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「地域と医療・福祉のかけ橋」として

　豊生会　東苗穂病院は、地域医療の中核を担う専門医療施設として、多く
のみなさまのお役に立ちたいと考えております。
　各分野の専門スタッフが、幅広い知識と確かな医療技術を磨きながら、侵
襲の少ない検査機器を駆使し、迅速に且つ正確な診断と状態に応じ各専門病
院との緊密な連携をとりつつ、より早期の処置・治療を目指しています。
　また、退院後も安心した在宅生活が送れるよう、医療・介護と切れ目のない
連携を図っています。
　当院では、みなさまと医療との関係を日夜問いながら、あらゆる医療ニーズ
に即した心のこもった診療・看護の実践に努めてまいります。院長　星野 豊

専門外来

診療科目

健康診断
(予約制)

（※印の専門外来以外はすべて事前予約制です。）

内科・総合診療科※・消化器内科・腎臓内科(人工透析)・循環器内科・呼吸器内科・神経内科・
リハビリテーション科・心臓血管外科・老年脳神経外科・歯科・放射線科・アレルギー科(小児・成人)※
※院内標榜

・健康診断(就業時・定期など)
・生活習慣病予防健診
・特定健診

入院病床数
161床

・一般病棟入院基本料1（７対１)…60床
・回復期リハビリテーション病棟入院料1…41床 
・療養病棟入院基本料1…60床　 

■基 本 理 念

■基 本 方 針

■診療上の
　行動指針

私たちは地域の皆様に信頼される良質な医療を目指します

・私たちは生命と人権を尊重した患者中心の医療を目指します
・私たちは医療の安全と質の向上を目指します
・私たちは医療、福祉機関と連携して地域医療の発展を目指します

・インフォームドコンセントを十分に行い、
 自己決定権を尊重した医療につとめます
・医療の安全・質の向上を目指しチーム医療を実践します
・地域連携を強化し、求められる医療・福祉を目指します

糖尿病外来・人工透析・CAPD・ペースメーカー外来・もの忘れ外来・神経内科外来・眼科外来・
整形外科外来・※睡眠時無呼吸症候群外来・※禁煙外来・正常圧水頭症外来・アレルギー外来
(小児・成人)



総合診療科外来

ペースメーカー外来・もの忘れ外来・
神経内科外来・眼科外来・整形外科外来・
禁煙外来・アレルギー外来(小児・成人)

近年、多くの病院の診療科、医師は専門分化し、主として臓器別、疾患別に分類されています。 また、高
齢化社会が急速に進展し、患者様が複数の病気を患う事も珍しくありません。このような環境の中、当
院において全人的な診療を目指し総合診療科の外来を行っています。症状が多彩な方、診断のついて
いない方、複数の疾患をお持ちの方の診察も行っています。診療・検査をとおして、症状の原因究明・診
断・適切な治療へ結びつくよう、加療にあたらせていただきます。

質の高いサービスでみなさまに安心して受診していただける
医療環境の提供を目指します

専門外来

人工透析
当院では37床で透析を行っております。保存期より
シャント作成、透析導入、維持管理を一環として行って
おり、患者様のライフスタイルにあったさまざまな治療
法や生活援助を提案させていただきます。またオンラ
インHDFや間歇補充型HDFの導入など最新の治療を
行っています。

正常圧水頭症外来
認知症診断のひとつの選択肢として正常圧水頭症外
来を行っています。認知症の原因は様々ですが、適切
な治療により症状の改善が期待できるものがありま
す。その一つが正常圧水頭症です。歩行障害・認知機能
障害・尿失禁などの症状であればお問合せください。

糖尿病外来
糖尿病のような慢性疾患は長い期間通院していただく
ことになりますので、良きアドバイザーとして関わらせ
ていただきます。糖尿病の合併症に苦しまずにすむよ
うにきめ細やかな治療を心がけております。

もの忘れ外来
「最近もの忘れが気になる」「認知症が始まったのでは」
と心配なさっている方やそのご家族のための専門外来
です。早期発見や適切な治療を行うことによって回復す
るものもあります。施設入所のご相談も受けています。

腹膜透析
腹膜透析は、在宅で行う透析療法で、普段の通院は月
に1～2回程度です。自分の体の中の「腹膜」を利用し
て血液をきれいにします。寝ている間に機械を使って
自動的に行う方法と、日中に数回透析液を交換する
方法があります。

睡眠時無呼吸症候群外来
「睡眠時無呼吸症候群」とは、一晩に１０秒以上の無呼吸
が３０回以上、または一時間に５回以上の無呼吸がおこ
ることです。当院では自宅で睡眠時無呼吸検査を行え
る簡易装置を常備しており、受診されたその日にご自
宅で検査ができます。

慢性腎臓病外来
慢性腎臓病（CKD）とは、何らかの腎障害が3ヶ月以上
持続する場合と定義され、心筋梗塞などの心血管病合
併の頻度が高く、また無症状のうちに腎機能が低下し、
透析や腎移植を必要とすることも少なくないので注意
が必要な病気です。

外　来
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外来にはコンシェルジュが常駐しています。
いつでもお気軽にご相談ください。



当病棟では急性期疾患、慢性疾患が増悪した患者さまの治療や検査・手術を目的に入院診療などを行います。入
院時より退院後の療養、生活の場を患者さま・ご家族と共に考え、急性期治療後さらに療養やリハビリテーション
が必要な場合には療養病棟や回復期リハビリ病棟での継続した入院も検討します。また在宅や介護施設への退院
に向けた支援も様々な職種により支援します。

当病棟は急性期の治療を終えても、病院での療養が継続的に必要な患者さまを対象とした病棟です。国の定めで
医療の必要度に応じ、医療区分が1～3に分かれており、当院では比較的医療が必要な区分2～3の患者さんにご利
用いただいている病棟です。急性期を過ぎた患者さまが安楽に療養生活が送れるように、また在宅復帰ができる
ように医療、看護、介護ケアを中心に行っています。

当病棟は急性期の治療が終了し、社会復帰へ向けてリハビリを行う病棟です。病棟の目的としてADL（日常生活動
作）の改善、寝たきり防止、家庭復帰を第一に考え、患者さまの個別性に合わせた看護ケアを行い、またリハビリカ
ンファレンスを開催し、患者さま・ご家族の希望をお聞きし、それぞれの専門スタッフからなるチームで機能回復と
向上にむけてアプローチしていきます。

栄養サポートチーム(NST)認知症サポートチーム（DST）
認知症の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受
けられることを目的として活動する多職種で構成さ
れたチームです。

栄養管理の必要な患者さまに対して、専門スタッ
フ、適切な評価・管理を行うことで少しでも早い栄養
状態の改善を支援させていただく活動です。

豊富な経験と確かな知識でみなさまの入院生活を
快適に過ごしていただくよう支えます

２階病棟 一般病棟入院基本料1（7対1）

回復期リハビリテーション病棟入院料1

療養病棟入院基本料1療養病棟

回復期リハビリテーション病棟

病床数 60床

病床数 60床

病床数 41床

　私たち医療ソーシャルワーカーは、医療機関に
おける社会福祉の専門職として、病気やけがに伴
い生じる様々な不安や心配事に対して相談をお
受けしております。また、病院から病院、病院から
在宅など、切れ目のない医療のお手伝いをして
います。お気軽にご相談ください。

医療連携相談室

☎ 011-784-1188(直通)

入　院
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MRI 1.5テスラ
磁気共鳴コンピュータ断層装置

CT 64列
コンピュータ断層装置

NBIを採用した高画質の
内視鏡検査

Canon Aplio i700
超音波診断装置

強力な磁石と電磁波を用
いて体内の病変を撮影で
きる装置です。放射線に
よる被ばくの心配も無く、
20分ほど寝ているだけで
脳梗塞、認知症、椎間板ヘ
ルニアなどの病気を発見
できます。

X線を使用して人体の
精密な画像を撮影する
装置です。撮影した画像
を多方向から観察する
事ができ、心筋梗塞、肺
がん、脳出血などの病
気を発見する事ができ
ます。

被ばくのリスクが無くリ
アルタイムで心臓・腹部・
血管など様々な部位の
病気を発見でき、肝臓の
硬さがわかる肝臓エラ
ストグラフィ(SWE)を導
入しています。

電子内視鏡により消化管
内部を直接観察して炎症、
がんなどの消化管の様々
な病気の早期発見を行い
ます。

脳の画像 心臓の立体画像

MRI、CT、内視鏡検査装置等の充実した
検査設備でみなさまの安心を広げます

VSRAD
早期アルツハイマー型認知症診断

嚥下検査
嚥下内視鏡・嚥下造影

嚥下内視鏡検査（VE）
は、内視鏡をのどに挿入
し、食物の飲み込みを観
察する検査。嚥下造影検
査（VF）は、造影剤を含
んだ食事をX線を照射し
ながら行う飲み込みを
観察する検査です。

脳の萎縮度合いをMRI検
査で撮影し、解析すること
で早期アルツハイマー型
認知症を診断することが
できる検査です。

検　査
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嚥下造影



集中的でシームレスなリハビリと
退院後を見据えたプログラムで早期退院を目指します。

豊富な経験と知識、日々の努力を重ねた技術で、
120名のスタッフが365日リハビリテーションを
提供します。退院後も必要性や生活状況に合わせ
て、訪問リハビリや併設の老人保健施設の通所、
同グループ内のディサービを利用して、1人1人に
合わせたリハビリが継続できるようにサポートし
ていきます。

365日サポートします

ロボットスーツHAL®を脳梗塞･脊髄損傷・神経難病・骨折等の麻痺や筋力
低下により手足が動かしにくくなった方に活用し、繰り返すことで外した後
も効果が持続する成果も得られています。HAL®だけではなく、今後はロ
ボットを取り入れた最先端のリハビリテーションが、今以上に世の中に普及
してくると思いますので、積極的に導入を検討し日々のリハビリで活用して
いきたいと考えています。

最先端リハビリテーション

嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査を中心に、嚥下（飲み込み）リハビリテーションにも、積極的に取り組んでいます。
食形態も豊富に取り揃えていますので、個別に合わせた食事を継続できるように関わっていきます。

嚥下リハビリ

リハビリテーション
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理学療法士

言語聴覚士 作業療法士

ロボットスーツHAL®



リハビリを実施している患者さんは低栄養が多いと言われています。その状
態では十分な効果が得られにくく、逆効果になることもあります。当院では、
InBodyを使用し、体内の筋肉量、体脂肪量、水分量、基礎代謝量、たんぱく
量などを高性能に測定し、影響状態を確認しながら、リハビリテーションを
実施しています。

リハビリテーション栄養

病院近隣の地域と協力をして、様々な場所で体力測定会や
各種講演を開催しています。また、豊生会の夕張診療所へ
の出向や幌加内町、平取町でも定期的に体力測定会等を実
施しています。またサロン（集いの場、交流場所）を通して体
操等を実施し、運動全般に関する相談にも応じています。住
み慣れた場所で長く生活をしていく為に必要な支援、リハビ
リスタッフとして、それぞれの地域に貢献できる様な企画・
運営をして幅広く活動をしていきます。

地域活動

言語聴覚士が施設や自宅へ訪問し、食事形態の提案、介助方法の指導、栄養面の助言、嚥下内視鏡検査、飲み込み
や食事に関すること全般の相談に応じています。また他法人の施設や退院先の自宅、他医療機関に入院した場合
にも対応が可能となっていますので、ご相談いただければと思います。栄養士や歯科とも連携を図りながら、『食べ
ること』『飲むこと』が病気や加齢、その他が原因で難しくなった方を対象にサポートしています。

飲み込みサポートセンター

InBody(インボディ)



〒007-0803　札幌市東区東苗穂3条1丁目2-18
☎(011)784-1121(代表)　FAX(011)780-2058東苗穂病院

交通のご案内
■地下鉄東豊線[元町駅]下車
　　中央バス東70元町線[元町駅]
　　東営業所方面→[伏古7条5丁目]下車 
■地下鉄南北線[北24条駅]下車
　　中央バス東70元町線[北24条駅]
　　東営業所方面→[伏古7条5丁目]下車

※お車でお越しの場合は北24条通を
　はさんで向かい側の駐車場を
　ご利用ください。

「心とからだのよりよい環境づくり」をテーマに。いつも、あたたかく、やさしく、そして
何よりも優れた医療と福祉を。私たち豊生会グループ一同は、理念に一歩づつ近づき
たいと日々努力し、私たちの最善を地域の皆様に提供していきたいと思っています。

地域に根ざした豊かな医療と福祉を創造する

http://www.houseikai.or.jp/
豊生会 検　索豊生会グループ

※2021年2月現在

東苗穂たんぽぽクリニック 東雁来すこやかクリニック 豊生会 元町総合クリニック

在宅医療
在宅療養支援診療所 

訪問介護 

きらら伏古

デイサービス
デイサービスセンター

介護老人保健施設

介護老人保健施設

ひまわりネットワーク
居宅介護支援事業所

特別養護老人ホーム

おいらーく

社会福祉法人 グループ会社
関連会社
有限会社豊生会

すぎの子の家

グループホーム
グループホーム

すぎの子
グループホーム

ひまわり

サンシャイン
デイサービスセンター

パワフルひまわり
デイサービスセンター

パワフルひまわり
居宅介護支援事業所  

ひまわり健康倶楽部
デイサービスセンター

ゆかり
居宅介護支援事業所

総合支援センター
総合支援センター

東苗穂病院

医療施設

ひかりの

在宅医療

訪問介護・定期巡回

ヘルパーステーション 虹
24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

ケアステーション  なないろ

介護老人保健施設

複合型サービス事業所 なごみ
看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護

☎ 011-784-1121 ☎ 011-781-8800 ☎ 011-784-6300 ☎ 011-791-9991
丘珠明陽医院
☎ 011-781-1145☎ 011-783-5100

豊生会 苗穂駅前内科クリニック
☎ 011-231-2016

東苗穂にじいろ歯科クリニック伏古レディースクリニック
☎ 011-780-1103 ☎ 011-780-5514

東苗穂訪問看護
ステーション
☎ 011-790-3011

訪問看護ステーション
なごみ
☎ 011-780-6610

☎ 011-790-3015

小規模多機能型居宅介護 

さくら
☎ 0133-27-5560

☎ 011-780-5522

☎ 011-787-1331☎ 011-780-6543
新篠津つむぎの家
デイサービスセンター
ひまわり健康倶楽部サテライト事業所

☎ 0126-39-3411☎ 011-733-6700 ☎ 011-721-2200 ☎ 0133-25-2800

小規模多機能型
居宅介護 ひかりの
☎ 011-790-2200

グループホーム

ひかりのの家
☎ 011-790-2210

☎ 011-790-3020 ☎ 011-789-8500 ☎ 0133-25-2100

☎ 011-782-0706

ライフプランセンターひまわり
居宅介護支援事業所

☎ 011-781-3515

☎ 011-789-5177
すぎの子家族
グループホーム

☎ 011-788-6365

はつらつ当別
☎ 0133-25-2800

サービス付高齢者向け住宅

☎ 011-790-1400 ☎ 011-790-5311

居宅介護支援事業所

東雁来すこやかこどもデイサービスセンター
札幌市病後児保育事業

☎ 011-784-1121ひだまり
東苗穂ナーシングケアセンター

☎ 0120-749-007

夕張豊生会

夕張市立診療所
☎ 0123-52-4339

夕張
☎ 0123-52-4336

平日午前 平日午後 夜間診療（月・水・金） 土曜日午前

８：４５～１２：００

８：３０～１１：３０ ８：３０～１２：００１３：００～１７：００（月・水・金）

８：４５～１２：３０１３：３０～１７：００ １７：００～１９：３０

１７：００～１９：００１３：００～１６：３０（火・木）

診療曜日
受付時間

法人基本理念

●西友

●開成高校

元町線

東営業所前

元
　
町

伏古 7-5

環状通

札幌新道 / 札樽道

最寄バス停！

元町駅前

苗
穂
・
丘
珠
通
り

パ
ー
プ
ル
ロ
ー
ド

屯
田
通
り

三
角
点
通
り①

③

地
下
鉄
東
豊
線

あゆみ
スイミング
スクール

宮の森北 24 条通

至
栄
町

至
札
幌

●
あゆみ
スイミング
スクール

東苗穂病院
介護老人保健施設ひまわり

駐車場

介護老人保健施設

ひまわり

宮の森北 24 条通
東苗穂 4-1

P

P

ひだまり東苗穂病院

診療時間

受付時間


