
神奈川県厚生農業協同組合連合会

事  業  概  略
- Corporate Outline -

あ な た と つ な が る 、
暮 ら し に よ り そ う



医・保・福のトータルケアで、

健康で豊かな暮らしをサポート

医療・保健・福祉を支え

信頼と安心をつむぐ

地域とつながる信頼の医療

医 療 事 業

二つの病院が、

地域の医療機関と連携し、

きめ細やかなサポートで

安心をはぐくみます。

地域の健康を予防から支える

保 健 事 業

健康診断や人間ドックによる

病気の早期発見から、健診結果を

活用した生活習慣の指導まで

地域住民の健康づくりを

支援します。

一人ひとりに寄り添う

充実の福祉支援

福 祉 事 業

地域住民の自立した生活を支える

福祉サービスと、相談窓口の設置で

不安に寄り添う福祉を展開します。



代表理事理事長

高野 靖悟

神奈川県厚生農業協同組合連合会は、健康づくりから

疾病の予防・治療・社会復帰まで総合的な支援体制で

地域のみなさまの暮らしに寄り添います。

基本理念

神奈川県厚生農業協同組合連合会は、協同組合の理念

である「一人は万人のために、万人は一人のために」

に基づき、医療・保健・福祉事業の総合的事業展開を

通じて、JA組合員および地域住民の健康で心豊かな生

活を守り、広く社会に貢献します。

行動目標

医療・保健・高齢者福祉に携わるものとして、常に人間性を磨くとともに知識と技術の修得に努めます。

地域のニーズを尊重し、親切で安全・良質な医療・保健・高齢者福祉サービスの提供により、地域における安心

で健康な生活の支援に努めます。

JAとともに健診活動・健康教育を通じ、JA組合員・地域住民の健康管理に努めるとともに、地域における保健衛

生の向上に努めます。

地域活動を積極的に推進し、地域の信頼を高め地域連携に努めます。

JA組合員・地域住民の負託に応えるため、健全な経営・運営に努めます。



事業所・施設一覧

医療

❶

相模原協同病院

〒252-5188

相模原市緑区橋本台4-3-1

TEL 042-761-6020／FAX 042-713-3525

❷

伊勢原協同病院

〒259-1187

伊勢原市田中345

TEL 0463-94-2111／FAX 0463-96-1759

保健

❸

JA健康管理センターあつぎ

〒243-0022

厚木市酒井3132

TEL 046-229-7115／FAX 046-229-7116

❹

JA健康管理センターさがみはら

〒252-0143

相模原市緑区橋本6-1-14

ザ・ハシモトタワー4階

TEL 042-772-3296／FAX 042-772-5106



福祉

❺

介護老人保健施設ほほえみの丘

(併設)指定居宅介護支援事業所

〒259-1125

伊勢原市下平間700

TEL 0463-97-5522／FAX 0463-96-1117

❻

JAデイサービスセンターはだの

(併設)指定居宅介護支援事業所

〒257-0015

秦野市平沢435

TEL 0463-85-5177／FAX 0463-85-5178

❼

JAデイサービスセンターあいかわ

(併設)指定居宅介護支援事業所

〒243-0307

愛甲郡愛川町半原4102

TEL 046-280-3033／FAX 046-280-3003

❽

JA訪問看護ステーションさがみはら

(併設)指定居宅介護支援事業所

〒252-0231

相模原市中央区相模原2-13-5

JA相模原市 さがみ夢大通り支店1階

TEL 042-750-8565／FAX 042-750-8568

❾

JA訪問看護ステーションいせはら

〒259-1125

伊勢原市下平間700

介護老人保健施設ほほえみの丘内1階

TEL 0463-91-6191／FAX 0463-91-6284

❿

JA訪問看護ステーションつくい

〒252-0159

相模原市緑区三ヶ木308-1

JA福祉ちゅうおう館2階

TEL 042-780-6101／FAX 042-780-6102

⓫

橋本地域包括支援センター

〒252-0131

相模原市緑区西橋本3-1-14

TEL 042-773-5812／FAX 042-773-6330



地域中核病院として

相模原協同病院

令和3年1月

移転・新築開院！
相模原協同病院はさらに

高度な救急医療に対応するため、移転し、新築開院いたしました。相模原地域の

中核病院として充実した医療を今後も提供してまいります。

主な機能

地域医療支援病院

地域医療ネットワークの中核を担う

●救急医療の中心として、多くの患者さんの治療にあたっていま

す。

●地域の医療機関を支援することを目的に、高度な医療機器を導入

しています。

災害拠点病院

災害時に重症・重篤な傷病者を受け入れる

●大規模災害を想定した訓練を消防隊、警察等と協力して、年間2回実施しております。

●平成26年3月に神奈川DMAT指定病院の指定を受けました。

医療事業
MEDICAL



地域がん診療連携拠点病院

相模原地域のがん診療の中心的存在

●手術や放射線治療、化学療法を組み合わせた専門的ながん治療を行

っています。また、県北で唯一、緩和ケア病棟を備えており、緩和

医療にも積極的に取り組んでいます。

●がん患者さんやご家族に対して相談支援に力を入れています。

臨床研修指定病院

次代を担う医師の育成に注力

●各科専門医・指導医をそろえ、多くの学会認定施設として若手医師の育成につとめています。

●当院は地域中核病院の利点を生かして、救急医療を含む基本的診療のできる医師育成を目標にしています。



施設概要

（令和4年12月現在）

開院日 昭和20年8月（令和3年1月　病院移転新築）

許可病床数 400床（一般394床　感染6床）

標榜診療科

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、腎臓内科、神経内科、糖尿病・代

謝・内分泌内科、外科、呼吸器外科、心臓外科、血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外

科、脳神経外科、形成外科、精神科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、

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、病理診断科、臨

床検査科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、緩和ケア内科

各種指定等
神奈川県災害拠点病院・臨床研修指定病院・地域医療支援病院・地域がん診療連携拠点病

院・神奈川DMAT指定病院・日本医療機能評価機構認定病院・県第2種感染症指定医療機関

主要施設

HCU（10床）・ICU（8床）・SCU（6床）・NICU（6床）・EICU（2床）・救急病棟（18床）・緩

和ケア病棟（10床）・血液浄化センター（32床）・通院治療センター・循環器センター・消

化器病センター・脳卒中センター・呼吸器病センター・整形外科総合治療センター・周産母

子センター・救急センター・手術センター

主要設備
MRI（3.0T1台/1.5T1台）・CT（3台）・血管造影装置（3台）・放射線治療装置（1台）・ドク

ターカー（1台）等



患者さんにやさしい病院

伊勢原協同病院

主な機能

地域医療支援病院

地域医療の中核病院として

●地域医療連携室が窓口となり、地域医療機関から紹介患者さんを受け入れています。

●高度医療機器の共同利用、地域医療従事者への研修などを積極的に行っています。

救急医療

伊勢原市内にとどまらず、近隣の市や地域もサポート

●内科・外科系・小児科は24時間・365日の救急体制、産科は24時間の当直体制を確立し、地域住民の安全で安心な暮らしをサポートして

います。

医療事業
MEDICAL



緩和ケア病棟

がんに伴う、こころとからだの苦痛に対処

●病棟は全個室14床を整備しています。

●療養中でも患者さんとその家族が自分らしい生活が送れるように、

専門チームがサポートします。

回復期リハビリテーション病棟

機能回復や日常生活動作（ADL）の向上を目指す

●脳卒中や骨折などで失った機能の回復や日常生活動作（ADL）の向

上を目指して、集中したリハビリを行います。



施設概要

（令和4年12月現在）

開院日 昭和43年4月（平成26年8月　病院移転新築）

許可病床数 350床

標榜診療科

内科、呼吸器内科、脳神経内科、内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、血液内科、消化器内科、

循環器内科、小児科、外科、消化器外科、肛門外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、心

臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、麻酔科、放射線

科、臨床検査科、リハビリテーション科、病理診断科、緩和ケア内科、救急科

各種指定等
臨床研修指定病院・地域医療支援病院・日本医療機能評価機構認定病院・神奈川県災害協力

病院

主要施設

手術室（6室）・HCU（6床）・緩和ケア病棟（14床）・回復期リハビリテーション病棟（45

床）・日帰り手術センター・内視鏡センター・血液浄化センター・生活習慣病センター・外

来化学療法センター・リハビリテーションセンター等

主要設備

MRI（3.0T1台・1.5T1台）・CT（2台）・SPECT-CT（1台）・血管撮影装置（1台）・乳房専用

撮影装置（FPD搭載）1台・X線TV装置（2台）・睡眠時無呼吸症候群診断装置・治療的電気刺

激装置・磁気刺激装置・X線骨密度測定装置・無菌治療室等



健康で充実した人生のお手伝い

取組一覧

人間ドック

●日本病院会・日本人間ドック学会

｢人間ドック健診施設機能評価｣認定施設

●健康保険組合連合会認定施設

●マンモグラフィ健診施設画像認定施設

●日本総合健診医学会優良総合健診認定施設

JA健康管理センターあつぎ、さがみはらでは、JA組合員および地域住民の健康で心豊かな生活を守るために、人間ドックを推進していま

す。

日帰りの基本コースに加えて、特別コースやオプション検査では、がんに関する検査、動脈硬化に関する検査、婦人科疾患に関する検査な

どを提供しています。

万一、人間ドックの結果が要精密検査になってしまった場合には、相模原協同病院・伊勢原協同病院と連携し、再検査および治療にあたり

ます。

保健事業
HEALTH CAFE



巡回健診

医療・健康管理施設から離れたJA組合員や地域住民、企業で働く

方々のため、直接会場へ伺い、効率的に健康診断を実施していま

す。

健康教育

健康セミナー開催や食生活改善指導、運動指導などの健康教育にも

力を入れ、JA組合員や地域住民の健康増進をサポートしています。



心の通いあう介護・看護サービスを

取組一覧

介護老人保健施設

介護する人もされる人もお互いに微笑みあえる理想の介護を目指し

ています。リハビリテーション、看護、介護を総合的に提供し、各

家庭でご自身の望む自立した生活ができるように支援しています。

福祉事業
WELFARE



デイサービスセンター

高齢者一人ひとりの身体状況や症状に配慮したリハビリテーショ

ン、看護、介護、食事、入浴、レクリエーションなどの日帰りサー

ビスを提供し、日常の生活能力を可能な限り維持、回復できるよう

支援しています。

訪問看護ステーション

病気があっても医療を継続しながら、また、ご高齢になっても住み慣れた地域・ご自宅で安心して暮らせるように、看護師やリハビリテー

ションスタッフが利用者のお宅を訪問して、療養上のお世話や必要な診療の補助を行っています。

指定居宅介護支援事業

介護支援専門員（ケアマネジャー）を配置し、介護サービス計画

（ケアプラン）の作成など、サービスを受けようとする人が適切な

サービスを利用できるよう、相談に応じたりサービス提供機関との

連絡調整などを行っています。また、介護保険の申請（要介護認

定）を代行しています。その他、市町村より委託を受け、申請に必

要な訪問調査も行っています。

地域包括支援センター

高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療に関わる支援、生活の安定のために必要な援助を包括的に行う中核機関であり、より地域の

身近なところで相談できる窓口です。



昭和20年 8月
神奈川県農業会「相模原病院」開院

昭和24年 4月
神奈川県厚生農業協同組合連合会設立認可

神奈川県厚生連「協同病院」に改称

昭和43年 4月
伊勢原町立国保病院の移管をうけ、伊勢原協同病院を開設

平成6年 4月
JA健康管理センター開設

令和元年 11月
伊勢原協同病院　地域医療支援病院に認定

令和3年 1月
相模原協同病院　新病院へ移転

沿革



17会員

(令和4年7月現在)

農業協同組合12

農業協同組合連合会3

系統団体2

組織機構図

会員数 会員内訳



（令和4年7月現在）

経営管理委員

経営管理委員会会長　　　大川　良一

経営管理委員会副会長　　平本　光男

経営管理委員　　　　　　柳下　健一

経営管理委員　　　　　　梶　　　稔

経営管理委員　　　　　　龍崎　　智

経営管理委員　　　　　　西山　國正

経営管理委員　　　　　　大貫　盛雄

経営管理委員　　　　　　天野　信一

経営管理委員　　　　　　小泉　幸隆

理事

代表理事理事長　　　　　高野　靖悟

専務理事　　　　　　　　二宮　　泉

常務理事　　　　　　　　松下　雅博

理事　　　　　　　　　　井關　治和

理事　　　　　　　　　　野田　吉和

理事　　　　　　　　　　鎌田　修博

監事

代表監事　　　　　　　　櫻井　彰則

常任監事　　　　　　　　石井　哲郎

監事　　　　　　　　　　笠間　敏男

監事　　　　　　　　　　菅森　雄司

役員



〒231-0002

神奈川県横浜市中区海岸通 1-2-2JAグループ神奈川ビル3階

TEL: 045-680-3065（代）

FAX：045-680-3069

http://www.kouseiren.net/

kouseiren@kanagawa.kouseiren.net

http://www.kouseiren.net/
mailto:kouseiren@kanagawa.kouseiren.net



