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■医療講演 B館8階会議室 11時～12時
9/11(水)「放射線Q&A」渡辺 英之 診療放射線技師
9/27(金)「糖尿病＆お金」～合併症と治療費について～
大橋 忠将 医師(糖尿病・内分泌内科)
10/17(木)「塩分について」中島 祥子 管理栄養士
■医療講演 大田区民プラザ小ホール (東急多摩川線下丸子駅前)
10/31(木)10時～11時30分
「前立腺がんについて」山本 雅一 医師(泌尿器科科長)
■ 糖尿病教室 B館8階会議室 11時～
10/11(金)「糖尿病の食事療法」 当院 管理栄養士
（9月は休講させて頂きます）

■ 在宅介護セミナー B館8階会議室 10時30分～12時
9/26(木)「ロコモ体操」田辺 篤詞 理学療法士
■ ふれあい看護 A館1階ロビー 毎週火曜日 10時～12時
（9/3・10・17・24、10/1・8・15・22・29）
BMI、血圧、体脂肪測定、看護相談など
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【つなぐ】～地域の方々と医療をつなぐ、信頼される病院を目指して～

令和元年6月21日より富野 康日己が理事長に就任しました
私は、2019年(令和元年)6月21日付けで、医療法人社団
松和会の理事長を拝命しました。
私共は1977年(昭和52年)に透析医療を主たる目的と
して医療法人を設立し、医療法人社団として活動してまい
りました。各施設には最新の医療機器と検査機器を設置し
最先端の医療を提供し、医療スタッフの深い知識と豊富な
経験を生かすことを理念としております。また、患者さんの
多彩な病状にきめ細かく対処し、暖かい心をもって良質な
医療(安心・安全な医療)を行っております。
患者さん・ご家族のご要望にお応えし、ご評価を得るべく首都圏に透析
クリニックと介護老人保健施設「ききょう苑」を開設するとともに、
1993年(平成5年)にはこの大田区に384床の池上総合病院を設立いたし
ました。池上総合病院は救急医療から長期療養までの幅広い分野で地域に
密着した医療を日々展開しております。職員一同、今後も患者さんとご家族
並びに地域との密着な交流を大切にし、皆さまとの信頼関係をより一層
深めて行く所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【プロフィール】
2015年4月～ 医療法人社団松和会 常務理事
アジア太平洋腎研究推進室長
順天堂大学
名誉教授
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｱｲﾙﾗﾝｶﾞ大学 名誉教授
東海大学
客員教授
東都大学
客員教授
池上総合病院
腎臓内科
外来担当（水・金曜日午前）

【経歴】
1974年 順天堂大学医学部卒業
市立札幌病院臨床研修医
1979年 東海大学医学部内科助手
1984年
〃
講師
1988年 順天堂大学医学部腎臓内科学講座助教授
1994年
〃
腎臓内科学講座教授
2004年
〃
付属順天堂医院副院長
2006年
〃
医学部長・医学研究科長
2015年
〃
定年退職

池上総合病院【リハビリテーション室(A館4階)】
池上総合病院リハビリテーション室は、理学療法士(PT)24名、作業療法士(OT)4名、
言語聴覚士(ST)5名、助手1名の総勢34名(7.20現在)で、それぞれの職種が専門性
を発揮し、地域住民の皆さまにより良いリハビリテーションを提供できるよう、日々
心掛けております。
当院は急性期病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟を有しており、ご入院の患者様に
対してはそれぞれの病期に応じた幅広いリハビリテーションを提供しております。
退院後の患者様に対しても必要に応じて医師の
指示の下「外来リハビリテーション」や「訪問
リハビリテーション」を提供させて頂いており
ます。また、院内のみならず疾病予防の観点から
「糖尿病教室」「在宅介護セミナー」「腰痛改善
トレーニング」など地域貢献活動にも積極的に
取り組んでおります。
当室の理念は「安全で最善のリハビリテーションを提供し、地域住民の方々に信頼
されるリハビリテーション室を目指します」です。これからも地域住民の皆さまを
スタッフ一同全力でサポートして参ります。

【理学療法部門】

※ご予約はA館１階患者様支援センターまで

ER(救命救急室)、ICU(集中治療室)から介入しています。
主な対象疾患は整形外科疾患、脳血管疾患、心疾患ですが、
内科、泌尿器科、呼吸器科、口腔外科などからの指示も
あり、診療科を問わず幅広い疾患に対して理学療法を提供しています。
理学療法部門は疾患別分班に分かれており、それぞれが専門的な
知識・技術をもってリハビリテーションに当たっております。
ご自宅に退院される場合は必要に応じて退院支援看護師、MSW
と共に家屋訪問もございます。
【整形外科 班】

【療養病棟】

【作業療法部門】
【脳神経外科・内科 班】

【心臓リハビリテーション 班】

急性期の集中治療室(ICU)から理学療法士、
言語聴覚士と共に提供しております。
主な対象疾患は、脳血管疾患、整形外科疾患
(上肢の骨折、末梢神経障害、ハンドセラピー、
頸椎症など)で、幅広い分野の作業療法を提供
しております。理学療法部門同様、ご自宅に
退院される場合は必要に応じて退院支援看護師、MSW(医療ソーシャルワーカー)
と共に家屋訪問もございます。

【言語聴覚療法部門】
急性期の摂食嚥下障害、失語症、高次脳機能障害、
構音障害のリハビリテーションを行っております。
主な対象疾患は、脳血管疾患、心疾患、外科手術後
や肺炎後の患者様の嚥下障害です。

【訪問リハビリテーション部門】
訪問看護ステーション「かけはし」より、医師・看護師と連携を図りながら、
在宅生活において日常生活の自立と社会参加を目的としてリハビリテーションを
提供しております。
訪問リハビリテーションは、リハビリテーション
施設(通所リハビリテーション施設など)への
通院が困難な場合や、退院後の生活に不安がある
場合など、医師により訪問リハビリテーションが
必要と判断された場合に受けられるサービスです。
ご希望の患者様、ご家族様は医師にご相談下さい。
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