
1　医療法人の概要

（1）名　　　　　称 社会医療法人愛仁会

 ①　□ 財団　　■ 社団（■ 出資持分なし　□ 出資持分あり）

 ②　■ 社会医療法人　　 □ 特別医療法人　□ 特定医療法人

     □ 出資額限度法人　 □ その他

 ③  □ 基金制度採用　　 ■ 基金制度不採用

 注）①から③のそれぞれの項目（③は社団のみ。)について、該当する

 欄の□を塗りつぶすこと。（会計年度内に変更があった場合は変更後。）

（2）事務所の所在地　 大阪府大阪市西淀川区福町三丁目2番39号

 注）複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従いたる事務所を記

 載すること。

（3）設立認可年月日　 昭和33年11月1日

（4）設立登記年月日 昭和33年12月6日

（5）役員及び評議員

法人統括

副理事長　兼　高槻病院管理者

常務理事　兼　介護老人保健施設しんあい管理者・業務担当

常務理事　兼　愛仁会リハビリテーション病院管理者・業務担当

常務理事　兼　業務担当

常務理事　兼　宝塚地区担当・あいわクリニック管理者

常務理事　兼　愛仁会本部担当・業務担当

千船病院管理者

明石医療センター管理者

だいもつ地区担当・尼崎だいもつ病院管理者

吹田地区担当・井上病院管理者

業務担当

業務担当

業務担当

監査

監査

理　事 川本　麻理子

理　事 中村　達也

監　事 森　健一

理　事 右梅　貴信

理　事 松原　正明

理　事 吉井　勝彦

理　事 大西　　尚

監　事 西岡　百合子

理　事 平中　崇文

理　事 山本　欣宏

理　事 吉田　和也

理　事 南　宏尚

理　事 岡村　雅雄

理　事 松森　良信

事　　業　　報　　告　　書

（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

氏　　　名 備　　　　　　　　　　考

理事長 内藤　嘉之

副理事長 髙岡　秀幸

理　事 家永　徹也 常務理事　兼　高槻地区担当・愛仁会しんあいクリニック管理者・業務担当



注）1．社会医療法人、特別医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、記載しなくても差し

  支えないこと。

    2．理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設（医療法

     　第42条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の管理者であることを記載する

　　　 こと。（医療法第47条第1項参照）

　　3．評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。（医療法第49条の4参照）

2　事業の概要

（1）本来業務（開設する病院、診療所又は介護老人保健施設（医療法第42条の指定管理者として

　　 管理する病院等を含む。）の業務）

大阪市西淀川区福町 一般病床 292床

三丁目2番39号 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

精神病床 0床

感染症病床 0床

結核病床 0床

高槻市古曽部町 一般病床 477床

一丁目3番13号 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

精神病床 0床

感染症病床 0床

結核病床 0床

兵庫県明石市大久保町八木 一般病床 382床

743番地33 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

精神病床 0床

感染症病床 0床

結核病床 0床

開　設　場　所 許可病床数

病　院 千船病院

高槻病院

明石医療センター

種　類 施設の名称



大阪府吹田市江の木町 一般病床 127床

16番17号 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

精神病床 0床

感染症病床 0床

結核病床 0床

高槻市白梅町 一般病床 269床

5番7号 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

精神病床 0床

感染症病床 0床

結核病床 0床

兵庫県尼崎市東大物町 一般病床 199床

一丁目1番1号 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

精神病床 0床

感染症病床 0床

結核病床 0床

千船クリニック 大阪市西淀川区佃 一般病床 0床

三丁目1番11号 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

愛仁会しんあい 一般病床 0床

クリニック 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

尼崎だいもつ病院

高槻市芥川町

二丁目3番5号

病　院 井上病院

愛仁会リハビリ

テーション病院

診療所



愛仁会総合健康 高槻市幸町4番3号 一般病床 0床

センター附属 療養病床 0床

診療所 [医療保険 0床]

[介護保険 0床]

カーム尼崎 兵庫県尼崎市御園町 一般病床 0床

健診プラザ 54番地　カーム尼崎2階 療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

一般病床 0床

療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

一般病床 0床

療養病床 0床

サンフラワー南春日丘1F.2F [医療保険 0床]

[介護保険 0床]

一般病床 0床

療養病床 0床

[医療保険 0床]

[介護保険 0床]

ユーアイ 大阪市西淀川区佃 入所定員 100名

二丁目2番58号 通所定員 55名

ケーアイ 高槻市大字原 入所定員 100名

112番地 通所定員 40名

入所定員 69名

二丁目46番1号 通所定員 35名

だいもつ 兵庫県尼崎市東大物町 入所定員 100名

一丁目1番1号 通所定員 0名

入所定員 100名

七丁目9番18号 通所定員 35名

つくも 大阪府吹田市津雲台 入所定員 90名

四丁目7番2号 通所定員 50名

許可病床数

介護老人

保健施設

七丁目9番19号

あいわ 兵庫県宝塚市中筋

クリニック 二丁目10番11号

種　類 施設の名称 開　設　場　所

大阪府茨木市南春日丘

大阪府吹田市江の木町

附属診療所 14番11号

ひまわり 大阪府茨木市南春日丘

しんあい 高槻市西之川原

井上診療所

診療所

井上病院　



注）1．地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する施設につい

　　　 ては、その旨を施設の名称の下に【　　　】書で記載すること。

       2．療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床

            のそれぞれについて内訳を[　　　]書で記載すること。

       3．介護老人保健施設の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。

（2）附帯業務（医療法人が行う医療法第42条各号に掲げる業務）

愛仁会看護助産専門学校 高槻市古曽部町一丁目

3番33号

明石医療センター 兵庫県明石市大久保町八木

附属看護専門学校 743番地33

愛仁会総合健康センター 高槻市幸町

4番3号

介護職員養成研修事業 大阪市西淀川区佃二丁目

　 2番46号

大阪市西淀川区佃二丁目

2番46号

高槻市白梅町

5番7号

訪問看護ステーション 兵庫県尼崎市東大物町一丁目

1番1号

病児保育室 宝塚市中筋二丁目

ひまわりルーム 10番11号

ヘルパーステーション 大阪市西淀川区佃二丁目

ちぶね 2番46号

ヘルパーステーション 高槻市白梅町

愛仁会　高槻 5番7号

ヘルパーステーション 高槻市幸町

愛仁会　富田 4番3号

備　　　考

訪問看護ステーション

ほほえみ

訪問看護ステーション

愛仁会　高槻

だいもつ

種類または事業名 実　施　場　所



ヘルパーステーション 大阪市大正区南恩加島五丁目

おかじま 4番5号

ヘルパーステーション 兵庫県尼崎市東大物町一丁目

だいもつ 1番1号

いのうえ 大阪府吹田市江の木町

ヘルパーステーション 14番11号

つくも 大阪府吹田市津雲台四丁目

ヘルパーステーション 7番2号

ユーアイデイサービス 大阪市西淀川区佃五丁目11番20号

センターなごみ フェルティーシャトー1階

デイサービスセンター 大阪市大正区南恩加島五丁目

おかじま 4番5号

ケアプランセンター 大阪市西淀川区佃二丁目

千船病院 2番46号

ケアプランセンター 高槻市白梅町

愛仁会　高槻 5番7号

ケアプランセンター 高槻市大字原

ケーアイ 112番地

ケアプランセンター 高槻市幸町

愛仁会　富田 4番3号

しんあいケアプランセンター

46番1号

ケアプランセンター 大阪市大正区南恩加島五丁目

おかじま 4番5号

ケアプランセンター 兵庫県尼崎市東大物町一丁目

だいもつ 1番1号

江坂 大阪府吹田市江の木町

ケアプランセンター 14番11号

ひまわり 大阪府茨木市南春日丘七丁目

ケアプランセンター 9番18号

つくも 大阪府吹田市津雲台四丁目

ケアプランセンター 7番２号

高槻市西之川原二丁目



高槻北地域包括支援 高槻市大字原

センター 112番地

吹田市津雲台・藤白台 大阪府吹田市津雲台四丁目

地域包括支援センター 7番2号

総合相談窓口　アイ 大阪市西淀川区佃二丁目

2番46号

大阪市西淀川区福町

三丁目2番39号

介護老人保健施設 大阪府茨木市南春日丘七丁目

ひまわり 9番18号

介護付有料老人ホーム 大阪市大正区南恩加島五丁目

スローライフおかじま 4番5号

サービス付き高齢者向け住宅 兵庫県尼崎市東大物町一丁目

レジリエンスだいもつ 1番1号

注）地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を施設の名称の下に

   【　　　】書で記載すること。

（3）  収益業務（社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務）

　教育、学習支援事業 高槻市幸町4番3号

　不動産賃貸業 大阪市西淀川区福町三丁目2番39号 ローソン賃貸

兵庫県明石市大久保町八木743番33 ローソン賃貸

（4） 当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項

2021年　4月19日　　 介護老人保健施設ひまわり　茨木市総合事業通所型サービスC（短期集中型）

事業受託に承認を求める件

〃 定款一部変更に承認を求める件

〃 研究手当支給変更に承認を求める件

〃 旧千船病院跡地解約覚書締結に承認を求める件

　　　　2021年　6月26日　　 2020年度（第63期）事業報告の件

〃 2020年度（第63期）決算報告に承認を求める件

2021年　8月23日 しんあい病院、しんあいクリニック廃止に承認を求める件

〃 愛仁会しんあいクリニック開設ならびに事業計画案及び

種　　　類 実　施　場　所 備　　　考

タイ国における医療施設の運営に関
する業務

―

西淀川区医師会在宅医療・
介護連携相談支援室
千船病院窓口

茨木市の委託を受けて行う
第一号通所事業（介護保険
法にいう介護予防・日常生

活支援総合事業）

ベトナム国における医療人材育成に
関する業務

―



収支シミュレーション案に承認を求める件

〃 愛仁会しんあいクリニック運営組織図案に承認を求める件

〃 診療所の管理者を理事に加えない認可申請に承認を求める件

〃 しんあいクリニック廃止に伴う愛仁会リハビリテーション病院増床に

承認を求める件

〃 定款一部変更に承認を求める件

〃 社員の退職退社に承認を求める件

2021年　10月30日 社員の退職退社に承認を求める件

〃 千船病院附属千船クリニック所長（ＣＫＤセンター　センター長）交代に

承認を求める件

2022年　3月26日 ヘルパーステーション愛仁会高槻とヘルパーステーション愛仁会富田の

統合に承認を求める件

〃 西淀川区医師会在宅医療・介護連携相談支援室千船病院窓口の廃止に

承認を求める件

〃 定款一部変更に承認を求める件

〃 第65期　法人役員並びに理事管掌変更に承認を求める件

〃 社員の退職退社に承認を求める件

〃 社員の新規入社に承認を求める件

〃 2022年度（第65期）事業計画案に承認を求める件

〃 2022年度（第65期）収支予算案に承認を求める件

〃 2022年度（第65期）財政投融資計画案に承認を求める件

〃 社員職階昇階並びに研究手当変更に承認を求める件

〃 嘱託社員並びに法人参与委嘱に承認を求める件

〃 2022年度（第65期）社員、嘱託社員、法人参与の年俸額案に承認を求める件

　注）以下については、病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人が記載し、診療所のみを開設

　　　する医療法人は記載しなくても差し支えないこと。

（6） 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容： なし

（7） その他： なし

　　　　注）当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、診療科の新設又は

　　　　　　廃止等を記載する。（任意）

以　上

（5） 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設：　愛仁会しんあいクリニック


