
 

令和２年度 福岡県病院協会事業報告について 

（令和２年４月１日～令和年３月３１日） 

Ⅰ 総務関係 

１ 会員数について 

  令和２年度における会員の異動状況は、次のとおりである。 
 

入会者とその病院 

（１）入会者とその病院 

会員名・病院名 病院所在地 入会年月日 備 考 

岡部 眞典 

医療法人恵山会 

丸山病院 

太宰府市坂本１丁目４

番６号 

令和 2年 5月 1日 

 

令和 2 年 5 月臨時

理事会(書面表決)

において承認 
 

（２）退会者とその病院 

会員名・病院名 病院所在地 退会年月日 退会理由 

堀川 公平 

医療法人コミュノテ風と虹 

のぞえの丘病院 

久留米市上津町 2543

番地 1 

令和 2年 4月 17日 

退会届受理 

諸般の事情により 

松葉 健一 

医療法人三裕会 

拾六町病院 

福岡市西区拾六町２－

２３－１０ 

令和 2年 8月 25日 

退会届受理 

院長退任のため 

これにより、令和３年３月３１日現在の会員数は、２４９名である。 

 

Ⅱ 総会について 

１ 令和２年６月２３日、福岡市博多区博多駅中央街１－１JR 博多シティにお

いて第８回定時会員総会を開催し、次の議案の審議を求めたところ、いずれ

も原案どおり承認された。（ほすぴたる７４９号掲載）。 

（１）令和元年度事業報告について 

（２）令和元年度収支決算について 

（３）任期満了に伴う役員の改選等について 

（４）異動に伴う参与の委嘱について 

 

２ 令和３年３月２３日、福岡市博多区吉塚本町 9-15 福岡県中小企業振興セン

ターにおいて令和２年度臨時会員総会を開催し、次の議案の審議を求めた

ところ、いずれも原案どおり承認された。（ほすぴたる７５４号掲載）。 

（１）令和３年度福岡県病院協会事業計画について 



 

（２）令和３年度福岡県病院協会収支予算について 

 

Ⅲ 理事会について 

下記のとおり理事会を開催し、会務の執行に当たった。 

回 開催年月日 主 な 協 議 事 項 等 

臨時 
R2.5.1 

(書面表決) 

・令和２年度理事等の選挙日程について 

・令和２年度理事等の選挙に係る選挙管理委員長等の選任に

ついて 

・会員の変更について 

臨時 
R2.5.22 

(書面表決) 

・定時会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項に

ついて 

・令和元年度事業報告について 

・令和元年度収支決算について 

・県民公開医療シンポジウムの開催延期について 

・機関誌ほすぴたるの発刊見直しについて 

臨時 
R2.6.30 

(書面表決) 

・代表理事(会長)の選定について 

・副会長、業務執行理事等の選定について 

74 R2.7.28 

・第１６１回看護研修会について 

・各種委員会担当理事の選定について 

・役員改選に伴う各種外部委員会への委員の推薦について 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

75 R2.12.1 

・カネミ倉庫(株)との油症治療費の支払いに関する契約につ

いて 

・任期満了に伴う福岡県医療対策協議会委員の推薦について 

・新型コロナウイルス感染症対策について 

臨時 
R3.2.16 

(書面表決) 

１ 臨時会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項

について  

２ 財務健全化に向けた業務執行の見直し等について 

 ・機関誌「ほすぴたる」の発刊について当面各月刊とする 

 ・理事会の開催回数について、原則年６回とする。 

 ・その他、業務の効率化等による事務経費の節減を図る。 

３ 臨時会員総会の議案書について 

  ・ 会議次第 

  ・ 令和３年度事業計画書(案) 

  ・ 令和３年度収支予算書(案) 

 

 



 

Ⅳ「ほすぴたる」関係 

下記のとおり編集委員会を開催し、「ほすぴたる」を発刊した。 

委員会開催状況 発 刊 状 況 
主 な 協 議 事 項 

回 開催年月日 № 号 発刊日 頁

数 

１ R2.3.16 747 ４月号 R2.4.20 25 

・４月号の現況 

・５月号、６月号の編集計画 

・令和２年度表紙の色 

・令和２年度寄稿依頼 

２ メール協議 748 ６月号 R2.6.20 29 

・８月号の現況 

・今後の編集計画及び発刊 

・編集委員会の開催 

・編集委員の交替 

３ R2.7.28 749 ８月号 R2.8.20 29 

・８月号の現況 

・今後の編集計画及び発刊 

・編集委員会の開催 

・編集委員の交替 

４ R2.9.8 750 10月号 R2.10.20 29 

・１０月号の編集計画 

・１２月号の編集計画 

・令和３年度年賀広告掲載 

５ R2.11.10 751 12月号 R2.12.20 29 

・１２月号の現況 

・１月号の編集計画 

・広告掲載 

・令和３年度出版、契約内容 

6 R3.1.12 752 1月号 R3.1.20 29 

・３月号、５月号の編集計画 

・広告掲載 

・令和３年度表紙の色 

７ R3.3.9 753 3月号 R3.3.20 27 

・３月号の現況 

・５月号の編集計画 

・令和３年度発刊表 

・令和３年度寄稿依頼 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅴ 研修会・県民公開医療シンポジウム関係 

１ 各種委員会の開催状況 

委員会名 回数 開催期日 主 な 協 議 事 項 

病院研修会 第１回 メール協議 ・令和２年度病院研修会の開催中止 

看護委員会 第１回 R2.6.25 ・令和２年度研修計画 

看護委員会 第２回 R2.10.1 ・令和２年度研修計画 

看護委員会 第３回 R3.2.18 
・令和２年度研修計画 

・看護研修会のあり方検討 

診療情報管理研究

委員会 
第 1回 R1.5.17 

・令和元年度研修計画 

・第 59回診療情報管理研究研修会の開催 

栄養管理委員会 第１回 メール協議 ・第６９回栄養管理研修会開催延期 

栄養管理委員会 第２回 メール協議 
・第６９回栄養管理研修の開催 

・Web配信 

栄養管理委員会 第３回 R3.2.8 ・Web研修会開催検討 

臨床検査委員会 第１回 R2.12.4 
・委員の交代、正副委員長の選任 

・第５回臨床検査研修会の開催 

臨床検査委員会 第２回 メール協議 ・第５回臨床検査研修会の開催中止 

リハビリテーショ

ン委員会 
第１回 

 

R2.10.1 

 

・令和元年度第２回リハビリテーション研

修会報告 

・令和 2年度研修計画 

リハビリテーショ

ン委員会 
第２回 R2.11.28 

・第１回リハビリテーション研修会報告 

・第２回リハビリテーション研修会の開催 

経営管理委員会 第１回 メール協議 ・令和２年度第１回経営管理研究会の開催 

医療事務委員会 第１回 R2.9.11 
・第 119回医療事務研究会の開催中止 

・第 120回医療事務研究会の開催 

医療事務委員会 第２回 メール協議 ・第 120回医療事務研究会の開催中止 

企画委員会 第１回 R2.4.14 ・第 14回県民公開医療シンポジウムの開催 

企画委員会 第２回 R2.5.12 
・第 14回県民公開医療シンポジウムの開催

延期決定 

企画委員会 第３回 R2.11.10 
・令和３年度第 14回県民公開医療シンポジ

ウムの開催 

企画委員会 第４回 R2.12.10 
・令和３年度第 14回県民公開医療シンポジ

ウムの開催 



 

２ 令和２年度 各種研修会実施表 

   別紙のとおり 

 

 

Ⅵ その他の事項（主なもの） 

１ カネミ倉庫株式会社代表取締役から契約更新願いがあった「カネミ油症患者

に関する治療費の支払いについての契約」を令和２年１２月２０日付けで１年

間更新した。 

 

 



令和２年度 各種研修会の実施状況

開催日 研  修  会  名 開 催 地　(会 場) 日数 参加人数 研    修    内    容 講    師    名 （敬称略）

令和２年 令和２年度 福    岡    市 半日 78名 テーマ　「コロナ禍、医療におけるコスト削減と働き方改革」

11月11日
（水）

第１回　経営管理研究会 (九州大学医学部百年講堂)
会員 68名

講演　「医療におけるコスト削減と、働き方改革・同一労働同一賃金のマ
ネージメントについて」

ウェルフェア―・J・ユナイテッド(株)代表取締役社長　　　　　本間　秀司

会員外  10名

11月17日 第61回　　 福    岡    市 半日 75名 テーマ　「新型コロナウイルスの対応」

(火) 診療情報管理研究研修会 (九州大学医学部百年講堂) 会員 62名 講演１　「コロナ対応とタイムリーな情報共有」 国立病院機構九州医療センター 院長　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　茂樹

会員外 13名 講演2　「新型コロナウイルス関係の指標について」 済生会八幡総合病院　医事課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩塚　康子

講演3　「新型コロナウイルス感染症の受入れ経験を踏まえて」 九州大学病院　病院長特任補佐(経営戦略担当）　　　　　　　　　　　西山　　 謙

シンポジウム　「対話型シンポジウム:コロナ禍での診療情報管理の業務を
みんなで考える」

国立病院機構九州医療センター 院長　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田　茂樹
済生会八幡総合病ン　医事課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩塚　康子
九州大学病院　病院長特任補佐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西山　  謙

12月16日 第162回　　 福    岡    市 ３日 145名  テーマ 「認知症看護実践力向上研修 Ⅲ」

(水) 看護研修会 (九州大学医学部百年講堂) 会員 109名 講演と演習

～ 会員外 36名 Ⅰ．「認知症の原因疾患と病態・治療」 福岡大学病院　神経内科　　医師　　　　　　　　　 合馬　慎二

12月18日 Ⅲ．「認知症患者とのコミュニケーションの方法・療養環境の調整方法」 筑紫医師会訪問看護ステーション　認知症看護認定看護師　 　　岩本　知惠美

（金） Ⅱ．「入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術 久留米大学病院　　　老人看護専門看護師　　　　西村　知子

　　　　行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法」

Ⅴ．「在宅に向けた看護・介護連携、退院支援、家族への支援」 田主丸中央病院　老人看護専門看護師　　　福嶺　初美

Ⅳ．「認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援」 九州大学病院　　　　認知症看護認定看護師　　 　立石　圭　

Ⅵ．「自施設で認知症ケアを推進していくための方策」 福岡赤十字病院　　　認知症看護認定看護師　 　　宮原　あや
　

〔参考〕開催決定後に新型コロナウイルス感染症対策のため中止した研修会・研究会

4月21日 第119回　　医療事務研究会 福    岡    市 半日 テーマ：「２０２０年度診療報酬改定の概要」

（火） (九州大学医学部百年講堂) 講演　２０２０年度診療報酬改定の概要 (株)リンクアップラボ　　代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　酒井　麻由美

質疑応答

9月1日 第161回　　看護研修会 福    岡    市 ２日  テーマ 「認知症看護実践力向上研修 Ⅲ」

（火） (九州大学医学部百年講堂) 講演と演習

～ Ⅰ．「認知症の原因疾患と病態・治療」 福岡大学病院　神経内科　　医師　　　　　　　　　 合馬　慎二

9月2日 Ⅲ．「認知症患者とのコミュニケーションの方法・療養環境の調整方法」 筑紫医師会訪問看護ステーション　認知症看護認定看護師　 　　岩本　知惠美

(水) Ⅱ．「入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術 久留米大学病院　　　老人看護専門看護師　　　　西村　知子

　　　　行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法」

Ⅴ．「在宅に向けた看護・介護連携、退院支援、家族への支援」 田主丸中央病院　老人看護専門看護師　　　福嶺　初美

Ⅳ．「認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援」 九州大学病院　　　　認知症看護認定看護師　　 　立石　圭　

Ⅵ．「自施設で認知症ケアを推進していくための方策」 福岡赤十字病院　　　認知症看護認定看護師　 　　宮原　あや

　



2月13日 令和２年度 福    岡    市 半日  テーマ 「COVID-19流行下のリハビリテーション」

（土） 第１回リハビリテーション研修会 (九州大学医学部百年講堂) 基調講演「リハビリテーションにおける新型コロナ感染症への対応」 熊本託麻台リハビリテーション病院　院長　平田 好文
講演１「当院リハビリテーション科における新型コロナ感染(COVID-19)患者への対
応」

国立病院機構福岡東医療センター　言語聴覚士長　佐藤 文保

講演2「回復期病棟を中心としたリハビリテーションサービスにおける新型
コロナへの対応」

福岡リハビリテーション病院リハビリテーション部長　平川 善之

講演3「新型コロナ感染症(COVID-19)による通所リハの影響と対策」 千鳥橋病院附属城浜診療所　在宅部長　賀田 拓朗

講演4「新型コロナウイルスによる在宅での変化と新たな気づき」 良創夢訪問看護ステーション作業療法士　黒田 隆之

質疑応答

2月27日 令和２年度　臨床検査研修会 福    岡    市 半日  テーマ 「令和時代における臨床検査～新型コロナウイルス感染症をふま
（土） (九州大学医学部百年講堂) 講演１「感染症トピックス」 飯塚病院　感染症科部長　的野　多加志

講演2「検査室における感染対策」 九州大学病院検査部　副臨床検査技師長　清祐　麻紀子
講演3「COVID-19の検査診断治療予防」 ロシュ・ダイアグノスティックス(株)　江川　孝則


