こんにちは！
トータルヘルスケアの

勝木グループ です。
あなたの健康が私たちの願いです
Your Wellness is Our Dearest Wish
勝木グループは、健康増進や予防医学の実践で全国に知られるユニークな企業
です。
早くから第一次予防医学の重要性を訴え、隣接する公益財団法人 北陸体力科学
研究所とともに健康増進と生活習慣病の予防活動に取り組みながら、病気にならな
いための身体づくりを推進しています。
2001年（平成13年）にオープンした「やわたメディカルセンター」は、急性期病棟と回
復期リハ病棟を備え、充実した診療を行うとともに、癒しと安らぎの空間を設けた
「病院らしくない病院」です。2013年（平成25年）には小松駅前に勝木グループの原点
でもある
「芦城クリニック」が総合リハビリテーション診療所としてリニューアルオー
プンしました。
我々は、
これからもウエルネスマインドを胸に、地域の皆様が心身ともに健やか
る角度からサポ
ポートさせていた
に、自分らしくいきいきと暮らしていけるよう、あらゆる角度からサポートさせていた
だきたいと思います。

設 立：1966年（昭和41年）12月1日
職員数：683名（2020年4月現在）
勝木グループ代表

勝木 保夫

特定医療法人社団

事業所
紹 介

勝木会
やわたメディカルセンター
公式ホームページ

やわたメディカルセンター
開

設 ： 1968年（昭和43年）11月（加賀八幡温泉病院）
2001年（平成13年）10月
「やわたメディカルセンター」に名称変更しオープン

診 療 科 ： 内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科、整形外科、
リウマチ科
リハビリテーション科、外科、消化器内科、脳神経内科、脳神経外科
泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、麻酔科、放射線科、歯科口腔外科
専門外来 ： スポーツ外来、小児整形外科、睡眠呼吸障害外来、禁煙外来
ベッド数 ： 208床（一般110床・地域包括ケア病棟54床・回復期リハ44床）
2次救急指定、労災指定、特定疾患治療研究医医療機関指定、7対1入院基本料取得、
日本医療機能評価機構認定病院、育成医療指定、
日本脳ドック学会認定脳ドック施設、マンモグラフィ検診施設画像認定施設
日本静脈経腸栄養学会NST（栄養サポートチーム）稼動施設、DPC対象病院
日本肝臓学会特別連携施設、
日本消化器病学会関連施設
【 臨床研修施設の指定 】
日本内科学会認定教育関連病院／日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
日本心臓リハビリテーション学会認定研修施設／日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設
日本整形外科学会専門医制度認定研修施設／日本リハビリテーション医学会研修施設
日本温泉気候物理医学会専門医教育研修施設／日本眼科学会専門医制度研修施設
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム（NST）専門療法士実地修練認定教育施設
臨床研修協力病院／日本アレルギー学会認定教育施設／日本消化器内視鏡学会専門医指導施設
日本呼吸器学会専門医制度関連施設／日本消化管学会胃腸科指導施設

在宅サービス部門
居宅介護支援事業所
通所リハビリテーション やわた健康スタジオ
健康スタジオ加賀温泉駅前（2020年5月開設）
● ヘルパーステーションやわた（訪問介護）
●
●

やわた健診センター
あなたのウエルネスライフを専門的な視点で応援します。
人間ドックに運動処方や栄養指導を加えた「健康ドック」
を初め、
企業健診・各種健康診断、脳ドック、心臓ドック、がん検診、予防接種などを提供します。
（2019年度実績：健康ドック 約9,000名、健康診断 約8,000名）

芦城クリニック 2013 年（平成 25 年）12 月

新築移転リニューアルオープン

まちなかのかかりつけ医として総合的にリハビリテーションを支援します。
開

設 ： 1966年（昭和41年）12月（芦城病院）、
2001年（平成13年）10月、芦城クリニックに名称変更

診 療 科 ：リハビリテーション科・整形外科・リウマチ科・内科
通所リハビリテーション 芦城クリニック健康スタジオ
地域包括支援センター［丸内・芦城高齢者総合相談センター］
● 健康増進センター アエール芦城
[疾病予防運動施設]
●
●

訪問看護ステーションリハケア芦城
粟津サテライト

開設：2013年（平成25年）5月
開設：2014年（平成26年）4月

やわたサテライト 開設：2014年（平成26年）12月
訪問看護、訪問リハビリテーション
自宅での医療を望む方、お身体の不自由な方に、看護師やリハビリテーションスタッフが
ご自宅にお伺いし、看護やリハビリを行っています。

公益財団法人

北陸体力科学研究所

Hokuriku Institute of wellness and Sports Sciences
厚生労働大臣認定「健康増進施設」「指定運動療法施設」

ダイナミック
公式ホームページ

「Wellness」･･･正式登録 日本第1号
設
●

立 ： 1982年（昭和57年）12月

開

設：1984年（昭和59年）5月

ウエルネス＆スポーツコミュニティダイナミック
会員制ウエルネスクラブ（会員数 約1,700名）／ 厚生労働省指定運動療法施設第1号

●

やわた倶楽部（シニア向け運動・カルチャー教室、サロン）

●

いしかわ総合スポーツセンター（金沢市稚日野町）
2008年4月~指定管理者（石川県体育協会、北陸体力科学研究所、石川県ビルメンテナンス協会）

●

メディカルウエルネスダイナミックHakusan（白山市倉光）
2019年3月〜公立松任石川中央病院より運営を受託

ダイナミックは心豊かに前向きに生きる「ウエルネスライフ」を
提案し、サポートします。
「運動」「栄養」「規則正しい生活」「保養」

健康増進

健康診断

運動指導･実践

健康ドック

栄養指導･実践

脳ドック

健康相談･⼼理相談

⽣活習慣病予防健診

競技スポーツ

（アマチュアからプロスポーツ）

スポーツ外来
スポーツ医科学チェック
スポーツ障害予防
トレーニングセミナー
栄養セミナー

運動療法

健康づくり

メディカルチェック

企業健診

⽣きがいづくり

健康⽇本 21
健康づくり事業･ソフト開発
委託研究･調査･講演

勝⽊グループ

セミナー･コンサルタント
ライフスタイル改善

●やわたメディカルセンター
やわた健診センター
やわた在宅サービスセンター

やわた健康スタジオ
健康スタジオ加賀温泉駅前
やわたヘルパーステーション

診 療

訪問サービス

●芦城クリニック

内科、循環器内科、呼吸器内科

芦城健康スタジオ
健康増進センターアエール芦城
丸内・芦城⾼齢者総合相談センター

糖尿病･内分泌内科、整形外科、リウマチ科
リハビリテーション科、外科、消化器内科
脳神経内科、脳神経外科、泌尿器科、眼科
⽿⿐咽喉科、⽪膚科、⿇酔科、放射線科

訪問診療･訪問看護
訪問介護･訪問リハビリ

●訪問看護ステーションリハケア芦城

居宅療養管理指導

●北陸体⼒科学研究所

⻭科⼝腔外科
禁煙外来、スポーツ外来
⼩児整形外科、睡眠呼吸障害外来

ホームヘルプサービス

スポーツコミュニティ ダイナミック
いしかわ総合スポーツセンター [ 指定管理 ]
メディカルウエルネス ダイナミック Hakusan

疾患別
ン
リハビリテーション

通所サービス
通
通所リハビリ

脳⾎管疾患等リハビリテーション
ション
ョン
運動器リハビリテーション
ション
ョン
⼼⼤⾎管疾患リハビリテーション
ョン
ン
呼吸器リハビリテーション

介護予防訪問サービス

地域⽀援
⾼齢者総合相談センター
医療福祉相談
在宅介護相談･⽀援

介護予防通所サービス
介

訪問看護ステーション リハケア芦城 やわたサテライト

事業所
所在地

第4駐⾞場

⾦沢

やわた健診センター
やわた在宅サービスセンター

勝木会

やわたメディカルセンター
〒923-8551 小松市八幡イ12番地7
TEL 0761-47-1212（代）
FAX 0761-47-1941

北陸体⼒科学研究所
ダイナミック
第2駐⾞場
第3駐⾞場
第1駐⾞場

⼩松バ
イパス

特定医療法人社団

やわたメディカルセンター

芦城クリニック
〒923-8552 小松市土居原町175番地
TEL 0761-23-0011
FAX 0761-23-3641

やわた健診センター
〒923-0833 小松市八幡イ12番地7
TEL 0761-47-1216
FAX 0761-47-7221

⼋幡IC
加賀

やわた在宅サービスセンター
〒923-0833 小松市八幡イ12番地7
TEL 0761-47-4476
FAX 0761-47-5940

健康スタジオ加賀温泉駅前
〒922-0423 加賀市作見町ル90番地
TEL 0761-75-7810

訪問看護ステーションリハケア芦城
〒923-0921 小松市土居原町175番地
TEL 0761-23-0112
FAX 0761-23-0115

粟津サテライト
〒923-0302 小松市符津町ウ75番地3
TEL 0761-46-6169
FAX 0761-46-6164
やわたサテライト
〒923-0833 小松市八幡イ12番地7
TEL 0761-47-1570
FAX 0761-47-8101

公益財団法人

北陸体力科学研究所
スポーツコミュニティダイナミック
〒923-8601 小松市八幡イ13番地1
TEL 0761-47-1214
FAX 0761-47-0656

訪問看護ステーション リハケア芦城

⾦沢

路

業道

産
加賀

