
   

 

事 業 報 告 書 

（自 平成 31年４月１日  至 令和２年３月 31日） 

 

１ 地域医療連携推進法人の概要 

 (1) 地域医療連携推進法人の名称 

    地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット 

 

 (2) 事務所の所在地 

    山形県酒田市あきほ町 30番地 

   注）複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事務所を記載すること 

 

 (3) 医療連携推進区域 

    酒田市、鶴岡市、飽海郡遊佐町、東田川郡庄内町、東田川郡三川町 

 

 (4) 一般社団法人設立年月日 

    平成 30年２月１日 

 

 (5)-1 都道府県知事認定年月日 

    平成 30年４月１日 

 (5)-2 設立登記年月日 

    平成 30年２月１日 

 

 (6) 社員の構成 

氏名又は名称 議決権数 

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 45 

医療法人健友会 11 

医療法人山容会 10 

医療法人宏友会 6 

社会福祉法人光風会 6 

一般社団法人酒田地区医師会十全堂 10 

一般社団法人酒田地区歯科医師会 3 

一般社団法人酒田地区薬剤師会 3 

社会福祉法人かたばみ会 3 

社会福祉法人正覚会 3 

合計 100 

 

 



 (7) 役員の構成 

職名 氏名 備考 

代表理事 栗谷 義樹 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構・理事長 

理 事 佐藤 顕 一般社団法人酒田地区医師会十全堂・会長 

同 本間 修 医療法人健友会・理事長 

同 矢島 恭一 医療法人宏友会・理事長 

同 池田 剛 社会福祉法人光風会・理事長 

同 小林 和人 医療法人山容会・理事長 

同 佐々木 正晃 一般社団法人酒田地区歯科医師会・会長 

同 佐藤 義朗 一般社団法人酒田地区薬剤師会・会長 

同 佐藤 淳司 社会福祉法人かたばみ会・理事長 

監 事 阿部 満 日本海総合病院・事務局長 

 注：備考欄には、役員の略歴を記載すること。 

 

 (8) 従業員等の人数 

従業員数 0人 

受入出向者数 0人 

 

 (9) 地域医療連携推進評議会の構成員 

氏名 備考 

土田 兼史 
診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体 

（鶴岡地区医師会長） 

高橋 博美 
診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体 

（庄内総合支庁保健福祉環境部長） 

菊池 裕基 
診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体 

（酒田市健康福祉部長） 

阿部 直善 
医療又は介護を受ける立場にある者 

（社会福祉法人酒田市社会福祉協議会長） 

鎌田 剛 
学識経験を有する者その他の関係者 

（東北公益文科大学 公益学部公益学科 地域福祉コース准教授） 

 注：評議員については、備考欄に評議員の選任理由を記載すること。（医療法第 70条の３第 16号参照） 

 

 

 

 

 



 (10) 参加法人の概況 

№ 法人の名称 

施設又は事業所

（以下「施設等」

という。）の名称 

施設等の所在地 実施事業の内容 

 別紙「(10)参加法人の概況」を参照 

  

 (11) 病院等の参加施設の概況 

№ 
施設の 

名称 

施設の 

種類 

許可 

病床数 
事業収益 事業費用 

会計 

年度 
総資産 

 別紙「(11)病院等の参加施設の概況」を参照 

 注１：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。 

 注２：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。 

 注３：当該地域医療連携推進法人自身が施設を開設することがある場合には、当該施設についても記載

すること。 

注４：参加法人が、当該施設の総資産を把握していない場合には、法人全体の金額を掲記し、その旨を

注記すること。 

 

 (12) 介護事業等地域包括ケアシステムに資する事業を行う施設等がある場合の概況 

№ 
施設等の 

名称 

施設等の 

種類 
定員 事業収益 事業費用 

会計 

年度 
総資産 

 別紙「(12) 介護事業等地域包括ケアシステムに資する事業を行う施設等がある場合の概況」を参照 

 注１：当該地域医療連携推進法人自身が施設等を開設し、又は管理することがある場合には、当該施設

等についても記載すること。 

 注２：参加法人が、当該施設等の総資産を把握していない場合には、法人全体の金額を掲記し、その旨

を注記すること。 

 

２ 事業の概要 

 (1) 医療連携推進に資する事業 

  ア 人事交流 

    （医師７名、薬剤師１名及び看護師８名の人事交流を実施） 

  イ 診療機能の集約化 

    （日本海総合病院の維持透析機能を本間病院へ集約） 

    （本間病院の手術機能を日本海総合病院へ集約） 

  ウ 地域フォーミュラリ 

（８薬剤で実施中） 

  エ 病床調整 

（地域医療連携推進法人内での病床融通制度を利用して、日本海総合病院で休床中であった急性 

期病床４床を本間病院に回復期病床として移譲） 



  オ 口腔ケア 

（病院、老人保健施設、老人介護施設、在宅等の口腔ケアの共通シートを作成し、病院、施設間 

の多職種で共有し、ケアプランに反映できる仕組みを検討） 

 

 (2) 介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業 

  ア 訪問看護ステーションの再編・統合 

    （上田診療所の訪問看護を八幡クリニックへ統合） 

  イ 医療・介護連携 

    （介護事業連携、退院支援、退院調整ルールの作成を検討） 

 

 (3) その他の事業 

  ア 市民向け講演会の開催 

  イ 地域連結決算の検討 

  ウ 地域医療連携推進法人連絡会議への出席 

 

(4) 地域医療連携推進評議会による業務の評価結果及び地域医療連携推進法人の対応状況 

医療連携推進方針に基づき事業を適正に運営しているとの評価を受けた。 

 

 (5) 当該会計年度内に社員総会、理事会で議決又は同意した事項 

  ア 社員総会   

令和元年 ５月 27日 （理事の選任、貸借対照表及び損益計算書の承認など） 

           同 ７月 17日 （理事の選任など） 

   イ 理 事 会   

令和元年 ５月 27日 （平成 30年度事業報告書等の承認、地域フォーミュラリの承認など） 

          同  ７月 17日 （代表理事の選定、社会福祉法人正覚会の加入など） 

          同  ９月 ４日 （野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー株式会社とのアドバイザリ 

ー契約における各参加法人の費用負担） 

      同  11 月 26 日 （医療連携推進方針の変更、地域フォーミュラリの承認など） 

令和２年 ２月 21日 （令和２年度事業計画書及び予算書の承認など） 

 

 (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 

   特になし 

 

 (7) その他 

   特になし 

 

 

 

 

 



※本事業報告書には、以下の書類を添付すること。添付書類には、当該地域医療連携推進法人の最終会計

年度の末日時点の内容を記載すること。 

 (1) 医療連携推進方針 

 (2) 医療法第 70条の３第１項各号に掲げる基準に適合することを証する書類 

 (3) 医療法第 70条の４第１号イからニまでのいずれにも該当しないことを証する書類 

    医療法第 70条の４第２号及び第３号のいずれにも該当しないことを証する書類 

 (4) 表明・確約書（新たに入社した者に限る。） 



№ 法人の名称
施設又は事業所（以下「施設

等」という。）の名称
施設等の所在地 実施事業の内容

1 日本海総合病院 酒田市あきほ町30 病院

2 日本海酒田リハビリテーション病院 酒田市千石町2-3-20 病院

3 日本海八幡クリニック 酒田市小泉字前田37 診療所

4 升田診療所 酒田市升田字東向16 診療所

5 青沢診療所 酒田市北青沢字家の前280 診療所

6 松山診療所 酒田市字西田8-1 診療所

7 地見興屋診療所 酒田市地見興屋字前割9-1 診療所

8 飛島診療所 酒田市飛島字勝浦甲66 診療所

9 在宅医療・介護連携支援室ポンテ 酒田市千石町2-3-20 在宅医療・介護連携支援

10 訪問看護ステーションスワン 酒田市千石町2-3-20 訪問看護ステーション

11
（一社）

酒田地区歯科医師
酒田市地区歯科医師会 酒田市船場町2-1-30 訪問歯科診療

12
（一社）

酒田地区薬剤師会
カイエイ薬局 酒田市千石町2-6-13 薬局

13 本間病院 酒田市中町3-5-23 病院

14 本間なかまちクリニック 酒田市中町3-4-12 診療所

15 高見台クリニック 酒田市高見台1-13-14 診療所

16 介護老人保健施設ひだまり 酒田市中町3-5-23 介護老人保健施設

17 訪問看護ステーションかがやき 酒田市中町3-5-23 訪問看護ステーション

18 酒田市地域包括支援センターなかまち 酒田市中町3-5-23 地域包括支援センター

19 本間病院在宅介護支援センター 酒田市中町3-5-23 在宅介護支援センター

20 認知症対応型通所介護施設楽楽 酒田市中町3-2-21 認知症対応型通所介護

21 介護予防特化型通所介護あゆみ 酒田市中町3-3-18 通所介護

22 有料老人ホームてんまの家 酒田市中町3-2-21 有料老人ホーム

23 山容病院 酒田市浜松町1-7 病院（精神）

24 グループホ－ムわだち 酒田市浜松町1-20 共同生活援助

25 上田診療所 酒田市上野曽根字上中割73 診療所

26 介護老人保健施設うらら 酒田市本楯字前田127-2 介護老人保健施設

27 居宅介護支援事業所上田診療所 酒田市上野曽根字上中割73 居宅介護支援事業所

28  居宅介護支援事業所在宅介護支援センターうらら 酒田市上野曽根字上中割73 居宅介護支援事業所

29 うららホームヘルプサービス 酒田市上野曽根字上中割73 （予防）訪問介護

30 グループホームほなみ 酒田市本楯字前田127-2 （予防）認知症対応型共同生活介護

31 酒田市地域包括支援センターほくぶ 酒田市本楯地正免22−3 包括的支援事業

32 デイサービスあい・たくせい 酒田市北新町1-1－58 （予防）通所介護

（地独）山形
県・酒田市病

院機構

【別紙】(10) 参加法人の概況

（医）健友会

（医）宏友会

（一社）
酒田地区医師会

十全堂

（医）山容会



№ 法人の名称
施設又は事業所（以下「施設

等」という。）の名称
施設等の所在地 実施事業の内容

【別紙】(10) 参加法人の概況

33 介護老人保健施設　シェ・モワ 酒田市緑町13-37 介護老人保健施設

34 特別養護老人ホーム芙蓉荘 酒田市宮野浦3-20-1 介護老人福祉施設

35 ショートステイひめふよう 酒田市宮野浦3-20-1 短期入所生活介護

36 デイサービスセンターたんぽぽ 酒田市宮野浦3-20-1 通所介護

37 芙蓉荘居宅介護支援サービス 酒田市宮野浦3-20-1 居宅介護支援

38 グループホ－ムはまゆう 酒田市宮野浦3-20-1 認知症対応型共同生活介護

39 地域密着型介護老人福祉施設　あおい 酒田市緑ヶ丘2-16-1 地域密着型介護老人福祉施設

40 ショートステイ　あおい 酒田市緑ヶ丘2-16-1 短期入所生活介護

41 小規模多機能　ふよう 酒田市宮野浦3-5-65 小規模多機能型居宅介護

42 シェ・モワ通所リハビリテーション 酒田市緑町13-37 通所リハビリテーション

43 シェ・モワ訪問介護サービス 酒田市緑町13-37
訪問介護（介護保険法）、居宅介
護・重度訪問介護（障害者総合支
援法）

44 シェ・モワ介護支援サービス 酒田市緑町13-37 居宅介護支援

45 障がい者支援施設光風園 酒田市宮野浦3-21-28  施設入所支援、生活介護、短期入所

46 光風園相談支援事業所 酒田市宮野浦3-21-28
特定相談支援、障害児相談支援、
地域移行支援、地域定着支援

47 障がい福祉サービス事業たぶの木 酒田市宮野浦3丁目21-24
自立訓練（生活訓練）、就労継続
支援（Ｂ型）、就労移行支援

48 グループホ－ム三ツ葉荘 酒田市高砂2-5-5 共同生活援助

49 グループホ－ムつばさ 酒田市高砂2-2-24 共同生活援助

50 グループホ－ムひかり 酒田市新橋4-13-4 共同生活援助

51 グループホ－ムきらり 酒田市宮野浦3-3-63 共同生活援助

52 グループホ－ムあかり 酒田市宮野浦3-21-24 共同生活援助

53 酒田市地域包括支援センターはくちょう 酒田市緑町13-37 包括的支援事業

54 特別養護老人ホームかたばみ荘 酒田市北千日堂前字松境18-1 介護老人福祉施設

55 ショートステイサービスかたばみ荘 酒田市北千日堂前字松境18-1 短期入所生活介護･介護予防短期入所生活介護

56 デイサービスセンターかたばみ荘 酒田市北千日堂前字松境18-1 地域密着型通所介護

57 在宅介護支援センターかたばみ荘 酒田市北千日堂前字松境18-1 指定居宅介護支援事業所

58 多機能施設かたばみ荘 酒田市光ヶ丘2-3-19 小規模多機能型居宅支援

59 養護老人ホーム かたばみの家 酒田市北千日堂前字松境16 養護老人ホーム

60 特定施設 かたばみの家 酒田市北千日堂前字松境16 特定施設

61 特別養護老人ホームライフケア黒森 酒田市黒森字葭葉山54番10 介護老人福祉施設

62 ライフケア黒森短期入所生活介護事業所 酒田市黒森字葭葉山54番10 (介護予防)短期入所生活介護

63 ライフケア黒森通所介護事業所 酒田市黒森字葭葉山54番10 通所介護、日常生活支援総合事業

64 ライフケア黒森居宅介護支援事業所 酒田市黒森字葭葉山54番10 居宅介護支援

65 小規模特別養護老人ホームライフケア黒森 酒田市黒森字葭葉山54番10 介護老人福祉施設

66 グループホームライフケア黒森 酒田市黒森字葭葉山54番10 (介護予防)認知症対応型共同生活介護

67 酒田市地域包括支援センターかわみなみ 酒田市黒森字葭葉山54番10 地域包括支援センター

68 ライフケア黒森ユニット型ショートステイ酒田市黒森字葭葉山54番10 (介護予防)短期入所生活介護

69 ライフケア黒森在宅介護支援センター酒田市黒森字葭葉山54番10 在宅介護支援センター

70 北のかがやき通所介護事業所 酒田市漆曽根字腰廻34番地 通所介護、日常生活支援総合事業

71 北のかがやき小規模多機能型居宅介護事業所 酒田市漆曽根字腰廻34番地 (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業

72 北のかがやき居宅介護支援事業所 酒田市漆曽根字腰廻34番地 居宅介護支援

73 こもれびの郷認知症対応型通所介護事業所 酒田市黒森字境山616番1 通所介護、日常生活支援総合事業

74 こもれびの郷浜中指定通所介護事業所酒田市浜中字上村378番1 通所介護、日常生活支援総合事業

（社福）
正覚会

（社福）
かたばみ会

（社福）
光風会



（単位：千円）

№
施設の
名称

施設の
種類

許可
病床数

事業収益 事業費用
会計
年度

総資産

1 日本海総合病院 病院 630　床 20,176,783 19,451,023 Ｒ１ 40,940,003

2 日本海酒田リハビリテーション病院 病院 114　床 1,099,335 1,295,617 Ｒ１ 3,411,622

3 日本海八幡クリニック 診療所 0　床

4 升田診療所 診療所 0　床

5 青沢診療所 診療所 0　床

6 松山診療所 診療所 0　床

7 地見興屋診療所 診療所 0　床

8 飛島診療所 診療所 0　床 3,177 16,743 Ｒ１ 42,436

9 本間病院 病院 158　床 2,835,098 2,816,046

10 本間なかまちクリニック 診療所 0　床 253,537 171,361

11 高見台クリニック 診療所 0　床 51,582 67,882

12 介護老人保健施設ひだまり 介護老人保健施設 100　床 475,473 413,931

13 山容病院 病院（精神） 220　床 1,354,270 1,428,400 Ｒ１ 3,449,086

14 上田診療所 診療所 6　床 130,397 144,809 Ｒ１ 249,749

15 介護老人保健施設うらら 介護老人保健施設
入所100床
通所 50床

629,347 637,764 Ｒ１ 538,572

16 介護老人保健施設　シェ・モワ 介護老人保健施設 　100　床 433,561 417,953 Ｒ１ 653,733

「病院等」・・・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

3,083,188

【別紙】(11) 病院等の参加施設の概況

176,121 220,780 652,947

69,59453,51748,317

Ｒ１

Ｒ１

Ｒ１



【別紙】(12) 介護事業等地域包括ケアシステムに資する事業を行う施設等がある場合の概況 （単位：千円）

№
施設の
名称

施設の
種類

定員 事業収益 事業費用
会計
年度

総資産

1 在宅医療・介護連携支援室ポンテ 在宅医療・介護連携支援 ―　人 10,273 10,273 Ｒ１

2 訪問看護ステーションスワン 訪問看護ステーション ―　人 74,779 73,675 Ｒ１ 55,971

3 酒田市地区歯科医師会 訪問歯科診療 ―　人 12,005 8,546 Ｒ１

4 カイエイ薬局 薬局 ―　人 143,471 138,151 Ｒ１ 51,967

5 訪問看護ステーションかがやき 訪問看護ステーション ―　人 56,419 43,657 Ｒ１

6 酒田市地域包括支援センターなかまち 地域包括支援センター ―　人 27,711 34,752 Ｒ１

7 本間病院在宅介護支援センター 在宅介護支援センター ―　人 Ｒ１

8 認知症対応型通所介護施設楽楽 認知症対応型通所介護 12　人 41,162 43,496 Ｒ１

9 介護予防特化型通所介護あゆみ 通所介護
介護予防20人

介護15人
50,889 42,851 Ｒ１

10 有料老人ホームてんまの家 有料老人ホーム 20　人 20,882 48,375 Ｒ１

11 グループホ－ムわだち 共同生活援助 ―　人 Ｒ１

12 居宅介護支援事業所上田診療所 居宅介護支援事業所 ―　人 Ｒ１

13  居宅介護支援事業所在宅介護支援センターうらら 居宅介護支援事業所 ―　人 34,997 30,147 Ｒ１ 5,896

14 うららホームヘルプサービス （予防）訪問介護 ―　人 13,462 13,920 Ｒ１ 3,010

15 グループホームほなみ （予防）認知症対応型共同生活介護 9　人 38,207 39,337 Ｒ１ 15,999

16 酒田市地域包括支援センターほくぶ 包括的支援事業 ―　人 18,773 19,813 Ｒ１ 2,558

17 デイサービスあい・たくせい （予防）通所介護 30　人 37,436 48,891 Ｒ１ 17,867

18 特別養護老人ホーム芙蓉荘 介護老人福祉施設 101　人 432,128 411,095 Ｒ１ 716,668

19 ショートステイひめふよう 短期入所生活介護 26　人 77,394 81,697 Ｒ１ 175,991

20 デイサービスセンターたんぽぽ 通所介護 33　人 58,894 61,613 Ｒ１ 79,403

21 芙蓉荘居宅介護支援サービス 居宅介護支援 ―　人 27,399 22,372 Ｒ１ 19,846

22 グループホ－ムはまゆう 認知症対応型共同生活介護 9　人 41,558 40,554 Ｒ１ 31,280

23 地域密着型介護老人福祉施設　あおい 地域密着型介護老人福祉施設 29　人 145,833 134,824 Ｒ１ 598,189

24 ショートステイ　あおい 短期入所生活介護 20　人 81,737 78,264 Ｒ１ 18,535

25 小規模多機能　ふよう 小規模多機能型居宅介護 25　人 55,417 56,905 Ｒ１ 100,849

26 シェ・モワ通所リハビリテーション 通所リハビリテーション 25　人 60,805 5,128 Ｒ１ 39,174

27 シェ・モワ訪問介護サービス  訪問介護（介護保険法）、居宅介護・重度訪問介護（障害者総合支援法） ―　人 42,047 38,947 Ｒ１ 19,970

28 シェ・モワ介護支援サービス 居宅介護支援 ―　人 18,889 16,741 Ｒ１ 10,695

29 障がい者支援施設光風園  施設入所支援、生活介護、短期入所

施設入所支援40人
生活介護75人

短期入所併設型2人
空床利用型40人

254,558 243,040 Ｒ１ 335,713

30 光風園相談支援事業所  特定相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援 ―　人 8,882 1,047 Ｒ１ 5,459

31 障がい福祉サービス事業たぶの木  自立訓練（生活訓練）、就労継続支援（Ｂ型）、就労移行支援

生活訓練32人
宮野浦たぶの木20人

高砂三ツ葉荘12人
就労継続支援Ｂ型20

名
就労移行支援6名

73,535 74,355 Ｒ１ 99,502

32 GH三ツ葉荘・つばさ 共同生活援助 16　人 27,200 27,950 Ｒ１ 58,993

33 GHひかり・きらり・あかり 共同生活援助 17　人 32,429 33,594 Ｒ１ 25,165

34 酒田市地域包括支援センターはくちょう 包括的支援事業 ―　人 28,058 24,892 Ｒ１ 16,288

35 特別養護老人ホームかたばみ荘 介護老人福祉施設 80　人 336,798 334,673 Ｒ１ 678,475

36 ショートステイサービスかたばみ荘 短期入所生活介護･介護予防短期入所生活介護 10　人 36,543 38,116 Ｒ１ 114,932

37 デイサービスセンターかたばみ荘 地域密着型通所介護 18　人 45,912 45,054 Ｒ１ 101,425

38 在宅介護支援センターかたばみ荘 指定居宅介護支援事業所 18,092 17,497 Ｒ１ 34,319

39 多機能施設かたばみ荘 小規模多機能型居宅支援 29　人 79,462 77,659 Ｒ１ 84,827

40 養護老人ホーム かたばみの家 養護老人ホーム

41 特定施設 かたばみの家 特定施設

42 特別養護老人ホームライフケア黒森 介護老人福祉施設 80人 326,916 356,135 Ｒ１ 466,809

43 ライフケア黒森短期入所生活介護事業所 (介護予防)短期入所生活介護 16人 62,912 51,517 Ｒ１ 297,382

44 ライフケア黒森通所介護事業所 通所介護、日常生活支援総合事業 33人 72,692 73,064 Ｒ１ 352,689

45 ライフケア黒森居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ―人 38,348 28,921 Ｒ１ 66,818

46 小規模特別養護老人ホームライフケア黒森 介護老人福祉施設 29人 132,487 136,148 Ｒ１ 304,726

47 グループホームライフケア黒森 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 9人 38,061 45,793 Ｒ１ 27,020

48 酒田市地域包括支援センターかわみなみ 地域包括支援センター ―人 27,031 26,698 Ｒ１ 40,834

49 ライフケア黒森ユニット型ショートステイ (介護予防)短期入所生活介護 3人 12,661 11,799 Ｒ１ 5,532

50 ライフケア黒森在宅介護支援センター 在宅介護支援センター ―人 0 31 Ｒ１ 13,484

51 北のかがやき通所介護事業所 通所介護、日常生活支援総合事業 20人 40,891 41,510 Ｒ１ 49,028

52 北のかがやき小規模多機能型居宅介護事業所 (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業 25人 53,850 53,762 Ｒ１ 52,951

53 北のかがやき居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ―人 13,011 13,244 Ｒ１ 3,598

54 こもれびの郷認知症対応型通所介護事業所 通所介護、日常生活支援総合事業 10人 26,958 21,787 Ｒ１ 58,181

55 こもれびの郷浜中指定通所介護事業所 通所介護、日常生活支援総合事業 20人 38,763 34,752 Ｒ１ 37,265

50　人 157,420 143,757 558,676Ｒ１


