
 

 

事  業  報  告  書 

（自 令和２年（2020年）６月 29日 至 令和３年（2021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南檜山メディカルネットワーク 

 

 (2) 事務所の所在地 

北海道檜山郡江差町字伏木戸町 484番地 

 

 (3) 医療連携推進区域 

  北海道地域医療構想に定める南檜山区域（江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町） 

 

 (4) 一般社団法人設立年月日  

   令和２年（2020年）６月２９日 

 

 (5)-1 都道府県知事認定年月日 

令和２年（2020年）９月１日 

(5)-2 設立登記年月日 

令和２年（2020年）６月２９日 

 

 (6) 社員の構成 

氏名又は名称 議決権数 

北海道（北海道立江差病院） １ 

江差町 １ 

上ノ国町（町立上ノ国診療所及び石崎診療所） １ 

厚沢部町（厚沢部町国民健康保険病院） １ 

乙部町（乙部町国民健康保険病院） １ 

奥尻町（奥尻町国民健康保険病院及び青苗診療所） １ 

医療法人道南勤労者医療協会（医療法人道南勤労者医療協会江差診療所） １ 

医療法人雄心会（医療法人雄心会江差脳神経外科クリニック） １ 

合計 ８ 

 

 

 

 



 (7) 役員の構成 

職名 氏名 備考 

代表理事 鈴木 信寛 北海道病院事業管理者 

理  事 照井 誉之介 江差町長 

同 工藤 昇 上ノ国町長 

同 渋田 正己 厚沢部町長 

同 寺島 努 乙部町長 

同 新村 卓実 奥尻町長 

同 佐々木 悟 医療法人道南勤労者医療協会理事長 

同 伊藤 丈雄 医療法人雄心会理事長 

監  事 佐藤 正秀 檜山町村会・事務局長 

 

 (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 

經田 剛 
診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体 

（檜山医師会長） 

伊藤 靖 
学識経験を有する者その他の関係者 

（道立江差病院長） 

佐々木 紀仁 
学識経験を有する者その他の関係者 

（厚沢部町国民健康保険病院長） 

伊藤 栄二 
学識経験を有する者その他の関係者 

（乙部町国民健康保険病院長） 

竹下 和良 
学識経験を有する者その他の関係者 

（奥尻町国民健康保険病院長） 

大城 忠 
学識経験を有する者その他の関係者 

（道南勤医協江差診療所長） 

坂本 靖男 
学識経験を有する者その他の関係者 

（江差脳神経外科クリニック院長） 

土橋 和文 
学識経験を有する者その他の関係者 

（札幌医科大学附属病院長） 

林 一夫 
医療又は介護を受ける立場にある者 

（檜山地区社協連絡協議会長） 

三橋 玲子 
学識経験を有する者その他の関係者 

（厚沢部町地域包括支援センター長） 



 (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 

１ 北海道 北海道立江差病院 檜山郡江差町字伏木戸町 484 地域医療 

２ 江差町  檜山郡江差町字中歌町 193-1 地域医療 

３ 上ノ国町 
町立上ノ国診療所 檜山郡上ノ国町字上ノ国274-2 地域医療 

石崎診療所 檜山郡上ノ国町字石崎 243-1 地域医療 

４ 厚沢部町 厚沢部町国民健康保険病院 檜山郡厚沢部町新町 14-1 地域医療 

５ 乙部町 乙部町国民健康保険病院 爾志郡乙部町字緑町 704-1 地域医療 

６ 奥尻町 
奥尻町国民健康保険病院 奥尻郡奥尻町字奥尻 462 地域医療 

奥尻町国民健康保険青苗診療所 奥尻郡奥尻町字青苗 242-20 地域医療 

７ 
医療法人道南勤

労者医療協会 

医療法人道南勤労者医療協会 

江差診療所 
檜山郡江差町字中歌町 199-6 医療事業 

８ 医療法人雄心会 
医療法人雄心会 

江差脳神経外科クリニック 
檜山郡江差町字伏木戸町550-1 医療事業 

  

 (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 

１ 北海道立江差病院 病院 198床 2,284,273 2,960,620 R2 3,812,752 

２ 町立上ノ国診療所 診療所 19床 187,891 159,836 R2 56,242 

３ 石崎診療所 診療所 19床 21,341 22,623 R2※ 30,973 

４ 厚沢部町国民健康保険病院 病院 69床 498,996 498,995 R2 586,972 

５ 乙部町国民健康保険病院 病院 62床 472,506 470,937 R2 587,081 

６ 奥尻町国民健康保険病院 病院 54床 

729,273 806,184 R2 277,897 
７ 

奥尻町国民健康保険青苗診

療所 
診療所 0床 

８ 
医療法人道南勤労者医療協

会江差診療所 
診療所 0床 183,586 143,348 R2 113,975 

９ 
医療法人雄心会 

江差脳神経外科クリニック 
診療所 4床 126,083 124,447 R2 △169,775 

                                 ※令和 2年 4月 1日から 12月 31日まで 

 



(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 

１   人     

２   人     

３   人     

４   人     

 

２ 事業の概要 

 (1) 医療連携推進に資する事業  

  ア 医療機能の分担・業務連携の仕組みづくり 

    国の重点支援区域に対する技術的支援の活用（南檜山区域の医療提供体制等のデータ分析を

依頼） 

  イ 医療従事者等のスキルアップに関する共同研修 

    外部講師（札幌医科大学医学部教授）による講演等の開催 

ウ 医師等医療従事者の相互交流システムの構築 

医学生の実習（地域体験）の受け入れ検討 

エ 医療機器の共同利用 

    医療機器の共同利用による検査等を実施 

 

 (2) 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 

      令和３年（2021年）６月２５日 令和２年度事業報告・決算報告の承認 

 

 (3) 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２年（2020 年）10月７日  法人設立報告、評議員の選任、R2事業計画の承認等 

    令和３年（2021 年）３月 26 日  R3事業計画・収支予算の承認、診療連携部会の設置等 

イ 理事会 

    令和２年（2020 年）10月７日  法人設立報告、評議員の選任、R2事業計画の承認等 

    令和２年（2020年）12 月 17 日  R3事業計画（案）の承認、外部監査の委託先の承認 

    令和３年（2021 年）３月 26 日  R3事業計画・収支予算の承認、診療連携部会の設置等 

 

(4) 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 

・函館公証人合同役場による定款認証（R2.6.29） 

  ・函館地方法務局における一般社団法人設立登記（R2.6.29） 

  ・国税庁による法人番号指定通知（R2.7.2） 



  ・道による地域医療連携推進法人認定（R2.9.1） 

  ・道による地域医療連携推進法人の代表理事の選定認可（R2.9.1） 

  ・函館地方法務局における名称変更登記（R2.9.1） 

  ・道による定款変更認可（R2.12.10） 

 

(5) その他 

特になし 

 


