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穂坂邦夫

基本理念のもと、弱者にやさしい医療人の育成と
人々に愛される医療・介護をめざす！

学校法人医学アカデミー・医療法人瑞穂会
社会福祉法人さくら瑞穂会 理事長

株式会社薬ゼミ情報教育センター 代表取締役

MIZUHO Group CEO

　瑞穂グループの基本理念は・仕事を通じて社会に貢献する（弱者へのいたわり・人材の育成・医療・

福祉環境の向上）・家族的事業体の確立（助け合う職場・緊張感のある職場・風通しのよい職場）・

100 年事業体への挑戦（創造的な事業運営・マーケティングとイノベーションへの挑戦・時代の変化に対

応する新たな事業の創設）です。

　我が国は御承知のように高齢社会が加速し、特に人口が集中する東京・埼玉・千葉・神奈川の首都圏

は高齢者の急増期を迎え、医療人の育成や医療・介護施設の整備が強く求められています。

　しかし、医療や介護は単に人をつくり、施設を設置しただけでは目的を達成することはできません。身体

や心にハンデを背負った弱い立場の人に対して、高い倫理観をもつ心のやさしい医療人と弱者を大切にす

る温かい施設が求められています。

　私達 MIZUHO グループは基本理念を高くかかげ「弱者にやさしい医療人の育成と人々に愛される医療・

福祉施設」を目指すと共に医療環境の充実を図り「一人でも多くの人が生きていることに誇りを持てる人生

を送って欲しい」と願い、日々新たな気持ちで活動しています。

　スタートは1977 年、理念を実現するために「弱者にやさしい人材の創造」を目標とする「学校法人

医学アカデミー」を創設し、人々の痛みを理解することのできる薬剤師・理学療法士・MR や登録販売者

などの発掘・育成、医療社会に対する新たなサービスの創造と向上、地域に特化した薬局の運営などを中

心に活動を続けています。

　1981年には、弱者にやさしい「医療・福祉・介護」を実践する「医療法人瑞穂会」を設立し、病院や

老人保健施設を運営しています。2014 年には「社会福祉法人さくら瑞穂会」を設立し、特別養護老人ホー

ムを中心に人々の一日も早い社会復帰と人間の尊厳をより大切にする社会づくりへの挑戦をしています。

　以来、多くの方々の御支援と御協力をいただき、創立の基本理念を大切にして、43年間活動を続けてき

ました。これからも新たな医療人に挑戦する若者や社会人、患者、入所者はもとより、在籍する職員を含め

「みんな家族」であることを共有しつつ「基本理念」を守り「弱者が安心して暮らすことの出来る社会づくり」

に一層の努力を続けてまいります。



川越リハビリテーション病院
城南中央病院
介護老人保健施設　瑞穂の里
介護老人保健施設　志木瑞穂の里
在宅サービス部門
グループホーム　みずほ
サービス付き高齢者向け住宅　みずほ

薬剤師国家試験対策予備校　薬学ゼミナール
専門学校　医学アカデミー　理学療法学科
薬ゼミトータルラーニング事業部
一般社団法人　薬学ゼミナール生涯学習センター
株式会社　薬ゼミ情報教育センター
株式会社　いまふく （まごころ薬局）

生きるしあわせとは、誰かとのつながりを感じて生きること
生きるしあわせとは、誰かとのささえあいを感じて生きること
そんな「生きるしあわせ」をすべてのひとに
誰もが“つながり”と“ささえあい”を感じるやさしい社会をつくる

ひとりでも多くのひとのしあわせのために
職員同士、家族のようなつながりで100年続く
事業体をみんなでつくる

「社会貢献」
一つひとつの仕事が社会に貢献していることに誇りをもつ
「職員満足」
職員のしあわせが、関わるすべてのひとのしあわせにつながる
「創意工夫」
仕事は常に工夫と改善をして積極的に変化を起こす

学校法人 医学アカデミーグループ
弱者にやさしい医療人を育成

医療法人 瑞穂会

特別養護老人ホーム　志木瑞穂の森
特別養護老人ホーム　やすらーじゅ瑞穂
障害福祉サービス事業所　みずほコミュニティ
コミュニティレストラン　ソラシドキッチン

社会福祉法人 さくら瑞穂会

GROUP MISSION

GROUP VISION

GROUP VALUE

MIZUHO Groupは職員一人ひとり「CREDO（信条）」
に記載された項目を理解し実践しています

CREDO

特別養護老人ホームと障害福祉サービス
埼玉県 川越・志木で安心して暮らせるまちづくり

CREDO

埼玉県 川越・志木の医療・介護・
看護・リハビリテーションを包括ケア

CREDO

株式会社　クローバーメディア

MIZUHO Group
生きるしあわせ、すべてのひとに



教育 医療人の育成と継続的な支援

全国15教室　薬剤師国家試験対策予備校
40年以上のノウハウが詰まったわかりやすいカリキュラム。温かさと厳しさの
ある講師陣の指導で、一人でも多くの意識高き薬剤師の輩出を目指しています。
札幌／仙台／津田沼／川越／池袋／新宿／渋谷／お茶の水／横浜／名古屋／
金沢／大阪／神戸／広島／福岡

●ポイントの絞り込みと使いやすさに徹底的に
　こだわった参考書は、「青本」の愛称で多くの
　薬学生に親しまれています。

患者さんの身体と心の両面から機能回復・維持をはかる理学療法士。
グループの持つ関連医療施設を活かしながら、より臨床に近い環境での
教育を実施しています。

●昼間課程 3年制　●夜間課程 3年制

グループの医療施設が集積する川越で学ぶ
理学療法士を養成する専門学校

選べる2つの課程
低学年対象個別指導 … リメディアル・低学年教室
現役生・既卒生対象e-learning … オンライン教室

MR・登録販売者の教育をトータルで

「MRの基軸教育」へのサポートを標榜し、MR導入教育や認定試験対策を
はじめとした新人MR向け研修から、各種スキルアップトレーニング、製品
研修など、幅広いMR教育を手がけています。近年は、登録販売者試験対策
も実施しています。

薬学生・薬剤師の学びに寄与する各種書籍の出版、日本の薬学教育を基
にした海外教育支援、薬局への人材育成プログラム提供や薬剤師供給
（紹介・派遣）など、国内外を幅広くサポートしています。

国内外の薬学教育、薬局運営を支援

認定薬剤師になるための研修機関 （G13）

公益社団法人薬剤師認定制度認証機構より認められている認定薬剤師
研修機関です。臨床で活躍される薬剤師の学びの場として「薬剤師生涯
学習講座」を開催し、薬剤師の方々の知識向上に貢献しています。

東京・埼玉に計7店舗を運営。医療、医薬品、生活習慣などに関する高度
な専門知識を持つ、人と人とのつながりを大切に出来る薬剤師を育て、
患者さんと向き合っています。

職員の自己研鑽の場としても活躍する
「地域の薬局」

上北沢／東大泉／南長崎／今福／北坂戸／志木ハイデンスサロン／月吉

yakuzemi.ac.jp iapt.jp

ytl.jp yakuzemi-support.com

yakuzemi-shougai.jp yakuzemi.ac.jp/pharmacy



医療 福祉埼玉県川越市・志木市の皆さまの回復期・維持期・在宅を包括的にサポート

在宅支援
どんな障害があっても誰かを幸せにすることができる、そんな喜びを働きながら体
感できるコミュニティレストラン。日々工夫を重ねることで「またここで食事がしたい」
と思ってもらえるレストランを目指しています。就労移行支援事業、就労継続支援B型
事業の施設です。

明日も働くのが楽しい職場にしよう
障害を持つスタッフと力を合わせるコミュニティレストラン

コミュニティFM放送局ならではのパーソナリティとリスナーが近くに感じられる番組
をつくり、ラジオ・YouTube・SNSなどで「地域活性化のための情報発信」をしています。
また、地域イベントへも積極的に参加し、公開生放送など「顔の見えるラジオ局」と
して放送エリアの皆さまにとって身近な存在となることを目指しています。

志木・朝霞・和光・新座の4市をより楽しくする
コミュニティFM放送局

川越リハビリテーション病院
城南中央病院外来診療

瑞穂の里
志木瑞穂の里通所リハビリ

デイサービス みずほ認知症対応型通所介護

志木瑞穂の森デイサービス

瑞穂の里
志木瑞穂の里
志木瑞穂の森
やすらーじゅ瑞穂

ショートステイ

城南中央病院訪問診療

瑞穂の里
志木瑞穂の里訪問リハビリ

訪問看護ステーション みずほ訪問看護

ケアステーション みずほ訪問介護

居宅介護支援事務所 みずほ
居宅介護支援事務所 志木みずほ
居宅介護支援事務所 瑞穂の里

居宅介護支援

地域包括支援センター みずほ地域包括支援

solarseed.jp

clovermedia.jp

リハビリテーション病院

回復期における日常生活
に即した集中的なリハビリ
テーションを提供します。

川越リハビリテーション病院

継続療養の必要あり

継続療養の必要あり

mizuhokai.or.jp/kawagoe-reha

瑞穂の里
mizuhokai.or.jp/mizuhono-sato

医療療養型病院

城南中央病院
mizuhokai.or.jp/jonan-chuo

介護老人保健施設

一人ひとりの思いに寄り添い、安心で笑顔あふれる
生活を提供します。

やすらーじゅ瑞穂
sakura-mizuhokai.or.jp/yasuraju-mizuho

志木瑞穂の森
sakura-mizuhokai.or.jp/shiki-mizuhono-mori

特別養護老人ホーム認知症高齢者グループホーム

アットホームな雰囲気で、
安心できる暮らしを提供
します。

グループホーム みずほ
mizuhokai.or.jp/gh-mizuho

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅 みずほ
mizuhokai.or.jp/skj-mizuho

専門家による見守り付き・
バリアフリー設計住宅で、
安心できる暮らしを提供
します。

回復期

維持期

維持期

川越

川越

志木瑞穂の里
mizuhokai.or.jp/shiki-mizuhono-sato

志木

川越

志木

川越

川越

川越

退院後や在宅でお困りの方など、
施設～在宅サービスで様々な方に
手厚いリハビリ・介護を提供します。

人に寄り添い、人を思い、
笑顔で日々を過ごせる
療養生活を提供します。



学校法人 医学アカデミーグループ 医療法人 瑞穂会

社会福祉法人 さくら瑞穂会

1977

1981

1984

1991

1995

1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019 居宅介護支援事業所　瑞穂の里　開設

グループホーム　みずほ　開設
サービス付き高齢者向け住宅　みずほ　開設

介護老人保健施設　志木瑞穂の里　開設
居宅介護支援事業所　志木みずほ　開設

居宅介護支援事業所　みずほ　開設
川越市地域包括支援センター　みずほ　開設
認知症対応型デイサービス　みずほ　開設
短時間型通所リハビリテーション　パワーステーション　開始

川越リハビリテーション病院　開院

訪問看護ステーション　ケアステーション　みずほ　開設

川越市在宅介護支援センター　開設

老人保健施設　瑞穂の里　開設
訪問看護ステーション　みずほ　開設

医療法人　瑞穂会　認可

城南中央病院　開院

株式会社　クローバーメディア　設立

特別養護老人ホーム　志木瑞穂の森　開設

障害福祉サービス事業所　みずほコミュニティ　開設

特別養護老人ホーム　やすらーじゅ瑞穂　開設

医学アカデミー　薬学ゼミナール　創立
薬ゼミ川越教室　開校

医学アカデミー　学校法人　認可

薬ゼミ大阪教室　開校
株式会社　薬ゼミ情報教育センター　設立

薬ゼミ渋谷教室　開校

専門学校　医学アカデミー　理学療法学科（夜間課程）　開校
薬ゼミトータルラーニング事業部　設立

専門学校　医学アカデミー　理学療法学科（昼間課程）　開校

まごころ薬局　上北沢店　開局

薬ゼミ池袋教室　開校

一般社団法人　薬学ゼミナール生涯学習センター　設立

薬ゼミ仙台・オンライン教室　開校
まごころ薬局　南長崎店　開局

薬ゼミキャリアセンター　設立
まごころ薬局　川越店　開局

薬ゼミお茶の水・名古屋・神戸教室　開校

薬ゼミ広島教室　開校
株式会社　いまふく　設立

薬ゼミ札幌・金沢教室　開校
まごころ薬局　東大泉・北坂戸店　開局

川越学生寮Bay Laurel（ベイローレル）　開設
薬ゼミ津田沼・新宿・横浜・梅田・博多教室　開校

まごころ薬局　今福店　開局

薬ゼミリメディアル・低学年教室　開校
薬ゼミファーマシーサポート事業部　設立

まごころ薬局　志木ハイデンスサロン店　開局

まごころ薬局　月吉店　開局

薬ゼミ福岡教室　開校

薬ゼミ八王子教室　開校

認可

沿革



本部 埼玉県志木市中宗岡3-16-53 048-476-8324
特別養護老人ホーム　志木瑞穂の森 埼玉県志木市中宗岡3-16-53 048-476-8324
特別養護老人ホーム　やすらーじゅ瑞穂 埼玉県川越市渋井219 049-230-2100
障害福祉サービス事業所　みずほコミュニティ 埼玉県志木市中宗岡3-3-41 048-458-0264
コミュニティレストラン　ソラシドキッチン 埼玉県志木市中宗岡3-3-41 0120-07-3341

株式会社　クローバーメディア 埼玉県志木市本町5-10-27　2F 048-470-5353

学校法人 医学アカデミーグループ
薬学ゼミナール本部 埼玉県川越市中台元町1-16-42 0120-77-8903
薬学ゼミナール教室 札幌／仙台／津田沼／川越／池袋／新宿／渋谷／お茶の水／横浜／
 名古屋／金沢／大阪／神戸／広島／福岡／リメディアル・低学年／オンライン 
理学療法学科 埼玉県川越市中台元町1-18-1 049-245-6853
薬ゼミトータルラーニング事業部 東京都千代田区神田錦町3-18-3　錦三ビル5階 03-3518-8241
事業戦略室・出版課 東京都千代田区神田錦町3-12-10　神田竹尾ビル4階 03-5577-4203
株式会社　薬ゼミ情報教育センター 東京都千代田区神田錦町3-12-10　神田竹尾ビル4階 03-3518-8246
一般社団法人　薬学ゼミナール生涯学習センター 東京都渋谷区渋谷2-12-15　日本薬学会　長井記念館ビル8F 03-5766-0559
まごころ薬局（株式会社　いまふく）店舗 上北沢／東大泉／南長崎／今福（本店）／北坂戸／志木ハイデンスサロン／月吉 

（総合受付）

社会福祉法人 さくら瑞穂会
（代表）

医療法人 瑞穂会
本部 埼玉県川越市中台元町1-16-11 049-245-3551
川越リハビリテーション病院 埼玉県川越市中台元町1-9-12 049-245-3555
城南中央病院 埼玉県川越市中台元町1-16-11 045-245-3551
介護老人保健施設　瑞穂の里 埼玉県川越市中台元町1-16-11 049-241-3240
介護老人保健施設　志木瑞穂の里 埼玉県志木市上宗岡2-20-17 048-474-0324
グループホーム　みずほ 埼玉県川越市中台元町1-16-11 049-246-2355
サービス付き高齢者向け住宅　みずほ 埼玉県川越市中台元町1-16-11 049-246-2356
瑞穂の里　通所リハビリテーション 埼玉県川越市中台元町1-16-11　介護老人保健施設　瑞穂の里内 049-241-3240
デイサービス　みずほ 埼玉県川越市中台元町1-16-11　介護老人保健施設　瑞穂の里内　4階 049-241-3251
訪問看護ステーション　みずほ 埼玉県川越市中台元町1-16-42　2階 049-241-5562
ケアステーション　みずほ 埼玉県川越市中台元町1-16-42　2階 049-241-5708
居宅介護支援事業所　みずほ 埼玉県川越市中台元町1-16-42　2階 049-241-3129
居宅介護支援事業所　志木みずほ 埼玉県志木市上宗岡2-20-17　介護老人保健施設　志木瑞穂の里内 048-474-0354
居宅介護支援事務所　瑞穂の里 埼玉県川越市中台元町1-16-11　介護老人保健施設　瑞穂の里内 049-293-3607
地域包括支援センター　みずほ 埼玉県川越市中台元町1-16-11　介護老人保健施設　瑞穂の里内 049-241-3676

（代表）


