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2021年
くにもとメディカルグループ概要





　くにもとメディカルグループは、1991年の「くにもと肛門科」開設から、今年で30周年を迎

えます。私共を支えて下さっている皆さまに心から感謝申し上げます。くにもと病院は

2021年5月1日に丸谷病院と統合移転し、141床の病院としてリニューアルオープン致

しました。

　くにもと病院がこれまで取組んできた大腸肛門病の専門病院としての診療に加え、

地域高齢者等の回復期・在宅復帰の支援強化を充実させ、地域医療のハブとなる病

院を目指して参ります。

　2020年度の事業活動としては上記の取組に加え、東京に都市型軽費老人ホームで

あるケアハウス練馬豊玉南、札幌ではグループホーム新道東、苫小牧にはグループ

ホーム澄川を開設致しました。その他にも新規事業の準備を着実に進めております。

　さて、ここにくにもとメディカルグループの活動内容をまとめました。各事業、部

門の取り組み等をご紹介するとともに、くにもと病院の診療実績から学術実績などを掲

載しております。

　今後も医療・看護・介護の質の向上に邁進していきたいと思っております。皆様に

当グループをさらにご理解頂きますとともに、今まで以上のご協力を賜りますよう、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

医療法人健康会　　　　　　　理事長

医療法人元気会　　　　　　　理事長

医療法人曙　　　　　　　　　　理事長

株式会社健康会　　　　代表取締役

KENKOKAI(THAILAND) CO., LTD.  CEO

國本　正雄



くにもと病院
くにもと病院は2021年5月1日に丸谷病院を統合し141床の病院として

リニューアルオープンしました。

これまでの肛門外科・胃腸内科など急性期としての強みに加え、地域

高齢者等の回復期・在宅復帰を支援し、地域医療のハブとなる病院を

目指します。

くにもと病院は2021年5月1日に丸谷病院を統合し141床の病院として

リニューアルオープンしました。

これまでの肛門外科・胃腸内科など急性期としての強みに加え、地域

高齢者等の回復期・在宅復帰を支援し、地域医療のハブとなる病院を

目指します。

大腸・肛門専門病院としての機能をさらに充実大腸・肛門専門病院としての機能をさらに充実



ALTA による硬化療法と結紮切除術実績

内視鏡実績

【開設者】　　 医療法人健康会
【理事長】　　 國本正雄
【病院長】　　 安部達也
【病床数】　　 141床
                 地域包括ケア病棟100床（予定）
　　　　　　　　 療養病棟41床
【診療科目】  肛門外科
         胃腸内科
　　　　　　　　 内科
　　　　　　　　 リハビリテーション科

概要

認定施設

北海道大学　　　　　　　  臨床研修協力施設

                                                   早期臨床演習施設

旭川医科大学　　　　　　協力型臨床研修病院

                                                    早期臨床実習施設

札幌医科大学　　　　　　臨床研修協力施設

旭川赤十字病院              協力型臨床研修病院

日本外科学会　　　　　　専門医制度修練施設（指定）

日本大腸肛門病学会　 認定施設

日本消化器外科学会　 専門医修練施設・関連施設

日本臨床肛門病学会　 臨床肛門病　技能認定施設

①基本診療料          
・初診料　機能強化加算
・地域包括ケア病棟入院料1（予定）
・療養病棟入院基本料1
・診療録管理体制加算1
・医療安全対策加算2
・医療安全対策地域連携加算2
・感染防止対策加算2
・患者サポート体制充実加算
・療養病棟療養環境加算1
・データ提出加算1
・データ提出加算3

②特掲診療料
・がん性疼痛緩和指導管理料
・がん治療連携指導料
・薬剤管理指導料
・在宅療養支援病院
・在宅時医学総合管理料
・CT撮影及びMRI撮影
・運動器リハビリテーションⅠ
・脳血管疾患等リハビリテーションⅡ
・仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経
　刺激装置交換術

③その他
・入院時食事療養Ⅰ
・食堂加算

施設基準

　最新医療技術の習得に努め、

年間1,300件を超える肛門手術

を実施しており、全国トップクラ

スの実績を誇ります。

　痔の三大疾患と言われる痔核

•痔瘻•裂肛はもちろん、様々な肛

門疾患に対して適切な治療を提

供しています。

日本トップクラスの肛門手術数

北海道の病院 2021 ランキング



医師紹介

安部 達也  院長

旭川医科大学医学部　平成5年卒業
医学博士

旭川医科大学　臨床指導教授
日本外科学会　認定医・専門医・指導医
日本消化器外科学会　専門医・指導医
日本大腸肛門病学会　
　　　　　　専門医・指導医・評議員
日本消化器病学会　専門医
消化器がん外科治療　認定医
日本臨床腫瘍学会　暫定指導医
日本がん治療認定医機構　
　　　がん治療認定医・教育医

近藤 益夫  医師

札幌医科大学医学部　昭和41年卒業
医学博士

日本臨床外科学会　会員　

札幌医科大学医学部　昭和56年卒
医学博士

理事長國本 正雄　

旭川医科大学　臨床指導教授・非常勤講師
日本外科学会　認定医・専門医・指導医
日本大腸肛門病学会　専門医・指導医・評議員
日本プライマリ・ケア連合学会　認定医•指導医
日本消化器外科学会　認定医
日本消化器内視鏡学会　専門医•指導医
全日本病院協会　北海道支部　幹事
北海道病院協会　常務理事
内痔核治療法研究会　世話人
日本臨床肛門病学会　評議員・技能指導医
全国介護事業者連盟　理事

《非常勤医師》

札幌医科大学 医学部
　　消化器•総合、乳腺•内分泌外科学講座
　　（旧第一外科）

旭川医科大学 医学部
　　血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野
　　（旧第一外科） 
　　肝胆膵・移植外科学分野
　　（旧第二外科） 
　　消化器・血液腫瘍制御内科学分野
　　（旧第三内科）
　　眼科学講座

　　蘇生・麻酔学講座

その他医療機関

鉢呂 芳一  副院長

札幌医科大学医学部　平成6年卒業
医学博士

旭川医科大学　臨床指導教授
日本外科学会　認定医・専門医・指導医
日本大腸肛門病学会　専門医・指導医・評議員
日本静脈学会　会員
内痔核治療法研究会　世話人
日本臨床肛門病学会　技能指導医

村上 雅則  診療部長

旭川医科大学医学部　昭和56年卒業
医学博士

日本消化器病学会　専門医・指導医
日本消化器内視鏡学会　専門医・指導医
日本消化器がん検診学会　専門医・指導医
日本内科学会　認定医
日本医師会　認定産業医

小原 啓  診療部長

旭川医科大学医学部　平成5年卒業
医学博士

旭川医科大学　臨床指導教授
日本外科学会　専門医
日本消化器外科学会　専門医・指導医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医

稲垣 光裕  診療部長

旭川医科大学医学部　昭和61年卒業
医学博士

日本外科学会　専門医・指導医
日本消化器外科学会　専門医・指導医
日本消化器病学会　専門医
日本消化器外科　消化器がん外科治療認定医
日本がん治療認定機構　がん治療認定医



便秘外来・便失禁外来
便失禁外来

火・水・金曜日　9時00分～11時30分

月～金曜日    14時00分～16時00分

　※月曜日14時00分～16時00分は便失禁外来

　※金曜日の午後は予約制となります。

担当医師：安部達也

　2005年に日本初の便失禁外来を開設しました。
これまで1,000例以上の診療を行いました。2014年
には新たに認可された仙骨神経刺激療法（SNM)を
北海道で初めて施行しました。
　その他にも多くの治療法を開発して（下表）、治療
の難しい便失禁に立ち向かっています。
　「便が気付かないうちにもれている」「便をトイレに
いくまで我慢できない」などの症状にお悩みの方は
ご相談下さい。
　

便秘外来

　下剤が効きづらい難治性の便秘に対応するため
2011年に新たに開設し、すでに2,000例以上の治療
実績があります。
　まず食事内容や生活習慣を見直し、正しい排便
姿勢などを指導します。そして直腸肛門機能検査
や排便造影検査により便秘の原因を突き止め、個
々の病態に即した治療を行っています。直腸瘤や直
腸重積（上図）などの器質性の便排出障害に対して
は、体の負担の少ない低侵襲手術を行っています。

直腸瘤 直腸重積

便失禁外来・便秘外来 開設時間
　　

便排出障害（スーパー便秘に対応可能！）

　✓スーパー便秘の診断には専門的検査（肛門内圧検査、バルーン排出検査、排便造影検査）が必要です。
　　　一般の病院ではほとんど行われておりませんが、当院では実施可能です。
　 ✓治療の第一選択はバイオフィードバック療法（排便リハビリ）です。こちらも一般の病院ではあまり行われ
　　　ておりませんが当院では実施可能です。
　 ✓内科的治療が無効な場合は、特殊な手術が必要な場合もあります。高齢の患者も安心して治療可能な
　　　低侵襲で安全な方法をご提供しています。

　　（新）くにもと病院では便排出障害の治療がさらに充実！

　✓便秘や便失禁の専門外来の診療枠を拡大！
　 ✓専門外来のための広々とした診察室を新設
　 ✓排便造影検査装置を最新機種にアップデート
　 ✓排便機能検査とバイオフィードバック療法のための専用検査室を新設
　 ✓病床数が増えるので、ご希望の方には入院でゆったりと排便訓練に
　　　励んで頂けるようになります。

　　

最新鋭の排便造影装置

くにもと病院はスーパー便秘にフルスペックで対応可能な
北海道内で数少ない医療機関です！

当院で診断・治療可能な難治性便秘リスト

　　



　下肢静脈瘤とは、下肢の表在静脈が拡張や蛇行する
もので発症すると

“だるさ、疲れやすい、夜間に足がむくむ、痛み、かゆみ”

等の症状が出てきます。

　重症化すると湿疹などができたり、色素沈着や潰瘍が
生じることがあります。静脈瘤の危険因子として、女性で
あること、加齢によるもの、妊娠・分娩をきっかけによるもの
等があります。下肢静脈瘤は年々少しずつですが大きく
膨らんでいきます。
　上記の症状でお悩みの方は、まず一度ご相談下さい。

下肢静脈瘤

下肢静脈瘤外来
　　

内視鏡検査

開設時間： 月・木曜日 9時00分〜11時30分

担当医師：鉢呂　芳一

下肢動脈瘤外来 開設時間
　　

　当院では年間約3,500例の上部•下部
内視鏡検査を施行しており、正確な診断
と患者様にとって苦痛の少ない内視鏡
検査を目標に、充実した体制で日々の
検査を行っています。

　

くにもと病院　がん発見数

2020年１月〜12月

52
その他のがん
　　　 4

総数

大腸がん・肛門がん

56

内視鏡検査
　　

下肢動脈瘤外来

性別 女性に頻度が高い
年齢 年齢とともに静脈瘤の頻度は増加

遺伝
親や姉妹に静脈瘤のある人に
起こりやすい

妊娠
分娩

妊娠、分娩をきっかけに静脈瘤ができやすい
特に2度目以降の妊娠でできる人が多い

立ち仕事
立ち仕事（美容師、調理師、店員）に
従事する人に多く、また進行しやすい

静脈瘤の危険因子



手術・検査件数　2020年

【肛門・大腸手術】

【内視鏡手術】

大腸ポリープ切除術                     308

【その他手術】

下肢静脈瘤手術                                          87

その他                                           157

上部消化管内視鏡検査           246

下部消化管内視鏡検査                 2,160

全大腸内視鏡検査                    935

直腸肛門内圧検査                  2,497

肛門エコー検査            474

【主な検査】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
痔核根治手術・脱肛根本手術                 397

痔核手術（血栓切除術）              5

直腸脱手術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

直腸粘膜脱形成手術  　　　　　        　　　　 131

痔瘻根治手術                      129

肛門周囲膿瘍切開術・直腸周囲膿瘍切開術                           157

裂肛根治手術                               102

肛門皮垂切除術                                        202

肛門ポリープ・直腸ポリープ切除術           67

その他               36   

                                                                   合計                                1,252



1.介護老人保健施設等に入居されている方、または自宅で療養を継続しているが、一時的に入院が
　必要になった方

2.急性期病院での入院治療により状態は改善したが、もう少し経過観察が必要な方

3.急性期病院での入院治療により症状が安定し在宅復帰に向けてリハビリテーションが必要な方

4.在宅での介護サービス等、療養準備が必要な方

5.レスパイト目的

上記を対象に、在宅や介護施設への復帰に向けた医療や退院支援を行います。

当院では13名（令和3年6月時点）のセラピストが在籍し、機能回復・維持・在宅復帰に向けた
リハビリに力を入れています。

地域包括ケア病棟

くにもと病院は地域包括ケア病棟を100床配置予定です（令和3年8月）
急性期治療を経過し、病状が安定した患者に対して在宅や介護施設への復帰支援に
向けた医療や支援を行う病棟です。



療養病棟

くにもと病院には医療療養病棟が41床あります。
医療療養病棟は急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、
病院での療養が継続的に必要な患者が入院する病棟です。

1.急性期の治療を終えた方
　急性期治療を既に終えたが、施設入所・在宅復帰が困難で引き続き入院治療が必要な方、
　また社会復帰のため治療継続を要する方。
　　A)胃ろう栄養・経鼻栄養が不可能なIVH患者
　　B）頻回な痰吸引、気管切開管理、褥瘡管理等の医療処置を要する方
　　C）脳血管障害・脊髄損傷後のリハビリを要する方
　　D)パーキンソン病等の神経難病患者

2.在宅医療の継続が困難な方
　自宅での訪問診療や往診、訪問リハビリテーション等を受けていたが、病状や治療環境の
　変化により病院への入院を希望される方

3.介護施設への入所をお待ちの方
　特別養護老人ホームや老人保健施設、高齢者住宅などへの入所待ちで、主としてリハビリ
　テーションを目的とする短期入院（1～3ヶ月）を希望される方。

4.レスパイト目的

入院の対象となる方

当院の療養病棟で受入可能な状態



日本消化器外科学会 認定医・指導医
ICD 制度協議会 ICD 制度認定医　

菱山豊平　院長

昭和45年3月　弘前大学医学部卒業
平成20年4月　栗山赤十字病院　院長
 

医療法人　元気会

 忠和クリニック

二川原 桂　院長 開設 ： 平成１０年２月
診療科目 ： 内科、 外科、 整形外科、
　　　　　　　  リハビリテーション科、 訪問診療
連携施設 ： 札幌徳洲会病院 連携施設
　　　　　　　　（総合診療専門研修Ⅰ）

医療法人　健康会

 おおあさクリニック

日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医
平成8年　  旭川医科大学医学部卒業
平成16年　岩見沢北翔会病院
平成21年　市立美唄病院
平成29年　医療法人社団曙札幌北14条クリニック

開設 ： 平成１１年１１月
診療科目 ： 内科、 訪問診療



日本小児外科学会 専門医・指導医　　
日本外科学会 専門医・指導医　
日本病院総合診療医学会認定医　

平間敏憲　院長

昭和47年3月　札幌医科大学卒業
平成19年9月　道立子ども総合医療療育センター
                   （副センター長兼外科部長）

医療法人　曙

 札幌北１４条クリニック

開設 ： 平成２６年５月
診療科目 ： 内科、 訪問診療

開設 ： 平成１１年１１月
診療科目 ： 内科、 訪問診療



看護・介護サービス等事業所

デイサービスセンター東野幌　デイサービスセンター押上　
デイサービスセンターちゅうわ

　食事や入浴などの介護サービスを提供すると共に、
レクリエーションや機能訓練などを行います。

訪問看護ステーション

　病気や障がいを持った人が、住み慣れた地域や
ご家庭で療養生活を送れるように看護師がご自宅
を訪問し看護を行います。

あけぼの訪問看護ステーション　訪問看護ステーション札幌東
訪問看護ステーションおおあさ　 訪問看護ステーションしらかば
訪問看護ステーション忠和

　福祉用具のレンタル・販売を行っております。
介護用品や各種消耗品販売も行っております。

ケアサポートセンターあけぼの

　ホームヘルパーがご自宅を訪問し生活援助や
身体介護等のケアを提供します。

ヘルパーステーションあけぼの

ヘルパーステーションおおあさ

ヘルパーステーション札幌東

ヘルパーステーションしらかば

  

訪問介護 （ヘルパーステーション） 通所介護 （デイサービスセンター）

介護福祉士実務者研修

　介護福祉士実務者研修を開講致しております。

当グループ以外からの受講も可能で、奨学金制度も

ございます。当社の介護施設で働きながら研修受講し

資格を取得することができます。

　また実務者研修だけではなく、社内研修なども企画

実施しており、職員の継続的なスキルアップを支援し

ております。

介護福祉士実務者研修センターあけぼの
介護福祉士実務者研修センターあけぼの　札幌校
介護福祉士実務者研修センターあけぼの　苫小牧校

福祉用具 ・ 貸与販売事業所



　

デイケアセンターおおあさ

　身体機能の維持や生活機能の向上を目的として理学
療法士などのリハビリ専門職によるリハビリテーションを
提供します。

通所リハビリテーション （デイケアセンター）

　医療ニーズと介護ニーズを併せ持った中重度者の
方を対象に看護師が医療的なケアを提供します。
当グループの療養通所介護センターしらかばでは
療養通所介護に併せて放課後等デイサービス（重度
心身）と生活介護も行っており、子供から高齢者まで
幅広い方々の受入を行っております。

療養通所介護センターしらかば

療養通所（療養通所介護センター）

地域包括支援センター

　介護・保健・福祉の専門職がチームとなって、相談の受付や、
支援を行う高齢者の総合的な相談・サービスの拠点です。

春光･春光台地域包括支援センター
大麻第一地域包括支援センター

ケアプラン相談センター

ケアプラン相談センターあけぼの ケアプラン相談センター札幌東

ケアプラン相談センターおおあさ

ケアプラン相談センターしらかば　　

　介護が必要になった方の相談を受け、介護サービス
利用の認定申請代行やケアプランを作成します。

健鍼灸院

　利用者様の体調や身体のお悩みに
合わせた治療を行っております。
訪問での施術をメインにしております。

健鍼灸院

介護施設入居相談

　ご相談者様のニーズに合った介護施設を
ご紹介します。

介護施設入居相談所 健

※ケアプラン相談センターちゅうわ及び

　　ケアプラン相談センター旭町を

　　統合予定



グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

江別

苫小牧

グループホームあけぼの

グループホームあけぼのⅡ

グループホームあけぼのⅢ

グループホームあけぼのⅣ

グループホームえべつ

グループホーム若葉

グループホームしらかば

グループホーム柏木

グループホーム澄川

グループホーム輪西

旭川

室蘭

札幌
グループホーム厚別中央

グループホーム八軒中央

グループホーム新道東

グループホーム伏古

　平成 16 年より認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）

事業を行っております。小規模で家庭的な雰囲気の中で生活することで認知

症の進行を緩やかにするとともに、現有能力の維持・向上に取組んでいます。

　健康会のグループホームは、認知症高齢者の方々が地域において、末永く

安心して暮らしていける住まいの実現を目指します。

東京グループホームひじり野

東神楽町

グループホーム大田蒲田



メディケアホーム（住宅型有料老人ホーム）

メディケア
ホーム

メディカル

「医療」

ケア

「介護」

ホーム

「住まい」

メディカル

「医療」

ケア

「介護」

ホーム

「住まい」

訪問診療

訪問歯科

訪問介護

福祉用具
訪問看護

訪問理美容アロマテラピー

旭川

メディケアホームあけぼの

メディケアホームあけぼのⅡ

メディケアホームあけぼのⅢ

メディケアホーム曙2条5丁目

メディケアホームちゅうわ

メディケアホームちゅうわⅡ

メディケアホーム忠和6条

札幌

メディケアホーム新道東

メディケアホーム川下Ⅰ

メディケアホーム川下Ⅱ

メディケアホーム川下Ⅲ

メディケアホーム川下Ⅳ

メディケアホーム丘珠

メディケアホーム栄町

メディケアホーム美園

メディケアホーム厚別中央

メディケアホーム伏古

メディケアホーム元町北26条

メディケアホーム元町中央

メディケアホーム元町開成

メディケアホーム環状通東

　住宅型有料老人ホームを住まいの基盤として、診療所

や訪問看護ステーションと連携し入居者の方々に対して

医療・看護・介護サービスをシームレスに行い、医療

依存度が高い方を中心に受入しております。



ドクター・ナーシングホーム
（医療特化型住宅型有料老人ホーム）

　札幌
ドクター・ナーシングホーム元町
※札幌・旭川にて順次新規開設予定

　　医療特化型の住宅型有料老人ホームです。

　24 時間 365 日、看護師が常駐し神経難病や
　
　がん終末期、医療依存度が高い方も入居可能
　
　です。メディケアホームよりさらに重度者対
　
　応に特化しており、ご自宅での生活が難しい

　方のホスピスとなっております。

◆在宅酸素

◆中心静脈栄養（ポート・カテーテル）

◆経管栄養（腸ろう・胃ろう・経鼻）

◆喀痰吸引（頻回な吸痰も対応可）

◆腹膜灌流

◆腎ろう・膀胱ろう

◆人口肛門・人口膀胱

◆導尿（膀胱留置カテーテル）

◆褥瘡処置・創傷処置

◆その他

【対応可能な医療処置】



都市型軽費老人ホーム（東京）

　平成21年群馬県での無届け施設における火災事故が社会問題化。

（犠牲者の多くが都内の生活保護受給者）この問題に対し東京都が

新しい種類の施設を創設したものが、都市型軽費老人ホームです。

従来の軽費老人ホームに比べ基準が緩和されており、入居者の収入

に応じて東京都から補助があります。第一種社会福祉事業。

　ケアハウス押上　ケアハウス堀船　ケアハウス小竹向原　

　ケアハウス大田蒲田　ケアハウス練馬豊玉南



海外事業　KENKOKAI (THAILAND) CO., LTD.

北海道どさんこプラザ　開設記念式典　

高橋はるみ 参議院議員

（前北海道知事）

Hair salon area-J
　2016年7月6日にタイのバンコクに
Hair salon area-Jをオープン。
外国人材活用のノウハウを獲得。
アジア展開の足掛かり。

タイ国内TV放映：AMARIN TV

タイ国内TV放映：Channel 5



メディアクリップ

2021年4月北海道経済

2021年3月北海道経済



2021年5月北海道医療新聞

2021年2月高齢者住宅新聞 2021年3月北海道医療新聞

2021年3月北海道新聞

2021年5月高齢者住宅新聞



学術論文

　　便排出障害の治療 -バイオフィードバック療法など-
    消化器内科 2巻 1号 医学出版 2020
    安部 達也

　　脱肛に対する結紮切除術の適応と手技上の注意点
    外科 82巻 10号 2020 医学書院
    安部 達也, 鉢呂 芳一, 小原 啓, 稲垣 光裕, 菱山 豊平, 國本 正雄

    直腸知覚異常の診断と治療
    medicina 57巻 9号 2020 南江堂
    安部達也, 國本正雄, 鉢呂芳一

　  便秘症診断における大腸通過時間検査法の臨床的検討
    日本大腸肛門病学会雑誌 73（6）：237-243, 2020
    安部 達也, 鉢呂 芳一, 小原 啓, 稲垣 光裕, 菱山 豊平, 國本 正雄

    Efficacy and safety of Elobixibat in elderly patients with chronic constipation :
 　　A single-center, observational study. J Anus Rectum Colon 4(3): 122-127, 2020
　　 Abe T, Kunimoto M, Hachiro Y, Ohara K, Inagaki M, Murakami M.

学会発表

 　 第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月13日／WEB開催)
　　　 全周性の脱肛に対するALTA併用痔核根治術
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

    第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月14日／WEB開催)
    　　便排出障害の診断における専門的検査の臨床的検討
　　　　安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

 　 第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月14日／WEB開催)
　　　 ALTA単独療法の長期成績と再発時の治療
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

　　第22回日本神経消化器病学会（2020年11月20日／東京）
　　　 大腸通過時間検査を用いた慢性便秘症診療の実際
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄、村上雅則

　　 第41回日本大腸肛門病学会北海道地方会（2020年11月28日／札幌）
　　　  便秘症診断における大腸通過時間検査法の臨床的検討
　　　  安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

　　第41回日本大腸肛門病学会北海道支部例会（2020年11月28日／札幌）
　　　 ALTA療法後の発熱は回避できるか？
        鉢呂芳一、安部達也、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

講演会・セミナー
医師

　 アミティーザカプセル12μg発売1周年記念Web講演会（2020年4月18日／WEB開催）
　　　アミティーザの長期使用成績と12μg規格追加による今後の展望
　　　安部達也

   日本臨床肛門病学会 第2回 WEB教育セミナー（2020年10月4日／WEB開催）
　　　低位筋間痔瘻の手術 切開開放術
　　　安部達也

　 GOOFICE Webinar in 北日本（2020年11月24日／WEB開催）
　　　リアルワールドにおけるグーフィスの有効性と安全性
　　　安部達也

　 漢方ミニWebinar 2020（2020年12月2日／WEB開催）
　　　大腸肛門領域における漢方の役割
　　　安部達也

    

 その他
　　
    通いの場交流会（2020年7月28日／江別）
　　　地域包括ケアシステムと自助互助について
　　　松岡宏樹

　　悠々クラブ（2020年9月18日／江別）
　　　身近な地域で仲間と一緒に健康寿命をのばしましょう
　　　遠藤英美
　
　　蛍雪会（2020年10月1日／江別）
　　　消費者被害に遭わないために、気を付ける事と互助について
　　　松岡宏樹

　　大麻文京台まちづくり協議会生活福祉部会（2020年10月5日／江別）
　　　地域包括ケアシステムについて
　　　松岡宏樹
　  
　　
　　　
       
    

　　　

2020年9月介護新聞2020年10月介護新聞

2020年8月高齢者住宅新聞



学術論文

　　便排出障害の治療 -バイオフィードバック療法など-
    消化器内科 2巻 1号 医学出版 2020
    安部 達也

　　脱肛に対する結紮切除術の適応と手技上の注意点
    外科 82巻 10号 2020 医学書院
    安部 達也, 鉢呂 芳一, 小原 啓, 稲垣 光裕, 菱山 豊平, 國本 正雄

    直腸知覚異常の診断と治療
    medicina 57巻 9号 2020 南江堂
    安部達也, 國本正雄, 鉢呂芳一

　  便秘症診断における大腸通過時間検査法の臨床的検討
    日本大腸肛門病学会雑誌 73（6）：237-243, 2020
    安部 達也, 鉢呂 芳一, 小原 啓, 稲垣 光裕, 菱山 豊平, 國本 正雄

    Efficacy and safety of Elobixibat in elderly patients with chronic constipation :
 　　A single-center, observational study. J Anus Rectum Colon 4(3): 122-127, 2020
　　 Abe T, Kunimoto M, Hachiro Y, Ohara K, Inagaki M, Murakami M.

学会発表

 　 第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月13日／WEB開催)
　　　 全周性の脱肛に対するALTA併用痔核根治術
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

    第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月14日／WEB開催)
    　　便排出障害の診断における専門的検査の臨床的検討
　　　　安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

 　 第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月14日／WEB開催)
　　　 ALTA単独療法の長期成績と再発時の治療
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

　　第22回日本神経消化器病学会（2020年11月20日／東京）
　　　 大腸通過時間検査を用いた慢性便秘症診療の実際
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄、村上雅則

　　 第41回日本大腸肛門病学会北海道地方会（2020年11月28日／札幌）
　　　  便秘症診断における大腸通過時間検査法の臨床的検討
　　　  安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

　　第41回日本大腸肛門病学会北海道支部例会（2020年11月28日／札幌）
　　　 ALTA療法後の発熱は回避できるか？
        鉢呂芳一、安部達也、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

講演会・セミナー
医師

　 アミティーザカプセル12μg発売1周年記念Web講演会（2020年4月18日／WEB開催）
　　　アミティーザの長期使用成績と12μg規格追加による今後の展望
　　　安部達也

   日本臨床肛門病学会 第2回 WEB教育セミナー（2020年10月4日／WEB開催）
　　　低位筋間痔瘻の手術 切開開放術
　　　安部達也

　 GOOFICE Webinar in 北日本（2020年11月24日／WEB開催）
　　　リアルワールドにおけるグーフィスの有効性と安全性
　　　安部達也

　 漢方ミニWebinar 2020（2020年12月2日／WEB開催）
　　　大腸肛門領域における漢方の役割
　　　安部達也

    

 その他
　　
    通いの場交流会（2020年7月28日／江別）
　　　地域包括ケアシステムと自助互助について
　　　松岡宏樹

　　悠々クラブ（2020年9月18日／江別）
　　　身近な地域で仲間と一緒に健康寿命をのばしましょう
　　　遠藤英美
　
　　蛍雪会（2020年10月1日／江別）
　　　消費者被害に遭わないために、気を付ける事と互助について
　　　松岡宏樹

　　大麻文京台まちづくり協議会生活福祉部会（2020年10月5日／江別）
　　　地域包括ケアシステムについて
　　　松岡宏樹
　  
　　
　　　
       
    

　　　

2021年4月北海道新聞

2021年5月メディアあさひかわ

2021年5月HBC 今日ドキ！



学術論文

　　便排出障害の治療 -バイオフィードバック療法など-
    消化器内科 2巻 1号 医学出版 2020
    安部 達也

　　脱肛に対する結紮切除術の適応と手技上の注意点
    外科 82巻 10号 2020 医学書院
    安部 達也, 鉢呂 芳一, 小原 啓, 稲垣 光裕, 菱山 豊平, 國本 正雄

    直腸知覚異常の診断と治療
    medicina 57巻 9号 2020 南江堂
    安部達也, 國本正雄, 鉢呂芳一

　  便秘症診断における大腸通過時間検査法の臨床的検討
    日本大腸肛門病学会雑誌 73（6）：237-243, 2020
    安部 達也, 鉢呂 芳一, 小原 啓, 稲垣 光裕, 菱山 豊平, 國本 正雄

    Efficacy and safety of Elobixibat in elderly patients with chronic constipation :
 　　A single-center, observational study. J Anus Rectum Colon 4(3): 122-127, 2020
　　 Abe T, Kunimoto M, Hachiro Y, Ohara K, Inagaki M, Murakami M.

学会発表

 　 第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月13日／WEB開催)
　　　 全周性の脱肛に対するALTA併用痔核根治術
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

    第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月14日／WEB開催)
    　　便排出障害の診断における専門的検査の臨床的検討
　　　　安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

 　 第75回　日本大腸肛門病学会総会(2020年11月14日／WEB開催)
　　　 ALTA単独療法の長期成績と再発時の治療
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

　　第22回日本神経消化器病学会（2020年11月20日／東京）
　　　 大腸通過時間検査を用いた慢性便秘症診療の実際
　　　 安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄、村上雅則

　　 第41回日本大腸肛門病学会北海道地方会（2020年11月28日／札幌）
　　　  便秘症診断における大腸通過時間検査法の臨床的検討
　　　  安部達也、鉢呂芳一、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

　　第41回日本大腸肛門病学会北海道支部例会（2020年11月28日／札幌）
　　　 ALTA療法後の発熱は回避できるか？
        鉢呂芳一、安部達也、小原啓、稲垣光裕、菱山豊平、國本正雄

講演会・セミナー
医師

　 アミティーザカプセル12μg発売1周年記念Web講演会（2020年4月18日／WEB開催）
　　　アミティーザの長期使用成績と12μg規格追加による今後の展望
　　　安部達也

   日本臨床肛門病学会 第2回 WEB教育セミナー（2020年10月4日／WEB開催）
　　　低位筋間痔瘻の手術 切開開放術
　　　安部達也

　 GOOFICE Webinar in 北日本（2020年11月24日／WEB開催）
　　　リアルワールドにおけるグーフィスの有効性と安全性
　　　安部達也

　 漢方ミニWebinar 2020（2020年12月2日／WEB開催）
　　　大腸肛門領域における漢方の役割
　　　安部達也

    

 その他
　　
    通いの場交流会（2020年7月28日／江別）
　　　地域包括ケアシステムと自助互助について
　　　松岡宏樹

　　悠々クラブ（2020年9月18日／江別）
　　　身近な地域で仲間と一緒に健康寿命をのばしましょう
　　　遠藤英美
　
　　蛍雪会（2020年10月1日／江別）
　　　消費者被害に遭わないために、気を付ける事と互助について
　　　松岡宏樹

　　大麻文京台まちづくり協議会生活福祉部会（2020年10月5日／江別）
　　　地域包括ケアシステムについて
　　　松岡宏樹
　  
　　
　　　
       
    

　　　

2020年 学術業績
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    通いの場交流会（2020年7月28日／江別）
　　　地域包括ケアシステムと自助互助について
　　　松岡宏樹
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くにもとメディカルグループのあゆみ

1991年
平成3年

1995年
平成7年

1996年
平成8年

くにもと肛門科　開業（19床有床診療所）

肛門科訪問看護　開始
OL509人便秘と生活習慣アンケート　実施
民間医療機関全国初のホームページ開設・インターネット医療相談
学校のトイレ問題

でるでる大作戦（便秘撲滅）　開始
勤労女性の便通と生活習慣との関連についての英語論文発表
北海道新聞「痔ものがたり」連載

医療法人健康会　設立

旭川青年会議所　入会

旭川青年会議所・日本青年会議所医療部会：骨髄バンク推進への取り組み

全国初の医療メール新聞「日刊医療福祉新聞」創刊

1992年
平成4年

1994年
平成6年

1996年
平成8年



1999年
平成11年

増築工事開始

旭川医科大学第一外科より非常勤医師派遣開始

おおあさクリニック　開設
デイケアセンターおおあさ　開設

在宅介護支援センターあけぼの　開設
（現在は閉鎖）
忠和クリニック　開設

1998年
平成10年

1997年
平成9年

くにもとクリニックに改称
　内科・眼科・リハビリテーション科を増科

訪問診療開始（肛門科・眼科・内科・整形外科）
札幌医科大学第一外科より非常勤医師派遣開始

管理栄養士による訪問栄養指導開始
医療相談員（MSW）を院内に配置

國本初の著書「痔主にならない読本」執筆

あけぼの訪問看護ステーション　開設
デイケアセンターあけぼの　開設
（現在は閉鎖）

1997年
平成9年



2000年
平成12年 くにもと病院　開設

訪問看護ステーションおおあさ　開設
株式会社健康会　設立
ホームヘルパー養成講座（旭川・江別）　開始
ケアプラン相談センターあけぼの　開設
ケアプラン相談センターおおあさ　開設
ヘルパーステーションあけぼの　開設
ヘルパーステーションおおあさ　開設
ヘルパーステーションしらかば　開設

訪問看護ステーションしらかば　開設

ケアプラン相談センターしらかば　開設
妹背牛診療所　運営受託
（現在は受託していない）

コスモス学芸大前クリニック
　東京都目黒区　開設（現在は閉院）

2000年
平成12年

2001年
平成13年

2002年
平成14年



2004年
平成16年

2005年
平成17年

2006年
平成18年

2007年
平成19年

2008年
平成20年

2009年
平成21年

2010年
平成22年

2011年
平成23年

2012年
平成24年

亜急性期病床（10床）　運用開始

ALTAによる内痔核硬化療法　導入
全国初の便失禁専門外来　開設

北京長青肛腸医院（中国・北京市）消痔霊による手術見学・訪問
日本医療機能評価機構　病院機能評価（Ver.５）認定
旭川医科大学第二外科より非常勤医師派遣開始

DPC対象病院　指定
画像診断支援システム（PACS）導入

くにもと病院開設10周年・株式会社健康会創立10周年記念式典　開催
内視鏡検査システム入替（オリンパス EVIS LUCERA SPECTRUM NBI）

道内初の排便障害専門外来　開設
開設20周年記念講演会　開催

形成外科・美容外科　開設（現在は閉鎖）



医療法人社団里内科医院　当グループに編入（現在は閉院）
旭川神経内科クリニック　開設（現在はグループ外）
グループホームあけぼの　開設
グループホームあけぼのⅡ　開設

グループホームしらかば　開設
デイサービスセンター東野幌　開設
デイサービスセンターしらかば　開設
（現在は閉鎖）
グループホームあけぼのⅢ　開設

グループホームあけぼのⅣ　開設
グループホームえべつ　開設
デイサービスセンターちゅうわ　開設
療養通所介護センターしらかば　開設

大麻第一地域包括支援センター　受託

春光・春光台地域包括支援センター　受託

小規模多機能ホームちゅうわ　開設
（現在は閉鎖）
メディケアホームちゅうわ　開設
グループホーム若葉　開設
メディケアホームあけぼの　開設

メディケアホームちゅうわⅡ　開設
グループホーム柏木　開設
メディケアホームあけぼのⅡ　開設
メディケアホーム新道東　開設
せつこ内科クリニック　開設
（現在は閉院）

2004年
平成16年

2005年
平成17年

2006年
平成18年

2007年
平成19年

2009年
平成21年

2010年
平成22年

2011年
平成23年



2012年
平成24年

メディケアホーム忠和6条　開設
グループホームひじり野　開設
グループホーム輪西　開設
医療法人　曙　設立
札幌北14条クリニック　開設
株式会社　健　設立
健　鍼灸院　開設
ケアプラン相談センター旭町　開設
デイサービスセンター大町2条　開設
（現在は閉鎖）
訪問看護ステーションしらかば東営業所　開設
メディケアホーム美園　開設

看護部バナナ教室　開始
日本医療機能評価機構　病院機能評価（ver.6.0）認定

メディケアホーム川下Ⅰ　開設
メディケアホーム川下Ⅱ　開設
健康会ヘルパーステーション札幌東　開設
健康会ケアプラン相談センター札幌東　開設
メディケアホーム丘珠　開設
メディケアホームあけぼのⅢ　開設

2013年
平成25年

メディケアホーム栄町　開設
メディケアホーム川下Ⅲ　開設

2014年
平成26年

＜社会貢献活動＞
カンボジアに小学校を寄付

＜海外事業＞
JETRO「専門家による新興国進出個別支援サービス」採択



2015年
平成27年

年 月 日

株式会社健康会
代表取締役 國本 正雄 様

日本貿易振興機構（ジェトロ）
ビジネス情報サービス部長

佐 藤 隆 正
（公印省略）

採択決定通知書

年 月 日付で貴社からお申し込みのありました中堅・中小・小規模事業
者新興国進出支援専門家派遣事業につき、下記のとおり支援することを決定いたし
ましたので通知いたします。

記

支援対象企業（案件番号： ）
株式会社健康会（北海道）

支援期間
採択決定通知日より、最長で 年 月 日までとします。

担当専門家
淵 祐次（なお、支援期間中に変更する可能性もありますので予めご了承下さい）

 
以上 

 

JETRO採択決定通知書

＜海外事業＞
北海道知事、副知事、北海道庁経済部国際経済室往訪
JETRO「海外展開のための専門家活用助成事業」採択

健康会訪問看護ステーション札幌東　開設
メディケアホーム元町北26条　開設
ケアサポートセンターあけぼの　開設
メディケアホーム曙2条5丁目　開設
訪問看護ステーション忠和　開設
メディケアホーム元町中央　開設
メディケアホーム川下Ⅳ　開設
デイサービスセンター押上　開設
ケアハウス押上　開設
株式会社ひだまり　設立（現在は事業譲渡済）
ひだまり深川（訪問介護・居宅）    開設（現在は事業譲渡済）
ひだまり臨海（訪問介護・居宅）　開設（現在は事業譲渡済）

タイ現地法人　KENKOKAI（THAILAND）CO., LTD.

介護福祉士実務者研修センターあけぼの　開設
メディケアホーム厚別中央　開設
グループホーム厚別中央　開設
メディケアホーム元町開成　開設
メディケアホーム伏古　　開設

2016年
平成28年

Hair salon area-J　開店（バンコク）

メディケアコート町田根岸　事業承継
ヘルパーステーション町田根岸　事業承継
デイサービスセンター町田根岸　事業承継
ケアプラン相談センター町田根岸　事業承継
（上記町田4事業所については現在譲渡済）



2017年
平成29年

グループホーム伏古　開設
ケアハウス堀船　開設
ケアハウス小竹向原　開設
一般社団法人健康育援会　開設
（現在は清算済）

2018年
平成30年

児童発達支援・放課後等デイサービスみかほ　開設
（現在は閉鎖）
グループホーム八軒中央　開設

2019年
平成31年

メディケアホーム元町北20条　開設

2019年
令和元年

ケアハウス大田蒲田　開設
グループホーム大田蒲田　開設
メディケアホーム環状通東　開設
介護施設入居相談所 健    開設

2020年
令和2年

苫小牧支社　移転
ヘルパーステーションしらかば　移転
ケアプランセンターしらかば　移転
訪問看護ステーションしらかば　移転
グループホームえべつ　移転
グループホーム澄川　開設
グループホーム新道東　開設
ドクターナーシングホーム元町　開設
（メディケアホーム元町北20条をリニューアル）
ケアハウス練馬豊玉南　開設

医療法人丸谷会から事業譲渡を受け、
丸谷病院を医療法人健康会に編入

2021年
令和3年

くにもと病院が丸谷病院を統合し141床の病院として
リニューアルオープン。



旭川エリア事業所 所在地

札幌エリア事業所 所在地



苫小牧エリア事業所 所在地

東京エリア事業所 所在地 室蘭エリア事業所 所在地



住所・連絡先
医療機関 所在地 TEL FAX

旭川市 くにもと病院 旭川市4条通5丁目右1号 0166-25-2241 0166-23-1726

忠和クリニック 旭川市忠和5条6丁17-8 0166-69-2500 0166-63-2252

江別市 おおあさクリニック 江別市大麻中町2-17　メディカルビルおおあさ 011-388-2233 011-388-2238

札幌市 札幌北14条クリニック 札幌市東区北20条東15丁目4-22 011-748-3161 011-748-3162

介護関連事業 所在地 TEL FAX

東京都 デイサービスセンター押上 東京都墨田区文花1丁目10-10㈱健康会ケアセンター1階 03-6657-2204 03-6657-2205

ケアハウス押上 東京都墨田区文花1丁目10-10㈱健康会ケアセンター2階 03-6657-3840 03-6657-3720

ケアハウス堀船 東京都北区堀船3丁目30-6 03-6908-4930 03-6908-4931

ケアハウス小竹向原 東京都練馬区小竹町2丁目33-18 03-6909-4131 03-6909-4139

グループホーム大田蒲田 東京都大田区西蒲田6丁目5-3 03-6424-9266 03-6424-9267

ケアハウス大田蒲田 東京都大田区西蒲田6丁目5-3 03-6424-7347 03-6424-7348

ケアハウス練馬豊玉南 東京都練馬区豊玉南3丁目12-6 03-6915-8171 03-6915-8172

札幌市 健康会ケアプラン相談センター札幌東 札幌市東区北14条東8丁目3-1　BE・BLD 3階 011-792-1061 011-792-1062

健康会訪問看護ステーション札幌東 札幌市白石区菊水元町5条1丁目9-11　UMビル 3階 011-595-7222 011-595-7340

健康会ヘルパーステーション札幌東 札幌市東区北14条東8丁目3-1　BE・BLD 3階 011-748-7055 011-792-1062

ドクター・ナーシングホーム元町 札幌市東区北20条東16丁目2-12 011-792-5135 011-792-5136

メディケアホーム新道東 札幌市東区北30条東20丁目4-10 011-789-8810 011-785-5600

メディケアホーム川下Ⅰ 札幌市白石区川下2条8丁目1-16 011-879-6120 011-873-5077

メディケアホーム川下Ⅱ 札幌市白石区川下2条8丁目1-15 011-879-1203 011-875-8033

メディケアホーム川下Ⅲ 札幌市白石区川下1条8丁目3-15 011-376-1012 011-873-0101

メディケアホーム川下Ⅳ 札幌市白石区川下1条7丁目1-5 011-595-8160 011-595-8162

メディケアホーム丘珠 札幌市東区北36条東22丁目3-1 011-768-8962 011-785-3700

メディケアホーム栄町 札幌市東区北47条東15丁目3-1 011-768-8757 011-704-6633

メディケアホーム美園 札幌市豊平区美園4条5丁目1-1 011-824-4383 011-824-4384

メディケアホーム元町北26条 札幌市東区北26条東22丁目5-1 011-785-5757 011-785-5767

メディケアホーム元町中央 札幌市東区北26条東19丁目2-10 011-594-8018 011-594-8224

メディケアホーム厚別中央 札幌市厚別区厚別中央1条1丁目1-2 011-802-6620 011-802-6681

メディケアホーム元町開成 札幌市東区北21条東22丁目2-12 011-374-7544 011-374-7550

メディケアホーム伏古 札幌市東区伏古9条2丁目7-14 011-792-0585 011-792-0515

メディケアホーム環状通東 札幌市東区本町2条1丁目9-7 011-299-3842 011-299-3843

グループホーム厚別中央 札幌市厚別区厚別中央1条1丁目1-73 011-802-7089 011-802-9067

グループホーム伏古 札幌市東区伏古9条2丁目7-16 011-790-6390 011-790-6306

グループホーム八軒中央 札幌市西区八軒7条西1丁目3-46 011-624-7812 011-624-7816

グループホーム新道東 札幌市東区北30条東19丁目6-20 011-792-6823 011-792-6824

特定有料老人ホーム（予定） 札幌市東区北46条東18丁目 -
（特定施設入居者生活介護）

介護福祉士実務者研修センターあけぼの札幌校 札幌市東区北20条東15丁目4-22 011-768-7230 011-768-7202

-



介護関連事業 所在地 TEL FAX

旭川市 春光・春光台地域包括支援センター 旭川市春光5条4丁目1-16　北部住民センター 0166-54-1165 0166-54-1101

ケアプラン相談センターあけぼの 旭川市曙1条7丁目2番1号 國本ビル3階 0166-25-2281 0166-21-5056

※ケアプラン相談センターちゅうわ及びケアプラン相談センター旭町を統合予定

健　鍼灸院 旭川市曙1条7丁目2番1号 國本ビル2階 0166-23-4181 　　ー

介護施設入居相談所　健 旭川市曙1条7丁目2番1号 國本ビル1階 0120-725-125 　　ー

ヘルパーステーションあけぼの 旭川市曙1条7丁目2番1号 國本ビル2階 0166-69-2855 0166-61-2155

あけぼの訪問看護ステーション 旭川市曙1条7丁目2番1号 國本ビル2階 0166-69-2777 0166-69-2650

訪問看護ステーション忠和 旭川市忠和5条6丁目2-4 0166-63-6060 0166-63-6061

グループホームあけぼの 旭川市亀吉1条1丁目2-1 0166-21-7010 0166-21-7115

グループホームあけぼのⅡ 旭川市曙2条6丁目1-1 0166-21-3513 0166-21-3514

グループホームあけぼのⅢ 旭川市忠和6条6丁目2-24 0166-60-2020 0166-60-2023

グループホームあけぼのⅣ 旭川市曙3条6丁目1-14 0166-21-3177 0166-21-3127

メディケアホームあけぼの 旭川市亀吉3条1丁目1-6 0166-29-3500 0166-25-2200

メディケアホームあけぼのⅡ 旭川市亀吉3条1丁目1-12 0166-29-1331 0166-27-3111

メディケアホームあけぼのⅢ 旭川市亀吉3条1丁目1-10 0166-73-3077 0166-27-7730

メディケアホーム曙2条5丁目 旭川市曙2条5丁目2-15 0166-74-6744 0166-26-3550

メディケアホームちゅうわ 旭川市忠和5条6丁目2-22 0166-60-3515 0166-60-3516

メディケアホームちゅうわⅡ 旭川市忠和6条6丁目2-1 0166-69-2177 0166-63-5277

メディケアホーム忠和6条 旭川市忠和6条8丁目1-47 0166-73-7671 0166-61-0566

デイサービスセンターちゅうわ 旭川市忠和5条6丁目2-24 0166-69-0022 0166-69-0028

ケアサポートセンターあけぼの 旭川市曙1条6丁目2-15（移転予定） 0166-85-7700 0166-85-7212

介護福祉士実務者研修センターあけぼの 旭川市曙1条7丁目2-24 0166-76-5590 0166-85-7212

東神楽町 グループホームひじり野 上川郡東神楽町ひじり野北1条9丁目1-17 0166-85-6530 0166-83-3211

江別市 ケアプラン相談センターおおあさ 江別市東野幌本町27-6 2階 011-398-6278 011-398-6279

大麻第一地域包括支援センター　 江別市大麻中町2-17　メディカルビルおおあさ 011-388-5100 011-388-5101

訪問看護ステーションおおあさ 江別市大麻中町2-17　メディカルビルおおあさ 3階 011-387-5067 011-387-5091

デイケアセンターおおあさ 江別市大麻中町2-17　メディカルビルおおあさ 011-388-2233 011-388-2238

デイサービスセンター東野幌 江別市東野幌本町27-6 011-391-0080 011-391-0081

ヘルパーステーションおおあさ 江別市大麻中町26　大麻ステーションビル 2階 011-388-7515 011-388-7516

グループホームえべつ 江別市大麻桜木町26-5 011-802-5097 011-802-5098

グループホーム若葉 江別市野幌若葉町86-1 011-388-5111 011-387-1511



　　　　　　　　　　　　　　

介護関連事業 所在地 TEL FAX

苫小牧 ケアプラン相談センターしらかば 苫小牧市しらかば町2丁目1-23　苫小牧糸井駅前オフィス F室 0144-84-5264 0144-84-5279

ヘルパーステーションしらかば 苫小牧市しらかば町2丁目1-23　苫小牧糸井駅前オフィス A室 0144-84-5261 0144-84-5269

訪問看護ステーションしらかば 苫小牧市しらかば町2丁目1-23　苫小牧糸井駅前オフィス F室 0144-84-5262 0144-84-5279

訪問看護ステーションしらかば東営業所 苫小牧市三光町2丁目15-2　クリスタルハーモニーN03 101号   ー 0144-34-8866

療養通所介護センターしらかば 苫小牧市ときわ町3丁目4-1 0144-67-3681 0144-61-6007

グループホームしらかば 苫小牧市ときわ町3丁目4-1 0144-67-5401 0144-67-5402

グループホーム柏木 苫小牧市柏木町5丁目1-20 0144-71-5500 0144-72-2800

グループホーム澄川 苫小牧市澄川町3丁目2-5 0144-82-7696 0144-82-7697

介護福祉士実務者研修センターあけぼの苫小牧校 苫小牧市しらかば町2丁目1-24　苫小牧糸井駅前オフィス A室 0144-84-5265 0144-84-5269

室蘭市 グループホーム輪西 室蘭市みゆき町1丁目7-9 0143-84-1668 0143-43-4333

2021年6月現在

グループ法人 所在地 TEL FAX

医療法人健康会 旭川市曙1条7丁目2-1 0166-25-2241 0166-23-1726

医療法人元気会 旭川市忠和5条6丁目17-8 0166-69-2500 0166-63-2252

医療法人曙 札幌市東区北20条東15丁目4-22 011-748-3161 011-748-3162

株式会社健康会 札幌市東区北20条東15丁目4-22 011-768-7230 011-768-7202

株式会社健 旭川市曙1条7丁目2-1 0120-725-125  　 ー

KENKOKAI(THAILAND)CO.,LTD.
1770The Phyll Shopping Mall Sukhumvit54
Room No.G-07,Sukhumvit Rd.,Bangchak Sub-district,
Prakhanong District,Bangkok.10260,Thailand

02-136-9597  　 ー



北海道内各地のさまざまなフィールドでご活躍いただけます。

学術活動や子育てなど、ライフスタイルに合わせてご勤務いただくことが可能です。

研修プログラムも充実しており、ご希望により開業支援もいたします。

募集科目(医師)　：　　： 肛門外科、内科、外科

   家庭医、在宅医、その他

採用条件　　　　　： 当法人規定による（委細面談）

お問い合わせ　　： 070-0061　旭川市曙1条7丁目2番1号　國本ビル  

　　　　　　　　　

　　　　　　　　  

   

   

詳しくは、下記までお気軽にお問い合わせください。

 

理事長室　廣田 幸二　

TEL : 0166-25-2258

くにもとメディカルグループでは、医師・薬剤師・看護師・PT・OT

介護職員・ケアマネジャー・総合職（幹部職員）を随時募集して

います。

Email：hirota@kunimoto-hp.com

発行人：國本正雄
発行所：理事長室

〒070-0061
北海道旭川市曙1条7丁目2番1号 國本ビル
TEL：0166-25-2258　FAX：0166-27-3666
HP：http://kunimoto-hp.com
     http://kenkohkai.jp
E-mail:kunimoto@hokkai.or.jp
2021年6月　第1刷発行
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