
   

 

事 業 報 告 書 

（自 平成 30年４月１日  至 平成 31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 12 

医療法人山容会 10 

医療法人宏友会 7 

社会福祉法人光風会 7 

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 

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 阿部與士男 社会福祉法人光風会・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 

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） 

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） 

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 

                         （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 

 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 

                                       （単位：千円） 

№ 
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５名、看護師９名及び事務１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ー 

（講演会 Ｈ30.8.10開催、４薬剤を承認、実施中） 

 

 (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 

    （参加法人が運営している訪問看護の４事業所を、再編集約に向けて検討） 

  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 市民向け講演会の企画、準備 

  イ 法人ホームページの開設 

  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 

  ・設立初年度のため業務評価等は行わず、法人の事業内容等の説明（持回り）を各構成員に行った。 

 

 (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   

平成 30年４月 12日 （地域医療連携推進法人認定及び代表理事選定認可報告など） 

           同 ６月 19日 （貸借対照表及び損益計算書の承認など） 

   イ 理 事 会   

平成 30年５月 ９日 （理事会の開催計画、法人の運営体制など） 

          同  ８月 ２日 （ワーキング進捗状況等の報告など） 

          同  ８月 24日 （病院機構補正予算案） 

      同  11月 13日 （参加法人の上半期事業概況報告など） 

平成 31年２月 18日 （事業計画書・予算書（案）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 のぞみ診療所 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3-3-18 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

（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 646　床 19,638,243 18,786,125 30 40,650,959

2 日本海酒田リハビリテーション病院 病院 114　床 1,149,423 1,312,295 30 3,551,013

3 日本海八幡クリニック 診療所 0　床 30

4 升田診療所 診療所 0　床 30

5 青沢診療所 診療所 0　床 30

6 松山診療所 診療所 0　床 30

7 地見興屋診療所 診療所 0　床 30

8 飛島診療所 診療所 0　床 3,988 21,254 30 50,826

9 本間病院 病院 154　床 2,808,290 2,756,798 30

10 のぞみ診療所 診療所 0　床 180,250 148,952 30

11 高見台クリニック 診療所 0　床 19,781 44,229 30

12 介護老人保健施設ひだまり 介護老人保健施設 100　床 472,970 412,720 30

13 山容病院 病院（精神） 220　床 1,403,941 1,420,703 30 3,243,398

14 上田診療所 診療所 6　床 134,868 151,646 30 261,270

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 60床

629,131 641,212 30 566,687

16 介護老人保健施設　シェ・モワ 介護老人保健施設 　100　床 423,190 409,282 30 683,023

「病院等」・・・病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

2,979,465

【別紙】(11) 病院等の参加施設の概況

162,243 240,510 729,330

63,85655,26652,987



【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 10,127 10,127 30

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 73,077 75,033 30 42,472

3 酒田市地区歯科医師会 訪問歯科診療 ―　人 11,145 8,406 30

4 カイエイ薬局 薬局 ―　人 130,703 127,428 30 41,551

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 55,609 47,379 30

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 27,487 30,605 30

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 30

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 38,564 43,006 30

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
52,866 48,136 30

10 有料老人ホームてんまの家 有料老人ホーム 20　人 21,179 48,814 30

11 グループホ－ムわだち 共同生活援助 ―　人 30

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 30

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 38,945 27,791 30 6,338

14 うららホームヘルプサービス （予防）訪問介護 ―　人 19,994 19,906 30 3,962

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 38,301 32,422 30 16,523

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 18,894 19,485 30 2,637

17 デイサービスあい・たくせい （予防）通所介護 30　人 37,981 41,617 30 17,749

18 特別養護老人ホーム芙蓉荘 介護老人福祉施設 101　人 425,977 399,667 30 755,418

19 ショートステイひめふよう 短期入所生活介護 26　人 82,272 95,005 30 184,797

20 デイサービスセンターたんぽぽ 通所介護 33　人 58,506 58,648 30 91,652

21 芙蓉荘居宅介護支援サービス 居宅介護支援 ―　人 31,634 24,464 30 20,826

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 40,173 38,767 30 34,768

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 144,109 144,156 30 623,506

24 ショートステイ　あおい 短期入所生活介護 20　人 81,082 68,372 30 18,845

25 小規模多機能　ふよう 小規模多機能型居宅介護 25　人 54,377 53,914 30 104,952

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 58,295 59,374 30 35,377

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 37,935 35,716 30 18,655

28 シェ・モワ介護支援サービス 居宅介護支援 ―　人 24,670 19,546 30 14,808

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

261,091 244,888 30 365,192

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 6,466 5,418 30 3,957

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

71,967 68,472 30 109,733

32 グループホ－ム三ツ葉荘 共同生活援助 11　人

33 グループホ－ムつばさ 共同生活援助  6　人

34 グループホ－ムひかり 共同生活援助 4　人

35 グループホ－ムきらり 共同生活援助 7　人

36 グループホ－ムあかり 共同生活援助 6　人

37 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 27,682 28,850 30 15,487

38 特別養護老人ホームかたばみ荘 介護老人福祉施設 80　人 328,558 320,041 30 694,853

39 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 36,149 37,205 30 119,314

40 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 40,727 45,250 30 91,160

41 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 17,167 16,405 30 33,812

42 多機能施設かたばみ荘 小規模多機能型居宅支援 29　人 79,137 77,065 30 86,180

43 養護老人ホーム かたばみの家 養護老人ホーム 30

44 特定施設 かたばみの家 特定施設 30
50　人 156,798 142,250 583,019

28,166 25,932 30 61,291

33,986 29,590 30 24,540


