
 

 

   美杉会グループ 法人概要           （２０２２年１１月） 

                                   

 

１．社会医療法人 美杉会 
○佐藤病院（一般 177 床･急性期一般１・DPC・内、一般 120 床･地域包括ケア 57 床、 

大阪府がん診療拠点病院、日本医療機能評価機構認定病院、通所リハビリ定員 64 人） 

○男山病院（一般 199 床･急性期一般１・DPC・内、一般 127 床･回復期リハビリ 47 床･緩和ケア 25 床、 

日本医療機能評価機構認定病院、通所リハビリ定員 60 人） 

○みのやま病院（障害者施設等入院基本料（１０：１）50 床・在宅療養支援病院・人工透析 30 ベッド・通所リハビリ定員 45 人） 

○佐藤クリニックまきの（人工透析 30 ベッド） 

○佐藤クリニックくずは（人工透析 40 ベッド） 

○美杉会健診センター 

○介護老人保健施設美杉（入居定員 150 人・通所リハビリ定員 100 人） 

・美杉会訪問入浴センター  ・グループホーム美杉（2 ユニット・定員 18 人） 

○介護老人保健施設美樟苑（入所定員 150 人・通所リハビリ定員 50 人） 

・グループホームくすのき（２ユニット・定員１８人） 

○有料老人ホームフィオーレ美杉（介護付・入居定員 80 人） 

○美杉会訪問看護ステーション４ヶ所（まきの・星ヶ丘出張所・長尾出張所・男山） 

○美杉会ホームヘルパーステーション４ヶ所（まきの・星ヶ丘・男山・長尾） 

○居宅介護支援事業所６ヶ所（佐藤病院・男山病院・老健美杉・St 星ヶ丘・フルール長尾・老健美樟苑） 

○配食サービス  ○美杉会研修センター  ○病児保育室（男山病院） 

○八幡市地域包括支援センター美杉会 

 

２．社会福祉法人 美郷会 
○特別養護老人ホーム美郷（入居定員 120 人・ショートステイ定員 20 人） 

・デイサービスセンター美郷（定員 45 人）  ・グループホーム美郷（１ユニット・定員９人） 

○特別養護老人ホーム美来（入居定員 80 人、ショートステイ定員 10 人） 

・デイサービスセンター美来（定員 45 人）  ・美来診療所（内科外来診療のみ） 

・小規模多機能ホームみらい（登録定員 25 人） 

○特別養護老人ホーム大枝美郷（入居定員 100 人、ショートステイ定員 10 人） 

・デイサービスセンター大枝美郷（定員 40 人）  ・大枝美郷来診療所（内科外来診療のみ） 

○高齢者複合施設向島美郷 

・特別養護老人ホーム向島美郷（入居定員 29 人） ・サービス付き高齢者向け住宅フルール向島（80 人）  

・ショートステイセンター向島美郷（定員 20 人） ・デイサービスセンター向島美郷（定員 60 人）  

 ・美郷会ホームヘルパーステーション向島   ・小規模多機能ホーム向島美郷（登録定員 25 人） 

○小規模特別養護老人ホームくずは美郷（入居定員 29 人） 

・ショートステイセンターくずは美郷（定員 20 人）  ・デイサービスセンターくずは美郷（定員 25 人） 

○小規模特別養護老人ホームくずは西美郷（入居定員 29 人） 

・ショートステイセンターくずは西美郷（定員 20 人） ・デイサービスセンターくずは西美郷（定員 25 人） 

   ○特別養護老人ホームかたの美来（入居定員 29 人） 

・ショートステイセンターかたの美来（定員 10 人）  ・デイサービスセンターかたの美来（定員 18 人） 

・街かどデイハウスかたの美来（定員 15 人） 

○有料老人ホーム美華（介護付・入居定員 100 人） 

○有料老人ホームまきの美郷（介護付・入居定員 90 人）  ・小規模多機能ホームまきの美郷（登録定員 29 人） 

○サービス付き高齢者向け住宅フルール東山（80 室）    

   ○サービス付き高齢者向け住宅フルール長尾（100 室）   

・ショートステイセンターフルール長尾（定員 20 人） ・デイサービスセンターフルール長尾（定員 45 人） 

○サービス付き高齢者向け住宅フルール田ノ口（71 室） ・デイサービスセンターフルール田ノ口（定員 30 人） 

○ケアハウス楠葉新生園（入居定員 30 人） 

○居宅介護支援事業所４ヶ所（特養美郷・特養美来・フルール向島・大枝美郷） 

○枚方市地域包括支援センター美郷会 
    

 

 

 

 

 

・職 員 数   ： ２，４９５人（非常勤含む）[2022 年 4 月 1 日現在] 

・事業所数   ： ７１ 事業所（２５施設） 

・入院ベッド数等： １，９７３ （内訳：医療 426 床・介護 1,216 床・住戸 331 戸） 

・総収入    ： ２０３億６，０５９万円 [2021 年度] 

美杉会グループ 
（全体） 



≪病院概要≫                           各計数は全て 2021 年度実績 
【佐藤病院】  
《建物・敷地概要》敷地面積 9,693 ㎡、建築面積 4,478 ㎡、延床面積 15,031 ㎡ 

《患 者 数》外来患者数（１日平均） 399 人 入院患者数（１日平均）107 人 

在宅患者数（３月末現在、法人全施設）521 人 透析患者数（３月末現在、法人全施設）350 人 

《病 床 数》一般 177 床（一般 120 床・地域包括ケア 57 床） 

《診療科目》内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病内科、腎臓内科（人工透析）、脳神経内科、外

科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、腫瘍外科、内視鏡外科、

アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診

断科、放射線治療科、救急科、泌尿器科（男性不妊治療）、 麻酔科【全 31 診療科】 

《平均在院日数・病床利用率》12.3 日・88.8％ 

《各種基準（承認・届出）》大阪府がん診療拠点病院 
ＤＰＣ対象病院、機能強化、急性期一般入院料１、救急医療管理、診療録管理体制１、医師事務作業補助体制 1（１５対１）、急性期看護

補助体制（５０対１）、看護職員夜間 16 対 1 配置 1、療養環境、栄養サポートチーム、医療安全対策２、感染対策向上１（指導強化加算）、

後発医薬品使用体制 1、病棟薬剤業務実施１、データ提出２、入退院支援１（入院時支援、地域連携）、認知症ケア２、せん妄ハイリスク

患者ケア、地域医療体制確保、外来栄養食事指導料(注 2)、糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理、がん患者指導管理イ・ロ・ニ、

糖尿病透析予防指導管理、二次性骨折予防継続管理料 1・3、院内トリアージ実施、救急搬送看護体制、外来放射線照射診療、外来腫瘍化

学療法診療料１、連携充実加算、ニコチン依存症管理、開放型病院共同指導、がん治療連携指導、肝炎インターフェロン治療計画、薬剤

管理指導、医療機器安全管理Ⅰ・Ⅱ、在宅療養支援病院（2）、在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料、在宅患者訪問看

護・指導料、BRCA1/2 遺伝子検査、検体検査管理Ⅰ・Ⅱ、コンタクトレンズ検査１、画像診断管理２、CT 撮影及び MRI 撮影、冠動脈

ＣＴ撮影、心臓ＭＲＩ撮影、乳房 MRI 撮影、外来化学療法１、無菌製剤処理、リハビリテーション（脳血管疾患Ⅰ・運動器Ⅰ・呼吸器Ⅰ）、

がん患者リハビリテーション、処置の休日１・時間外 1 及び深夜 1、人工腎臓、導入期１、透析液水質確保及び慢性維持透析濾過、椎間

板内酵素注入療法、乳腺悪性腫瘍手術（乳がんセンチネルリンパ節加算１又は 2 を算定する場合に限る。）、ペースメーカー移植術及び交

換術、大動脈バルーンパンピング法（IABP 法）、腹腔鏡下肝除術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術、手術の休

日 1・時間外 1 及び深夜 1、胃瘻造設術、輸血管理Ⅱ、輸血適正使用、人工肛門・人工膀胱造設術前処置、麻酔管理料Ⅰ、放射線治療専

任、外来放射線治療、高エネルギー放射線治療、一回線量増加（全乳房・前立腺）、強度変調放射線治療（IMRT）、画像誘導放射線治療（IGRT）、

体外照射呼吸性移動対策、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策、保険医療機関間の連携による病理診断 

《各種指定》救急指定、健保・国保指定、労災指定、生活保護法指定、被爆者医療指定、結核予防法指定 

《健診事業》乳がん、胃がん（胃内視鏡） 

《協力大学病院》京大病院、大阪医大病院、関西医大病院、京都府立医大病院 

《主な設備》手術室４室（2,114 例、全麻件数 968 例）、放射線治療装置ノバリスＴｘ（リニアック）、3D 内視鏡システム、

内視鏡下外科手術システム、内視鏡 NBI システム、人工透析、64 列ﾏﾙﾁｽﾗｲｽ CT、ＭＲＩ（3 ﾃｽﾗ）、多目的血

管撮影装置、デジタルマンモグラフィー、Ｘ線テレビ室、血管連続撮影装置、PACS（医用画像診断支援システ

ム）、各種ファイバースコープ（胃・大腸・気管支・膀胱）、Ｘ線骨密度測定装置 等 

《併設事業》在宅医療、通所リハビリ、訪問看護、ホームヘルパー、ケアプラン、配食サービス 

 

【男山病院】 
 《建物・敷地概要》敷地面積 13,162 ㎡、建築面積 4,629 ㎡、延床面積 14,608 ㎡  

《患 者 数》外来患者数（1 日平均）480 人 

入院患者数（1 日平均）147 人（一般 92 人・回復期リハビリ 36 人・緩和ケア 19 人） 

《病 床 数》一般 199 床（一般 127 床・回復期リハビリ 47 床・緩和ケア 25 床） 

《診療科目》内科、消化器内科、血液内科、糖尿病内科、腎臓内科（人工透析）、脳神経内科、外科、呼吸器外科、乳腺外科、

肛門外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、 

耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、緩和ケア内科【全 24 診療科】 

《平均在院日数・病床利用率》一般病棟 14.8 日・78.7％、回復期リハビリ病棟 53.7 日・77.3％、 

緩和ケア病棟 20.3 日・75.7％ 

《各種基準（承認・届出）》 
ＤＰＣ対象病院、急性期一般入院基本料１（１２７床）、回復期リハビリテーション病棟入院料１（４７床）、緩和ケア病棟入院料２（２

５床）、救急医療管理加算、診療録管理体制加算、医師事務補助体制加算（１５：１）、看護職員夜間配置加算（１６：１）、急性期看護補

助体制加算（５０：１）、療養環境加算（１・３・４病棟のみ）、栄養サポートチーム加算、医療安全対策加算２、医療安全対策加算の医

療安全対策地域連携加算２、感染対策向上加算１、病棟薬剤業務実施加算、データ提出加算２、提出データ評価加算、入退院支援加算１、

入退院支援加算の入院時支援加算、認知症ケア加算２、小児入院医療管理料５、後発医薬品使用体制加算３、入院時食事療養（Ⅰ）・入院

時生活療養（Ⅰ）、せん妄ハイリスク患者ケア加算、地域医療体制確保加算、がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料イ・ロ・ニ、

糖尿病透析予防指導管理料、院内トリアージ実施料、夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算、ニコチン依存症管理料、開

放型病院共同指導料、がん治療連携指導料、薬剤管理指導料、医療機器安全管理料１、二次性骨折予防継続管理料１・２・３、在宅訪問

看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料、外来腫瘍化学療法診療料１、遺伝子学的検査、BRCA1/2 遺伝子検査、先天性代謝

異常症検査、検体検査管理加算（Ⅱ）、遺伝カウンセリング加算、小児食物アレルギー負荷検査、画像診断管理加算２、ＣＴ撮影及びＭＲ

Ｉ撮影、冠動脈ＣＴ撮影加算、心臓ＭＲＩ撮影加算、外来化学療法加算１、連携充実加算、無菌製剤処理料、脳血管疾患等リハビリテー

ション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、がん患者リハビリテーション料、エタノールの

局所注入（甲状腺・副甲状腺）、人工腎臓、導入期加算１、透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算、下肢末梢動脈疾患指導管理加算、

組織拡張期による再建手術（乳房再建手術に限る）、緊急整復固定加算及び緊急挿入加算、乳がんセンチネルリンパ節加算１、乳腺悪性腫

瘍手術及び乳輪温存乳房切除術、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）、ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術、

胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)、輸血管理料（Ⅱ）、輸血適正使用加算、人工肛門・人工膀胱造設術前処

置加算、麻酔管理料（Ⅰ）、胃瘻造設時嚥下機能評価加算、保険医療機関間の連携による病理診断 

《各種指定》救急指定、健保・国保指定、労災指定、生活保護法指定、被爆者医療指定、結核予防法指定 

《健診事業》特定健診、企業健診、一般健診、人間ドック 

《協力大学病院》関西医大病院、京大病院、大阪医大病院、京都府立医大病院 

《主な設備》手術室４室（1,460 例、全麻件数 617 例）、内視鏡下外科手術システム、内視鏡 NBI システム、 

64 列ﾏﾙﾁｽﾗｲｽ CT、ＭＲＩ（1.5 ﾃｽﾗ）、多目的血管撮影装置、デジタルマンモグラフィー、FPD、PACS（医用

画像診断支援システム）、Ｘ線テレビ室、各種ファイバースコープ（胃・大腸・膀胱）、鼻咽喉ビデオスコープ 等 

《併設事業》通所リハビリ、訪問看護、ホームヘルパー、ケアプラン、地域包括支援センター、配食サービス、病児保育 

 



 

 
1979 年 １月 有床診療所開設（１０床） 

1982 年 １０月 佐藤病院開設（４５床）、有床診療所廃止 

1988 年  ４月 佐藤病院 １２０床に増床 

1990 年  ４月 佐藤病院 在宅医療開始 

1994 年  ４月 

１０月 

佐藤病院 訪問リハビリ開始 

第１回モニター会制度発足 

1995 年  ２月 

９月 

医療法人美杉会設立 

美杉会訪問看護ステーションまきの開設 

1996 年  ７月 

１０月 

美杉会訪問看護ステーションくずは開設 

佐藤クリニックまきの開設（透析機器３０台） 

1998 年  ４月 

 ８月 

介護老人保健施設美杉開設（入所１００床、通所３０人） 

美杉会訪問看護ステーション星ヶ丘開設 

1999 年  ３月 

 ４月 

佐藤病院 （財）日本医療機能評価機構より認定 

美杉会配食サービス開始 

美杉会ホームヘルパー２級養成事業所開設 

2000 年  ４月 佐藤クリニックくずは開設（透析機器 40 台） 

美杉会ホームヘルパーステーションまきの・くずは・星ヶ丘開設 

美杉会訪問入浴センター開設 

美杉会居宅介護支援事業所５ヵ所開設 

2001 年  ４月 グループホーム美杉開設（２ユニット・18 人） 

2002 年  ４月 

 ８月 

 ９月 

１０月 

介護老人保健施設美杉 入所 150 床、通所 100 人に増築 

在宅介護支援センター美杉（地域型）開設 

佐藤病院 新築移転 

佐藤医院開設（有床診療所、19 床）（旧佐藤病院） 

2003 年  ３月 

 

 ７月 

１２月 

社会福祉法人美郷会設立 

第１回地域医療懇談会開催 

佐藤医院 透析センター開設（透析機器 20 台） 

佐藤医院 デイケアセンターみすぎ開設（40 人） 

特別養護老人ホーム美郷開設（90 人、内ショートステイ 20 人） 

（併設）デイサービスセンター美郷（20 人） 

グループホーム美郷開設（１ユニット・９人） 

2004 年 １２月 美杉会訪問看護ステーションまきの、くずはを統合 

美杉会ホームヘルパーステーションまきの、くずはを統合 

美杉会訪問看護ステーションひらかた開設 

美杉会ホームヘルパーステーションひらかた開設 

2006 年  ２月 

３月 

 

４月 

 

７月 

１０月 

１１月 

前川診療所開設（有床診療所、19 床） 

特別養護老人ホーム美来開設（90 人、内ショートステイ 10 人） 

（併設）デイサービスセンター美来（20 人） 

美来診療所開設 

佐藤病院 ＤＰＣ対象病院として承認 

佐藤医院 在宅療養支援診療所承認 

医療法人加樟会 経営支援（グループ化） 

佐藤病院 入院基本料 7 対 1 承認 

2007 年  ４月 

１０月 

１１月 

有料老人ホーム美華開設（介護付・100 人） 

佐藤病院屋上緑化（大阪府ヒートアイランド対策促進事業） 

さくら介護ショップ開設 

2008 年  ９月 医療法人加樟会を医療法人美盛会（びせいかい）名称変更 

2009 年 

 

 １月 

 ３月 

 ４月 

 

 

１１月 

医療法人美杉会創業３０周年 

小規模多機能ホームみらい開設（利用定員 25 人） 

医療法人美杉会 国税庁より特定医療法人の承認 

男山病院開設（212 床） 関西医科大学より継承 

枚方市地域包括支援センター美郷会開設 

男山病院二次救急病院認定 

2010 年  ８月 

１１月 

男山病院病床数変更（199 床） 

男山病院透析室新設（透析台数 20 台） 

 

 

 

  美杉会グループ 沿革         



 

 

 

 

2011 年 

 

４月 

 

有料老人ホームフィオーレ美杉開設（介護付・80 室） 

美杉会健診センター開設 

小規模特別養護老人ホームくずは美郷開設（29 人） 

（併設）ショートステイセンターくずは美郷（20 人） 

デイサービスセンターくずは美郷（20 人） 

2012 年 

 

 

 

 

 

３月 

 

 

４月 

 ６月 

 ７月 

１０月 

 

有料老人ホームまきの美郷開設（介護付・90 室） 

（併設）小規模多機能ホームまきの美郷（利用定員 25 人） 

特別養護老人ホーム美来居宅介護支援事業所開設 

男山病院居宅介護支援事業所開設 

前川診療所 美杉会法人化 

八幡市地域包括支援センター美杉会開設 

男山病院新１号館（外来、検査、病棟×２）竣工 

（一般病棟 144 床・回復期リハビリ病棟 55 床） 

2013 年 １０月 佐藤病院 ノバリスＴｘ（リニアック）による放射線治療開始 

 

 

１１月 

 

１２月 

サービス付き高齢者向け住宅フルール東山開設（80 戸） 

美杉会訪問看護ステーション星ヶ丘をまきのに統合（サテライト化） 

男山病院 （財）日本医療機能評価機構より認定 

2014 年 

 

 

 

 

 ４月 

 

 

 

 

社会医療法人美杉会 近畿厚生局より社会医療法人の承認 

男山病院新２号館（手術室、３病棟、デイケア等）使用開始 

 （一般病棟 127 床・回復期リハビリ病棟 47 床・緩和ケア病棟 25 床） 

佐藤病院前立腺レーザー治療、肺外科開始 

美杉会訪問看護ステーション男山開設 

美杉会ホームヘルパーステーション男山開設 

 

 

 

１０月 男山病院リニューアル完了（エスカレーター棟・駐車場） 

サービス付き高齢者向け住宅フルール長尾開設（100 戸） 

（併設）デイサービスセンターフルール長尾（50 人） 

    ショートステイセンターフルール長尾（20 人） 

    美杉会訪問看護ステーション長尾出張所 

    美杉会ホームヘルパーステーション長尾 

    フルール長尾ケアプランセンター 

2015 年 ４月 佐藤病院 大阪府がん診療拠点病院認定 

 

 

 

 

 ６月 

 

 

 8 月 

 ９月 

１２月 

小規模特別養護老人ホームくずは西美郷開設（29 人） 

（併設）ショートステイセンターくずは西美郷（20 人） 

デイサービスセンターくずは西美郷（30 人） 

みのやま病院 経営支援（グループ化） 

特別養護老人ホーム美郷居宅介護支援事業所開設（佐藤病院より移設） 

サービス付き高齢者向け住宅フルール田ノ口開設（71 戸） 

（併設）デイサービスセンターフルール田ノ口（30 人） 

2016 年  ２月 高齢者複合施設向島美郷開設 

・サービス付き高齢者向け住宅フルール向島開設（80 戸） 

・特別養護老人ホーム向島美郷開設（29 人） 

（併設）ショートステイセンターフルール向島美郷（20 人） 

デイサービスセンターフルール向島美郷（50 人） 

小規模多機能ホーム向島美郷（利用定員 25 人） 

美郷会ホームヘルパーステーション向島美郷 

フルール向島ケアプランセンター 

    ７月 

 ８月 

みのやま病院開設 

佐藤病院電子カルテ導入 

2017 年  ２月 美樟苑ケアプランセンター開設 

  ４月 ケアハウス楠葉新生園開設（30 人） 社福）イエス団より事業継承 

  ５月 

 

男山病院電子カルテ導入 

特別養護老人ホームかたの美来開設（29 人） 

（併設）ショートステイ（10 人）、デイサービス（18 人）、 

    街かどデイハウス（10 人） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2019 年 

 

 １月 

１１月 

社会医療法人美杉会創業４０周年 

枚方市地域包括支援センター美郷会移転 

2020 年 １１月 グループホームくすのき増床（１ユニット・９人→２ユニット・１８人） 

2021 年 ４月 社会医療法人美杉会 医療法人美盛会を吸収合併 

特別養護老人ホーム大枝美郷（110 人、内ショートステイ１０人） 

（併設）デイサービス（19 人）、居宅介護支援事業所、診療所（内科外来） 

特別養護老人ホーム美郷増床（９０人→１４０人、内ショートステイ２０人） 

2022 年 ４月 佐藤病院 西館（新館）開設 

小児科・皮膚科・耳鼻咽喉科外来開始、 

病棟 57 床・在宅医療部・デイケアセンター（64 人）・透析室開設等 

（併設）美杉会訪問看護ステーションまきの 

美杉会ホームヘルパーステーションまきの 

佐藤病院ケアプランセンター・美杉配食サービス 

佐藤医院・前川診療所・美樟クリニック閉院、佐藤病院西館へ機能を統合 

 ８月 

１０月 

 

佐藤病院に売店・イートインスペース開設 

佐藤病院 全館改修工事完了 

  

＜予定＞   

2022 年 １１月 佐藤病院 西館病棟 57 床を地域包括ケア病棟に変更予定 

2023 年 4 月 みのやま病院増床工事開始 

 １０月 村野本町に特別養護老人ホーム（２９人）開設予定 

（併設）・グループホーム（３ユニット・２７人） 

・小規模多機能ホーム（利用定員２９人） 

・ホームヘルパーステーション 

・ケアプランセンター 

 


