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　　24時間緊急手術を迅速に行える体

制を整え、患者さんが安全、かつ最善の

手術を受けられるよう努めています。また、

患者さんの身体にも心にも優しい、最新

の手術も導入しています。　　脳卒中、

一過性脳虚血発作、なかでも時間との勝

負になる超急性期脳梗塞に対する血栓

溶解療法（t‐PA療法）を施行できる設備

を備え、地域の脳卒中急性期医療を担っ

ています。また、脳卒中発症後より速やか

に療法士（理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士）や病棟看護師が連携し、超早

期、早期の急性期リハビリテーションを

行っています。　　二次救急医療を担う

地域の中核病院として、救急センターで

は、専従の救急専門医と専門性の高い

知識・技能を有した診療看護師やあらゆ

る専門職が配置され、24時間365日対応

できる体制を整えています。救急搬送件数は東大阪管内でトップクラスの実績を誇っています。　　ICUでは、すべての診療科を対象に重症または術後集中管

理の必要な患者さんをケアします。各職種が連携し高度医療を提供しています。　　最新の設備を誇る放射線診断・治療をはじめ、がん相談支援センター、がん

リハビリテーションなどの充実した設備・環境を整えています。地域の診療所や病院からの紹介患者さんも多く検査に来られています。　　内視鏡センターではビ

デオスコープシステム（OLYMPUS社製　EVIS　LUCERA　ELITE）や高周波手術装置（ERBE社製 VIO300D/APC2）など最新の機器を導入し、ESD等

のさまざまなニーズに応えることができる体制を整えています。　　地域の住民の皆さんや地域の医療従事者の方 と々共に病気や医療について学び合い、知

識を深め、健康増進と疾病予防に取り組むことを当院の使命と考えています。

地域医療支援病院、大阪府がん診療拠点病院、
救急・急性期病院、臨床研修指定病院

核市である東大阪市の急性期基幹病院として地域

に親しまれている若草第一病院は、開院以来、常

に新しい技術、設備を整え、先進の医療を実施し

てまいりました。大阪府中河内圏域（東大阪市、八尾市、柏

原市）の「地域医療支援病院」として、かかりつけ医の先生

方と共に地域の医療ニーズに応えるべく、病診連携を重視し

た運営を行っています。また、救急指定病院として各科専門

医師をはじめ看護師、メディカルスタッフにいたるまで、24

時間患者さんの受け入れ体制を完備し、夜間でも心筋梗塞、

消化管出血、急性腹症、脳卒中、外傷などの手術、検査にも

対応し、多くの方々から頼りにされています。

　ホスピタリティの面では、患者さんが少しでも快適に医療

を受けられるよう、人間的な温かさを重視し、検査や処置、

化学療法などを受けていただく際にも、さまざまなリラク

ゼーションのための工夫を取り入れています。

　職員の人間性や技術を磨くスキルアップ教育も充実してお

り、チーム医療を実践して質の高い医療の提供ができるよ

う、日々努力しています。さらに、臨床研修指定病院とし

て、将来の医療を担える研修医を輩出できるよう取り組んで

います。

　平成23年4月には、中河内圏域の大阪府がん診療拠点病院

に指定されました。地域の拠点病院として、がん診療のさら

なる質の向上に努めると共に、今後も地域住民の健康増進の

ために、医療機関等のシームレスな医療連携を構築し『地域の

健康を守る病院』として、その使命を果たしてまいります。
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開 設
病 床 数
職 員 数
診療科目

施設基準等

昭和56年4月
230床（うちICU8床・開放型病床46床）
450名
内科、総合内科、循環器内科、呼吸器内科、
消化器内科（内視鏡センター）、  小児科、
外科、整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻いん
こう科、婦人科、皮膚科、形成外科、脳神経
外科（脳卒中センター）、放射線科、麻酔
科、救急科（救急センター）、リハビリテー
ション科、病理診断科
一般病棟入院基本料7対1、特定集中治療
室管理料3、感染防止対策加算1、病棟薬
剤業務実施加算、医師事務作業補助体制
加算15対1、退院支援加算1、救急医療管
理加算／地域医療支援病院、大阪府がん
診療拠点病院、臨床研修指定病院、開放型
病院、DPC対象病院、日本医療機能評価
機構認定施設など

64列マルチスライスCT装置、1.5テスラMRI、バイプ
レーンFPD血管撮影装置（2室）、マンモグラフィ装置、
放射線治療装置（エレクタ社製 Elekta Synergy）、核医
学検査（SPECT）、X線TV装置（2台）、経皮的心肺補助
装置（PCPS）、腹腔鏡手術装置、関節鏡手術装置、手術
用マイクロ顕微鏡、体外衝撃波結石破砕装置、レーザー
結石破砕装置、炭酸ガスレーザー手術装置、白内障手術
装置、脳卒中センター、内視鏡センター（超音波内視鏡
装置　コンベックスEUS、NBIシステム、高周波手術装
置）、手術室4室（うち無菌手術室1室）、人工透析室（22
台）、病理解剖室、日帰り手術設備など

／
／
／
／

／
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　　簡易式食道透視装置（VF装置）

は、食べることが困難な患者さん

に、飲み込む時、食べ物が誤って気

管に入らないか検査する装置です。

　　歯科衛生士や言語聴覚士など、

各スタッフが協力し口から食べら

れるように口腔ケア、摂食機能療

法を行います。　　理学療法では、

起き上がり・立つ・歩くなど基本動

作の練習をします。実用性を高め

るため病棟でも行います。　　リハ

ビリ室では、医師による健康状態

チェックの元、充実した設備の中で

療法士が患者さん個人にあったプロ

グラムを立て積極的に、また丁寧に

訓練します。　　作業療法では患者

さん一人ひとりの生活を考慮しな

がら機能向上と身の回り動作の獲得

を目指します。

　　患者さんの笑顔を支援するた

めにチームアプローチでリハビリ

を行います。

障害、脊髄損傷など重度の障害者に対する回復期から慢性期に

わたる幅広い入院医療を提供しています。介護療養病床では、

医療必要度の高い要介護高齢者に対する維持期リハビリテーシ

ョンと慢性疾患、合併症に対する治療を中心に提供しています。

私たちは、「個々の患者さんの病状や障害に応じた最適なリハビ

リテーション・医療・ケアを提供します。」を基本方針とし、病

気や障害を持つ患者さんの社会復帰・在宅復帰ができるように

専門職員がチームで支援することを病院の使命とし、毎日患者

さんの笑顔のために心のこもった医療を提供してまいります。　

いADL能力の向上により、できる限り早期の家庭復帰さらに社
会復帰を目指しています。医療療養病棟では、神経難病、意識



開 設 昭和63年6月
450名

療養病棟入院基本料1、療養病棟療
養環境加算1・2、回復期リハビリテ
ーション病棟入院料1、指定介護療
養型医療施設、療養型介護療養施設
サービス費（Ⅰ-iv）、総合リハビリテ
ーション承認施設、大阪府北河内圏
域地域リハビリテーション地域支
援センター、歯科医師臨床研修協力
病院、国土交通省指定短期入院協力
病院、日本医療機能評価機構認定
施設など

リハビリテーション設備一式、ドライブシ
ミュレーター、電気刺激装置（バイタルス
ティム、アイビス）、一般撮影装置、Ｘ線ＣＴ
装置、簡易式VF撮影装置、その他医療機器
各種検査装置など
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地域の皆さまの健康に貢献できるよう、外来診療や
訪問診療を行っております。
また、肝炎専門医療機関として、従来のインターフェロン療法だけではなく、
最新のインターフェロンフリー（飲み薬）による治療も行っております。

　　化学療法室ではリクライニン

グシートのお席でゆったりと治療

を受けていただけます。　　主治

医の指示にもとづき、訪問看護師

が在宅療養されている方々の健康

状態を確認します。　　肝炎専門

医療機関として専門医が診療にあ

たっています。　　看護師は、安

全で丁寧な処置を心がけていま

す。　　訪問診療では、住み慣れ

たご自宅や施設へ医師がお伺い

し、診療させていただきます。

　　大阪・ミナミ 堺筋通りの、日本

橋筋商店街に面しております。

　　外来診療・訪問診療・訪問

看護・ケアマネジャーの各専門

スタッフが、患者さん・利用者の

皆さまが笑顔になれる医療・介護

サービスを提供します。

療は内科のみならず、肝炎専門医療機関として

Ｂ型・Ｃ型肝炎に対する従来からのインター

フェロン、リバビリン療法に加え、最新の飲み

薬によるインターフェロンフリー療法も積極的に行っており

ます。また病気や障害などにより通院困難な患者さんには、

ご自宅や施設へお伺いして診療する、「在宅患者訪問診療」を

訪問看護師や地域の居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）

と連携して積極的に取り組んでおります。他にも、 炎症性腸

疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病）の専門的な診療を行って

おります。

　私たち職員全員が、心のかよった医療サービスの充実に努

め、地域に根ざしたクリニックとして皆様方から信頼され選

択していただけるよう取り組んでまいります。



開 設
職 員 数
病床なし
診療科目

併 設

平成21年10月
10名

内科、消化器内科（肝臓・大腸）、
泌尿器科、放射線科、
※大阪府指定肝炎専門医療機関
日本橋老人訪問看護ステーション
日本橋居宅介護支援事業所
電話（０６）６６４３-７１４５
Fax（０６）６６４３-７１４６

Ｘ線一般撮影装置、超音波診断装置、心電計、
その他検査装置など

／
／

／

／





開 設
職 員 数
入所定員

施設基準

平成4年4月
71名
100名
通所リハビリテーション20名
介護保険施設サービスⅠiv、
短期入所療養介護Ⅰiv、
通所リハビリテーション、
短期集中リハビリテーション加算、
認知症短期集中リハビリテーション加算、
栄養マネジメント加算、
リハビリテーションマネジメント加算
Ⅰ・Ⅱなど

／
／
／

／



良質な在宅サービスを提供し、「笑顔で安心して地域で過ごす。」
を各種専門スタッフが応援します。

　　かかりつけ医師と訪問スタッ

フのカンファレンス。一人ひとり

の健康状態に合ったケアが行われ

るよう指示を受けるなど連絡が密

にとられています。　　バイクや

自転車でご自宅へ訪問します。

　　介護支援専門員や支援相談員

が住み慣れた居宅で安心して生

活できるようケアプランの作成

などを行います。　　訪問看護

師が自宅で療養されている方々

の健康状態をチェックします。ご

家族の精神面もサポートします。

齢社会を迎え、在宅医療の重要性が求められるな

か、平成5年より東大阪市を中心に、大阪市、大

東市などに訪問看護ステーションを開設しました。

　看護師が各家庭を訪問し、かかりつけ医師と緊密に連携をと

りながら、24時間対応できる体制を整え、病気や障害があっ

ても自宅で療養されている方々の、「自分らしく笑顔で安心

して地域で過ごす。」を支援しています。

　平成12年より、居宅介護支援事業所を開設し、介護保険に

基づく在宅サービス事業の提供を実施いたしました。介護支

援専門員（ケアマネジャー）がお一人おひとりに合ったケア

プランを作成し、本人の心身の機能回復・維持はもちろん、

ご家族の精神的フォローも大切な役割の一つと考えていま

す。また、平成19年には大東市中部包括支援センターを開設

し、保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員など各種専門

のスタッフが、地域住民の皆様の心身の健康の保持及び生活

の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の保健医

療の向上及び福祉の増進を包括的に支援し運営しております。

　私たち在宅部門は、一人暮らしや、昼間独居者が多い現

代、多くの方から利用され喜ばれる在宅サービスの提供をめ

ざしています。

高



開 設
職 員 数
サービス事業

施設基準

平成10年4月
65名
訪問看護、居宅介護支援事業、地域
包括支援センター
緊急時訪問看護加算、特別管理加
算、24時間対応体制加算、ターミ
ナルケア加算、機能強化型訪問看
護療養費など

わかくさ在宅センター
わかくさ老人訪問看護ステーション（平成5年7月開設）
わかくさ居宅介護支援事業所（平成11年8月開設）
わかくさ大東在宅センター
わかくさ大東訪問看護ステーション（平成7年9月開設）
竜間之郷居宅介護支援事業所（平成11年8月開設）
わかくさ布施在宅センター
わかくさ老人訪問看護ステーション小阪サテライト（平成9年4月開設、平成27年6月サテライト事業所へ変更）
わかくさ布施居宅介護支援センター（平成11年8月開設）
日本橋在宅センター
日本橋老人訪問看護ステーション（平成6年4月開設）
日本橋居宅介護支援事業所（平成11年8月開設）
大東市中部地域包括支援センター（平成19年4月開設）
大東市在宅介護支援センター竜間之郷

／
／
／

／

●

●

●

●

●
●





川合内科として大阪市浪速区に診療所を開設

川合内科病院を新設（平成14年4月 わかこうかい病院に改名）

医療法人社団若弘会に組織変更

若草第一病院を開設（東大阪市）

若草第二竜間病院を開設（大東市）

老人保健施設　竜間之郷を開設（大東市）

若草第一病院新館を開設 

わかくさ老人訪問看護ステーションを開設

日本橋老人訪問看護ステーションを開設

わかくさ大東訪問看護ステーションを開設

わかくさ布施訪問看護ステーションを開設

若草第二竜間病院新病棟（若草棟）を新築

在宅部門を開設

・介護保険施行に伴い、介護老人保健施設　竜間之郷に名称変更

・わかくさ竜間リハビリテーション病院に改名（旧：若草第二竜間病院）

  ・在宅部門に訪問介護、訪問入浴介護、居宅介護支援の各事業を開設

在宅介護支援センター竜間之郷末広出張所（シルバーハウジング）を

開設（平成25年3月31日機能終了閉鎖）

若草第一病院、臨床研修指定病院の承認

特定医療法人取得

特別医療法人取得（特別・特定医療法人）

若草第一病院　大阪府中河内圏域の地域医療支援病院の承認

大東市中部地域包括支援センターを開設

若草第一病院北館を開設

社会医療法人認可

わかこうかい病院を閉院し、わかこうかいクリニックを新設

若草第一病院　大阪府がん診療拠点病院　指定

●沿革
昭和21年

昭和51年

昭和53年

昭和56年

昭和63年

平成4年

平成5年

平成6年

平成7年

平成9年

平成10年

平成12年

平成14年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成23年

2月

2月

3月

4月

6月

4月

11月

7月

4月

9月

4月

11月

4月

4月

7月

4月

3月

2月

12月

4月

12月

7月

10月

4月

6562

大阪府大阪市浪速区日本橋４-７-１７

556-0005

川合　弘高

（06）4394-8425　　　（06）4394-8426



瓢箪山

本部：〒556-0005　大阪府大阪市浪速区日本橋4-7-17
TEL（06） 4394-8425　FAX（06）4394-8426




