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IMS ： Loving and Loved
～ Calling for medical treatment and health care gratifying to patients ～

IMS GROUP
An Introduction to the

～患者さまの喜ぶ医療と介護を求めて～
「愛し愛されるIMS」

イ ム ス

本部事務局



IMS（イムス）グループは、昭和31年3月板橋小豆沢に

ベッド5床のクリニックを開業してスタートしました。

それから66年、患者さまとご家族に寄り添い

安心して医療を受けていただけるよう、地域の皆さまから信頼される

病院・施設として、また地域に育てていただいた感謝の気持ちを大切にして

医療と介護の提供を続けてまいりました。

現在では総病床数12,382※床の総合医療・福祉グループとして質が高い

医療・介護の提供に努めております。

IMS（Itabashi Medical System）というグループ名称には、

そのような地域医療への熱い想い、質が高い総合医療・介護サービスとともに

安全・安心な医療の提供を目指す想いがこめられています。

医療制度や社会の状況など医療を取り巻く環境は常に変化しています。

そのような中、私たちIMSグループは理想の医療・介護を目指して進化していき、

「愛し愛されるIMS」を基本理念として患者さま・利用者さまに喜んでいただける

医療と介護を継続して提供ができるよう全職員で取り組んでまいります。

「愛し愛されるIMS」
それが私たちの基本理念です。

イ ム ス

会　長
Nakamura TetsuyaChairman

中村 哲也

The IMS Group began operations in March 1956 with the opening 
of a 5-bed clinic in Itabashi-Azusawa.
For 66 years since then, we have continued to provide medical 
and nursing care services as a hospital and facility trusted by 
the local community and valuing the feelings of gratitude that 
the community has raised so that patients and their families can 
receive medical care with peace of mind. At present, as a 
comprehensive medical and welfare group with a total of 12,382※

beds, we are striving to provide high-quality medical and nursing 
care. The group's name, IMS (Itabashi Medical System), reflects 
the Group's passion for local medical care and its commitment to 
providing high-quality comprehensive medical and nursing care 
services as well as safe and secure medical care.
The environment surrounding medical care, including the health 
care system and social conditions, is constantly changing. 
Against this backdrop, the IMS Group will continue to evolve 
toward the ideal of medical care and nursing care, and all 
employees will continue to provide medical care and nursing care 
that will delight patients and users based on the basic principle of
"IMS that is loved and loved.".

IMS: Loving and Loved 
This is the fundamental precept of our philosophy.

※2022年11月時点

■ 求められる医療と介護の実践　より早く、より安全に、断らない
■ 安心を与え何人も平等に医療と介護を受けられる施設
■ 地域住民、地域医療機関と密着した医療と介護の提供
■ 医療人としての自覚と技術向上への教育
■ 高度な医療と介護を継続提供する為の健全経営

＜IMS基本方針＞

■ 協 調
collaboration

■ 協 力
cooperation

■ 競 争
competition

＜IMS Spirit＞

～患者さまの喜ぶ医療と介護を求めて～

＜IMS基本理念＞

「愛し愛されるIMS」

～ Calling for medical treatment and
         health care gratifying to patients ～

<IMS Basic Philosophy>

IMS ： Loving and Loved

イ ム ス

■ Providing the required medical treatment and health care   
    quickly and safely, to all 
■ Facilities that provide reassuring medical treatment and  
    health care on an equal basis
■ Providing medical treatment and health care closely tailored 
    to local residents and local medical facilities 
■ Being aware of our role as health care providers, and 
    educating ourselves in improved technologies
■ Sound management aimed at providing advanced medical 
    treatment and health care

<IMS Basic Policies>

IMS（イムス）グループは、134施設※の運営を通し、
急性期・回復期・慢性期・予防医療から施設・在宅介護までの
一貫した医療・介護を提供する、総合医療・福祉グループです。
※2022年4月時点



イムス明理会仙台総合病院

西仙台病院

仙台ロイヤルケアセンター

丸森ロイヤルケアセンター

仙台青葉ロイヤルケアセンター

利府仙台ロイヤルケアセンター

山形ロイヤル病院

おさなぎ

IMS Meirikai Sendai General Hospital

Nishi Sendai Hospital

Sendai Royal Care Center

Marumori Royal Care Center

Sendai Aoba Royal Care Center

Rifu Sendai Royal Care Center

Yamagata Royal Hospital

Osanagi Nursing Home

イムス札幌消化器中央総合病院

イムス札幌内科リハビリテーション病院

道南ロイヤル病院

道南森ロイヤルケアセンター

IMS Sapporo Digestive Disease Center General Hospital

IMS Sapporo Internal Medicine and Rehabilitation Hospital

Dounan Royal Hospital

Dounanmori Royal Care Center

ハレホアロハ・ナーシングホーム
Hale Ho Aloha Nursing Home

北海道 Hokkaido

宮城・山形 Miyagi ・ Yamagata

ハワイ Hawaii

板橋中央総合病院

高島平中央総合病院

イムス東京葛飾総合病院

イムス葛飾ハートセンター

明理会中央総合病院

明理会東京大和病院

イムス記念病院

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院

イムス板橋リハビリテーション病院

鶴川サナトリウム病院

板橋ロイヤルケアセンター

葛飾ロイヤルケアセンター

お花茶屋ロイヤルケアセンター

クローバーのさと イムスケア カウピリ板橋

クローバーのさと イムスホーム カウピリ板橋

クローバーのさと ケアハウス カウピリ板橋

Itabashi Chuo Medical Center

Takashimadaira Chuo General Hospital

IMS Tokyo Katsushika General Hospital

IMS Katsushika Heart Center

Meirikai Chuo General Hospital

Meirikai Tokyo Yamato Hospital

IMS Memorial Hospital

IMS Rehabilitation Center Tokyo Katsushika Hospital

IMS Itabashi Rehabilitation Hospital

Tsurukawa Sanatorium Hospital

Itabashi Royal Care Center

Katsushika Royal Care Center

Ohanajaya Royal Care Center

Clover no Sato IMS Care Kaupili Itabashi

Clover no Sato IMS Home Kaupili Itabashi

Clover no Sato Care House Kaupili Itabashi

横浜旭中央総合病院

東戸塚記念病院

横浜新都市脳神経外科病院

イムス横浜狩場脳神経外科病院

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院

相原病院

北小田原病院

江田記念病院

相模原ロイヤルケアセンター

Yokohama Asahi Chuo General Hospital

Higashi Totsuka Memorial Hospital

Yokohama Shintoshi Neurosurgical Hospital

IMS Yokohama Kariba Neurosurgical Hospital

IMS Yokohama Higashi Totsuka General Rehabilitation Hospital

Aihara Hospital

Kita Odawara Hospital

Eda Memorial Hospital

Sagamihara Royal Care Center

春日部中央総合病院

イムス富士見総合病院

イムス三芳総合病院

三愛会総合病院

埼玉みさと総合リハビリテーション病院

新越谷病院

埼玉セントラル病院

埼玉ロイヤルケアセンター

春日部ロイヤルケアセンター

草加ロイヤルケアセンター

イムスケアふじみの

イムス太田中央総合病院

イムスやぶづかロイヤルケアセンター

Kasukabe Chuo General Hospital

IMS Fujimi General Hospital

IMS Miyoshi General Hospital

Sanaikai General Hospital

Saitama Misato General Rehabilitation Hospital

Shin Koshigaya Hospital

Saitama Central Hospital

Saitama Royal Care Center

Kasukabe Royal Care Center

Souka Royal Care Center

IMS Care Fujimino

IMS Ohta Chuo General Hospital

IMS Yabuzuka Royal Care Center

新松戸中央総合病院

行徳総合病院

イムス佐原リハビリテーション病院

我孫子ロイヤルケアセンター

Shin Matsudo Chuo General Hospital

Gyotoku General Hospital

IMS Sawara Rehabilitation Hospital

Abiko Royal Care Center

Our Facilities

IMSグループ

病院施設のご案内

東京 Tokyo 神奈川 Kanagawa

千葉 Chiba

埼玉・群馬 Saitama・Gunma 

急性期病院

回復期病院

慢性期病院

介護老人保健施設

Acute

Convalescent

Long Term Care

Extended Health Care Facility

特別養護老人ホーム

都市型軽費老人ホーム

介護付有料老人ホーム

Special nursing home for the aged

Urban-style lower-cost home for the elderly

Private residential home with nursing care



病床数 341 床

〒241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台4-20-1
TEL:045-921-6111
http://www.ims-yokohama-asahi.jp/

横浜旭中央総合病院
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町548-7
TEL:045-825-2111
http://www.higashi-totsuka.com/

東戸塚記念病院

〒225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町433
TEL:045-911-2011
http://www.yokohama-shintoshi.jp/

横浜新都市脳神経外科病院
〒240-0025 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町218-9
TEL:045-721-3131
http://www.karibanouge.com

イムス横浜狩場脳神経外科病院

〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町690-2
TEL:045-822-4151
https://ims.gr.jp/yokohama_higashitotsuka_reha/

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院
〒252-0141 神奈川県相模原市緑区相原5-12-5
TEL:042-772-3100
http://aihara-hp.jp/

相原病院

〒250-0136 神奈川県南足柄市矢倉沢625
TEL:0465-73-2191
http://www.ims.gr.jp/kitaodawara/

北小田原病院
〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-1
TEL:045-912-0111
http://www.ims.gr.jp/edakinen/

江田記念病院

〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島380-1
TEL:042-760-0040
http://www.ims.gr.jp/sagamihara_royal/

相模原ロイヤルケアセンター

〒270-0034  千葉県松戸市新松戸1-380
TEL:047-345-1111
https://www.shinmatsudo-hospital.jp

新松戸中央総合病院

〒272-0103 千葉県市川市本行徳5525-2
TEL:047-395-1151
http://www.gyo-toku.jp

行徳総合病院

〒287-0001 千葉県香取市佐原ロ2121-1
TEL:0478-55-1113
http://www.ims.gr.jp/sawara_reha/

イムス佐原リハビリテーション病院

〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2614
TEL:04-7181-5611
http://www.ims.gr.jp/abiko_royal/

我孫子ロイヤルケアセンター

病床数 515 床 病床数 304 床

病床数 317 床 病床数 147 床

病床数 333 床 病床数 126 床

病床数 345 床 病床数 229 床

入所数 150 床

入所数 150 床

病床数 333 床

病床数 217 床

神奈川 Kanagawa 千葉 Chiba

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町5-9-4
TEL:048-736-1221
http://www.ims.gr.jp/ims_kasukabe/

春日部中央総合病院
〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬1967-1
TEL:049-251-3060
http://www.ims.gr.jp/fujimisougou/

イムス富士見総合病院

〒341-0003 埼玉県三郷市彦成2-342
TEL:048-958-3111
http://www.ims.gr.jp/sanaikai/

三愛会総合病院
〒341-0034 埼玉県三郷市新和5-207
TEL:048-953-1211
https://saitama-misato-reha.com/

埼玉みさと総合リハビリテーション病院

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富2177
TEL:049-259-0161
http://www.ims.gr.jp/saitama_central/

埼玉セントラル病院
〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富2181-5
TEL:049-258-6060
http://www.ims.gr.jp/saitama.royal/

埼玉ロイヤルケアセンター

〒340-0001 埼玉県草加市柿木町123-2
TEL:048-930-5591
http://www.ims.gr.jp/souka-royal/

草加ロイヤルケアセンター

〒373-0021 群馬県太田市東今泉町875-1
TEL:0276-37-2378
http://www.ims.gr.jp/ohta/

イムス太田中央総合病院

〒356-0045 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡5-6-58
TEL:049-256-6250
http://www.ims.gr.jp/fujimino/

イムスケアふじみの

病床数 404 床

病床数 274 床 病床数 175 床

病床数 350 床

病床数 450 床 入所数 150 床

入所数 152 床 入所数 150 床

イムスやぶづかロイヤルケアセンター
入所数 70 床

埼玉・群馬 Saitama ・ Gunma

病床数 569 床

〒174-0051  東京都板橋区小豆沢2-12-7 
TEL:03-3967-1181
http://www.ims-itabashi.jp/

板橋中央総合病院
〒175-0082 東京都板橋区高島平1-73-1
TEL:03-3936-7451
https://takashimadaira-hospital.jp

高島平中央総合病院
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-18-1
TEL:03-5670-9901
http://www.ims.gr.jp/tokyo-katsushika/

イムス東京葛飾総合病院

〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-30-1
TEL:03-3694-8100
http://www.ims.gr.jp/heartcenter/

イムス葛飾ハートセンター
〒114-0001 東京都北区東十条3-2-11
TEL:03-5902-1199
http://www.ims.gr.jp/meirikaichuo/

明理会中央総合病院
〒173-0001 東京都板橋区本町36-3
TEL:03-5943-2411
http://www.ims.gr.jp/yamato/

明理会東京大和病院

〒174-0071 東京都板橋区常盤台4-25-5
TEL:03-3932-9181
https://ims-kinen.com/

イムス記念病院
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-11-1
TEL:03-3967-1183
http://www.ims.gr.jp/itariha/

イムス板橋リハビリテーション病院

〒195-0051 東京都町田市真光寺町197
TEL:042-735-2222
http://www.tsurusana.com/

鶴川サナトリウム病院

〒124-0011  東京都葛飾区四つ木5-19-7 
TEL:03-5672-2701
http://www.ims.gr.jp/ohanajyaya/

お花茶屋ロイヤルケアセンター

病床数 235 床 病床数 241 床

病床数 311 床 病床数 168 床

病床数 70 床

病床数 50 床

病床数 153 床

〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-26-5
TEL:03-3697-8331
http://www.ims.gr.jp/reha-tokyo-katsushika/

イムスリハビリテーションセンター東京葛飾病院
病床数 100 床

病床数 587 床

〒174-0063 東京都板橋区前野町3-46-3
TEL:03-5915-2677
https://ims.gr.jp/itabashi_royal/

板橋ロイヤルケアセンター
〒124-0006 東京都葛飾区堀切2-66-17
TEL:03-3697-7100
http://www.ims.gr.jp/katsushika_royal/

葛飾ロイヤルケアセンター
入所数 150 床 入所数 150 床

入所数 150 床

東京 Tokyo

機 臨 臨 機 機

機

機

臨機 臨機 臨

〒379-2304 群馬県太田市大原町531-3
TEL:0277-78-8533
http://www.ims.gr.jp/yabuduka-royal/

病床数 307 床

機

機

機

機

機機

臨

〒173-0022 東京都板橋区仲町1-4
TEL:03-3955-9608（イムスケア）
TEL:03-3957-1098（イムスホーム/ケアハウス）
http://www.ims.gr.jp/clover/

クローバーのさと イムスケア カウピリ板橋
クローバーのさと イムスホーム カウピリ板橋
クローバーのさと ケアハウス カウピリ板橋

入所数 88 床

入居数 220 床

入居数 20 床



〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-5-1
TEL:022-268-3150
https://ims-tohoku.com/sendai/

イムス明理会仙台総合病院

〒981-2152 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋9-2
TEL:0224-73-1101
http://www.ims.gr.jp/marumori-royal/

丸森ロイヤルケアセンター

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道2-1-1
TEL:022-356-0355
http://www.ims.gr.jp/rifuroyalcare/

利府仙台ロイヤルケアセンター

〒063-0842 北海道札幌市西区八軒二条西1-1-1
TEL:011-611-1391
http://www.ims.gr.jp/ims-sapporo/

イムス札幌消化器中央総合病院
病床数 130 床

〒989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢字新田54-4
TEL:022-394-5721
https://ims-tohoku.com/nishisendai/

西仙台病院
病床数 501 床

入所数 100 床

〒999-3712 山形県東根市大森2-3-6
TEL:0237-43-8080
http://www.ims.gr.jp/yamagata-royal/

山形ロイヤル病院
病床数 322 床

入所数 162 床

〒999-3742 山形県東根市中島通り1-25
TEL:0237-47-1234
https://ims-tohoku.com/osanagi/

おさなぎ
入居数 100 床

〒989-3214 宮城県仙台市青葉区みやぎ台1-31-1
TEL:022-394-7651
http://www.ims.gr.jp/sendai-rcc/

仙台ロイヤルケアセンター
入所数 150 床

〒989-3206 宮城県仙台市青葉区吉成台2-3-20
TEL:022-303-3911
http://www.ims.gr.jp/sendaiaoba-royal/

仙台青葉ロイヤルケアセンター
入所数 100 床

病床数 183 床

2670 Pacific Heights Road
Honolulu Hawaii 96813
TEL:808-524-1955
http://www.halehoaloha.com/

ハレホアロハ・
ナーシングホーム

入所数 59 床

〒049-4501  北海道久遠郡せたな町北桧山区北桧山322-4 
TEL:0137-84-5011
http://www.ims.gr.jp/dounan-royal/

道南ロイヤル病院

〒049-2311 北海道茅部郡森町字上台町326-117
TEL:01374-3-2111
http://www.ims.gr.jp/dounanmori-royal/

道南森ロイヤルケアセンター

病床数 174 床

入所数 80 床

宮城・山形 Miyagi ・ Yamagata

〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保974-3
TEL:049-258-2323
http://www.ims.gr.jp/miyoshisougou/

イムス三芳総合病院

〒343-0815 埼玉県越谷市元柳田町6-45
TEL:048-964-2211
http://www.ims.gr.jp/shinkoshigaya/

新越谷病院

〒344-0011 埼玉県春日部市藤塚2622-2
TEL:048-733-5771
http://www.ims.gr.jp/kasukabe-royal/

春日部ロイヤルケアセンター

病床数 273 床

病床数 188 床

入所数 150 床

三芳ロイヤル訪問看護ステーション
〒354-0041  埼玉県入間郡三芳町藤久保974-3 
イムス三芳総合病院  管理棟1階　TEL:049-274-3230

新松戸ロイヤル訪問看護ステーション
〒270-0034  千葉県松戸市新松戸1-401
TEL:047-344-8540

江田訪問看護ステーション
〒225-0013  神奈川県横浜市青葉区荏田町1236-7
江田駅前ドエリング205　TEL:045-910-5678

相原訪問看護ステーション
〒252-0141  神奈川県相模原市緑区相原5-12-6
TEL:042-779-7106

仙台ロイヤルケアセンター訪問看護ステーション
〒989-3214  宮城県仙台市青葉区みやぎ台1-31-1
TEL:022-394-7755

三愛会ロイヤル訪問看護ステーション
〒341-0003　埼玉県三郷市彦成3-7-20
TEL:048-950-0017

板橋中央看護専門学校
〒174-0051  東京都板橋区小豆沢2-6-4
TEL:03-3967-0502

イムス横浜国際看護専門学校
〒226-0027  神奈川県横浜市緑区長津田6-20-24
TEL:045-988-5531

IMS Me-Life クリニック 板橋
〒174-0051  東京都板橋区小豆沢2-23-15
TEL:03-3967-1515

アイムス蓮根
〒174-0046  東京都板橋区蓮根3-14-10
TEL:03-5994-7611

アイムス旭山公園
〒064-0946  北海道札幌市中央区双子山4-3-8
TEL:011-642-5811

アイムス赤羽
〒114-0001  東京都北区東十条6-5-15
TEL:03-3598-8630

株式会社アイル
〒174-0051  東京都板橋区小豆沢2-20-10
TEL:03-3967-6051

株式会社ハンドベル・ケア
〒174-0041  東京都板橋区舟渡1-13-10
アイ・タワー3F　TEL:03-3967-6102

株式会社アークランド
〒174-0051  東京都板橋区小豆沢2-17-18
TEL:03-3967-1188

株式会社アイセルネットワｰクス
〒100-0005  東京都千代田区丸の内1-6-2 
新丸の内センタービルディング11F　TEL:03-5220-5400

新池袋商事株式会社
〒170-0013  東京都豊島区東池袋1-33-8
NBF池袋タワー11F　TEL:03-5928-3451

ケアピリカみさと
〒341-0034  埼玉県三郷市新和5-244
TEL:048-951-4730

IMS Me-Life クリニック 池袋
〒170-0013  東京都豊島区東池袋1-21-11 
オーク池袋ビルディング8・9・10F　TEL:03-3989-1112

IMS Me-Life クリニック 八重洲
〒104-0031  東京都中央区京橋2-7-19
京橋イーストビル5F　TEL:03-3567-2080

IMS Me-LIfe クリニック 新宿
〒151-0053  東京都渋谷区代々木2-9-2
久保ビル2F　TEL:03-3375-3371

IMS Me-Life クリニック 千葉
〒260-0028  千葉県千葉市中央区新町1000 
センシティタワｰ8F　TEL:043-204-5511

IMS Me-Life クリニック 仙台
〒983-8477  宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1
JR仙台イーストゲートビル 4F　TEL:022-792-5000

IMS Me-Life クリニック 東京
〒104-0031  東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル7F　TEL:03-3548-2451 

IMS Me-LIfe クリニック 渋谷
〒150-0031  東京都渋谷区桜丘町23-21
渋谷区文化総合センター大和田10F
TEL:03-3770-3100

板橋セントラルクリニック
〒174-0051  東京都板橋区小豆沢2-16-15
TEL:03-3967-1268

アイ・タワークリニック
〒174-0041  東京都板橋区舟渡1-13-10
アイ・タワー3F　TEL:03-5970-2716

西台ロイヤル診療所
〒175-0082  東京都板橋区高島平1-80-14
アクセスビル2F　TEL:03-3934-0901

新葛飾ロイヤルクリニック
〒124-0006  東京都葛飾区堀切2-66-17
TEL:03-3697-8333

イムス三郷クリニック
〒341-0011  埼玉県三郷市釆女1-102-2
TEL:048-959-8181

葛飾ロイヤル訪問看護ステーション
〒124-0006  東京都葛飾区堀切2-66-17
新葛飾ロイヤルクリニック内4F　TEL:03-5671-2363

イムス札幌訪問看護ステーション
〒063-0841  北海道札幌市西区八軒一条西2-6-12
TEL:011-215-9743

春日部ロイヤル訪問看護ステーション
〒344-0011  埼玉県春日部市藤塚250-132
TEL:048-733-0633

越谷ロイヤル訪問看護ステーション
〒343-0813  埼玉県越谷市越ヶ谷1-11-33
第一海野ビル201　TEL:048-964-5331

山形ロイヤル訪問看護ステーション
〒999-3712  山形県東根市大森2-3-6
TEL:0237-53-6815

訪問看護ステーション ケアピリカ横浜港南
〒233-0016  神奈川県横浜市港南区下永谷6-7-23
TEL:045-392-7231

クローバーのさと カウピリ板橋 訪問介護ステーション
〒173-0022  東京都板橋区仲町1-4
TEL:03-3955-9682

〒049-2311  北海道茅部郡森町字上台町326-118
TEL:01374-3-2221

道南森ロイヤル指定訪問介護事業所

イムス訪問看護ステーション東京
〒173-0022  東京都板橋区仲町1-4
TEL:03-3955-9681

イムス訪問看護ステーション東京 小豆沢支店
〒174-0051  東京都板橋区小豆沢2-19-6 ベルハウス1F　
TEL:03-3967-2261

イムス訪問看護ステーション東京 高島平支店
〒175-0082  東京都板橋区高島平1-74-7 藤ハイム2F
TEL:03-3937-8815

イムス訪問看護ステーション東京 東十条支店
〒114-0001  東京都北区東十条3-4-9 シリウス東十条101
TEL:03-5902-3450

訪問看護ステーション・訪問介護事業所
Visiting nurse station / Home healthcare office

人間ドック・健診専門施設
Facilities specializing in complete physicals and checkups

クリニック・診療所
Clinics 

附属看護学校
Affiliated Nursing Schools

関連事業所
Related Offices

北海道 Hokkaido

ハワイ Hawaii

機 機

〒006-0049 北海道札幌市手稲区手稲金山124
TEL:011-681-2105
http://ims.gr.jp/sapporo-naikareha/

イムス札幌内科リハビリテーション病院
病床数 150 床

機

急性期病院

回復期病院

慢性期病院

介護老人保健施設

Acute

Convalescent

Long Term Care

Extended Health Care Facility

特別養護老人ホーム

都市型軽費老人ホーム

介護付有料老人ホーム

Special nursing home for the aged

Urban-style lower-cost home for the elderly

Private residential home with nursing care

Hospitals certified by the Japan
Council for Quality Health Care

日本医療機能評価取得病院機
Hospitals designated as clinical training
facilities by the Ministry of Health, 
Labor and Welfare

厚生労働省臨床研修指定病院臨

介護付有料老人ホーム
Private residential home with nursing care

ケアピリカ横浜港南
〒233-0016　神奈川県横浜市港南区下永谷6-7-23
TEL:045-392-7231

看護小規模多機能型居宅介護事業所
Multifunctional Long-Term Care in a Small Group Home

サービス付高齢者住宅　道南森ロイヤルあじさいの里
〒049-2311　北海道茅部郡森町字上台町326-118
TEL:01374-3-2221

サービス付高齢者住宅
Senior housing facility with additional services

新行徳ロイヤル訪問看護ステーション
〒272-0103  千葉県市川市本行徳5525-4 丸大行徳ビル2F
TEL:047-396-1705



IMSグループの歴史・組織、また社会人
について学ぶ研修です。同期意識を持
ち、就業意識の向上を目指します。

入職オリエンテーション4
月

永年にわたりIMSグループに勤務貢献
している職員を表彰します。

定時総会・永年勤続者表彰5
月

看護・介護の質の向上を目的とした看
護職の学会です。

IMS看護学会11
月

医療・介護組織運営のトップリーダーを目
指すことを目的とした事務職の学会です。

IMS事務学会11
月

IMSグループの全施設で行われ、入院
中の患者さまにキャンドルサービスとク
リスマスプレゼントをお渡しします。

キャンドルサービス12
月

IMSグループに新たに入職する職員を
歓迎する式典です。

入職式4
月

〒341-0003  埼玉県三郷市彦成2-342
移転後は敷地が約3倍、病床は274床に増床。急性期機能や地域医療を強化し、
地域で安心して医療を受けていただけます。

三愛会総合病院
Sanaikai General Hospital

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21  渋谷区文化総合センター大和田10F
IMSグループのノウハウを集約した健診施設が、渋谷に誕生。男女別検査フロアを
完備し、受け入れ人数もアップします。

IMS Me-Lifeクリニック 渋谷

2022年4月 新規オープン 2022年11月 移転開業・増床

IMS Me-Life Clinic Shibuya

イ ム ス    ミ ラ イ フ

INFORMATION
新設移転・新規開設・新規設備導入のお知らせ

IMS Group IMS General Service Center

IMSグループ

〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビルディング9Ｆ
TEL.03-3989-1141（代）

イムス総合サービスセンター

IMSグループの医療・
介護情報をご案内
IMSグループをご利用される
みなさまからの医療・介護の
相談を受けつけるインフォ
メーションセンターです。

Bringing you information about medical and nursing 
care provided by the IMS Group.
The IMS General Service Center provides a place where people using 
the services of the IMS Group can come for information about medical 
and nursing care.

■受付時間［平日］8：30～17：30［土曜日］8：30～12：30（日祝・年末年始休み）

医療・介護のご相談は イ ム ス に

0800-800-1632

お電話または
メールにてご連絡ください。お問い合せ方法

■Service hours［Weekdays］8：30～17：30 ［Saturdays］8：30～12：30
 (The Center is closed on Sundays and holidays.)

Please feel free to visit us or contact us by telephone.Inquiries

メールフォームは
こちら

A Look at Events

行事風景 学会テーマに沿った、職種横断的な取り
組みとその成果を発表する学会です。

IMSグループ学会2
月

IMS、TMG、AMGの3グループの合同
で行われる学会です。

CMS学会9
月

地域の方々に感謝の心をこめ、IMSグ
ループの各施設で行われます。

盆踊り8
月

IMSグループの全施設が参加する伝統行事
です。日頃のチームワーク力が試されます。

IMSグループ大運動会10
月

IMSグループでは、
様々な年間行事を行っています。
行事を通して職員同士の交流や
個人の更なるスキルアップを
目指しています。

医師や各職種のリーダーに加え、新成人
が一堂に会す式典です。

IMSグループ新年
顔合せ会・成人祝賀会1

月

明理会東京大和病院（2012年）

板橋中央総合病院 （2019年）

新松戸中央総合病院（2020年）

イムス東京葛飾総合病院（2022年）

イムス富士見総合病院 （2022年）

イムス三芳総合病院     （2022年）

2022年  手術支援ロボット「ダビンチ」6施設で稼働

新松戸中央総合病院


