徳洲会グループ
全国で老健 38 施設を運営

事業所併設）▽介護老人保健施設梅花苑▽グルー
プホームひまわりの丘▽新庄徳洲会介護センター

徳洲会の介護部門では、特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設、グループホーム、サービス付
き高齢者向け住宅などを運営している。これらの

▽山形徳洲会介護センター▽メディカルフィット
ネス＋スパラ・ヴィータ
【新潟県】

施設の特徴としては、グループの病院や診療所、

▽介護老人保健施設優和の里▽山北徳洲会介護セ

訪問看護ステーションなどの近隣に立地している

ンター

こと。医療必要度の高い患者、状態が急変した患

【茨城県】

者は、迅速にグループの医療機関を受診できる体

▽小規模多機能型居宅介護ポプリ▽訪問介護四季

制を敷いている。施設数は介護老人保健施設が

▽古河病院居宅介護支援事業所

38 施設、介護・福祉・施設事業所ほかは 160 施設。
徳洲会介護部が運営する施設は、以下のとおり
で、【都道府県】▽施設名の順。
【北海道】
▽介護老人保健施設コスモス（介護センター併設）
▽介護老人保健施設徳洲苑なえぼ（介護センター
併設）▽特別養護老人ホームコスモス苑（居宅介

【埼玉県】
▽介護老人保健施設あいの郷（ふれあい介護相談
所併設）▽須影ほのぼのホーム▽羽生総合病院ふ
れあい介護相談所▽加須ふれあい介護相談所▽行
田ふれあい介護相談所▽騎西相談所▽皆野病院居
宅介護支援事業所
【千葉県】

護支援事業所併設）▽地域密着型特別養護老人

▽シルバーケア鎌ヶ谷
（居宅介護支援事業所併設）

ホームコスモス苑さとづか▽グループホーム徳洲

▽介護老人保健施設千葉徳洲苑▽介護老人保健施

苑なえぼ▽サービス付き高齢者向け住宅徳洲苑し

設成田富里徳洲苑▽介護老人保健施設まつど徳洲

ろいし（札幌介護センター／定期巡回併設）▽帯

苑▽シルバーケア松戸▽シルバーケア常盤平▽介

広徳洲会介護センター▽日高徳洲会居宅介護セン

護老人保健施設しんかま▽介護老人保健施設四街

ター（訪問介護センター併設）▽共愛会居宅介護

道徳洲苑▽介護老人保健施設はさま徳洲苑▽有料

支援事業所（訪問介護併設）▽ケアプランセンター

老人ホームはさま▽グループホームなしの郷▽高

南徳洲会

根台在宅介護支援センター▽大穴在宅介護支援セ

【宮城県】

ンター▽薬円台在宅介護支援センター▽館山市地

▽介護老人保健施設シルバーホームいずみ▽仙台

域包括支援センターたてやま▽鎌ケ谷市西部地域

徳洲会介護センター

包括支援センター▽指定特定相談支援事業所たて

【秋田県】

やま▽千葉西病院介護支援事業所▽鎌ヶ谷病院居

▽特定施設やまぼうし▽グループホームさわらび

宅介護支援事業所▽たてやま居宅介護支援事業所

▽ショートステイさみどり▽ドラゴン居宅介護支

▽千葉西訪問看護ステーション居宅介護支援事業

援事業所

所▽居宅介護支援事業所あじさい

【山形県】
▽介護老人保健施設舟形徳洲苑（介護センター併
設）▽介護老人保健施設あかね（介護センター併

【東京都】
▽介護老人保健施設武蔵野徳洲苑
【神奈川県】

設）▽介護老人保健施設余目徳洲苑（介護センター

▽介護老人保健施設ゆめが丘（居宅介護支援事業

併設）▽介護老人保健施設徳田山（介護センター

所併設）▽介護老人保健施設かまくら▽介護老人

併設）▽介護老人保健施設ほのか（居宅介護支援

保健施設リハビリケア湘南かまくら（介護相談室
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三重県
三重県、特養 589 人・老健 430 人を整備

273 人／鈴亀区域 960 人・58 人、0 ／広域型 20 人
増・地域密着型 29 人増／広域型 80 人増、広域型

三重県では、2021 ～ 23 年度の、みえ高齢者元

100 人・地域密着型 29 人、広域型 3138 人・地域

気・かがやきプラン（第 8 期三重県介護保険事業

密着型 482 人）

支援計画および第 9 次三重県高齢者福祉計画）を

▽介護老人保健施設（2584 人／桑員区域 928 人

策定した。

／三泗区域 1056 人／鈴亀区域 600 人、0 ／ 90 人

プランの大きな柱ごとの目標は、以下のとおり、

増／ 140 人増、230 人、2814 人）

▽取組体系＝指標名（現況／目標値）の順。▽介

▽介護療養型医療施設（34 施設／桑員区域 29 施

護サービス基盤の整備＝特養ホーム（広域型・地

設／三泗区域 0 ／鈴亀区域 5 施設）

域密着型）の整備定員数（累計）
（19 年度 1 万 586

▽介護医療院（96 人／桑員区域 96 人／三泗区域

床／ 23 年度 1 万 1384 床）▽地域包括ケアシステ

0 ／鈴亀区域 0、0 ／ 0 ／ 0、96 人）

ム推進のための支援＝通いの場に参加する高齢者

▽認知症高齢者グループホーム（1031 人／桑員

の割合（19 年度 6.8％／ 23 年度 8.0％）▽認知症

区域 320 人／三泗区域 360 ／鈴亀区域 351 人、27

施策の推進＝認知症サポーター数（累計）（20 年

人増／ 54 人増／ 27 人増、108 人、1139 人）

12 月末 20 万 4996 人／ 23 年度 23 万 5000 人）▽

【中勢伊賀】

安全安心のまちづくり＝成年後見制度利用促進の

▽特養ホーム（広域型 3030 人・地域密着型 157

市町計画を策定した市町数（19 年度 7 市町／ 23

人／津 1642 人・59 人／伊賀区域 1388 人・98 人、

年度 29 市町）▽介護人材の確保＝県内の介護職

地域密着型 8 人／広域型 192 人増／広域型 140 人

員数（19 年度 3 万 1763 人／ 22 年度 3 万 3849 人）

増、
広域型332人・地域密着型8人、
広域型3362人・

▽介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化

地域密着型 165 人）

＝介護給付適正化主要 5 事業すべてを実施してい

▽介護老人保健施設（1735 人／津区域 1105 人／

る保険者の割合（19 年度 92％／ 23 年度 100％）

伊賀区域 630 人、0 ／ 0 ／ 0、0、1735 人）

圏域別の施設・居住系サービス等の定員数の見

▽介護療養型医療施設（74 施設／津区域 74 施設

込みを集計すると、特養ホームは 589 人、介護老

／伊賀区域 0）

人保健施設は 430 人、グループホームは 180 人の

▽介護医療院（88 人／津区域 48 人／伊賀区域 40

各増加となる。以下は、【圏域】▽施設・サービス

人、0 ／ 0 ／ 0、0、88 人）

種別（20 年度の圏域全体の定員数／区域別の内

▽認知症高齢者グループホーム（687 人／津 417

訳、21 年度の増減数／ 22 年度の増減数／ 23 年度

人／伊賀区域270人、
18人増／ 18人増／ 36人増、

の増減数、3 年間の増減数、23 年度末の定員数）

72 人、759 人）

の順で、東紀州圏域には区域がなく、また、23 年

【南勢志摩】

度末で廃止される介護療養型医療施設について

▽特養ホーム（広域型 3045 人・地域密着型 373 人

は、今後、介護医療院などへの転換が進むものと

／松阪区域 1268 人・260 人／伊勢志摩区域 1777

思われるが、各医療機関の転換意向が不確定なた

人・113 人、0 ／広域型 40 人増／広域型 20 人増、

め、21 年度以降の定員数の見込みは記載してお

広域型60人増、
広域型3105人・地域密着型373人）

らず、20 年度の施設数のみ。

▽介護老人保健施設（2064 人／松阪区域 1134 人

【北勢】

／伊勢志摩区域 930 人、0 ／ 130 人増／ 40 人増、

▽特養ホーム（広域型 3038 人・地域密着型 453 人

170 人増、2234 人）

／桑員区域 560 人・122 人／三泗区域 1518 人・

▽介護療養型医療施設（18 施設／松阪 18 施設／
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兵庫県

高齢者向け住宅など

サクラス白浜
【建設場所】兵庫県姫路市木場十八反町 40-2 ほか
【設置主体】三木産業㈱ 〒 672-8016 兵庫県姫路市木場 1170 Tel.079-245-1717

木造 2 階建て 29 戸のサ高住を整備する。状況把握や食事提供は事業者が自ら行う。22 年 3 月 1 日の
入居開始を予定。
兵庫県

高齢者向け住宅など

書写台カーサひまわり
【建設場所】兵庫県姫路市書写台 2-5-11
【設置主体】
（福）よい子の広場福祉会 〒 671-2201 兵庫県姫路市書写 634-198 Tel.079-267-8501

S 造り 4 階建てのサ高住 50 戸を整備する。状況把握と食事は事業者が自ら行う。介護サービスと家事ザー
ビスは併設するヘルパーステーションに委託。22 年 4 月の入居開始を予定。
兵庫県

書写ひまわりホーム

介護老人福祉施設（特養ホーム）

【建設場所】兵庫県姫路市書写 634-198
【設置主体】
（福）よい子の広場福祉会 〒 671-2201 兵庫県姫路市書写 634-198 Tel.079-267-8501

既存の特養 60 床・ショート 20 床から、特養を 10 床増床・ショート 10 床を特養に転換し、特養 80 床・
ショート 10 床の体制とする。21 年度中の供用開始を予定している。
兵庫県

特別養護老人ホーム清住園

介護老人福祉施設（特養ホーム）

【建設場所】兵庫県姫路市飾東町清住 555
【設置主体】
（福）清章福祉会 〒 671-0205 兵庫県姫路市飾東町清住 555 Tel.079-262-1555

既存の特養 50 床・ショート 20 床から、ショート 6 床を転換し、特養 56 床・ショート 14 床とする。
21 年度中の供用開始を予定している。
兵庫県

特別養護老人ホームむれさき苑

介護老人福祉施設（特養ホーム）

【建設場所】兵庫県姫路市四郷町東阿保 44
【設置主体】
（福）尚紫会 〒 671-0247 兵庫県姫路市四郷町東阿保 44 Tel.079-283-6861

兵庫県

既存の特養 50 床・ショート 20 床から、ショート 10 床を特養に転換し、特養 60 床・ショート 10 床
の体制とする。21 年度中の整備、22 年 4 月 1 日までの供用開始を予定している。
兵庫県

その他サービス

（仮称）ひまわり看多機ホーム
【建設場所】兵庫県姫路市夢前町置本 439-1
【設置主体】
（福）よい子の広場福祉会 〒 671-2201 兵庫県姫路市書写 634-198 Tel.079-267-8501

看護小規模多機能型居宅介護事業所を 1 カ所新設する。登録定員は 29 人。21 年度中の整備、22 年 4
月 1 日までの供用開始を予定している。
兵庫県

姫路市広域型特養ホーム整備計画

介護老人福祉施設（特養ホーム）

【建設場所】兵庫県姫路市内
【設置主体】姫路市（高齢者支援課） 〒 670-8501 兵庫県姫路市安田 4-1 Tel.079-221-2306

20 年度事業で広域型特養ホーム 70 床を募集じ、事業者を決定したが、事業者が辞退したため未整備と
なっている。22 年度整備の説明会は 21 年 7 月 29 日に実施した。

第4章
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