液淨化治療中心

血液内科
血液科

腫瘍内科
腫瘤內科
がんセンター
癌症中心

糖尿病内科センター
糖尿病內科中心
禁煙外來
戒煙門診

内分泌・代謝内科
內分泌新陳代謝科
骨・生活習慣病外來
骨骼及生活型態疾門診

小児科
小兒科
小児内分泌・代謝外來
小兒代謝內分泌科門診

ライソゾーム病治療センター
溶小體儲積症（LSD）治療中心
代謝・ライソゾーム病・
神経難病・遺伝相談外来
代謝、溶酶體貯積病、
頑固性神經疾病及遺傳諮詢門診

皮膚科
皮膚科
美容皮膚科
皮膚美容科

アンチエイジング外來
抗老門診

頭蓋育毛外來
植髮門診

リハビリテーション科
復健科

放射線治療科・センター
放射腫瘤科
高精度放射線治療センター
高精度放射治療中心

FUS（集束超音波治療）センター
聚焦超音波手術（FUS）中心

粒子線外来
重粒子治療門診

陽子線治療外来
質子治療門診

サイバーナイフ外来・
センター
電腦刀門診

南東北がん陽子線センター
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

放射線診断科
放射診斷科
PET・健診センター
PET及健檢中心

アレルギー科
過敏科
喘息・アレルギー外来
氣喘及過敏門診

高齢精神・神経科
老年神經科及精神科

透析科
血液透析中心

ペインクリニック
疼痛門診

救急センター
急診中心

遺伝子診療科
基因醫學科

緩和ケア外来
安寧緩和療護門診

人間ドック・脳ドック
健檢與腦部檢查

病理診断科
病理科

漢方・未病外来
中醫及症狀前醫學門診

予防医学センター
預防醫學中心

渡航外来
旅遊醫學門診

再生・修復医療外来
再生與修復醫學門診



質子治療是一種放射線治療，利用稱之為布拉格峰（Bragg 
peak）的質子束物理特性來集中並傳遞高劑量輻射至深部
器官，例如肝臟、胰腺、肺、前列腺和膀胱。質子治療對
於直徑大於10公分的腫瘤和傳統放射治療後復發性腫瘤十
分有效。

對於鄰近胃腸道的腫瘤，通過手術在腫瘤和胃腸道之間放
置手術間隔物（surgical spacer）以保護健康的組織，隨後
安全地進行質子治療。此外質子治療結合動脈灌注化療
（Intra-arterial infusion chemotherapy; IAIC）可治療局部晚
期的頭頸癌和膀胱癌。

為了使質子治療在不久的將來成為癌症的標準治療，我們
遵循南東北醫療集團（STHG）「病患至上」的座右銘從事
臨床和研究活動。此外我們秉持「為不需手術及無法手術
的癌症提供最佳治療」的理念，以實現「為郡山及全世界
癌症病患帶來一線希望」的願景。

南東北質子治療中心
主任啟語

南東北がん陽子線治療センター
センター長のご挨拶
陽子線治療はブラッグピークという陽子線の物理学的性質を生かして、肝臓、膵臓、肺、前立腺、膀胱といっ
た深在性臓器に発生した腫瘍に対しても、高線量を集中させて投与することができる放射線治療法です。直
径 10cmを超える大きな腫瘍やこれまでの放射線治療では対応できない放射線治療後の再発例についても陽
子線治療による治療が可能です。
消化管に隣接した腫瘍の治療に際しては、外科と協力しスペーサー手術を事前に行い腫瘍と消化管の距離
を離した状態で安全に陽子線治療を行っています。また、頭頸部、膀胱がんなどの局所進行がんには動注
化学療法併用陽子線治療を行っています。
私達は、陽子線治療が、近い将来がん治療の標準的
治療法として位置づけられることを目標に据え、南東
北病院グループが掲げる院是「すべては患者さんのた
めに」に加え、「切らずに治すだけではなく、切れない
がんをも治す」、「郡山から全国・世界へがん治療の光
を放つ」という理念のもと、陽子線治療の臨床・研究
に日々あたっております。

村上   昌雄
センター長
南東北がん陽子線治療センター
村上   昌雄
主任
南東北質子治療中心

生活瞬息萬變，人們容易遭遇改變生活的疾病或受
傷。南東北綜合醫院在需要幫助時，隨時為您服務。

本院所有員工不論職稱和職級皆滿足病患的需求。超
過30個專科整合了先進醫療技術、廣泛臨床經驗和豐
富人道意識的員工，提供診斷、治療、預後、預防和
健康促進。我們採取團隊合作的方式解決您的健康問
題並改善您的健康。 

作為外科醫生，我從事教育、研究和臨床實踐已有40
多年了。身為院長，我希望通過更好的管理，提高醫
療服務的品質、效率、安全性和病患滿意度。

比起在院長室的時間，我更重視在門診、病房和手術
室花費的時間，以便獲取資訊和知識來改善整個醫院
的照護品質和醫療管理。

我將竭盡所能，克服語言及文化藩籬，提供先進的醫
療服務。

南東北綜合醫院
院長啟語

総合南東北病院
院長のご挨拶
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しています。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 40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・病棟や手術室にい
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。

寺西   寧
院長
総合南東北病院
寺西   寧
院長
南東北綜合醫院
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南東北醫療集團於2012年獲政府補助成立南東北硼中子
捕獲治療（BNCT）研究中心。

硼中子捕獲治療（BNCT）是有選擇性殺死癌細胞的新
療法。有別於傳統放射治療，硼中子捕獲治療是藉由硼
藥物與腫瘤結合，透過新型迴旋加速器產生中子照射腫
瘤部位。

自2016年開始臨床試驗後，我們於2020年6月起對局部
晚期或局部復發的頭頸部惡性腫瘤進行臨床應用，並納
入醫療保險給付。

在不久的將來，我們將擴大惡性腦腫瘤和接近身體表面
的癌症之適應症。我們相信，這項新的治療方式將為難
以治療的癌症病患帶來希望的曙光。

南東北硼中子
捕獲治療研究中心
主任啟語

南東北 BNCT研究センター
センター長のご挨拶
南東北グループでは、日本政府から補助金を得て、南東北 BNCT研究センターを開設しました。
BNCT（ホウ素中性子補足療法）は、がん細胞を選択的に殺滅することのできるがん治療法です。この治療
法は、がん細胞に取り込まれたホウ素化合物と新開発の加速器から得られる中性子との反応を利用する、
従来の放射線治療とは全く異なった機序の新しい放射線治療です。
2016 年に開始された臨床治験を経て、2020 年 6月より
保険診療として局所進行または局所再発の頭頸部悪性
腫瘍に対する臨床応用を開始いたしました。 
 今後、悪性脳腫瘍や比較的体表に近い場所にあるがん
への適応拡大を図っていきます。この治療法が、難治性
癌に苦しんでおられる多くの患者さんへ光明をもたらす
であろうことを確信しております。

髙井   良尋
センター長
南東北 BNCT研究センター
高井   良尋
主任
南東北硼中子捕獲治療研究中心

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。

最新の診断治療機器
その一例として、5 台の PET-CT 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。

がん陽子線治療
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 2008年開業以来 5,877 人を超えました。

ホウ素中性子捕捉療法
(BNCT)
BNCT 研究センターは世界で初めて病院に設置された加速
器によるホウ素中性子捕捉療法施設です。2020 年 6 月よ
り頭頸部がんに対する治療を開始いたしました。

高端醫療照護护
               惠及每一個人
從東京搭乘JR東北新幹線（子彈列車）可在
80分鐘內抵達郡山。我們提供各種先進的醫
療服務，特別是高度先進的癌症醫療照護。

最先進的
      診斷和治療設備
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。

質子治療（Proton Therapy）
南東北質子治療中心是亞洲經驗豐富的設施
之一。自2008年啟用以來，我們已經治療了
5,877名病患。

硼中子捕獲治療（BNCT）
南東北硼中子捕獲治療（BNCT）研究中心
為世界第一家於醫院內安裝迴旋加速器 
BNCT的設施。自2020年6月起，我們開始頭
頸癌的臨床應用。
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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
ポットの一つでもある「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、脳卒中センター、心臓血管センター、救急治療セン
ター、リハビリテーションセンター、放射線治療センター
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。

東京都中野區
             的地區核心醫院
東京綜合醫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，為居住於中野區和練馬區的
居民提供醫療照護。

尖端醫療照護新大樓於2017年4月落成，總床數提升至
451床，為中野區病床數最大規模的醫院。此外腦中風中
心、心臟內科中心、急診中心、復健中心及放射治療中心
的功能大幅強化，急性和恢復期病患的醫療服務也進而提
升。

東京綜合醫院距離新宿副都心不到10分鐘的車程。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年開院至今已11年。醫院購置6,000平方米
的土地建造了新的尖端醫療照護大樓，設有腦中風中
心、心臟內科中心、急診中心、復健中心及放射治療
中心，以提供急性照護、高度專門醫療照護及密集的
復健服務。此外，我們積極引進最先進的放射治療和
影像診斷設備，為病患提供最佳的治療。

為了履行作為主要地區醫院的角色，我們不僅投資醫
療設備，也投資人力資源開發。本院為日本厚生勞動
省指定的住院醫師臨床訓練醫院，以及各學術學會指
定的培訓機構。

本院理念是以「病患至上」為基礎，以期成為社區居
民信賴的綜合醫院。

東京綜合醫院
院長啟語

総合東京病院
院長のご挨拶
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 11 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、救急治療センター、リハビリテーションセンター、放射線治療センター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。

渡邉   貞義
院長
総合東京病院
渡邊   貞義
院長
東京綜合醫院
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致力於快速、安全
和高品質醫療照護
本院提供快速及高端影像診斷技術，包含正子造影
電腦斷層掃描（PET-CT）、單光子電腦斷層掃描
（SPECT）及超高磁場核磁共振（3 Tesla Magnetic 
Resonance Imaging；簡稱3T MRI）。我們也配有先
進影像診斷設備的複合式手術室（Hybrid Operating 
Room），以支持專業醫療服務。

此外三間心臟導管室配備有最新的血管攝影影像系
統，全年365天24小時處理急性心臟疾病，例如心
肌梗塞。

脊椎脊髓中心
通過脊椎微創手術

      為生活質量做出貢獻
脊髓疾病的病患通常考慮採用保守治療，若
保守治療無效，我們建議對脊髓型頸椎病、
腰椎間盤突出、椎管狹窄、腰椎滑脫、脊髓
腫瘤等進行脊椎微創手術。本院脊椎脊髓中
心平均手術住院日為日本關東地區最短，妥
善滿足病患的需求。

治療実績 (2010-2019年)
治療實績 (2010-2019年)
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脳外科手術
腦外科手術

脊椎脊髄手術
脊椎脊髓手術

血管内治療
血管內治療

脳腫瘍
腦瘤

脳神経外科手術実績
神經外科手術量

迅速・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ています。術中の画像診断を可能
にする最新のハイブリッド手術室も備え、高度医療を支えていま
す。
また、心臓血管センターでは、最新の血管造影装置を有する心
臓カテーテル室を 3 室配備しています。心筋梗塞をはじめとする
緊急性の高い重症心疾患の患者さんにも、24 時間 365 日対応
できる体制を整えています。

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。

14 南東北病院グループ
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為解決神奈川縣川崎市北部病床短缺的問題，新百合
丘綜合醫院被選定為地區轉診醫院，其婦產科及兒科
的服務實質上強化了地區醫療。2021年我們慶祝開院
九周年。

南東北醫療集團經營新百合丘綜合醫院，提供其擅長
的一般與先進醫療照護。隨著包括優秀醫師在內的員
工人數增加，醫院的醫療保健系統也逐年改善。

2020年的最新數據顯示，本院執行了超過6,000多次救
護車急診服務及6,000例手術。我們以病患為中心的角
度出發，導入團隊照護模式，並強調跨學科團隊會
議，制訂對病患最適當的治療計畫。考量病患的生活
質量（QOL），我們將重點放在微創治療上，將其作
為對病患友好的方案。

醫療院所之間的合作十分重要，本院至今已簽署了750
份合作協議。我們致力改善病患轉介系統，為國內外
轉介醫師和專家創建可信賴的途徑。

我們將持續提供所有必要的健康照護，以贏得病患和
家屬的信任。

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
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、2021 年で 9 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 6,000 台を超え、手術件数も 6,000 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 750 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。

笹沼   仁一
院長
新百合ヶ丘総合病院
笹沼   仁一
院長
新百合丘綜合醫院
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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 6 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。

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。

保護東京都首都圈居民健康的地區醫院
新百合丘綜合醫院位於神奈川縣川崎市（日本人口數第六大城市），地理位置優勢，是一家致力於地區及
國際醫療服務的地區醫院。

提供廣泛專科醫療服務的綜合醫院
本院提供廣泛的專科醫療服務，包含外科與內科的照護。我們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。我們以熟練的醫療人員提供團隊照護模式為目標，因此特別重視人力資
源管理。



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さん中心の医療、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、患者さんの QOL向上に寄与いたします。
 

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 装置の使用で、前立腺がんの術後早期回復・社会復帰に貢献しています。産婦人
科でも、手術の精度向上と術後早期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。

先進醫療設備強化

         癌症診斷和治療
本院十分重視癌症的診斷和治療。因此，我們提供最新醫
療影像技術，例如核磁共振（Magnetic Resonance Imag-
ing；簡稱MRI）和正子電腦斷層掃描（PET-CT），以及先
進醫療設備例如電腦刀（CyberKnife）和達文西外科手術
系統 （da Vinci Surgical System）。

我們與南東北醫療集團（STHG）其他附設醫院保持合
作，提供以病患為中心的醫療照護，特別是癌症的治療和
預後，以優化病患的生活質量（QOL）。

達文西外科手術系統
      實現更精確及安全的微創手術
本院引進了微創機器人輔助手術，讓外科手術切口較小，
並縮短病患住院時間。

達文西外科手術系統使泌尿外科醫師以更快恢復速度及更
早恢復正常生活來治療前列腺癌。此外，它也為婦科醫師
提供更佳的手術視野、精準度及控制性，以改善術後照護
與康復。

我們將致力推進微創手術，以取得本院於日本機器人手術
上的領先地位。
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東京クリニック
院長のご挨拶
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。

ペインクリニック内科を専門としています。
当院では、「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。また最新
の機器による迅速な検査・画像診断によって、患者さん本位の治療方針の決定に努めております。
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。
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。
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。

東京診所距離東京車站幾步之遙，自2006年10月1日開業
以來，被公認為提供多專科醫療照護的「醫療指南針」。

做為東京診所院長和順天堂大學的榮譽教授，我的專業為
內科及疼痛管理，協助緩和各類慢性疼痛，包含癌症疼
痛。

本診所神經外科團隊由世界名醫福島孝德醫師（美國杜克大學教
授）所帶領，福島醫師享有「上帝之手」美譽，開發獨特的外科
「鎖孔手術」技術。此外我們使用先進的診斷影像設備，加速檢查
與診斷流程，制定以病患為中心的治療計畫。 

東京診所作為基層醫療的途徑，由值得信賴的醫療專家提供專業醫
療照護，並根據病患需求推薦東京其他醫院服務。

身為南東北醫療集團（STHG）一員，我們與南東北質子治療中心
合作，在東京都內提供諮詢和轉診服務。

我們期待您來訪本診所。您將於東京享受舒適的旅行和文化洗禮。

東京診所
院長啟語

宮﨑   東洋
院長
東京クリニック
宮崎   東洋

院長
東京診所

位於東京都中心
                  便捷往返成田國際機場及羽田機場
東京診所距離東京車站「丸之內北口」出口步行五分鐘。東京是一個充滿活力和魅力

的城市，提供一流的購物、文化交流和最佳的醫療服務。您可以在一個小時內搭乘便

捷的交通工具自成田國際機場及羽田機場抵達東京車站。

東京都心に位置し
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　
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。
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國內外知名的

         癌症免疫療法
全球癌症發病率正在快速上升。我們診所擁有經驗
豐富的醫療團隊及先進的設備，可熟練地提供整合
性免疫療法與溫熱療法。

世界頂尖

      神經外科團隊
                          提供專業照護
東京診所提供全方位門診服務。我們傑出的神經外
科團隊由福島孝德醫師（美國杜克大學教授）帶
領，診斷和治療複雜的神經外科疾病，例如腦血管
和腦腫瘤。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，幫助病患獲得最佳的治療效果。

與南東北醫療集團附設醫院

                   密切合作
我們的醫師和附屬醫院之間跨專科無縫接軌合作，
協助進一步的診斷與治療，以確保病患獲得他們所
需要的照護。

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。

脳神経外科
          専門医療サービスが世界をリードする
東京クリニックでは、さまざまな外来サービスをご利用いただけます。 福島孝徳博士（米国デュー
ク大学教授）が率いる優れた脳神経外科チームは、脳血管腫瘍や脳腫瘍などの複雑な脳神経
外科障害を診断および治療します。 福島孝徳博士は、開頭術の規模を最小限に抑え、リスクを
軽減し、患者さんの回復時間を短縮して良好な結果を得る「鍵穴手術」を開発しました。

円滑な連携
　　　グループ内外の病院と協働
東京クリニックの医師と提携病院はすべて、専門分野を超えてシームレスに接続されており、さら
なる診断と治療を支援します。 私たちは、患者さんが必要なケアを受けられるようにします。

22 南東北病院グループ
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大阪難波診所
大阪難波診所位於難波，是通往大阪市中心關西國際機場和關西鄰近地區的轉運站，提供有效的健康檢
查和專業的醫療服務。

身為南東北醫療集團（STHG）的一員，我們診所位在與大阪南海難波車站緊鄰的都市複合型商業設施
「難波SkyO」的九樓，擁有最新的診斷影像設備（MRI及多切片CT等），提供各項健康檢查套餐和專精的
醫療服務。

神經外科、骨科、婦科、乳房外科、心臟內科、消化內科和疼痛門診等醫療專家努力地實踐以病患為中
心的照護。 

我們的診所致力於幫助人們保持健康。我們承諾將幫助您的人生繼續邁進。

大阪なんばクリニック
大阪都心の関空や関西近隣地域へのアクセス拠点 “難波” で効率的に健康診断や専門医療サービスをご提
供するのが、大阪なんばクリニックです。 
南東北病院グループ傘下の当クリニックは、南海電鉄なんば駅直結ビルのワンフロアに、最新の診断機器
（MRI・Multi Slice CT など）を設置し、各種健康診断パッケージと専門医療サービスの両方を提供しており
ます。
脳神経外科・整形外科・婦人科・乳腺外科・循環器内科・消化器内科・ペインクリニック内科などの診療科が、
患者さんに寄り添った医療の実践に尽力しております。
当クリニックは、人々の健康維持の支援を私どもの最も重要な役割であると考えています。私たちは皆様が
健康で毎日をお過ごしになるためのお手伝いをさせていただきます。

大阪難波診所自2018年10月成立至今一直為民眾服務。本診所位於大阪
市南部地區的一個交通與活動樞紐，以擔任當地社區健康基礎的角色為
信念，提供日常醫療服務。近年來，我們的成就更加地顯著與卓越。

本診所除了各專科提供一般醫療服務外，並透過預防檢查中心、先進醫
療照護相關功能、一級和二級生活型態相關疾病預防及再生醫療來協助
癌症的早期發現。

我們的疼痛治療中心針對各類疼痛進行診斷，並提供最先進的治療方
案，例如引進螢光透視神經阻斷術（Nerve Block Therapy under Fluoros-
copy）、中醫（Oriental Medicine）和臨床心理學家諮詢做為積極治療
方法。因此，自關西地區醫療機構的轉診病患人數不斷增加，現今我們
以身為引領關西地區疼痛治療的核心機構感到自豪。

本診所位於都市複合型商業設施「難波SkyO」的九樓，與大阪南海難波
車站緊鄰。大阪南海難波車站與難波SkyO大廳相連，病患與訪客可至難
波SkyO三樓搭乘「大阪難波診所專用電梯」。大阪南海難波車站提供便
利的公共交通，例如大阪地鐵和關西國際機場（KIX）轉乘。

南東北醫院集團（STHG）已發展為全國綜合性醫療保健和福祉事業
體，身為南東北醫療集團的一員，我們以「病患至上」為使命，以社區
信任為基礎，提供醫療服務和更高的滿意度。我們感謝您對本診所的信
任，我們將持續提供更優質的醫療照護。

大阪難波診所
院長啟語

大阪なんばクリニック
院長のご挨拶
「大阪なんばクリニック」は、2018年 10月の開院以来、多くの方々にご利用頂いて参りました。大阪ミナミの交通・
活動の要衝 “なんば” におきまして、地域の皆さんの健康を担う拠点たらんとする信念をもって、私たちは、日々の
診療にあたって参りました。そして、その成果は少しずつ見えてきたと考えております。
さて、当クリニックでは、各科専門医による一般診療に加え、併設の「予防健診センター」と「先進医療に関わる機能」
を活用したがんの早期発見、生活習慣病の一次・二次予防、さらには再生医療にも力を注いでおります。
また、同じく併設の「痛みの治療センター」では、さまざまな “痛み”を診断し、その痛みに応じた最新の治療を提案、
提供いたして参りました。その例として、透視下での神経ブロック療法に加え、東洋医学的手法、臨床心理士によ
りますカウンセリングなどの活用も積極的に行っておりますことを紹介させていただきます。その結果、関西一円の
医療機関からのご紹介によって、来院される患者さんも多くなりました。現在では、当クリニックは、関西での痛
み診療を牽引する中核施設として皆様に認知されているものと自負いたしております。
当クリニックは、南海なんば駅に直結するオフィスタワー「なんばスカイオ」9Fのワンフロアで展開いたしております。
南海なんば駅のコンコースと「なんばスカイオ」とは一体化しており、9Fのクリニック総合受付へは、専用のエレベー
タをご利用頂けます。また、なんば駅に集中しております大阪メトロなどの各交通機関からも至便なところに位置し
ております。
今後とも、医療・福祉の総合事業体として全国に展開しております
「南東北病院グループ」の一員として、当クリニックは、その理念
であります“PRO VONO AEQUNOROSA（すべては患者さんのために）”
を実践して参ります。そして私たちは、地域の皆様からの信頼を糧
とし、皆様に満足して頂ける医療サービスを提供できますように、
一丸となって努力を惜しまない所存です。引き続きまして、一層の
ご厚誼をよろしくお願いいたします。

森本   昌宏
院長
大阪なんばクリニック

森本   昌宏
院長
大阪難波診所
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消化內科
消化內科醫師使用最先進內視鏡處理各

種腸胃疾病。

疼痛門診
麻醉科醫師提供從神經阻滯到心理治療

的各項疼痛治療。

我們與南東北醫療集團的醫療團隊和關

西地區二級和三級醫療機構合作，迅速

並有效地治療需要專門醫療服務的病

患。

質子治療門診
南東北質子治療中心隸屬於南東北醫療

集團，我們診所提供質子治療適應症和

設施介紹的門診諮詢。

再生醫療門診
我們診所提供幹細胞和免疫細胞的治療

以降低疾病的風險。

大阪なんばクリニックの特徴
健康診断
選択しやすい複数のパッケージを用意しています。
人間ドック
脳ドック
生活習慣病検診
婦人科健診
二次健康診断

脳神経外科
専門外来で頭部や頚部に関連した疾患に対応しています。
頭痛・頚部痛・肩こり・めまいなどの専門外来
顔面けいれん、三叉神経痛の専門外来
脳卒中の予防外来
認知症の予防外来
もやもや病の専門外来
頭部外傷や脳卒中後の高次脳機能障害の専門外来

婦人科
海外経験の豊かな女性の専門医が婦人科全般の診療に当
たっています。英語・フランス語対応が可能です。

循環器内科
四つの専門外来で、心臓や血管系の症状でお困りの方のた
め迅速にお役に立てるようにしております。
息切れ外来
弁膜症外来
肺高血圧―静脈血栓塞栓症外来
成人の先天性心疾患（CHD）

大阪難波診所特色

健康檢查
我們提供簡單的健康檢查套餐供您選擇。

健康檢查

腦部檢查

與生活方式有關的疾病篩查

婦科檢查

第二級健康檢查

神經外科
我們在專門的門診處理與頭部和頸部有關

的疾病。

頭痛、頸痛、肩膀僵硬、頭暈等

面肌痙攣和三叉神經痛

腦中風預防

失智症預防

毛毛樣腦血管疾病（MMD）
腦損傷及中風後高度腦功能異常

婦科
具有海外豐富經驗的女醫師提供一般婦科

檢查，並提供英語和法語的服務。

心臟內科
四個專業門診可快速地幫忙有心臟和血管

症狀的病患。

呼吸急促

瓣膜性心臟病

肺動脈高壓－靜脈栓塞（VTE）
成人先天性心臟病（CHD）

消化器内科
最先端の内視鏡検査とともにあらゆる消化器の疾患に
専門医が対応します。

ペインクリニック内科
麻酔科・痛み治療の専門医が、「痛み」でお困りの方
の強い味方となります。神経ブロックから心理療法と幅
広い治療法で皆さんのお役に立つことができます。 

当クリニックでは、南東北病院グループ傘下の各種専門
医療チーム体制や、地域の２次・３次医療機関との連
携を有効活用し、専門医療を必要とする患者さんについ
ては、迅速で有効性の高い診療連携の実践に心がけて
います。

陽子線外来
南東北病院グループには、傘下に南東北がん陽子線治
療センターがあります。当クリニックでは、がん陽子線
治療の適応判断とともに専門治療施設への紹介を行い
ます。

再生医療外来
当クリニックでは、病気を発症するリスクを減らすために
幹細胞と免疫細胞療法を提供しています。
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東京総合保健福祉センター
江古田の森
センター長のご挨拶
2007年 4月 1日に設立された東京総合保健福祉センター江古田の森は、中野区と南東北グルー
プが PFI（Private Finance Initiative）事業により設立した日本最大の複合施設です。 当センターは、
東日本を中心に、高齢者・障がい者・児童の介護や支援を担う南東北福祉事業団が運営してい
ます。
当センターでは、高齢者や障がいのある利用者さんのために、入所・通所・訪問サービスを、
切れ目なく提供しております。また、医学的、教育的、心理的、社会的リハビリテーションを提
供し、利用者さんの自立と生活の質の向上、自己実現を目指します。利用者さんの自己決定と自
己選択を尊重し、気持ちに寄り添った支援を
してまいります。
近隣には、地域に幅広い医療を提供する同
グループの総合東京病院があります。また、
今後も最新の介護技術や手法を導入し、ス
タッフの専門知識や知識の向上を図ります。
そして、高齢者や障がい者の方々が、住み
慣れた地域で生き生きと暮らし続けられるよ
うに安心と安全を提供してまいります。

東京綜合保健福祉中心－江古田之森於2007年4月1日在
東京都中野區和南東北醫療集團（STHG）的私人融資計
畫（PFI）下成立，已成為日本最大的保健福祉綜合設
施。我們中心由南東北福祉機構管理，主要為東日本地
區老年人、身心障礙者和兒童提供照護與支援。

我們中心提供老年人和身心障礙用戶無縫的住宿、門診
跟居家訪問服務。我們也提供醫學、教育、心理和社會
復健訓練的服務，以改善使用者的獨立性、生活品質和
自我實現。我們尊重使用者的自我決定和選擇，並提供
情感上的支持。

南東北醫療集團附設東京綜合醫院位於附近，為社區居
民提供廣泛的醫療服務。此外我們持續引進最新的照護
技術與方法，以增進員工的專業技能與知識。我們將確
保安全與保障，讓老年人和身心障礙者都能在熟悉的社
區中生活著。

東京綜合保健福祉
中心－江古田之森
主任啟語

渡邉   貞義
センター長
東京総合保健福祉
センター江古田の森

渡邊   貞義
主任
東京綜合保健福祉
中心－江古田之森

東京綜合保健福祉中心

－江古田之森
東京綜合保健福祉中心－江古田之森是一個大型的綜合設施，為老年
人和身心障礙者提供長照服務與支援。我們與鄰近的東京綜合醫院合
作，為老年人提供返家生活及居家生活的支援，為居家生活有困難者
提供居家照護，並為身心障礙者提供生活支援。

我們中心安裝最新設備以提供更好的服務，例如動力康復器和臭氧除
臭器。我們也導入電腦雲端運算紀錄系統，對設施服務管理十分重
要。我們與當地醫療機構合作，扮演健康和福祉的橋樑及社會福利的
基礎，使居民都能過上幸福的生活。

東京総合保健福祉センター
江古田の森
東京総合保健福祉センター江古田の森は、高齢者と障がい者の大規模
複合施設です。近隣の総合東京病院と連携して、高齢者の在宅復帰・
在宅生活の支援、要介護状態で在宅生活が困難な方の受入れ、障が
い者への地域生活支援を行っています。
江古田の森は、最新の機器・設備によりサービスを提供します。そのた
めに、パワーリハビリのマシンやオゾン脱臭装置などを設置しています。
またクラウドを活用した ITシステムによりサービスを管理しています。私
たちは、地域の様々な医療機関と連携し、医療と福祉の架け橋として、
地域の皆様が生き生きと暮らし続けるための地域福祉の拠点としての役
割を果たして参りたいと思います。
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総合東京病院
東京綜合醫院

東京総合保健福祉センター
江古田の森
東京綜合保健福祉
中心－江古田之森

江古田の森アネックス
江古田之森別館

都営大江戸線・新江古田駅
都營大江戶線   新江古田站

高齢者入所施設
ケアハウス
定員 60名
医療的ケア（在宅酸素、吸引、点滴など）の必要
がなく家庭生活が困難な高齢者が日常生活のサポ
ートを受けながら暮らすことができます。

特別養護老人ホーム
定員 120名、内短期入所 20名
常時介護が必要で在宅生活が困難な高齢者が、
家庭的な雰囲気で必要な介護が受けられる入所施
設です。

介護老人保健施設
定員 100名
在宅復帰を目標に、介護を必要とする高齢者に、
医師による医学的管理のもとにリハビリや看護、
介護サービスを提供する施設です。

老年人住院設施

照護之家
可收60人
我們為不需要醫療（在家進行氧氣

療法、抽吸和點滴注射）但居家生

活有困難者提供生活支援。

特別照護老人之家
可收120人，其中20人為短期入住
該設施為需要經常性護理且居家生

活有困難者，在家庭氛圍之下提供

必要的護理。

長期照護保健設施
可收100人
該設施為需要長期照護的老年人提

供復健護理和長期護理服務，以期

在醫生的指導下返回家園。

高齢者通所施設
通所リハビリテーションセンター
定員 95名
病院や入所施設から在宅復帰した方のためのリハビリテ
ーションを提供します。

デイサービスセンター /江古田の森アネックス
定員 57名 /定員 47名
在宅の高齢者を対象に食事や入浴、レクリエーションな
どの提供します。

訪問サービス
看護師、リハビリ職員、介護職員がご自宅に伺い、日常
生活を安心して送れるように支援します。

老年人門診設施

日間照護復健中心
可收95人
我們提供從醫院或住院設施返家者

復健訓練。

日托中心／江古田之森別館
可收57人／可收47人
我們為居住在家中的老年人提供用

餐、洗澡和娛樂的服務。

居家服務
我們派遣護士、復健治療人員和照

護員至客戶家中，使他們能夠安心

生活。

重度の身体障がい、知的障がいを
お持ちの方々の為の支援
障がい者支援施設
入所定員 40名、通所定員 70名、短期入所定員 4名
身体障がい、知的障がいをお持ちの方に日常生活におけ
るさまざまな支援を提供します。

障がい者グループホーム
定員 8名、内 1名は短期入所専用
当センターより徒歩 5分ほどのところで比較的軽度な障が
いをお持ちの方が暮らす障がい者グループホーム。

嚴重肢體和智力
身心障礙者設施

身心障礙者支援設施
可收住院40人、門診70人、4人短
期入住

我們為身心障礙者提供日常生活中

的各種支援。

身心障礙者團體家屋
可收8人，其中1人為短期入住
團體家屋提供輕微身心障礙者使

用，地點距離我們中心徒步五分

鐘。
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ファミリーマート / ak薬局
全家便利商店 / ak 藥局
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東京復健中心－世田谷
南東北醫療集團（STHG）於2015年被東京都世田谷區指派為健康、醫療和福祉中心的業務營運者。東京
復健中心－世田谷2017年9月開始興建，於2019年4月竣工開幕。此多功能綜合設施包含復健醫院、老人
長期照護設施和身心障礙者支援設施。我們為已完成急性期治療的病患提供返家前的復健。我們也為老年
人提供返家生活及居家生活的支援，並為身心障者及兒童提供社區生活支援。

我們的社會角色是通過復健服務為人們的生活質量（QOL）做出貢獻。我們提供員工持續學習的機會，幫
助他們獲取新的技能和專門知識。此外我們致力於提供安心和健康，為世田谷區注入活力。

東京リハビリテーションセンター
世田谷
2015年に、南東北病院グループは、東京都世田谷区によっ
て、保健医療福祉の拠点整備事業者として選ばれました。
そして、東京リハビリテーションセンター世田谷は、2017
年に着工され、2019 年に竣工・開所いたしました。当セン
ターは、回復期リハビリテーション病院と高齢者介護施設、
障がい者（児）施設の大規模複合施設です。急性期治療
を終えた方々のリハビリテーション医療、高齢者の皆様の
在宅復帰・在宅生活の支援、障がいをお持ちの方やお子
様のための地域生活の支援を行っています。
私たちの社会的役割は、地域に密着したリハビリテーショ
ンサービスを介して人々の生活の質向上に貢献することで
す。当センターは、勤務する職員が、常に研鑽を積み、一
人一人の専門分野の能力向上を図ることに大きな価値を置
いております。さらに当センターは、暮らしの安心と健康を
通じて、世田谷区に今まで以上の活気をもたらすようにお
手伝いしたいと考えています。
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東京復健中心－世田谷多功能綜合設施在東京都世田谷區公私部門
協力（Public-Private Partnership; 簡稱PPP）計畫下於Umetopia設
立。Umetopia是Umegaoka和Utopia的複合詞，創造者希望於世田
谷區梅之丘（Umegaoka）打造烏托邦（Utopia）。我們中心已成
為健康、醫療和福祉的合作中心，並扮演復健醫院、老人長期照護
設施和身心障礙者支援設施的角色。

具體來說，我們為已完成急性中風或大腿骨折治療的病患提供返家
前的復健。我們也為在家生活的身心障礙者和老人提供照護支援
（短期和長期入住），並為身心障礙兒童提供門診服務。

負責本中心營運的南東北醫療集團（STHG）擁有豐富的經驗與成
就，目前擁有8,500名員工，並經營超過100多家機構，提供醫療照
護、長期照護與福祉服務。我很榮幸我們中心被選定為這項PPP計
畫的業務營運者。

在社區的支持下，我們竭力實現充滿活力的社區，使人們擁有舒適
及熟悉的終身生活。

東京復健中心－世田谷
主任啟語

東京リハビリテーションセンター
世田谷
センター長のご挨拶
東京リハビリテーションセンター世田谷は、保健・医療・福祉の連携拠点として、東京都世田谷区の官民連
携事業により「うめとぴあ」に設置された多機能複合施設で、梅ヶ丘の「うめ」と、理想郷を意味するユー
トピアの「とぴあ」（場所、郷の意味）をつなげた造語です。このウメトピアという言葉には、この梅ヶ丘拠点
が世田谷区の理想郷になるようにという願いが込められています。当施設は、回復期リハビリテーション病院、
介護老人保健施設、障がい者支援施設等の役割を担っています。 
具体的には、脳卒中や大腿骨骨折などの急性期治療を終えた患者さんが、在宅に戻るまでのリハビテーショ
ンの提供、在宅で過ごされている障がいを持つ皆様や高齢の皆様の療養支援（短期入所、長期入所）、さら
には障がい児通所事業等を行っています。
当センター運営の任に当たる南東北病院グループは、医療・介護・
福祉の事業所数約 100施設、職員数約 8,500人のグループとして
幅広い経験や実績を有しています。それらを評価していただき、
この官民協働案件の事業者として選定していただいたことを大変
光栄に存じます。
「住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社会の実現」、「生涯
にわたり心豊かに暮らすことのできる活力ある地域社会の実現」
のため、地域の皆様のご支援ご協力を賜りながら、職員一丸となっ
て一層の努力を続けてまいります。

浅利   潤
センター長
東京リハビリテーション
センター世田谷

淺利   潤
主任
東京復健中心－世田谷



高齢者向けサービス
介護老人保健施設
定員 100名
治療後の在宅復帰、在宅生活を支援する施設です。
3ヶ月間の在所期間中に必要なリハビリテーションを
行うことを目指します。居室は全て個室です。

通所リハビリテーション
定員 75名
通所リハビリテーションにはリハビリに特化した短時
間型と、食事や入浴サービスも受けられる長時間型
の 2種類があります。

療養通所介護
定員 9名
療養通所介護は末期がんや難病など、医療必要度
が高く一般のデイサービスでは受入れが困難な方を
対象としたデイサービスです。

認知症対応型サービス
定員 12名
認知症の診断を受けた方に対して、認知症の悪化防
止を目的とした専門サービスのほか、食事、入浴、
排泄等の介護、さらに、種々の生活相談、健康状
態の確認などを行います。

訪問事業所
訪問サービスを提供する 5 つの事業所には、看護
師、リハビリ職、介護職、ケアマネージャーが在籍
しています。私たちは在宅生活に困難を抱えておら
れる高齢者の方々の在宅生活を支えています。
訪問事業所では以下の 5つのサービスを行います：
居宅介護支援
訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
定期巡回・随時対応型訪問介護・看護です。

老人服務
長期照護保健設施
可收100人
提供返家生活及居家生活的支援，目

標是在三個月住宿期間提供必要的復

健。所有房間都是獨立單人房。

日間照護復健
可收75人
日間照護復健共有二個類型，一種是

短期復健，另一種是提供用餐和洗澡

服務的長期復健。

療養門診長期照護
可收9人
為醫療需求較高，但難以接受常規日

間照護者提供日間照護，例如晚期癌

症和不治之症的病患。

失智症日間照護
可收12人
為被診斷為失智症者提供服務，以減

緩進一步惡化，服務包含用餐、洗

澡、排泄、各種生活諮詢及健康狀況

確認。

居家訪問辦公室
五個居家訪問辦公室招募了護士、復

健治療人員、照護經理，為在家中生

活困難者提供服務。

五種居家訪問服務：

居家長期照護支援

居家訪問長期照護

居家訪問看護

居家訪問復健

定期訪問及依需求訪問的長期照護

和護理服務

回復期リハビリテーション病院 
当センターは、最新のリハビリ機器を備えた回復期リハビリ
テーション病院（病床数 92 床）で、先端技術を利用した
リハビリテーションを 365 日体制で提供しています。特に、
介護サービスや障がいをお持ちの方々へのケアと連携した
高度なリハビリテーション医療を提供できることが、私たち
の強みであると考えます。

復健醫院
復健醫院設有92床及最新的復健設備，透
過新科技輔助，全年提供復健醫療。特別
是我們的優勢在於與長期照護和身心障礙
照護合作，提供先進的復健醫療。
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障がい者
      （児）向けサービス
入所支援施設
定員 60名
様々な障がいがある方々に、日常生活上の様々な
支援を行い、自宅や地域のグループホーム等での
より良い生活の継続を目的として、各人の生活能
力の向上に役立つ働きかけを行う施設です。

生活介護
定員 60名
入所施設をご利用いただいている方、また地域に
お住まいの方々に対して生産活動や趣味的活動、
余暇活動、自立訓練等の生活介護サービスを提
供します。

自立訓練
定員 30名
障がいのある方々に対し、日常生活および社会生
活を営むことができるよう、一定の期間必要な訓
練をリハビリ専門職等が提供する自立訓練サービ
スを提供します。

児童発達支援
定員 70名
障がいのある未就学児童に、日常生活に必要な
技術や集団に適応する力を育てるための児童発達
支援を行います。

放課後等デイサービス
定員 30名
就学中のお子様のために、様々な放課後活動を
提供します。

身心障礙者
     （兒童）服務
住院支援設施
可收60人
為身心障礙者提供各種日常生活

支持，以改善他們在家中或在團

體家屋的生活能力。

生活照護
可收60人
向設施使用者及世田谷區居民提

供生活照護服務，包含生產活

動、娛樂活動、休閒活動和自立

訓練。

自立訓練
可收30人
由專業復健治療人員在一段時間

內提供身心障礙者自立訓練，以

幫助他們展開日常和社交生活。

兒童發展支援
可收70人
為身心障礙學齡前兒童提供訓

練，以培養其生活技能和社會適

應能力。

課後日間照護
可收30人
為學童提供各種課後活動。
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聯絡我們與交通資訊

羽田空港
羽田機場

東京
東京

品川
品川

浜松町
濱松町

上野
上野

京成上野
京成上野

成田国際空港
成田國際機場

日暮里
日暮里

新宿
新宿

池袋
池袋

新百合ヶ丘
新百合丘

梅ヶ丘
梅之丘

中野
中野

新江古田
新江古田

郡山
郡山

7

関西国際空港
關西國際機場

総合南東北病院
〒963-8563福島県郡山市八山田 7丁目 115

南東北がん陽子線治療センター
〒963-8052福島県郡山市八山田 7丁目 172

南東北 BNCT研究センター
〒963-8052郡山市八山田七丁目 10番地 
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 10分
南東北綜合醫院

963-8563福島縣郡山市八山田 7-115

南東北質子治療中心
963-8052福島縣郡山市八山田 7-172

南東北硼中子捕獲治療研究中心
963-8052福島縣郡山市八山田 7-10
從東京車站搭乘東北新幹線至郡山（約 80 分鐘），再轉
搭計程車至南東北綜合醫院（約 10 分鐘）。

東京クリニック
〒100-0004東京都千代田区大手町 2-2-1新大手町ビル
1. JR東京駅【丸の内北口】より徒歩 5分
2. 東京メトロ 丸の内線【東京駅】より徒歩 5分

東京診所
100-0004 東京都千代田區大手町 2-2-1 1F、B1、B2
1. 從 JR 東京車站【丸之內北口】徒步 5 分鐘。
2. 從東京 Metro地鐵丸之內線【東京車站】徒步 5 分鐘。

総合東京病院
〒165-0022 東京都中野区江古田 3-15-2
1. JR中央線中野駅からタクシーで約 10分
2. 都営大江戸線・新江古田駅より徒歩約 10分

東京綜合醫院
165-0022 東京都中野區江古田 3-15-2
1. 搭乘 JR 中央線至中野，再轉搭計程車至東京綜合醫院
（約 10分鐘）。

2. 搭乘都營大江戶線至新江古田，由新江古田車站徒步
約 10分鐘。

新百合ヶ丘総合病院
〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢都古 255
新宿から小田急・急行電車で 26 分、新百合ヶ丘駅下車
後タクシーで約 5分

新百合丘綜合醫院
215-0026 神奈川縣川崎市麻生區古澤都古 255
從新宿車站搭乘小田急電鐵至新百合丘（約 26 分鐘），
再轉搭計程車至新百合丘綜合醫院（約 5分鐘）。
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東京総合保健福祉センター江古田の森
〒165-0022 東京都中野区江古田 3丁目 14-19
新宿より都営大江戸線・新江古田駅下車（乗車 15 分）。同駅
A2出口から徒歩約 9 分
東京綜合保健福祉中心－江古田之森

165-0022 東京都中野區江古田 3-14-19
從新宿車站搭乘都營大江戶線至新江古田（約 15 分鐘），由新
江古田車站【A2出口】徒步約 9分鐘。

東京リハビリテーションセンター世田谷
〒156-0043東京都世田谷区松原六丁目 37-1
新宿から小田急電車で梅ヶ丘駅下車（乗車 13 分）。同駅北口よ
り徒歩 5分
東京復健中心－世田谷

156-0043東京都世田谷區松原 6-37-1
從新宿車站搭乘小田急電鐵至梅之丘（約 13 分鐘），由梅之丘
車站【北出口】徒步約 5分鐘。

大阪なんばクリニック
〒542-0076大阪市中央区難波 5-1-60 なんばスカイオ 9F
南海なんば駅の 3 階北改札口を出て左側にお進みいただき、な
んばスカイオ 3 階のエレベーター乗り場より、一番左の【大阪な
んばクリニック専用エレベーター】にお乗りください。
大阪難波診所

542-0076 大阪市中央區難波 5-1-60 9F
從南海難波站 3 樓的【北出口】出站後，往左進入難波 SkyO 3
樓的電梯搭乘處，搭乘最左邊的【大阪難波診所專用電梯】。
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成田エクスプレス | N'EX成田特快

京成電鉄 | 京成電鐵

南海線 | 南海線

大阪メトロ御堂筋線 | 地鐵御堂筋線

リムジンバス | 機場巴士

山手線 | JR山手線

東京モノレール | 東京單軌電車

京浜急行電鉄 | 京濱急行電車

中央線快速 | JR中央線

小田急電鉄 | 小田急線

都営大江戸線 | 都營大江戶線

東北新幹線 | 東北新幹線

東海道新幹線 | 東海道新幹線

山陽新幹線 | 山陽新幹線
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お問い合わせ・交通アクセス

大阪国際空港
大阪國際（伊丹）機場

新大阪
新大阪

大阪‧梅田
大阪‧梅田

心斎橋
心齋橋

なんば
難波

南海なんば
南海難波站

京都
方面

往
京
都

神戸方面
往神戶
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