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仁愛の心を持ち、安心・安全で、

かつ質の高い保健・医療・福祉サービスを

24時間365日提供することにより、

地域貢献を果たします。

基本理念 基本行動
指針

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス

理事長　鄭 義弘

地域の安心した暮らしのために

社会医療法人ジャパンメディカルアライ
アンス（JMA）は、「救急こそが医療の
原点」という創業時からの信念を今に
引き継ぎ、40余年にわたり急性期を中心
に地域に密着した医療の提供に努めて
まいりました。さらに、急性期医療の円滑
な運営と、高齢社会における地域の
方々の安心した暮らしのため、急性期後
の医療と介護、在宅支援サービスの

提供体制の整備も進めながら今日に
至っています。
1.「安心」、2.「信頼」、3.「共存」、4.「明るく、
楽しく、面白く」という、地域医療を守って
ゆくために必須の4つの基本行動指針
をもって、法人の基本理念の具現化に
向けて力強く邁進してまいります。皆様
のご指導、ご支援を何卒宜しくお願い
申し上げます。

ごあいさつ
安心

アクセスの良さ

信頼
情報公開

共存
  地域連携、
  機能分担、

コミュニティーとの
共生

明るく、
楽しく、面白く
働きやすい

職場環境の創造
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11,357
件/年

東埼玉総合病院 … 2,812件/年
海老名総合病院 … 7,496件/年
下田メディカルセンター … 1,049件/年

内訳

救急車搬送件数

7,689
件/年

手術件数

18,374
人/年

新入院患者数

東埼玉総合病院 … 1,579件/年
海老名総合病院 … 5,415件/年
下田メディカルセンター … 695件/年

内訳

東埼玉総合病院 … 4,114人/年
海老名総合病院 … 12,653人/年
下田メディカルセンター … 1,607人/年

内訳

数字で見る
ＪＭＡグループ
東埼玉総合病院は埼玉県「利根二次医療圏」、海老名
総合病院は神奈川県「県央二次医療圏」、下田メディ
カルセンターは静岡県「賀茂二次医療圏」において、
安心・安全で質の高い医療ニーズへの期待に応える
べく、救急医療をはじめとする急性期医療を中心に地域
に貢献しています。

東埼玉総合病院
2015（平成27）年9月7日
埼玉県「救急医療功労者等
に対する表彰」
東埼玉総合病院は、2015（平成27）年9月
7日、年間約2,500台の救急車受入れ等、
救急医療体制の整備充実に貢献したとして、
県知事より表彰されました。病院職員が
一丸となり、地域の救急医療を担う使命感
を抱き実践してきたことが評価されました。

海老名総合病院
2017（平成29）年4月1日
救命救急センター設置予定
海老名総合病院は、神奈川県で唯一、
救命救急センター（3次救急）が未設置で
ある県央二次医療圏の現状に対し、救急
医療にて許認可を受けた社会医療法人の
責務として、2017（平成29）年4月1日に救命
救急センター（県指定）の設置を目指します。

2015（平成27）年度実績
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24時間365日
保健・医療・福祉の
ワンストップサービスをめざして 

社会医療法人ジャパンメディカルアライ
アンス（JMA）は、前身である「仁愛会」
として「仁愛の精神」のもとに、1973（昭和
48）年9月、埼玉県北葛飾郡杉戸町に
「東埼玉病院」（現「東埼玉総合病院」）、
1983（昭和58）年9月、神奈川県海老名市
に「海老名総合病院」を開院しました。
以来一貫して地域に密着した「保健」・

「医療」・「福祉」における総合的なヘルス
ケアサービスを提供しています。関連
法人である社会福祉法人ケアネット、
医療法人社団静岡メディカルアライアンス
（SMA）と共に、埼玉県、神奈川県、静岡
県にまたがり、切れ目のない医療・介護
サービスのアライアンス（連携・協力）を
実践しています。

JMAグループ概要

保健
H e a l t h

福祉
W e l f a r e

医療
M e d i c a l

患者
P a t i e n t

2007（平成19）年4月の医療法改正
に伴い、新たに施行された制度です。
救急医療など地域に貢献し、かつ
経営に対する透明性が高く、公益的
な基準を満たす医療法人に対し、
認定されます。JMAは、救急医療に
関する地域医療の貢献と実績が
認められ、2009（平成21）年4月に
複数の都道府県にまたがる法人として、
厚生労働大臣所管にて全国で初めて
認定されました。

社会医療法人とは

「仁愛」とは人を思いやり、いつくしむ心
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埼玉創設期 海老名創設期 発展期～現在 Future

今後の展望

「医療法人社団仁愛会」設立
「東埼玉病院」開院

「海老名総合病院」開院

「海老名厚生病院」開院

1995.9
「海老名厚生病院」を「海老名総合病院附属東病院」に名称
変更

1998.4
「海老名総合病院」、臨床研修指定病院として指定

1998.11
「東埼玉病院」を「東埼玉総合病院」に名称変更

「老人保健施設アゼリア」（現「介護老人保健施設アゼリア」）
開設

施設・事業所数

職員数

24人

1 4 40
病床数

50床 874床

病床数

1,238人

職員数

1,163床

病床数

3,204人

職員数

施設・事業所数 施設・事業所数

1973（昭和48）年9月、「救急こそが医療の原点」という信念に志を共にした若き４人の医師が、
埼玉県北葛飾郡杉戸町に「東埼玉病院」（現「東埼玉総合病院」）を開院。1983（昭和58）年
9月には神奈川県海老名市に「海老名総合病院」、2012（平成24）年5月には静岡県下田市に
「下田メディカルセンター」を、そして、2016（平成28）年4月、神奈川県座間市に「座間総合病院」
を開院しました。高齢社会のピークを迎える2025（平成37）年に向けて、地域と共に医療と介護
の全職種が関わる「地域包括ケアシステムに資する法人」を目指してゆきます。

沿革と推移

1973.9 1983.9

1995.4

1999.1

理事長　鄭 義弘

「救急こそが医療の原点」という信念を胸に、当時｢仁愛会｣
として設立したJMAグループも創業40余年が経過しました。
以来、私たちは変わらぬ仁愛の心を持って高齢社会のピーク
を迎える2025（平成37）年に向けて、｢地域包括ケアシステム
に資する法人になる｣ことをビジョンとして掲げています。この
ビジョンに向かって地域の皆様の安心した暮らしに貢献する
ためには、医療とケアサービスをワンストップで、かつシーム
レスに提供できる体制をより強固なものにする必要があります。
その同じ目標に向かって全施設・事業所が一体となり、アライ
アンスの力で｢地域貢献｣を果たしてまいります。

地域包括ケアシステムに資する法人へ

理事長　森 康昭

2002（平成14）年10月に設立された社会福祉法人ケア
ネットは、創立15年目を迎え、現在、ユニット型特養5施設、
認可保育所2施設を運営しています。介護・保育者不足と
人口ピラミッドの逆転を乗り越えるための地域包括ケアシス
テムにかかわり、労働集約型産業の典型とも言える福祉
事業は、産業構造を全く革新する必要に迫られています。
ICTも含めたJMAグループ全体の緊密な連携体制の
もと、更なる省力化、多様性対策に努めてまいります。

21世紀型・社会福祉法人への模索

理事長　杉原 弘晃

医療法人社団静岡メディカルアライアンス（SMA）は、2010
（平成22）年11月に発足しました。設立当初の目的であった
伊豆半島南部の急性期医療を担う事業は、5年が経過し、
下田メディカルセンターと2診療所及び1介護老人保健施設
との連携をとりながら、地域の信頼を得つつ軌道に乗り
始めています。一方、2015（平成27）年4月にスタートした
海老名ケアサポートセンターは、海老名市南部の地域
包括ケアシステムの一翼を担うべく、JMAグループ初の
サービス付き高齢者向け住宅事業をはじめ、診療所、通所
リハビリテーション等の事業を展開しています。SMAは今後
も、進取の気性とチャレンジ精神で邁進してまいります。

緊密なグループ連携で地域からの信頼を
1973～1982年度 1983～1999年度 2000～2016年度

開院当時の外観

（1973年 開院当初） （1999年度） （2016年4月）

2013.11
「海老名総合病院」、病院機能評価「一般病院
2」認定

2014.3
「東埼玉総合病院」、病院機能評価「一般病
院2」認定

2016.3
長期発行体格付「BBB＋」継続

「東埼玉総合病院」新築移転
「下田メディカルセンター」開院
「下田メディカルセンター附属みなとクリニック」
開院

2012.5

「社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス」
設立40周年
「東埼玉総合病院」設立40周年
「海老名総合病院」設立30周年

2013.9

「座間総合病院」開院
「海老名総合病院附属メディカルサポートセン
ター」を「海老名メディカルサポートクリニック」
に名称変更及び機能再編

2016.4

「海老名ケアサポートセンター」開設

2015.4

「特別養護老人ホーム和心」開設

2011.11

「特別養護老人ホーム陽だまり」開設

2014.12

2007.5
「東日本循環器病院」を「海老名総合病院附属
海老名メディカルサポートセンター」に名称変更

2008.2
「海老名総合病院」、地域医療支援病院として承認

2009.2
長期優先債務格付「BBB＋」に、医療法人で
初の格上げ

2008.12
「東埼玉総合病院」、病院機能評価Ver.5.0認定、
「海老名総合病院」、Ver.5.0で認定を更新

2009.11
収益事業として、美と健康をテーマとしたオリジ
ナルブランド「ジェーマ」の商品販売開始

2010.8
「会員制健康倶楽部ジェーマ」の運営開始

2007.2
海老名地区2病院を急性期医療と慢性期医療
に機能再編

横浜市の指定管理者に選ばれ、同市の「介護
老人保健施設コスモス」の運営開始

2007.4

複数の都道府県にまたがる社会医療法人として
全国で初めて厚生労働大臣の認定を受け、「社会
医療法人ジャパンメディカルアライアンス」へ移行

2009.4

関連法人「医療法人社団静岡メディカルアライ
アンス」設立

2010.11

「介護老人福祉施設はなみずき」（現「特別養護
老人ホームはなみずき」）開設

2007.11

2002.4
「海老名総合病院附属東病院」を「東日本循
環器病院」に名称変更

2003.10
「海老名総合病院」、病院機能評価「一般病院
B」認定

2003.12
長期優先債務格付「BBB」取得、医療法人と
して初めて取得格付け公表

「医療法人社団仁愛会」を「医療法人社団
ジャパンメディカルアライアンス」に名称変更

2003.7

国税庁長官の承認を受け、「特定医療法人
ジャパンメディカルアライアンス」へ移行

2004.3

「海老名メディカルプラザ」開院、外来診療は
「海老名メディカルプラザ」、急性期医療は
「海老名総合病院」に機能を集約

2005.2

「東埼玉総合病院附属清地クリニック」開院
「介護老人福祉施設シェ・モア」（現「特別養護
老人ホームシェ・モア」）開設

2006.10

関連法人「社会福祉法人ケアネット」設立

2002.10

「介護老人福祉施設さつき」（現「特別養護老人
ホームさつき」）開設

2003.12

開院当時の手術室
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東埼玉総合病院

 173床
 438人
 内科、呼吸
器内科、循環器内科、

消化器内科、糖尿病・代謝・内分泌内
科、神経内科、外科、消化器外科、乳
腺・内分泌外科、血管外科、整形外科、
脳神経外科、形成外科、皮膚科、リウ
マチ科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、
リハビリテーション科、放射線科、麻酔
科、在宅診療科

埼玉脊椎脊髄病センター、
地域糖尿病センター

（急性期）

下田地区

海老名・座間地区

横浜地区

医 療 福 祉

保 育

福 祉

介護老人保健施設

アゼリア
特別養護老人ホーム

さつき
特別養護老人ホーム

シェ・モア
特別養護老人ホーム

和心
特別養護老人ホーム

陽だまり

福 祉

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
介護老人保健施設

コスモス
居宅介護支援事業所

ケアネット磯子

（外来）

（外来）
内科、脳神経外科、整形

外科

東埼玉総合病院附属

清地クリニック

医 療

（外来）

下田メディカルセンター
（急性期・回復期）

150床
190人
内科、消化器内科、循環

器内科、神経内科、外科、整形外
科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、婦
人科、脳神経外科、皮膚科、形成
外科、泌尿器科、リハビリテーション
科、麻酔科

内科

下田メディカルセンター附属

みなとクリニック

（外来）
内科、消化器内科、整形

外科

しらはまクリニック

医 療

健診・人間ドック
ヘルスサポートセンター

保 健

内科、糖尿病センター
外来、消化器内科、血液内科、神経
内科、呼吸器内科、小児科、外科、
整形外科、形成外科、泌尿器科、
眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、皮膚科、
リウマチ膠原病内科、在宅診療科

海老名メディカルプラザ
（急性期・回復期・慢性期）

352床
391人
内科（総合診療科）、消

化器内科、糖尿病内科、循環器内
科、神経内科、漢方内科、小児科、
外科、整形外科、リハビリテーション
科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、
泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔
科、放射線科

人工関節・リウマチセン
ター（リウマチ科）

座間総合病院

通所介護事業所

デイサービス東埼玉
通所リハビリテーション事業所
東埼玉総合病院附属
清地クリニック

通所リハビリセンター

認可保育所

わかば保育園

保 育

認可保育所

すこやかハウス

特別養護老人ホーム

はなみずき

福 祉

介護老人保健施設

なぎさ園

（高度急性期・急性期）

 469床
（他に集中治療室10
床、無菌治療室9床）

1,098人
救急部、総合診療科、血液

内科、呼吸器内科、腎臓内科、小児科、
外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、
脳神経外科、眼科、呼吸器外科、放射
線科、IVR科、麻酔科、病理診断科、リハ
ビリテーション科、歯科・歯科口腔外科

心臓血管センター（循環器
内科・心臓血管外科）、内視鏡セン
ター（消化器内科）、マタニティセンター
（産科・婦人科）、糖尿病センター

海老名総合病院

美容外科、美容皮膚科

海老名メディカル
サポートクリニック
（美容医療）

海老名ケアサポートセンター
（医療・介護・住宅複合施設）

内科、人工透析内科、
漢方内科、神経内科、整形外科

今里クリニック
（外来）

海老名
座間

横浜

下田

埼玉

居宅介護支援事業所

ケアネット海老名第Ⅰ
居宅介護支援事業所

ケアネット海老名第Ⅱ
訪問看護事業所

JMA海老名
訪問看護ステーション
訪問介護事業所

ヘルパーネット海老名
福祉用具貸与・販売・
住宅改修事業所

ケアレンタル海老名
介護在宅事業所

今里リハビリステーション
介護在宅事業所

今里ヘルパーステーション

福祉用具貸与・
販売事業所

ケアレンタル東埼玉

埼玉地区

訪問介護事業所

ヘルパーネット東埼玉

訪問看護事業所

JMA東埼玉
訪問看護ステーション

居宅介護支援事業所

ケアネット東埼玉こころ
ケアネット東埼玉あゆみ

権現堂堤

海老名駅西口

みなとみらい

白浜海岸

施設・事業所紹介

サービス付き高齢者向け住宅

カサボニータ海老名
地域包括支援センター

海老名東地域
包括支援センター
海老名中央地域
包括支援センター

センター
センター

病床数

職員数
診療科目

診療科目

診療科目
診療科目

診療科目

診療科目

病床数
職員数

J

J

J

J

J J

J J

J

J

J

S

J

S

J J

J

J

J

S

S

S

S

S

S

S

C

C S

C

C

C

C

C

C

J

J

J

J

J

J

センター

病床数
職員数
診療科目

病床数
職員数
診療科目

診療科目

診療科目
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介護老人保健施設　アゼリア
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1357-1　　2046-231-1311（代）

特別養護老人ホーム　さつき
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1383　　2046-232-1318（代）

特別養護老人ホーム　シェ・モア
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1581　　2046-236-1318（代）

特別養護老人ホーム　和心
〒243-0418 神奈川県海老名市大谷南3-20-15　2046-236-4165（代）

特別養護老人ホーム　陽だまり
〒243-0424 神奈川県海老名市社家505　　2046-237-4165（代）

居宅介護支援事業所　ケアネット海老名第Ⅰ
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-292-1540（直）

居宅介護支援事業所　ケアネット海老名第Ⅱ
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-234-7480（直）

訪問看護事業所　JMA海老名訪問看護ステーション
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-235-5955（直）

訪問介護事業所　ヘルパーネット海老名
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-292-3288（直）

福祉用具貸与・販売・住宅改修事業所　ケアレンタル海老名
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-235-7012（直）

介護在宅事業所　今里リハビリステーション（海老名ケアサポートセンター内）
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-232-0606（代）

介護在宅事業所　今里ヘルパーステーション（海老名ケアサポートセンター内）
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-232-0606（代）

サービス付き高齢者向け住宅
カサボニータ海老名（海老名ケアサポートセンター内）
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-232-0606（代）

地域包括支援センター　海老名東地域包括支援センター
〒243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷3-5-1 ウェルストーン相模野102号
2046-292-1411（直）

地域包括支援センター　海老名中央地域包括支援センター
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1519　2046-234-2973（直）

海老名・座間地区
海老名総合病院
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1320　　2046-233-1311（代）

海老名メディカルプラザ
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田439-1　　2046-292-0222（代）

座間総合病院
〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1　　2046-251-1311（代）

海老名メディカルサポートクリニック
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1519　　2046-235-1311（代）

海老名ケアサポートセンター
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-232-0606（代）

今里クリニック（海老名ケアサポートセンター内）
〒243-0423 神奈川県海老名市今里1-10-12　　2046-232-8222（代）

医
療

福
祉

保
健

健診・人間ドック　ヘルスサポートセンター
（海老名メディカルサポートクリニック内）
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1519　　2046-292-1311（直）

下田地区
下田メディカルセンター
〒415-0026 静岡県下田市6丁目4-10　20558-25-2525（代）

下田メディカルセンター附属　みなとクリニック
〒415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町湊674　20558-62-0005（代）

しらはまクリニック
〒415-0012 静岡県下田市白浜1528-2　20558-27-3700（代）

医
療

福
祉

介護老人保健施設　なぎさ園
〒415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町湊674　20558-62-6800（代）

横浜地区
福
祉

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 介護老人保健施設　コスモス
〒235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭1-2-1　2045-751-4165（代）

居宅介護支援事業所　ケアネット磯子（介護老人保健施設 コスモス内）
〒235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭1-2-1　2045-750-00８6（直）

2016.04

埼玉地区
東埼玉総合病院
〒340-0153 埼玉県幸手市吉野517-5　　20480-40-1311（代）

東埼玉総合病院附属　清地クリニック
〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地5-1-2　　20480-37-2511（代）

医
療

福
祉

特別養護老人ホーム　はなみずき
〒345-0041 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字茨島731-1　20480-37-4165（代）

居宅介護支援事業所
ケアネット東埼玉こころ
ケアネット東埼玉あゆみ
〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-1-2
ケアネット東埼玉こころ 20480-33-2292（直）
ケアネット東埼玉あゆみ 20480-33-2838（直）

訪問看護事業所　JMA東埼玉訪問看護ステーション
〒340-0153 埼玉県幸手市吉野517-5　20480-53-8471（直）

訪問介護事業所　ヘルパーネット東埼玉
〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-1-2　20480-31-0561（直）

福祉用具貸与・販売事業所　ケアレンタル東埼玉
〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地5-1-2　20480-32-2517（代）

通所介護事業所　デイサービス東埼玉
〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-1-2　20480-34-2063（代）

通所リハビリテーション事業所
東埼玉総合病院附属清地クリニック
通所リハビリセンター
〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地5-1-2　20480-37-3711（代）

保
育

認可保育所　わかば保育園
〒345-0034 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松700　20480-34-8474（代）

保
育

認可保育所　すこやかハウス
〒243-0433 神奈川県海老名市河原口1599-1　2046-234-4152（代）
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