
   

事 業 報 告 書 

（自 令和３年４月１日  至 令和４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 

同 池田 美千代 社会福祉法人正覚会・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 

福原 晶子 
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） 

貝沼 浩則 
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） 

白畑 真由美 
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８名、看護師６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、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 

（① PPI、②αｰ GI、③ARB、④スタチン、⑤バイオシミラー、⑥ビスホスホネート、⑦抗ヒスタ 

ミン薬、⑧抗インフルエンザ薬、⑨神経障害性疼痛緩和薬、⑩抗ヘルペスウイルス薬、⑪高血 

圧治療薬配合剤の計 11薬剤で実施） 

 

 



  エ 看護管理者間連携 

（地域が抱える課題の解決に取り組み、質の高い看護・介護サービスを提供することを目的に、 

看護管理者間の連携を強化） 

 (2) 介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業 

  ア 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） 

  イ 介護人材確保 

    （介護の仕事の魅力を発信する目的で、山形県の補助金を活用し、ＤＶＤ・テキスト等を作成） 

   

 (3) その他の事業 

  ア 地域連結決算 

 （財務数値の可視化により分析等の実施、仕様書の横比較による業務統一化の検討） 

  イ 広報 

（地域フォーミュラリや調剤情報共有システムについて、ホームページで情報提供） 

 

(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３年 ６月 11日 （令和２年度事業報告書等の承認） 

   イ 理 事 会   

令和３年 ４月 20日 （地域フォーミュラリの承認について） 

          同  ５月 10日 （山形県介護のお仕事プロモーション事業について 他） 

同  ５月 25日 （令和２年度事業報告書等の承認） 

          同  ７月 16日 （代表理事の選定、看護管理者連携について 他） 

      同   11 月 26 日 （参加法人の令和３年度上半期事業概況 他） 

令和４年 ２月 18日 （令和４年度事業計画書及び予算書の承認 他） 

 

 (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 （一社）
酒田地区医師会十全堂 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
（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

11
（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

12 本間病院 酒田市中町3-5-23 病院

13 本間なかまちクリニック 酒田市中町3-4-12 診療所

14 高見台クリニック 酒田市高見台1-13-14 診療所

15 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

16 訪問看護ステーションスワン 酒田市中町3-5-23 訪問看護ステーション

17 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

18 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

19 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

20 介護予防特化型通所介護あゆみ 酒田市中町3-5-23 通所介護

21 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

22 山容病院 酒田市浜松町1-7 病院（精神）

23 グループホ－ムわだち 酒田市浜松町1-20 共同生活援助

24  看護小規模多機能型居宅介護住宅型有料老人ホーム花浜 酒田市高砂2-1-17 看護小規模多機能型居宅介護/住宅型有料老人ホーム

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

（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、日常生活支援総合事業

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）・日常生活支援総合事業

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 就労継続支援（Ｂ型）

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 21,908,322 20,841,630 Ｒ３ 43,539,744

2 日本海酒田リハビリテーション病院 病院 114　床 1,283,028 1,422,557 Ｒ３ 3,135,804

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 10,769 19,429 Ｒ３ 49,920

9 本間病院 病院 158　床 2,424,689 2,672,069

10 本間なかまちクリニック 診療所 0　床 704,220 395,488

11 高見台クリニック 診療所 0　床 41,702 41,961

12 介護老人保健施設ひだまり 介護老人保健施設 100　床 474,589 439,521

13 山容病院 病院（精神） 220　床 1,384,852 1,423,354 Ｒ３ 2,665,464

14 上田診療所 診療所 6　床 139,198 134,942 Ｒ３ 260,597

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

666,562 637,039 Ｒ３ 498,985

16 介護老人保健施設　シェ・モワ 介護老人保健施設 　100　床 436,807 429,053 Ｒ３ 609,261

「病院等」・・・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

3,185,189

【別紙】(11) 病院等の参加施設の概況

241,289 221,691 709,731

86,05354,06761,142

Ｒ３

Ｒ３

Ｒ３



【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 10,222 10,222 Ｒ３

2 酒田市地区歯科医師会 訪問歯科診療 ―　人 7,623 7,514 Ｒ３

3 カイエイ薬局 薬局 ―　人 144,080 140,134 Ｒ３ 7,421

4 訪問看護ステーションスワン 訪問看護ステーション ―　人 98,707 78,012 Ｒ３

5 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 29,030 26,749 Ｒ３

6 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 Ｒ３

7 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 39,847 46,421 Ｒ３

8 介護予防特化型通所介護あゆみ 通所介護 介護予防20人 20,534 18,495 Ｒ３

9 有料老人ホームてんまの家 有料老人ホーム 20　人 20,020 51,485 Ｒ３

10 グループホ－ムわだち 共同生活援助 20　人 Ｒ３

11 看護小規模多機能型居宅介護/住宅型有料老人ホーム花浜 看護小規模多機能型居宅介護/住宅型有料老人ホーム 有老25人/看多機29人 97,547 156,554 Ｒ３ 364,646

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 Ｒ３

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 34,241 30,551 Ｒ３ 5,742

14 うららホームヘルプサービス （予防）訪問介護 ―　人 20,770 18,940 Ｒ３ 4,683

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 39,423 41,181 Ｒ３ 13,136

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 20,157 18,280 Ｒ３ 2,580

17 デイサービスあい・たくせい （予防）通所介護 30　人 0 3,585 Ｒ３ 4,244

18 特別養護老人ホーム芙蓉荘 介護老人福祉施設 101　人 438,628 409,675 Ｒ３ 666,185

19 ショートステイひめふよう 短期入所生活介護 26　人 78,368 77,696 Ｒ３ 176,913

20 デイサービスセンターたんぽぽ 通所介護 33　人 66,860 58,768 Ｒ３ 83,317

21 芙蓉荘居宅介護支援サービス 居宅介護支援 ―　人 29,022 21,207 Ｒ３ 29,829

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 42,390 40,561 Ｒ３ 29,291

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 151,321 139,271 Ｒ３ 543,523

24 ショートステイ　あおい 短期入所生活介護 20　人 87,228 81,519 Ｒ３ 26,734

25 小規模多機能　ふよう 小規模多機能型居宅介護 25　人 57,716 58,560 Ｒ３ 93,075

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 62,472 50,288 Ｒ３ 45,391

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 43,222 39,789 Ｒ３ 19,821

28 シェ・モワ介護支援サービス 居宅介護支援 ―　人 19,885 17,312 Ｒ３ 13,394

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80人
短期入所併設型2人
空床利用型40人

254,739 251,572 Ｒ３ 315,043

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 10,754 11,172 Ｒ３ 6,398

31 障がい福祉サービス事業たぶの木 就労継続支援（Ｂ型）、
就労継続支援Ｂ型35
人

71,303 65,077 Ｒ３ 90,516

32 GH三ツ葉荘・つばさ 共同生活援助 15　人 34,254 35,435 Ｒ３ 54,849

33 GHひかり・きらり・あかり 共同生活援助 17　人 28,907 30,102 Ｒ３ 22,069

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 29,841 25,459 Ｒ３ 18,161

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 351,295 346,625 Ｒ３ 627,698

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 34,527 35,419 Ｒ３ 106,316

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 45,898 44,285 Ｒ３ 97,096

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 18,788 18,301 Ｒ３ 31,116

39 多機能施設かたばみ荘 小規模多機能型居宅支援 29　人 73,034 76,226 Ｒ３ 48,335

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 334,475 370,063 Ｒ３ 389,688

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 63,338 54,123 Ｒ３ 323,099

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 36人 86,282 79,304 Ｒ３ 359,665

45 ライフケア黒森居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ―人 49,366 40,739 Ｒ３ 83,726

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 135,280 136,413 Ｒ３ 254,873

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 38,702 45,752 Ｒ３ 2,190

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 28,345 28,913 Ｒ３ 36,627

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 16,828 11,532 Ｒ３ 14,641

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 32 Ｒ３ 12,700

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 40,800 45,500 Ｒ３ 50,777

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 54,091 54,965 Ｒ３ 46,445

53 北のかがやき居宅介護支援事業所 居宅介護支援 ―人 27 0 Ｒ３ 1,222

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 12人 30,617 23,518 Ｒ３ 70,175

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 41,010 37,800 Ｒ３ 32,513

50　人 159,265 151,511 498,837Ｒ３


