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平成 25年度事業報告書 

（自 平成 25年 4月 1日 至 平成 26年 3月 31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 

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３月３１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 

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) 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 25年度診療におけるこれらの患者は、次のとおりである。 

 

生活保護延患者数   （A） 33,022人 

その他減免延患者数 （B) 47,619人 

取扱患者総延数   （C) 698,759人 

実施率（A）+（B)  

     （C） 
11.5 % 

診療費減免総額 40,006千円 

施設数 10 施設 
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 (3)年度内に社員総会又は理事会で議決又は同意した事項 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)年度内に開設（許可を含む）した主要な施設 

   赤羽リハビリテーション病院 

   原宿リハビリテーション病院（開設許可） 

 

 (5) 行政届出許認可等 

   ①厚生労働大臣 

平成 25年 9月 10日 ＤＰＣ制度への参加に係る届出書（新武雄病院） 

   

②佐賀県 

   □新武雄病院 

平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

救急病院に関する開設者名称・住所変更届 

臨床研修医プログラム変更届（定員 2人→4人） 

平成 26年  3月 病院開設許可事項一部変更許可（5階、6階病室変更） 

   ③山口県 

    □下関リハビリテーション病院 

平成 25年  6月  1日 ・平成 24年度事業報告及び決算報告･監査報告の承認 

 ・定款一部変更の承認 

 ・会計監査人の選任等の承認 

 ・東京都保健医療計画上（平成 25～29年度）の平成 25年 4月 1日現

在不足既存病床数圏での病院開設及び増床に係る事前相談への対

応等の承認 

平成 25年 11月 2日 ・平成 25年度上半期事業報告及び決算報告の承認 

 ・平成 25年度事業計画・収支予算の変更の承認 

 ・原宿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 

 ・就業規則及び附属規程の変更の承認 

平成 25年 10月 15日 ・定款一部変更の承認 

平成 26年  2月  5日 ・原宿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  3月 20日 ・業務報告の承認 

 ・平成 26年度事業計画及び収支予算の承認 

 ・定款一部変更の承認 

 ・理事の選任の承認 

 ・副理事長の選定の承認 

 ・就業規則及び附属規程の変更の承認 
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平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

   ④東京都 

    □蒲田リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

 病院開設許可事項一部変更許可（増築） 

平成 25年  5月 病院開設許可事項一部変更許可（病室改修） 

平成 25年  6月 病院開設許可事項一部変更使用許可（病室改修） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

平成 25年  9月 事前相談結果通知（療養病床 6床増床） 

平成 25年 10月 病院開設許可事項一部変更許可（増床 174床→180床） 

平成 25年 11月 病院開設許可事項一部変更使用許可（増床 174床→180床） 

    □小金井リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

    □赤羽リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 病院使用許可（療養病床 165床）／病院開設届（療養病床 165床）

／保健医療機関許可申請 

平成 25年  5月 保健医療機関指定 

平成 25年  9月 事前相談結果通知（療養病床 67床増床） 

平成 25年 10月 病院開設許可事項一部変更許可（増床 165床→232床） 

病院開設許可事項一部変更使用許可（増床 165床→232床） 

    □原宿リハビリテーション病院 

平成 25年  9月 事前相談結果通知（療養病床 297床） 

平成 26年  2月 病院開設許可（療養病床 297床） 

   ⑤千葉県 

    □八千代リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

     

□松戸リハビリテーション病院 

平成 25年  3月 病院使用許可（療養病床 120床） 

病院開設届（療養病床 120床）／保険医療機関指定申請 

    □千葉みなとリハビリテーション病院 

平成 25年  3月 病院使用許可（療養病床 120床） 

病院開設届（療養病床 120床）／保険医療機関指定申請 

   ⑥栃木県 

    □新上三川病院 
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平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

平成 25年  6月 病院使用許可（手術室増設） 

診療用エックス線装置廃止届（一般撮影装置更新） 

診療用エックス線装置備付届（一般撮影装置更新） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

    □宇都宮リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

 平成 25年度新人看護職員研修事業費補助金申請 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

平成 25年 10月 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

   ⑦埼玉県 

    □所沢明生病院 

平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

病院使用許可（病棟における食堂・談話室、機能訓練室使用許可） 

平成 25年  8月 病院の整備計画申出に対する審査結果（承認病床数 8床） 

平成 25年 11月 病院開設許可事項一部変更許可（増床 42床→50床） 

平成 26年  1月 診療用エックス線装置設置届（透視） 

病院開設許可事項一部変更許可（血管撮影室、下肢レーザー室、臨床検査

室） 

平成 26年  2月 病院開設許可事項一部変更許可（調剤室） 

    □明生リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 病院開設許可事項一部変更届（法人名称変更） 

平成 25年  5月 病院使用許可（増築に伴う病室等使用許可） 

平成 25年  7月 病院開設許可事項一部変更届（主たる事務所の住所地変更） 

病院使用許可（病棟における食堂・談話室、機能訓練室使用許可） 

平成 25年  8月 病院使用許可（増築に伴う病室使用許可） 

平成 25年 10月 病院開設許可事項一部変更許可（厨房、職員食堂） 

    □山口地域包括支援センター 

     なし 

    □りらいふ 

     なし 

 (6) 診療報酬施設基準届出 

   ①下関リハビリテーション病院 

なし  

   ②新武雄病院 

平成 25年  4月 （従事者変更に関する届出）超急性期脳卒中加算／脳血管疾患リ

ハビリテーション料(Ⅰ)／運動器リハビリテーション料(Ⅰ)／呼
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吸器リハビリテーション料(Ⅰ)／麻酔管理料 

病院開設届（療養病床 120床）／保健医療機関許可申請 

平成 25年  6月 ハイケアユニット入院医療管理料（取下げ）／一般病棟入院基本

料（7 対 1）（ハイケアユニット取下げによる）／急性期看護補助

体制加算（25 対 1）（ハイケアユニット取下げによる）／医師事務作

業補助体制加算（15 対 1）／後発医薬品使用体制加算 2／病棟薬

剤業務実施加算（従事者変更）／無菌製剤処理料 

平成 25年  7月 センチネルリンパ節生検（乳がんに係るものに限る） 

平成 25年  8月 テレパソロジーによる術中迅速細胞診／テレパソロジーによる術

中迅速病理組織標本作製／保険医療機関間の連携による病理診断

／臨床研修病院入院診療加算（基幹型） 

平成 25年 11月 医療機器安全管理料 1 

平成 25年 12月 医師事務作業補助体制加算（20対 1） 

   ③蒲田リハビリテーション病院 

平成 25年  6月 回復期リハビリテーション病棟入院料１（増築） 

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） 

患者サポート体制充実加算（従事者変更） 

平成 25年  7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） 

平成 25年 11月 回復期リハビリテーション病棟入院料１（従事者変更） 

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） 

 平成 25年 12月 回復期リハビリテーション病棟入院料１（6床増床による） 

脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）（6床増床による） 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）（6床増床による） 

平成 26年  1月 回復期リハビリテーション病棟入院料１（従事者変更） 

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） 

   ④小金井リハビリテーション病院 

なし  

   ⑤赤羽リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 療養病床特別入院料／食事療養費Ⅱ 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）／脳血管疾患等リハビリテー

ション料（Ⅰ） 

平成 25年  6月 回復期リハビリテーション病棟入院料３／食事療養費Ⅰ 

平成 25年 12月 回復期リハビリテーション病棟入院料１ 
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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 

なし  

   ⑨千葉みなとリハビリテーション病院 

なし  

   ⑩新上三川病院 

平成 25年  4月 一般病棟入院基本料（7対 1） 

   ⑪宇都宮リハビリテーション病院 

平成 25年  5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） 

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 25年  4月 感染防止対策加算２ 

平成 25年  5月 特別の療養環境の提供の実施（変更）報告（費用徴収割合 44%） 

平成 25年 12月 療養環境加算（療）第 1819号 病床数 28床 *変更申請 

指定変更通知（増床 42床→50床） 

平成 26年  1月 一般病棟入院基本料（7対 1）（病床数 50床） 

   ⑬明生リハビリテーション病院 

平成 25年  5月 特別の療養環境の提供の実施（変更）報告（費用徴収割合 42.3%） 

   ⑭山口地域包括支援センター 

なし  

   ⑮りらいふ 

平成 25年 12月 利用定員 2単位(24人以下)基準取得 

 (7)その他 

①下関リハビリテーション病院 

平成 25年  7月 今浦立体駐車場電気設備工事 

平成 25年 11月 病院電気設備改修工事 

平成 26年  1月 血圧脈波検査装置の購入 

平成 26年  2月 解析動作装置の購入 

平成 26年  3月 フィルムレス導入 

 

②新武雄病院 

平成 25年  5月 透析用 RO装置の購入 

エネルギープラットフォーム（手術用ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ）購入 
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平成 25年 10月 手術装置 VIO300D（電気メス）購入 

平成 25年 11月 パソコン（51台）購入（ウィンドウズ XPサポート終了に伴う） 

③蒲田リハビリテーション病院 

平成 25年  4月 個室改修工事 

平成 25年 10月 監視カメラ設置工事 

   ④小金井リハビリテーション病院 

なし  

   ⑤赤羽リハビリテーション病院 

平成 25年  9月 増床による入院環境諸設備の導入 

平成 25年 10月 増床による院内改修工事 

   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 25年 11月 ＢＥＭＳ導入工事（エネルギー管理システム導入促進事業費補助

金による） 

   ⑧松戸リハビリテーション病院 

平成 26年  3月 開院に伴う諸設備の導入 

   ⑨千葉みなとリハビリテーション病院 

平成 26年  3月 開院に伴う諸設備の導入 

   ⑩新上三川病院 

平成 25年  4月 栃木県小山市中央町土地購入（敷地面積 3,643.17㎡） 

平成 25年  5月 手術室工事 

平成 25年  9月 画像管理システム（PACS）サーバー更新 

平成 26年  3月 既設キューピクル改修工事 

保育所閉所 

   ⑪宇都宮リハビリテーション病院 

平成 25年 12月 排水管設備工事 

   ⑫所沢明生病院 

平成 25年  8月 人工呼吸器、超音波双方向血流計の導入 

院内保育廃止 

平成 25年 10月 増床による入院環境諸設備の導入 

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 
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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 25年  6月 既存棟改修工事 

平成 25年  7月 増築に伴う諸設備の導入 

所沢市医師会 入会 

平成 25年  8月 地域連携室及びリハビリテーション室の造作家具・諸設備の導入 

  

   ⑭山口地域包括支援センター 

なし  

   ⑮りらいふ 

なし  

 


