
公益財団法人 ライフ・エクステンション研究所付属

永寿総合病院柳橋分院
EIJU GENERAL HOSPITAL YANAGIBASHI ANNEX

病院案内



下 町 の 家 庭 的 で 、

院長挨拶

■永寿総合病院柳橋分院は、令和元年に開院10周年を迎えることができ
ました。地域の皆様のご理解、ご支援に心より感謝申し上げます。この
間、平成26年に病棟を医療療養40床と回復期リハビリテーション40床の
構成とし、永寿総合病院は急性期、柳橋分院は回復期～療養期と、バラ
ンスの良い病院機能を構築してまいりました。

我が国は団塊の世代全員が75歳以上となる2025年問題を抱えており、世
界でも類を見ない急激な高齢化のさなかにあります。この10年間で療養
病棟、回復期リハビリテーション病棟ともに入院される患者さんの年齢
は上昇し、90歳を超える方も多く入院されています。回復期リハビリ
テーションにより、多くの高齢患者さんに自宅や療養施設にもどって頂
くことを目標としております。令和2年から柳橋リハビリテーションセン
ターを新設し、通所・訪問のための送迎車は2台体制と致しました。介護
保険を用いた通所・訪問リハビリテーションも強化してまいります。療
養病床では気管切開、中心静脈栄養などの重症患者さんが増えておりま
すが、適切な全身管理とともに安全な医療の実現を心がけてまいりま
す。平成31年初めより電子カルテを導入し、医療の質の向上に努めてお
ります。永寿総合病院と同系列の電子カルテのため、分院-本院間の連携
がさらに円滑となり、内科、整形外科を中心とした外来診療も効率化さ
れました。当院外来から本院での内視鏡、MRI、CT検査などが予約でき、
その結果は柳橋分院の電子カルテ端末で確認することが可能です。さら
に、病院間シャトルバス運行に加え、「めぐりん」が新たに延伸したの
で、両病院間の行き来がより便利になりました。

新興感染症や院内感染への対策に十分に配慮し、安全な医療環境を確保
してゆきたいと存じます。これからも柳橋分院では、全職員が力を合わ
せて当地域の健康増進に貢献してゆく所存です。今後ともご支援のほど
宜しくお願い申し上げます。

永寿総合病院柳橋分院 院長
米丸 亮



温 か い 病 院

■病院概要 ※令和2年8月現在

医療機関名称 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属
永寿総合病院柳橋分院

所在地 〒111-0052東京都台東区柳橋2-20-4

施設長 院長 米丸亮

病院種別 一般病院

許可病床数 回復期リハビリテーション病棟40床
医療療養型病棟40床
合計 80床

診療科名 内科呼吸器内科小児科整形外科皮膚科リハビリテーション科

■沿革
平成18年4月 東京自動車連合保健組合の解散に伴い、柳橋病院の運営を継承

平成21年12月 柳橋病院80床(一般病床40床、療養病床40床）で新築開院。

平成26年4月 永寿総合病院柳橋分院に名称変更するとともに、一般病床40床を
療養病床に変更

平成26年6月 療養病床40床を回復期リハビリテーション病床へ変更

平成31年2月 電子カルテシステム導入

令和2年8月 柳橋リハビリテーションセンター開設



回復期
リハビリテーション
病棟

▶回復期リハビリテーション病棟とは

脳血管疾患や大腿骨頸部骨折などに対する急性期治療終了
後の対象者様に対して、自宅・社会生活への復帰を目的と
したリハビリテーションを集中的に行うための病棟です。

入院期間中は集中的に、1日最大３時間の理学療法、作業療
法、言語聴覚療法などのリハビリテーション療法を行うこ
とが可能です。

▶入院対象疾患/入院期間※

▶当院の特色

患者さんご本人、ご家族が主体となった、その人らしい生
活が送れるような退院を目指し、多職種が協力しひとりひ
とりの目標に合わせた支援を行っています。

対象疾患 入院
期間

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手
術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発
性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態また
は義肢装着訓練を要する状態

150日

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷、頭
部外傷を含む多部位外傷の発症又は手術後 180日

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上
の多発骨折の発症後又は手術後の状態 90日

外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有して
おり、手術後又は発症後の状態 90日

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損
傷後の状態 60日

股関節又は膝関節の置換術後の状態 90日

※入院についての詳細は当院医療ソーシャルワーカー(MSW)
までお問い合わせください。

3階
40床



その人のストーリーを紡ぐ
「ほんとうのリハビリテーション」

を提供します。

自宅に帰り、身の回りのことが出来る…はたしてそれだけで、
充実して生きている、と思えるでしょうか？

友人と会う、デパートに出かける、旅に出る、趣味を楽しむ…、
そういった楽しみ、生きがいがあるからこそ、「生きている」と感じられる。

「家に帰ったら本屋に行って、好きな本を買ってきて、読みたい」

「また海外旅行に行きたい」

そんな当たり前の希望を、私たちはあきらめずに、応援します。

みなさまひとりひとりの、それぞれのストーリーに合わせた

「ほんとうのリハビリテーション」

を提供する、それが当院リハビリテーション科の目標です。

理学療法(PT) 作業療法(OT) 言語聴覚療法(ST)

身体機能の最大限の回復
および動作能力の向上を
目的として、専門的な運
動療法プログラムを提
供、実施致します。

生活動作から、趣味、生
きがい活動まで、その方
の「大切な作業」を行え
るように支援するのが作
業療法です。

脳卒中後の失語症・構音
機能障害、高次脳機能障
害に対する評価、改善プ
ログラムや、摂食嚥下機
能への改善アプローチを
行います。

当院のリハビリテーション



医療療養型病棟 ▶医療療養病棟とは

医療療養病棟とは、急性期治療が終了し、病状が比較的安
定し慢性期に入った方、医学的治療よりも長期にわたる介
護やケアが必要な高齢者の方が、医師の管理下で看護、介
護、リハビリテーションなどの必要な医療を受けることが
できる病棟です。

▶入院対象となる方

急性期医療の終了後、引き続き医療提供の必要性が高い方
厚生労働省の定める医療区分およびADL区分位より、包括
的に評価を行い、該当基準を満たす方※

▶当院の特色

患者さまお一人お一人のご要望に沿えるよう看護・介護に
力を注いでおります。

永寿総合病院本院の皮膚・排泄ケア(WOC)認定看護師や医
師と連携し褥瘡対策を行っています。

また、リハビリテーションもご自宅への退院、各種施設へ
の転院を目指した積極的なプログラムから、その方の状況
にあわせターミナル期としての関わりなど、幅広く対応し
ています。

※入院についての詳細は当院医療ソーシャルワーカー(MSW)までお問い合わせください。

2階
40床

▶当院の通所リハビリテーションの特徴

充実したリハビリテーション設備で、様々な機器を用いた
運動療法を中心としたリハビリテーションを行えます。先
進的なリハビリテーションを積極的に取り入れています。

▶対象エリア
台東区、墨田区、中央区、文京区ほか近隣地域

▶利用時間
①9:40-11:00 ②13:40-15:00 ③15:00-16:20 土日祝休

▶利用方法
リハビリテーション科までお問い合わせください。

▶訪問リハビリテーションとは

ご自宅に療法士が訪問し、実際の生活環境の中でリハビリ
テーションを行うサービスです。より実際の生活に即した問
題に対して、機能的な側面のみならず、福祉機器の提案や住
宅改修などを含めた幅広い視点からアドバイスを行い、ご利
用者の方の生活を豊かなものにしていくお手伝いをさせてい
ただきます。

▶対象エリア
台東区全域、墨田区、中央区、文京区ほか近隣地域

▶利用方法
リハビリテーション科までお問い合わせください。

訪問
リハビリテーション
(医療・介護保険)

通所
リハビリテーション
(介護保険)



▶診療科

内科
呼吸器内科
整形外科
小児科
皮膚科
リハビリテーション科

各種健康診断

専門外来/禁煙外来

▶診療時間
午前/ 09:00～12:30 
(受付/ 08:30～12:00)

午後/ 13:30～17:00 
(受付/ 13:00～16:30)

▶休診日

日曜,祝日,年末年始
(12/30-1/3)

外来診療

▶当院外来の特色

・この地域の拠点病院となるべく、永寿総合病院と連携し
た外来診療を行っています。

・初期診療は当院で行い、高度医療・検査が必要な場合は
スムーズに永寿総合病院へご紹介いたします。

・院内に検査機器、検査技師を配置し、迅速な検査を行っ
ています。

保有機器:レントゲン撮影装置、超音波検査装置、心電
計、血液検査装置(生化学自動分析装置ほか)、尿分析装
置等

・永寿総合病院の医師が出張外来を行っています。

・柳橋分院、永寿総合病院間の無料シャトルバスを運行し
ています。

-シャトルバス運行時刻表(月～金曜日)
柳橋発永寿行→ 9:30 , 10:30,  11:30 , 14:00 , 15:00 , 16:00
永寿発柳橋行→ 9:00 , 10:00 , 11:00 , 13:30 , 14:30 , 15:30

高度医療・検査

病状安定後のフォロー 永寿総合病院柳 橋 分 院

永寿総合病院/柳橋分院の連携



公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属

永寿総合病院柳橋分院
〒111-0052 東京都台東区柳橋2-20-4

TEL:03-3851-9375(代) FAX:03-3851-9380
http://www.yanagibashihp.com

■診療時間
午前 / 09:00～12:30 (受付 / 08:30～12:00)
午後 / 13:30～17:00 (受付 / 13:00～16:30)

■休診日
日曜・祝日・土曜日午後・年末年始

■交通アクセス
JR総武線浅草橋駅東口より徒歩7分
都営地下鉄浅草線浅草橋駅A-6出口より5分

ファミリーマート●


