
 

令和３年度 福岡県病院協会事業報告  
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

Ⅰ 総務関係 

１ 会員数について 
  令和３年度における会員の異動状況は、次のとおりである。 
 

（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 

阪元 政三郎 
社会医療法人財団白十字会 

白十字リハビリテーション病院  

福岡市西区石丸 
3-2-1 

令和 4年 3月 1日 

 

令和 4 年 2 月理

事会において承

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 
林 道彦 
朝倉記念病院 

朝倉郡筑前町大久保 
500 番地 

令和 3年 4月 15 日 

退会届受理 

諸般の事情 

有吉 通泰 

有吉病院 

宮若市上有木 397-1 令和 3年 4月 16 日 

退会届受理 

院長退任 

瓜生 康平 
中間市立病院 

中間市蓮花寺 3-1-7 令和 3年 4月 22 日 

退会届受理 

閉院 

浜崎 靖 

浜崎病院 

北九州市八幡西区 
小嶺台 1-1-15 

令和 3年 10 月 27 日

退会届受理 

病院から医院へ

の縮小 

白石 昌之 

医療法人香林会 

香月中央病院 

北九州市八幡西区 
香月中央 1-14-18 
 

令和 3 年 11 月 22 日

退会届受理 

院長退任 

これにより、令和４年３月３１日現在の会員数は、２４５名である。 

 

Ⅱ 総会について 

１ 令和３年６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

ターにおいて第９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７５５号掲載）。 
（１）令和２年度事業報告について 
（２）令和２年度収支決算について 
（３）会費の増額改定について 
（４）参与の委嘱について 



 

２ 令和４年３月２２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３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７６０号掲載）。 
（１）令和４年度福岡県病院協会事業計画について 
（２）令和４年度福岡県病院協会収支予算について 
（３）異動に伴う参与の委嘱について 

 

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 

76 
R3.5.25 

 

・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２年度事業報告について 
・令和２年度収支決算について 
・会費の増額改定について 

 77 R3.6.22 ・参与の委嘱について 

臨時 
R3.9.27 

（書面評決） 
・機関誌「ほすぴたる」のカラー広告料金の設定等について 

・参与・正副委員長・役員懇談会の開催中止について 

78 R3.12.7 
・理事会の WEB 開催導入について 

・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 

79 
 

R4.2.22 
（WEB 開催） 

・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  

・入会申込みについて 

臨時 
R4.3.16 

（書面評決） 
・臨時会員総会の議案書について 

 

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 R3.5.11 754 ５月号 R3.5.20 24 

・５月号の現況 

・７月号の編集 

・暑中見舞広告掲載 



 

２   R3.7.13 755 ７月号 R3.7.20 30 
・７月号の現況 

・９月号の編集計画 

３ R3.9.14 756 ９月号 R3.9.20 28 

・９月号の編集 

・１１月号の編集計画 

・１１月号の広告掲載 

４ R3.11.9 757 11 月号 R3.11.20 28 

・１１月号の現況 

・１月号の編集計画 

・令和４年年賀広告掲載 

５ R4.1.11 758 1 月号 R4.1.20 34 

・３月号、５月号の編集計画 

・令和４年度出版、契約内容 

・令和４年度表紙の色 

6 R4.3.8 759 ３月号 R4.3.20 26 

・３月号の現況 

・５月号の編集計画 

・令和４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 

看護委員会 

第１回 R3.4.26 

・令和 3年度研修計画 

・WEB 研修会の開催について 

・「認知症看護実践力研修」の開催について 

第２回 R4.3.2 

・令和３年度看護研修会の反省 

・令和４年度看護研修会計画について 

・委員の交代について 

診療情報管理研究

委員会 
第 1回 R3.7.19 

・名簿等について 

・令和 3年度研修計画について 

・第 62 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 R3.4.27 

・委員の交代について 

・第 69 回栄養管理研修会の開催について 

・アンケートについて 

第２回 R4.3.9 

・第 69 回栄養管理研修会反省 

・令和４年度研修計画 

・委員長・副委員長の選任について 

臨床検査委員会 第１回 R3.12.23 

・令和３年度臨床検査研修会の開催につい

て 

・委員の交代について 



 

リハビリテーショ

ン委員会 
第１回 

 

R3.11.16 

 

・委員の交代 

・第３年度研修企画 

・令和３年度第１回リハビリテーション研

修会の開催について 

経営管理委員会 第１回 R3.11.2 

・委員の交代 

・第３年度研修企画 

・令和３年度第１回経営管理研究会の開催

について 

企画委員会 

第 1回 R3.4.13 ・開催概要の検討 

第２回 R3.6,8 ・シンポジウムの演題の検討 

第３回 R3.7.13 
・チラシ・ポスターの図案検討 

・プログラム広告掲載について 

第４回 R8.8.10 
・第 14 回県民公開医療シンポジウムの開催

延期決定 

第５回 R3.10.12 
・第 14 回県民公開医療シンポジウムの会場

の検討 

 
２ 令和３年度 各種研修会・県民公開医療シンポジウム実施表 

   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３年１２月２０日付けで１年

間更新した。 



　令和３年度 各種研修会・県民公開医療シンポジウムの実施状況

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3年 第163回 看護研修会 福    岡    市 ３日 140名  テーマ 「認知症看護実践力向上研修 Ⅳ」

8月4日 (九州大学医学部百年講堂) 会員 122名 講演と演習

(水) 会員外 18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

         ～ Ⅱ．「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

8月6日 Ⅲ．「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

（金） 　　　　行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法」

Ⅳ．「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

Ⅴ．「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
　

9月4日（土） 第69回 栄養管理研修会 WEB配信 半日 235名 テーマ　「高齢者が安心して生活できるように」

10月9日（土） 会員 195名 講演１　「高齢者の栄養管理とフレイル、サルコペニア」 群馬大学大学院  医療系研究科  総合外科学講座  教授　 　       調　憲

10月30日（土） 会員外 40名 講演２　「サルコペニア予防～運動療法と栄養療法のコラボレーション～」 社会医療法人製鉄記念八幡病院　理学療法士　　　                   鈴木　裕也　　　　

講演３　「急性期における高齢入院患者の摂食嚥下と口腔環境の課題」 公立学校共済組合九州中央病院　リハビリテーション科　医長　　 金城　亜紀

11月18日 第62回　　 WEB配信 １日 ８１名  テーマ 「診療情報に関係する電子カルテ 」

(木) 診療情報管理研究研修会 会員 　65名 1)講演. 「診療情報管理のユーザー視点から電子カルテに求めるもの」 九州大学病院 病院長特任補佐（経営戦略担当）　　　　　　　　　　　 西山　謙

会員外 16名 医療法人原三信病院 企画情報室 診療情報管理課 主任　　　　　　長峰  麻衣子

2)講演. 「カルテシステムが生み出す新たな価値提供」 富士通Japan株式会社 ﾍﾙｽｹｱ第一ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ　　野田  悠介

3)講演. 「診療情報管理を支援するNEC電子カルテの取り組み」 日本電気株式会社 医療ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 医療ｿﾘﾕｰｼｮﾝコーディﾈｰﾀｰ　　　　　 野間  充

4)講演　「診療データの利活用～電子カルテとのシームレスな連携～」 株式会社ｿﾌﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 第一ｼｽﾃﾑ部 ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ　  大石  朋史

5)シンポジウム　「診療情報に関係する電子カルテ」　 九州大学病院 病院長特任補佐（経営戦略担当）　　　　　　　　　　　 西山　謙

医療法人原三信病院 企画情報室 診療情報管理課 主任　　　　　　長峰  麻衣子

富士通Japan株式会社 ﾍﾙｽｹｱ第一ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ　　野田  悠介

日本電気株式会社 医療ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 医療ｿﾘﾕｰｼｮﾝコーディﾈｰﾀｰ　　　　　野間  充

株式会社ｿﾌﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 第一ｼｽﾃﾑ部 ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ　 大石  朋史

　
12月8日 第164回 看護研修会　 WEB配信 １日 １１７名 テーマ 「メンタルヘルスサポートを学ぶ」

（水） 会員 　87名 講演　「ミレイ先生のアドラー流勇気づけコミュニケーション　自分をすり減らさな千葉大学大学院医学研究院非常勤講師　産業医

会員外 30名 　　　　　いで持続可能な看護師になる！」 （株）ヒューマンハピネス　代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上谷　実礼

　令和4年 令和３年度 WEB配信 半日 158名 講演「2022年度診療報酬改定のポイント」 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　病院長　　　　　　　　　　　　島　弘志

2月21日 　 第1回経営管理研究会 会員140名

（月） 会員外18名

3月12日 第6回臨床検査研修会 WEB配信 １日 54名 テーマ 「令和時代における臨床検査ーAIと感染症を中心にー」

（土） 会員  50名 講演１ 「感染症パンデミックによる検査室革命」 飯塚病院　感染症科部長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的野　多加志

会員外 4名 講演２ 「AIの基礎と医療分野での活用事例」 （株）ロシュ・ダイアグノステックス デジタルインサイト本部　デジタル＆ビジネスインサイト

　　　マネージャー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 八重樫　康平

講演３ 「2022年度診療報酬改定の概要」 （株）FMCA代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤井　昌弘



3月14日 第121回医療事務研究会 WEB配信 １日 227名 講演 「2022年診療報酬改定の概要」 保険・医療・福祉サービス研究会 コンサルタント 診療報酬指導講師

（月） 会員189名 （株）リンクアップラボ　代表取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 酒井　麻由美

会員外38名

3月24日 令和３年度 WEB配信 １日 221名 テーマ 「診療報酬改定の概要と対策」

（木）   第1回リハビリテーション研修会 会員160名 講演 「リハビリテーション領域における2022年診療報酬改定の概要と対策」 医療法人共和会小倉リハビリテーション病院　院長　　　　　　　　　  梅津　祐一

会員外61名

    ※令和３年度福岡県中小病院・診療所薬剤師研修会議（オンライン形式）を福岡県薬剤師会との共催で開催

　　※第48回新採用薬剤師教育研修会（オンライン形式）を福岡県病院薬剤師会との共催で開催。

　　　

〔参考〕新型コロナウイルス感染症対策のため次年度に延期

　令和3年 第14回 福    岡    市 テーマ：「めざそう！”元気で長生き”  ～健康長寿のヒント～」

9月18日 　県民公開医療シンポジウム （アクロス福岡 国際会議場) 座長 公益社団法人福岡県病院協会 副会長

（土） 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 病院長 　 　　　　　　　　一宮　仁

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 診療部長　　　　　　　　 吉澤　誠司

講演１　「新型コロナウイルス感染症：感染対策とワクチン」 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 感染症内科部長　　　　隅田 幸佑

講演２　「健康寿命延伸のためにー骨粗鬆症と関節疾患―」 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院

   整形外科部長　リハビリテーション科部長                               馬渡 太郎

講演３  「口腔の健康と健康長寿」 九州大学病院  高齢者歯科・全身管理歯科　教授　　　　　 　        柏崎 晴彦


