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◆基本理念◆ 

私たちは、最良の医療と介護サービスを通して社会に貢献し、地域の皆様と共に歩み続けます。 

◆基本方針◆ 

１）患者・利用者の皆様の権利と尊厳を守ります。 

２）知識と技術の向上に努め、良質なサービスを提供いたします。 

３）安全・安心な治療と療養が出来るよう努めます。 

４）職員一人ひとりが成長できる魅力あふれる職場環境をつくります。 

≪桂浜（高知県）≫ 

医療法人仁友会 北彩都病院 
第 9号 2016年 8月 地域医療連携室 広報誌 
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処暑の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別の御高

配を賜り厚くお礼申し上げます。 

医療法人仁友会は、昭和 42 年に旭川市 1 条通 11丁目に石田皮膚泌尿器科

医院（現：北彩都病院）として開院して以来、泌尿器科疾患・血液浄化療法の

専門病院として地域医療の一端を担って参りました。現在では、北彩都病院に

て泌尿器科・内科・血管外科・整形外科・人工透析内科・腎臓内科・糖尿病内

科・循環器内科領域の外来・入院診療、各種健診を行っており、永山腎泌尿器

科クリニック（旧：仁友会泌尿器科内科クリニック）では泌尿器科と人工透析

内科の外来診療を行っております。また、在宅支援として、北彩都指定居宅介

護支援事業所の運営と、訪問看護ステーション北彩都による訪問看護と訪問リ   

ハビリを行っております。 

さて、我が国では急速な高齢社会にともなう疾病構造の変化により、住まい・医療・介護・予防・生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が推進されています。今後も人口は大きく減

少・高齢化予測となっており、旭川市においても同様の予測となっています。当法人といたしましても、

予ねてより高齢社会への対応を検討しており、今後は医療のみならず、介護・住まい・生活支援も含め

たトータルサービスの提供が必要と考えていました。そんな折に、旭川市内で介護老人保健施設・診療

所・サービス付き高齢者住宅等を運営している医療法人社団木々の会と 2016 年 6月 1 日に合併し、

新たな医療法人仁友会としてスタートを切りました。医療資源の充実を図ることは基より、職員一人ひ

とりが成長し、より魅力のある、発展し続ける組織を構築するとともに、急性期医療から慢性期医療・

介護・在宅に至るまで、途切れのない体制を整備いたします。特に在宅に関し、訪問医療・訪問看護・

訪問介護・訪問リハビリを充実させたいと考えています。 

最後になりますが、これからも地域の医療機関・介護福祉施設の皆様と連携し、患者さん並びに利用

される方にとってより良い医療・介護サービスを提供できるよう努めて参りますので、何卒ご協力くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人合併のご挨拶 

理事長 石田 裕則 
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皆さん、はじめまして。本年６月の合併で新しく仁友会の一員になりました、

「豊岡内科整形外科クリニック」の院長をさせていただいております秋田です。

よろしくお願いいたします。今回は、当院の沿革について紹介させていただき

ます。 

当院は平成６年７月に前理事長・院長である松本哲夫先生が「豊岡整形外科

リハビリテーションクリニックとして開院されました。平成１５年には医療法

人社団木々の会となり、平成２０年１０月に南勝晴先生を迎え内科を増設し、

「豊岡内科整形外科クリニック」に名称変更をいたしました。その後平成２６    

年５月末に南先生が退職され、６月より私が内科を担当しております。 

今回、松本先生の体調不良のため、木々の会としての法人維持は困難となり、仁友会との合併と

なりました。平成２７年１０月に石田先生が木々の会の理事長に就任され、準備が始まりました。

平成２８年４月末にて松本先生は勇退され、５月より私が院長に就任し、整形外科は中村智先生が

副院長として赴任され現在に至ります。 

現在、当院は医師２名、看護職員、リハビリ職員、事務職員総勢４３名で仕事をしております。

開院以来一貫して、近隣の方々に身近に感じてもらえるクリニックであることを使命としてまいり

ました。当院の特色は、有床診療所であることです。その特色を生かし、特に整形外科では、患者

さんがご高齢の方が多く、慢性の疼痛をお持ちの方や、大病院での骨折の手術の後、すぐに自宅へ

帰ることが困難な方などに対して、リハビリを含めた治療を入院にて行えるという利点をいかして

まいりました。内科に関しても同様ですが、近年旭川では高齢者施設も増え、通院困難な方も多数

おられます。そのため、訪問診療に力をいれております。 

今回の合併に伴いさらに広い視野で病診連携、法人内での連携などを考慮し、この地域で必要な

診療所であり続けるようにスッタフ一同心を一つに頑張っていきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

豊岡内科整形外科クリニック の紹介 

 

院長 秋田 信之 

豊岡内科整形外科クリニック 

〒078－8223 

旭川市豊岡 3条 6丁目 176-107 

Tel ) 

Fax ) 

0166-35-0561 

0166-35-2135 
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 介護老人保健施設みやびの森は平成１５年８月に東旭川町下兵村に開設いたしました。入

所定員は１００名（内一般棟６０名、認知症専門棟４０名）で、通所リハビリテーションは

１日定員４０名となっています。職員は、入所と通所を合わせて、施設長である医師が１名、

事務職員が５名、管理栄養士が１名、薬剤師が１名、相談課職員が４名、リハビリテーショ

ン職員が５名、看護職員が１４名、介護職員が４４名、労務職員が６名となっています。 

 施設長の府川先生は開設時よりみやびの森に勤務され、ご入所者の健康管理や服薬管理を

行い、安定した体調で日々過ごしていただけるように診療を行っています。また、職員の体

調も気にかけてくださり、アドバイスをしてくださいます。時には厳しい一面もございますが、どんなことで

も真剣に話を聞いてくれ、より良い方法を説明してくれる頼もしい先生です。  

みやびの森は開設して１３年を迎えました。医療法人仁友会との

合併により、さらに医療、福祉、介護の機能が強化されました。今

後も機能強化、連携を強めて、地域に根差した医療や介護サービス

を提供し、ご利用者やご家族が住み慣れた地域で孤立せずに、常に

安心感を持って生活していただけるように支援を行っていきます。 

２０１５年の介護報酬改定より、リハビリテーション機能や在宅

復帰機能の強化が進められています。特に通所リハビリテ―ション

ではリハビリテーションマネジメントを強化し、ご利用者を担当す

るケアマネジャーや関連機関の担当者との定期的な会議により情報をしっかりと共有し、ご利用者の状態を維

持して在宅生活を継続していけるよう取り組んでいます。入所では短期集中リハビリテーションを実施し、身

体機能の維持・向上を図り、意向を確認しながら在宅復帰が可能な方への援助を行っています。しかしながら、

在宅での生活に不安を抱えている方は少なくありません。そうした方も可能な限り身体機能や「出来る事」を

維持していけるよう取り組んでいます。 

 また、みやびの森ではリハビリテーションばかりではなくレクリエーシ

ョンにも力を入れて取り組んでいます。昨年、北海道老人保健施設大会で

もその取り組みについて『３６５日のレク』として発表いたしましたが、

少しの時間でもご利用者に楽しみを持っていただけるように、毎日介護職

員が中心となって行っています。日々のレクリエーション以外にも、入所

者や通所ご利用者全体の行事を毎月行っています。内容は、各月の誕生会

や運動会、カラオケ大会などの地域の方々のボランティアによる芸能発表、

季節の行事では、豆まきや餅つきなども行っています。 

 看護・介護の場面でも多様な取り組みを行っています。開設してからこれまで

の間に様々な病状の方に入所や通所をご利用いただきました。その中で看護職員

や介護職員の意識も高まり、自ら考えてご利用者の為に最適な方法で援助ができ

るように努めています。経口摂取ができるようなった事例や電動車いすの作成に

より、ご利用者が自分で行きたい場所に移動する事が出来るようになった事例な

ど、常にご利用者・ご家族の意向を確認し、ケアマネジャーや支援相談員、管理

栄養士やリハビリテーション職員など多職種がしっかりと連携して支援を行って

います。これからも、職員間の意識向上を図りながら、最良の医療や介護、福祉を提供していきます。 

介護老人保健施設 みやびの森 の紹介 

 

節分行事 

施設長 府川 幸 
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介護相談センターみやびの森は、平成１６年１月に開設いたしました。開設当初は、介護老人保健施設に併

設されていましたが、平成２０年１０月豊岡整形外科リハビリテーションクリニック（現：豊岡内科整形外科

クリニック）に内科が増設されたこと、ケアマネジャーが３名に増員したことを受け、平成２１年１２月に豊

岡内科整形外科クリニックに移転いたしました。そして、平成２５年５月に現在の東旭川に移転し、ケアマネ

ジャー４名体制で居宅介護支援業務を行っています。介護相談センターみやびの森は、ご利用者の皆様に、住

み慣れた地域や環境の中で安心感を持って過ごしていただくため、２４時間体制で日々ご利用者と向き合いな

がら支援を行っています。一瞬の不安感や動作を見逃さず、親身になって相談業務を行い、信頼関係を構築し

ております。また、定期的な研修会への参加により必要な知識を身につけその方に合ったケアプランの立案に

より、今後も現在の状態を維持しながら過ごしていただけるように支援をしてまいりますので、今後も宜しく

お願い致します。 

平成２８年６月２０日には、現在の東旭川にある事務所を１階から２階へ変更しております。皆様、お間違

いのないように宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護支援事業所 介護相談センターみやびの森 の紹介 

 

道路に面したこちらのドアが入口 

老人保健施設 みやびの森 

〒078－8208 

旭川市東旭川町下兵村 320番 18 

Tel ) 0166-36-6520 

Fax ) 0166-36-6550 

居宅介護支援事業所 

介護相談センターみやびの森 

〒078－8251 

旭川市東旭川北 1条 4丁目 89番地 121 

Tel ) 0166-85-7502 

Fax) 0166-85-7507 

主任ケアマネジャーの五十嵐所長を筆頭に、経験豊かで

頼れるスタッフが、ご利用者の心身のケアのアドバイス

を行っています。困難事例にもひたむきに対応し、ご利

用者の信頼を得るよう努めています。 

居宅介護支援事業所 

介護相談センターみやびの森 

〒078－8251 

旭川市東旭川北 1条 4丁目 89番地 121 

Tel )  0166-85-7502 

Fax )  0166-85-7507  

です。インターホンがございませ 

 んので、御用の際は、直接２階へ 

 
あがってください。 
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サービス付き高齢者住宅とは、「高齢者住まい法」に基づき、一定の規模やバリアフリー構造を備えた住宅

で、ケアの専門家による生活相談や安否確認などの見守り、介護サービスの提供により、高齢者が安心して暮

らす事ができる環境を整えた賃貸住宅です。 

サービス付き高齢者住宅みやびの森は、平成 26 年 10 月 1 日に開設いたしました。年々在宅復帰に重点が

置かれる中で、安心して在宅での生活を過ごしていただけるようにとの思いからサービス付き高齢者住宅の運

営を行うことといたしました。 

職員体制は、サービス付き高齢者住宅に事務職員と生活相談員がおり、併設しているヘルパーステーション

には介護職員が１０名、看護職員が２名となっています。介護の必要な方も安心して過ごしていただけるよう、

ケアプランに沿ってその方に必要な介護サービスを提供しております。 

住宅建物は３階建てで見晴らしもよく、近くには大型スーパーやコンビニエンスストアなどがあります。旭

川の中心部からは離れていますが、最寄りのバス停からは徒歩３分程度です。希望により当法人の豊岡内科整

形外科クリニック 内科秋田院長先生の訪問診療を受ける事ができ、まさに心身ともに安心して毎日を過ごし

ていただくことができます。また、状況に応じて通院時の送迎のサービスのご利用も可能です。 

毎日の食事にも配慮し、日頃食べなれたものから、行事時には行事食も提供しております。定期的に外出行

事なども行っており、旭山公園への花見や東川の道の駅でショッピングを楽しんだり、ソフトクリームを食べ

たりしております。その他にも季節に応じた行事を行っております。最近では、余暇を楽しんでいただけるよ

う、施設内で行えるネット手芸や塗り絵なども取り入れています。 

開設して２年とならない施設ですが、１番にご入居者・ご家族の事を考え、楽しみのある生活を送っていた

だけるよう邁進していきたいと思います。現在は２戸空床がございます。いつでもお気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス付き高齢者住宅 みやびの森 の紹介 

 

居室は、A タイプの約１１畳の居室が２８戸、 

B タイプ夫婦部屋が約２２畳の居室が２戸で 

最大３２名が入居可能です。各居室には、トイレや

洗面、収納が備わっており、B タイプにはキッチン

も備わっています。 

施設内にはカラオケルームや麻雀ルームなどの娯楽ルームや光明石を使用した 

人工温泉もあり、心も体もリフレッシュしていただくことができます。 

各階には共用のキッチンがあり、ご家族が来たときなど料理を楽しむ事もできます。 

サービス付き高齢者住宅みやびの森 

〒078－8251 

旭川市東旭川北 1条 4丁目 2番 5号 

Tel )  0166-36-8811 

Fax )  0166-36-8813 
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2016 年 8 月 1 日より、仁友会泌尿器科内科クリニックか

ら「永山腎泌尿器科クリニック」へ名称を変更致しました。 

今後も泌尿器科診療と血液透析治療を通して地域医療へ貢献

して参りますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 8月 1日より居宅介護支援事業所 介護相談センター

みやびの森と同一建物１階に移転致しました。 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年８月１日より北彩都病院１階から６階へ事業所

が移動いたしました。また、ＦＡＸ番号が変更になって

おりますので、変更のほどよろしくお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

お 知 ら せ 

永山腎泌尿器科クリニックへ名称変更いたしました。 

訪問看護ステーション北彩都が移転いたしました。 

北彩都指定居宅介護支援事業所が移動いたしました。 

【訪問看護ステーション北彩都】 

〒078-8251 旭川市東旭川北 1条 4丁目 89番地 121 

Tel)  0166-73-8788 

Fax)  0166-73-5654 

永山腎泌尿器科クリニック 

〒079-8412 旭川市永山 2条 7丁目 60番 

Tel) 0166-46-5500 

Fax) 0166-46-5510 

 

【北彩都指定居宅介護支援事業所】 

〒070-0030 旭川市宮下通９丁目２番１号北彩都病院内 

Tel) 0166-21-5611 

Fax) 0166-26-6417 
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北彩都病院にて、水曜日午後に豊岡内科整形外科クリニック中村智医師による 

整形外科診療を開始いたしました。 

交通事故以外の整形外科を診療しております。予約の必要はございませんので。

診療を希望される方は、水曜日午後に北彩都病院へご来院ください。 

 

 

 

 

 

 

 去る６月２６日（日）イオンシネマ旭川駅前スクリーン１を

貸し切り第３１回北彩都病院市民講演会を兼ねた『あさひかわ

市民講演会２０１６～前立腺癌の予防と早期発見について～』

を開催いたしました。 

 北彩都病院泌尿器科癌診断・治療センター長 徳光正行先生、 

市立旭川病院 泌尿器科 診療部長 望月端吾先生による講演を

行い、当日は１５４名のご参加を頂きました。参加された皆さ

んから「大変わかりやすかった」と多くの声を頂きました。 

 次回の市民講演会は１０月に北彩都病院６階ホールにて 

開催予定としております。 

皆様の参加を心よりお待ちしております。 
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発行 

北彩都病院にて整形外科診療を開始いたしました。 

豊岡内科整形外科クリニック 

副院長 中村 智 

あさひかわ市民講演会 2016 の開催報告 

講師：北彩都病院  

泌尿器科癌 診断・治療センター長 

徳光 正行先生 

地域医療連携室からのお知らせ 

在宅支援に係るスタッフへの勉強会『第６回慢性腎臓病患者についての勉強会』を１１月に 

開催予定としております。詳細が決まり次第ご案内を送付させていただきますので、よろしく 

お願いいたします。 

８ 


