平成３０年度 事業報告書
当協会の目的である「病院及び医療従事者の医療の質並びに医療安全・災害医療
等の資質の向上や県民の医療に関する知識の普及啓発を図り、もって県民の健康保
持及び増進に寄与すること」
（定款第３条）を踏まえ、平成３０年度事業計画におい
て「基本方針」として定めた次の３事項に基づき、各事業を実施した。
Ⅰ 医療水準の向上と県民の健康保持・増進を目的とした事業（公益事業）
Ⅱ 医療情報提供事業（共益事業）
Ⅲ 組織の充実・強化を図るための事業（法人内部管理）

Ⅰ 医療水準の向上と県民の健康保持・増進を目的とした事業（公益事業）
１ 病院及び医療従事者の医療の質、医療安全及び災害医療等の資質向上の推進
〔定款第４条第１号及び３号に掲げる事業〕
（１）静岡県病院学会等による医療の質の向上や質の高い医療サービスの提供
１）第５8回 静岡県病院学会（学術・教育研修部会）
・日
時：平成３1年２月２３日（土）１３時００分～１６時３０分
・場
所：グランシップ １１階 会議ホール「風」
・テ ー マ：
「これからの時代の医療安全対策を考える。
～ガバナンスと地域連携～ 」
・来
賓：静岡県理事
鶴田 憲一 氏
一般社団法人静岡県医師会
会長
紀平 幸一 氏
・基調講演：座長 学術・教育研修部会
部会長 鈴木 昌八 氏
（磐田市立総合病院 病院事業管理者兼病院長）
演題「ガバナンスと組織のリスクセンス」
講師 公益財団法人 日本医療機能評価機構
常務理事
橋本 廸生 氏
・シンポジウム：
座長 学術・教育研修部会 副部会長 森田 信敏 氏
（榛原総合病院 院長）
・事例発表
①「特定機能病院としての当院のガバナンスについて」
静岡県立静岡がんセンター 病院長 高橋 満 氏
②「中東遠地域における医療安全対策地域連携相互評価の取り組み」
磐田市立総合病院 医療安全担当副病院長 遠藤 彰 氏
③「医療安全とコンフリクトマネジメント
～対話と協働の文化を醸成するメディエーション～ 」
榛原総合病院 看護責任者兼副看護部長 増田 伊佐世 氏
・出席者：医師、看護師等医療関係者、一般県民 ５８病院等 １８７人
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・後

援：
静岡県、静岡県市長会、静岡県町村会、一般社団法人静岡県医師会、
一般社団法人静岡県歯科医師会、公益社団法人静岡県薬剤師会、静岡県
病院薬剤師会、公益社団法人静岡県看護協会、一般社団法人静岡県臨床
衛生検査技師会、一般社団法人静岡県臨床工学技士会、公益社団法人静
岡県放射線技師会、全国自治体病院協議会静岡県支部、日本病院会静岡
県支部、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社

２）
「ふじのくに地域医療支援センター情報発信等業務」
（受託事業―静岡県健康福祉部地域医療課所管）
① 臨床研修病院ガイドブック等の作成
・静岡県医師臨床研修病院ガイブック２０２０
１,３００部
・静岡県専門医プログラムガイブック２０１９
２,０００部
・静岡県専門医研修プログラム２０１９
１,０００部
② 静岡県医学修学研修資金ガイドブックの作成
５,０００部
③ 静岡県で活躍する医師の取材、YouTube による動画配信用映像、
コンテンツ制作、動画配信
６本
④ 「ふじのくに地域医療支援センター」ＨＰへの病院情報掲載
８回
３）静岡県医師臨床研修(初期・後期)病院合同説明会の開催
（共催：静岡県健康福祉部地域医療課）
① 静岡県医師臨床研修病院 合同説明会in浜松
・日
時：平成３０年７月２２日（日）１３時～１６時３０分
・場
所：サーラシティ浜松 ３階ホール
・入場者数：７４人
・内
容：個別説明（病院別面接方式）
・参加病院：２６病院
② 静岡県医師臨床研修病院 合同説明会in静岡
・日
時：平成３１年３月２１日（木・祝）１３時～１７時
・場
所：グランシップ ６階 展示ギャラリー
・入場者数：９５人
・内
容：個別説明（病院別面接方式）
・参加病院：３０病院
（２）病院管理研修会、経営管理研修会や病院の質を高める研修会による資質向上の
推進
※ 各部会において、次の研修会を企画・開催
１）病院管理研修会
① 第１回（経営管理部会）
・日 時：平成３０年９月２０日（木）１８時００分～２０時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 演：
「人工知能は、私たちの医療をどう変えるか？」
・講 師：Ｐ４統計株式会社
代表取締役
濱野 鉄太郎 氏
・参加者：病院長、事務長等管理監督者 ２５病院等 ５０人
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② 第２回（経営管理部会）
・日 時：平成３０年１０月１２日（金）１８時００分～２０時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 演：
「医師の働き方改革検討会のこれまで経緯と今後の展望」
・講 師：済生会福岡総合病院
名誉院長
岡留 健 一 郎 氏
・参加者：病院長、事務長等管理監督者 ２３病院等 ５７人
③ 第３回（社会保険部会）
・日 時：平成３０年１０月１日（月）１４時００分～１６時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 演：演題１「保険診療の理解のために」
講師 東海北陸厚生局静岡事務所
審査課指導第１係長
岸本 祐二 氏
演題２「適時調査における指摘事項」
講師 東海北陸厚生局静岡事務所
審査課長
外岡 実智男 氏
・参加者：病院長、事務長、医事課長等 ６６病院等 １４０人
２）病院機能評価受審支援セミナー（経営管理部会）
・日 時：平成３０年１０月３０日（火）１３時００分～１６時３０分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 演：テーマ「機能種別版評価項目３rdG：Ver.2.0 の解説」
①「機能種別版評価項目３rdG：Ver.2.0の概要」
日本医療機能評価機構評価事業推進部 木原 範英 氏
②「診療領域のポイント」
診療サーベイヤー
大口 善郎 氏
③「看護領域のポイント」
看護サーベイヤー
井上 由紀子 氏
④「事務管理領域のポイント」
吉田 和幸 氏
事務管理サーベイヤー
・参加者：病院長、事務長、看護師等 ２２病院 ７５人、個別相談会６施設
３）経営管理研修会（中小病院部会）
・日 時：平成３０年１０月２３日（火）１８時００分～２０時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 演：
「今年度の診療報酬改定による医療と在宅・介護への影響について
～地域包括ケアの中で、
医療・介護・在宅を一体で考える～ 」
・講 師：メディキャスト株式会社 ＮＫアカデミー事業部
統括マネージャー
濱中 洋平 氏
・参加者：病院長、事務長、医事課長等管理者 ２１病院 ３７人
（３）医療機能分化連携に関する先進事例の調査及び理解の促進
（医療機能分化連携部会） （受託事業－静岡県健康福祉部医療政策課所管）
① 第１回医療機能分化連携研修会
・日 時：平成３０年９月２８日（金）１８時００分～２０時００分
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・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 演：
「同時改定と医療制度改革、医療･介護連携」
・講 師：県立広島大学大学院 特任教授
元厚生労働省医政局長
神田 裕二 氏
・参加者：病院長、事務長等管理監督者 ３１病院等 ６１人
② 第２回医療機能分化連携研修会
・日 時：平成３０年１０月１９日（金）１８時００分～２０時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 演：
「最大で最強の地域包括ケア病棟」
・講 師：医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院 理事長 仲井 培雄 氏
・参加者：病院長、事務長等管理監督者 １９病院等 ５７人
（４）医療安全推進研修事業による医療安全のための環境づくり
１）医療安全に関する研修会等の開催
（受託事業―静岡県健康福祉部医療政策課所管）
① 第１回医療安全推進研修会（医療安全部会、静岡県病院薬剤師会共催）
・日 時：平成３０年１０月５日（金）１８時００分～２０時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・演 題：
「変動と制約下での医療安全：レジリエンス･エンジニアリング」
・講 師：大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部
教授・部長
中島 和江 氏
・参加者：病院長、事務長、薬剤師、看護師等 ３６病院等 １１８人
② 第２回医療安全推進研修会（医療安全部会、静岡県病院薬剤師会共催）
・日 時：平成３０年１０月１７日（水）１８時００分～２０時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・演 題：
「医薬品安全管理に関する最近の話題：ハイリスク薬など」
・講 師：上尾中央総合病院 情報管理部
医療安全管理課長 渡邉 幸子 氏
・参加者：病院長、事務長、薬剤師、看護師等 ４８病院等 １２８人
③ 医療安全管理シンポジウム（医療安全部会）
ア) 東部開催
・日 時：平成３０年１２月２０日（木）１８時００分～２０時００分
・場 所：プラサヴェルデ ３０１会議室、３０２会議室
・基調講演：演題 「医薬品管理の法的責任を巡る諸問題
～医療安全を推進する観点から～」
講師
井上法律事務所所長 弁護士 井上 清成 氏
・パネルディスカッション
テーマ｢医療安全の観点からの医薬品管理
～ ハイリスク薬の定義と取り扱いについて ～｣
「事例発表」
①国立病院機構 静岡医療センター
薬剤部
深見 和宏 氏
②富士宮市立病院
薬剤部
鈴木 豊秀 氏
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③沼津市立病院
薬剤部
加藤 有希 氏
「全体討論」 基調講演講師・事例発表者
・参加者：病院の管理職、医療安全対策担当者等 １８病院 １０１人
イ) 中部開催
・日 時：平成３０年１１月５日（月）１８時００分～２０時００分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・基調講演：演題 「より安全な医療を目指して」
講師
公益財団法人 日本医療機能評価機構
教育研修事業部 部長 栗原 博之 氏
・パネルディスカッション
テーマ「医療安全の観点からの医薬品安全管理
～現場が抱える問題への取り組み～ 」
「事例発表」
①静岡市立静岡病院
副看護部長 塚本 ひとみ 氏
②静岡県立総合病院 がん診療部がん診療センター化学療法センター副センター長
中垣 繁 氏
③静岡県立こども病院
主任薬剤師 岩崎 剛士 氏
「全体討論」基調講演講師・事例発表者
・参加者：病院の管理職、医療安全対策担当者等 １３病院等９４人
ウ) 西部開催
・日 時：平成３０年１１月１４日（水）１８時００分～２０時００分
・場 所：浜松市医師会館
・基調講演：演題 「医療安全管理者から見える
医薬品安全管理のポイント！」
講師 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院
クオリティ管理センター部長 楠本 茂雅 氏
・パネルディスカッション
テーマ「医療安全における医薬品管理の実際」
「事例発表」
①聖隷三方原病院
薬剤部 係長
鳴川 貴司 氏
②浜松市リハビリテーション病院 薬剤室 課長
奥村 知香 氏
③浜松医療センター
薬剤科 副科長 川口 千香 氏
「全体討論」基調講演講師・事例発表者
・参加者：病院の管理職、医療安全対策担当者等 ２８病院等 １３８人
④ 医療安全推進ネットワークしずおか研修会（医療安全部会）
・日 時：平成３０年１１月８日（木）１０時００分～１６時３０分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講 義：
「国際基準で求められる医薬品管理とは
～ ＪＣＩ認証取得における取り組み ～ 」
・講 師：聖隷横浜病院
薬剤部長
塩川 満 氏
・事例発表及びグループワーク
「事例発表」
①富士宮市立病院
薬局長
北村 修 氏
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②聖隷沼津病院
薬局長
牧野 和也
③沼津市立病院
薬局長
近藤 昌子
・参加者：医療安全管理担当者 １９病院 ２３人
⑤ 医療対話推進者養成講座（医療安全部会）
ア）基礎編
・日 時：平成３０年１１月 １日（木）１０：００～１８：００
１１月 ２日（金） ９：３０～１７：３０
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・講義及びロールプレイ
：医療コンフリクト・マネジメント ～対話が医療を拓く～
医療メディエーションの理論と技法
・講 師：北福島医療センター
副院長
志賀 隆
榛原総合病院
看護責任者
増田 伊佐世
・参加者
医療安全管理担当者等 １９病院 ３０人
イ）フォローアップ研修(事務職補講を含む。)
・日 時
平成３０年１２月１０日（月）１０：００～１６：００
・場 所
静岡県産業経済会館 ３階 第１会議室
・講 師
榛原総合病院
看護責任者
増田 伊佐世
・参加者
医療安全管理担当者等
１１病院 １８人

氏
氏

氏
氏

氏

２）院内感染対策ネットワーク支援事業
（受託事業―静岡県健康福祉部医療政策課所管）
① 感染対策相談窓口の設置（医療安全部会、感染対策地域支援委員会）
・設置期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日
毎週月・水・金 １３時～１７時
・相 談 員：１人（看護師）
・相談件数：７２件
② 感染対策地域支援委員会の開催（医療安全部会、感染対策地域支援委員会）
ア）感染対策地域支援委員会の構成
・委員長： 浜松医療センター副院長兼感染症内科部長 矢野 邦夫 氏
・副委員長：三島総合病院副院長兼消化器科部長
前田 正人 氏
・委 員：院内感染対策を専門とする医師・ＩＣＮ資格者名簿等から選任
・委員数：９人
イ）感染対策地域支援委員会
・日 時：平成３０年６月２０日（水）１８時３０分～２０時３０分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 第３会議室
・出席者：９人、オブザーバー２人(静岡県医療政策課、疾病対策課)
・議 題：委員の委嘱、委員長の選任
：感染対策地域支援委員会設置要綱の改正 副委員長の指名
：平成３０年度事業計画
・感染対策地域支援委員会の開催
・感染対策相談窓口の設置
・講師（感染管理看護師）紹介制度の継続
・感染対策支援セミナーの開催
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・感染対策普及啓発活動
③ 感染対策支援セミナー（医療安全部会、感染対策地域支援委員会）
ア）第１回
・日 時：平成３０年１０月７日（日）１３時００分～１６時３０分
・場 所：グランシップ １１階 会議ホール「風」
・講 演 座長 前田 正人 氏（三島総合病院 副院長兼消化器科部長）
①耐性菌と抗菌薬の適正使用について
静岡県立静岡がんセンター 感染症内科部長 倉井 華子 氏
②血液・体液曝露対策 ～PPE の選択と正しい手技～
市立島田市民病院 感染管理認定看護師
野村 明美 氏
③ノロウイルス胃腸炎の感染対策
沼津市立病院 感染管理認定看護師
内村 奈美 氏
④尿路感染対策
浜松医科大学医学部附属病院 感染管理認定看護師
澤木 ゆかり 氏
⑤医療・療養施設における結核対策
藤枝市立総合病院 第 1 診療部長兼呼吸器内科部長
小清水 直樹 氏
・参加者：１３３病院・施設 ３３６人
イ）第２回
・日 時：平成３０年１２月１６日（日）１３時００分～１６時３０分
・場 所：グランシップ １１階 会議ホール「風」
・講 演 座長 矢野 邦夫 氏（浜松医療センター副院長兼感染症内科部長）
①医療・療養施設におけるインフルエンザ対策
静岡県立総合病院
総合診療センター長兼国際交流部長 袴田 康弘 氏
②ＨＩＶ感染対策
磐田市立総合病院 副院長兼外来化学療法センター兼
がん診療センター長
飛田 規 氏
③疥癬・白癬 他皮膚疾患感染対策
浜松医療センター
皮膚科長
三澤 淳子 氏
④器材・器具・リネンの処理とハウスキーピング
浜松市リハビリテーション病院
感染管理認定看護師
埋田 聖子 氏
⑤処置別感染対策(気管切開・胃ろう・ＣＶポートに関して)
静岡県立静岡がんセンター
看護師長兼感染管理認定看護師野
野田 幸世 氏
・参加者：１４０病院・施設 ３６５人
④ 病院等施設への講師派遣（医療安全部会、感染対策地域支援委員会）
・講師登録者数：感染管理認定看護師 ４５人
・講師派遣実績：７件
３）普及啓発事業（医療安全部会、感染対策地域支援委員会）
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① 会報第５６号の発行
・テーマ：特集 院内・施設内の感染対策
―平成３０度感染対策支援セミナー抄録―
・執筆者：浜松医療センター副院長兼感染症内科部長 矢野 邦夫 氏 他
・発行日：平成３１年１月
・部 数：２,１２０部
・配布先：県内病院１７８ヵ所、県内高齢者施設等９３７ヵ所、
その他２２２ヵ所
② 感染対策におけるホームページ運用
・平成３０年度の新規相談事例を質疑応答集（Ｑ＆Ａ）に追加掲載
・平成３０年度アクセス件数 １,２８８件
（５）災害医療救護推進事業による災害医療提供体制の充実
（受託事業―静岡県健康福祉部地域医療課所管）
１）災害医療地域連携体制検討委員会の開催や各種訓練の視察
（災害医療部会、災害医療地域連携体制検討委員会）
① 災害医療地域連携体制検討委員会
ア）委員会の構成
・会 長：静岡県立総合病院
災害医療センター長 大場 範行 氏
・副会長：浜松医科大学附属病院 救急部長
吉野 篤人 氏
・委 員：県内２２災害拠点病院の医師及び事務職員
・委員数：２２病院 ４４人
イ）委員会の開催
・日 時：平成３０年７月３０（月）１８時００分～１９時３０分
・場 所：静岡県立総合病院 講堂
・議 題：局地災害におけるＤＭＡＴ調整本部の意義
ＢＰＣについて
静岡県災害医療関係事業（静岡県地域医療課）
平２９年度災害医療地域連携図上訓練実施結果報告
浜松赤十字病院
平成３０年度災害医療地域連携図上訓練の概要
静岡済生会総合病院
・参加者：４０病院等 ６８人
② 災害医療地域連携図上訓練の視察
ア）静岡済生会総合病院
・日 時：平成３１年２月６日（水）１８時３０分～２０時００分
・場 所：静岡済生会総合病院 北館地階 講堂
・内 容：被害想定、課題を中心にその解決策について協議ほか
・参加者： ９機関
２６人
・視察者：１７病院等 ３０人
③ 静岡空港航空機事故対応訓練視察研修
・日 時：平成３０年１０月２４日（水）１４時００分～１６時００分
・会 場：静岡空港エプロン及び消防庁舎ほか
・内 容：トリアージ、医療機関（模擬）への搬送、救助・救護 ほか
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・視察者：

９病院等 １２人

２）静岡県災害医療従事者研修会（災害医療部会）
・開催日：
（２コース）平成３１年２月１２日(火) 、１３日（水）
平成３１年２月１２日(火) 、１４日（木）
・場 所：グランシップ １１階 会議ホール「風」 他
・内 容：静岡県の医療救護体制、災害時の救急医療体制、静岡県の薬剤調達、
災害時の心のケア、病院等のロジスティックス
トリアージ・災害時初期外傷標準診療訓練
大規模災害対応シミュレーション・エマルゴ、意見交換
・講 師：独立行政法人国立病院機構災害医療センター
臨床研究部長
小井土 雄一 氏 ほか
・参加者：医師、看護師、事務職員等 ４６病院･市町等１１９人
３）災害医療コーディネート研修（災害医療部会）
・開催日：平成３１年３月２日(土) ８時３０分～１７時３０分
・場 所：県庁別館 ５階 危機管理センター東側
・内 容：災害想定俯瞰演習、避難所評価演習
災害医療コーディネートチーム運営技術・運営演習
・講 師：災害医療ＡＣＴ研究所
理事長 森野 一真 氏 他
・参加者：静岡県西部地域の災害医療コーディネーター、地元医師会、
薬剤師会、救護病院等の医療従事者
２２機関（病院・行政等） ３０人
２ 県民の医療に関する知識の普及啓発及び県民の医療参加の推進
〔定款第４条第２号及び３号に掲げる事業〕
（１）県民への医療情報の提供等による医療知識の普及啓発、県民への健康増進の機
会の提供や医療参加の推進
１）ホームページの運用
・掲載項目：新着情報、病院協会概要、平成３０年度事業計画、事業体系、
事業実施案内、医療機能分化連携関連情報、会報、感染対策Ｑ＆Ａ、
会員病院一覧、賛助会員一覧、医療関係機関等ＨＰへのリンク
・掲載時期：追加、変更等年間随時
・開設時期：平成１６年９月１日（平成２４年４月リニューアル）
・件
数：平成３０年度アクセス件数
８,１９８件
２）県民健康セミナーの開催（
「県民の日」協賛事業）
（広報啓発部会）
・日 時：平成３０年８月２５日（土）１４時００分～１６時００分
・場 所：グランシップ１０階 会議室
・講 演：演題 「健康長寿のための現代の食事の常識」
講師 県立大学副学長、食品栄養科学部教授 合田 敏尚 氏
・参加者：一般県民 ８２人
３）会報の発行（広報啓発部会）

9

・発行回数・形式：年３回 Ａ４版 各１６ページ
・配 付 先：会員病院、静岡県、県内市町、関係団体、高齢者施設等
①「第５５号」
（平成３０年７月発行）
・作成部数：１,１６０部
・内
容：通常総会及び記念講演会の開催状況、
第５期会長挨拶、役員就任挨拶
病院紹介「フジ虎ノ門整形外科病院」
、
「聖隷三方原病院」
新入正会員紹介
「有玉病院」
「有隣厚生会東部病院」
「平安の森記念病院」
平成３０年度研修会等開催予定 等
②「第５６号」
（平成３１年１月発行）
・作成部数：２,０００部
・内
容：会長年頭所感
時
言
宮下 正 監事（静岡市立静岡病院）
柏木 秀幸 理事（富士市立中央病院）
病院紹介「富士整形外科病院」
、
「静岡市立静岡病院」
｢平成３０年度感染対策支援セミナー｣抄録 等
③「第５７号」
（平成３１年３月発行）
・作成部数:１,１２０部
・内
容：時
言
奥田 康一 理事（浜松赤十字病院）
山本たつ子 理事（県社会福祉士会）
臨時総会開催状況
病院紹介「県立こころの医療センター」
、
「遠州病院」
特集：静岡県施策の動向(静岡県健康福祉部）
医師確保計画の策定
改正健康増進法及び静岡県受動喫煙防止条例
平成３１年度主な医療関係予算
平成３１年度病院向け主要助成制度一覧
４）会員病院要覧の改定版発行
・部
数： ９００部
・発行時期： 平成３０年１０月
・配 布 先： 会員病院、静岡県、県内市町、関係団体、学校、高齢者施設等

Ⅱ 医療情報提供事業（共益事業）
１ 協会会員への国、県等からの医療情報の提供〔定款第４条第４号に掲げる事業〕
（１）通知・通達の提供
① 静岡県関係
・医療法、薬事法ほか医療関係法令等に関すること
・叙位・叙勲、褒章、大臣表彰、知事表彰等に関すること ほか
② 東海北陸厚生局
・診療報酬、薬価、施設基準等に関すること
③ その他
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・正会員、賛助会員の情報に関すること
・医療関係団体主催の各種研修会・セミナーの案内に関すること ほか

Ⅲ 組織の充実・強化を図るための事業（法人内部管理）
１ 協会会員の様々なニーズに応え、また、行政のカウンターパートナーとして事業
を推進するための協会機能の明確化、組織基盤の強化と協会の地位向上
（１）総会、理事会その他の会議の開催
１）総会
① 通常総会
・日 時：平成３０年５月２９日（火）１５時００分～１６時００分
・場 所：グランディエール ブケトーカイ ４階 シンフォニー
・出席者：１２５病院（代理出席及び書面表決書提出を含む。
）
（会員病院 １２９病院）
・来 賓：静岡県理事
鶴田 憲一 氏
一般社団法人静岡県医師会副会長
紀平 幸一 氏
・内 容
審議事項
第１号議案：平成２９年度事業報告に関する件
第２号議案：平成２９年度収支決算及び財産目録の承認に関する件
第３号議案：第５期役員の選任に関する件
報告事項
・平成２９年度退任者への感謝状の贈呈について
・第５期支部役員選任について
・自民党静岡県支部厚生問題対策連絡協議会に対する要望事項への回答
［記念講演会］
演 題 「地域医療構想における調整会議の進め方」
講 師
厚生労働省医政局地域医療計画課 課長 佐々木 健 氏
②

臨時総会
・日 時：平成３１年３月８日（金）１６時００分～１６時４０分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室
・出席者：１２３病院（代理出席及び書面表決書提出を含む。
）
（会員病院 １２９病院）
・内 容
審議事項
第１号議案：平成３０年度収支補正予算書（案）の承認に関する件
第２号議案：２０１９年度事業計画書（案）の承認に関する件
第３号議案：２０１９年度収支予算書（案）の承認に関する件
報告事項
・会員の入退会について
・総会、理事会の日程について

２）理事会
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① 第１回理事会
・日 時：平成３０年５月１１日（金）１６時００分～１７時００分
・場 所：浮月楼 本館 ３階 「高砂の間」
・出席者：理事１５人（理事数２０人）
、監事１人（監事数２人）
・内 容：
議案審議
第１号議案：平成２９年度事業報告を総会に付議する件
第２号議案：平成２９年度収支決算及び財産目録の承認を総会に付議する件
第３号議案：第５期役員の選任（案）を総会に付議する件
第４号議案：名誉会長の承認に関する件
第５号議案：正会員の入会に関する件
協議事項
・公的委員の選任について
報告事項
・定款第２２条第 3 項の規定に基づく報告について
・賛助会員の退会について
・表彰について
・平成２９年度退任者への感謝状の贈呈について
・支部役員の報告について
・後援名義の使用承認について
・自民党静岡県支部厚生問題対策連絡協議会に対する要望事項への回答について
・公的委員の会議出席報告について
・平成３０年度通常総会について
・今後の総会・理事会の日程について
② 第１回臨時理事会
・日 時：平成３０年５月２９日（火）１６時５分～１６時１５分
・場 所：グランディエール ブケトーカイ ４階 ワルツ
・出席者：理事１５人（理事数２０人）
、監事２人（監事数２人）
・内 容：
議案審議
第１号議案：会長、副会長及び専務理事の選定に関する件
第２号議案：会長の職務を代行又は代理する副会長の順序に関する件
第３号議案：参与の選任に関する件
第４号議案：顧問の承認関する件
報告事項
・部会員の配置と部会長及び副部会長の指名について
・今後の理事会、総会日程について
③ 第２回理事会
・日 時：平成３０年１２月７日（金）１６時００分～１６時４５分
・場 所：浮月楼 ギャラリー館 ２階 「薫風の間」
・出席者：理事１４人（理事数２０人）
、監事２人（監事数２人）
・内 容：
審議事項
第１号議案：平成３１年度事業計画の基本方針に関する件
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第２号議案：公益社団法人静岡県病院協会定款施行細則の一部改正に関する件
協議事項
・公的委員の選任について
報告事項
・定款第２２条第 3 項に基づく報告について
・賛助会員の退会について
・表彰について
・共催の承認について
・後援名義の使用承認について
・平成31 年度静岡県予算に対する自由民主党静岡県支部連合会及び静岡県への要望
について
・公的委員の会議出席報告について
その他
・総会・理事会の日程について
⑥ 第３回理事会
・日 時：平成３１年２月８日（金）１６時００分～１７時３５分
・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 第１会議室
・出席者：理事 １７人（理事数２０人）
、監事１人（監事数２人）
・内 容：
審議事項：
第 1 号議案：平成３０年度収支補正予算書(案)を総会に付議する件
第２号議案：２０１９年度事業計画書(案)を総会に付議する件
第３号議案：２０１９年度収支予算書（案）を総会に付議する件
協議事項
・公的委員の選任について
報告事項
・表彰について
・公的委員の会議出席報告
その他
・臨時会員総会の開催
・第５８回 静岡県病院学会への参加について
・県からの情報提供について
⑦ 第２回臨時理事会(書面審議)
・決議のあったものとみなされた日：平成３１年３月２２日(金）
・内 容：
審議事項：
第 1 号議案：第５期役員の補充選任のための役員推薦委員会委員の承認に関する件
３）役員推薦委員会
① 第１回 第５期役員推薦委員会
・日 時：平成３０年５月１１日（金）１５時３０分～１５時５０分
・場 所：浮月楼 本館 ３階 「常盤・蓬莱の間」
・出席者：役員推薦委員会委員５人
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・内 容
協議事項
・第５期役員の被推薦者の決定
４）要望活動
①静岡県予算への要望
・日 時：平成３０年１１月１日（木）１３時１５分～１３時４５分
・要望先：静岡県健康福祉部長、県理事
・出席者：会長、副会長３人、専務理事
・内 容：地域医療構想の実現、医師・看護師確保対策、医療安全対策ほか
②静岡県予算への要望
・日 時：平成３０年１１月３０日（金）１３時００分～１４時３０分
・要望先：自民党県連・厚生問題対策連絡協議会
・出席者：会長、専務理事
・内 容：地域医療構想の実現、医師・看護師確保対策、医療安全対策ほか
５）部会会議
① 経営管理部会
・日 時：平成３０年６月６日（水）１５時５０分～１６時４０分
・場 所：協会 事務室
・出席者：７人
・内 容：平成３０年度事業計画
・第１回、第２回病院管理研修会
・病院機能評価受審支援セミナー・個別相談会
② 医療機能分化連携部会
・日 時：平成３０年６月２０日（水）１６時００分～１６時３０分
・場 所：協会 事務室
・出席者：７人、オブザーバー２人（静岡県医療政策課）
・内 容：平成３０年度事業計画
・第１回、第２回医療機能分化連携研修会
静岡県医療機能分化連携促進事業について(説明：静岡県医療政策課)

③ 災害医療部会
・日 時：平３０年６月４日（月）１６時００分～１７時００分
・場 所：協会 事務室
・出席者：８人、オブザーバー２人(静岡県地域医療課)
・内 容：平成３０年度事業計画
・災害医療地域連携体制検討委員会
・災害医療地域連携図上訓練(災害拠点病院)及び視察研修
・災害時広域医療救護訓練視察研修
・災害医療従事者研修会
・災害医療コーディネート研修会
静岡県の災害医療関係事業(説明：静岡県地域医療課)
④ 社会保険部会
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・日 時：平成３０年６月２７日（水）１６時００分～１６時３０分
・場 所：協会 事務室
・出席者：８人
・内 容：平成３０年度事業計画
・病院管理研修会
・診療報酬セミナー（平成３１年度年度）
⑤ 広報啓発部会
・日 時：平成３０年６月１５日（金）１６時００分～１６時２５分
・場 所：協会 事務室
・出席者：７人
・内 容：平成３０年度事業計画
・県民健康セミナー
・会報の発行
・会員病院要覧の全面改定
・ホームページの運用
⑥ 学術・教育研修部会
（第１回）
・日 時：平成３０年６月５日（火）１６時００分～１６時５０分
・場 所：協会 事務室
・出席者 ７人、オブザーバー１人(静岡県地域医療課)
・内 容：平３０年度事業計画
・第５８回静岡県病院学会(テーマ、講師・事例発表者の選定 等）
・
「ふじのくに地域医療支援センター事業情報発信等業務」の受託
（第２回）
・日 時：平成３０年１０月２３日（火）１６時００分～１６時４０分
・場 所：協会 事務室
・出席者：７人
・内 容：第５８回静岡県病院学会（要項、タイムスケジュール等）
（第３回）
・日 時：平成３１年２月２３日（土）１１時３０分～１１時４０分
・場 所：グランシップ １１階 １１０１会議室
・出席者： ８人
・内 容：
「第５８回静岡県病院学会」の運営
「第５９回静岡県病院学会」の開催日程
⑦ 医療安全部会
・日 時：平成３０年６月２９日（金）１６時００分～１６時３０分
・場 所：協会 事務室
・出席者：９人、オブザーバー１人(静岡県医療政策課)
・内 容：平成３０年度実施計画
・医療安全推進研修会
・医療安全管理シンポジウム
・医療対話推進者養成講座
・医療安全推進ネットワークしずおか研修会
⑧ 中小病院部会
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・日 時：平成３０年６月１１日（月）１５時５５分～１７時３５分
・場 所：協会 事務室
・出席者：８人
・内 容：平成３０年度事業計画
・経営管理研修会
・中小病院部会のあり方の協議
６）支部総会
① 東部支部
・日 時：平成３１年２月１３日（水）
・場 所：沼津リバーサイドホテル
・議 題
・第５期支部役員の補充選任
・地域医療連携のあり方について
・静岡医療センターの救急・総合診療科新設の紹介
・静岡県東部地区の医療に係わる課題等について
・講 演：
「医療に関わる人材確保と外国人医療者について」
・講 師：株式会社リンクスタッフ 管理部
高田 有美 氏
・参加者：病院長、事務長等管理者
２３病院 ３４人
② 中部支部総会
・日 時：平成３１年２月２０日（水）
・場 所：中島屋グランドホテル
・講 演：
「各種統計調査結果等からみた静岡県中部地域の医療提供体制の
これまでとこれから」
・講 師：浜松医科大学地域医療支援学講座 特任准教授 竹内 浩視 氏
・参加者：病院長、事務長等管理者
１７病院 ３０人
③ 西部支部総会
・日 時：平成３１年２月５日（火）
・場 所：ホテルクラウンパレス浜松 ３階「松の間」
・議 題：第５期支部役員の補充選任
・講 演：
「各種統計調査結果等からみた静岡県西部地域の医療提供体制の
これまでとこれから」
・講 師：浜松医科大学地域医療支援学講座 特任准教授 竹内 浩視 氏
・参加者：病院長、事務長等管理者
２５病院 ３７人

Ⅳ 表彰の推薦、受彰
１ 平成３０年 春の叙勲（瑞宝双光章）
①受 章 者
総合病院 聖隷三方原病院 介護職
②受 章 日
平成３０年４月２９日（日）
２ 平成３０年 秋の叙勲（瑞宝双光章）
①受 章 者
総合病院 聖隷三方原病院 画像診断部技師
②受 章 日
平成３０年１１月３日（土）
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藤原 けい子 氏

草田 榮二 氏

３「第４７回 医療功労賞」表彰
①被表彰者
総合病院 聖隷三方原病院 整形外科部長
②表 彰 日
平成３１年 1 月２８日（月）

吉田 正弘 氏

４ 死亡叙勲
①受 章 者
安藤幸史 名誉会長（平成３１年１月２８日逝去）
②叙
位
従五位
③生前の叙勲 平成２６年春 瑞宝小綬章（当協会会長職としての推薦）

Ⅴ 会員の入会及び退会の状況
１ 正会員の入・退会状況
（１）平成３０年４月１日現在の正会員数

１２８病院

１）入会
①平安の森記念病院（平成３０年５月１１日承認）
２）退会
①重症心身障害児施設 つばさ静岡

（平成３１年３月３１日付け）

②米山記念病院

（平成３１年３月３１日付け）

③医療法人社団岡崎会 有玉病院

（平成３１年３月３１日付け）

（２）平成３１年３月３１日現在の正会員数

１２６病院

２ 賛助会員の入・退会状況
（１）平成３０年４月１日現在の賛助会員数

４８事業所

１）入会
なし
２）退会
①株式会社 ローソン

（平成３１年３月３１日付け）

（２）平成３１年３月３１日現在の賛助会員数
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４７事業所

Ⅵ 公的委員への就任
(平成30年度）
委 員 会 名 称 等
（ （）内は、担当事務局 ）

区分

（

静
岡
県 静岡県医療審議会

）

審
議
会

（静岡県健康福祉部医療健康局医療政策課）

職

委 員

名

氏

名

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

静岡県病院協会副会長
(聖隷三方原病院長)

荻野 和功

静岡県病院協会参与
（慈広会記念病院長)

伊藤惠利子

任期

任期満了日

２年

31.8.31

博

静岡県医療審議会「静岡県保健医療計画策定作業部
会」（静岡県健康福祉部医療健康局医療政策課）

委 員

静岡県病院協会長
（藤枝市立総合病院事業管理者）

毛利

博

２年

31.8.31

静岡県薬事審議会
（静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課）

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

２年

32.2.9

静岡県公害審査会
（静岡県くらし・環境部環境局生活環境課）

委 員

静岡県病院協会参与
(JA静岡厚生連 遠州病院長)

水上 泰延

３年

33.10.31

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

２年

31.9.30

委 員

静岡県病院協会副会長
(静岡赤十字病院長)

磯部

潔

２年

31.3.31

静岡県病院協会副会長
(静岡赤十字病院長)

磯部

潔

静岡県病院協副会長
(聖隷三方原病院長)

荻野 和功

２年

32.5.31

静岡県病院協会理事
(富士市立中央病院長)

柏木 秀幸

静岡県病院協会長
（藤枝市立総合病院事業管理者）

毛利

静岡県病院協会副会長
(伊東市民病院管理者)

荒堀 憲二

２年

32.3.31

静岡県病院協会副会長
（聖隷三方原病院長）

荻野 和功

静岡県病院協会長
（藤枝市立総合病院事業管理者）

毛利

博

２年

32.3.31

医療安全相談窓口運営協議会

（

静 （静岡県健康福祉部医療健康局医療政策課）
岡
県 静岡県医療対策協議会
（静岡県健康福祉部医療健康局地域医療課）

委 員

）

委
員
会
静岡県救急・災害医療対策協議会
・ （静岡県健康福祉部医療健康局地域医療課）
協
議
会
等
ふじのくに地域医療支援センター
（静岡県地域医療課）

ふじのくに医療勤務環境改善支援センター運営協議会
(静岡県健康福祉部医療健康局地域医療課)

理事

委員

博

静岡県メディカルコントロール協議会
（静岡県健康福祉部医療健康局地域医療課）

委 員

静岡県病院協会参与
(静岡済生会総合病院長)

石山 純三

２年

32.6.30

静岡DMAT連絡協議会
（静岡県健康福祉部医療健康局地域医療課）

委 員

静岡県病院協会副会長
(聖隷三方原病院長)

荻野 和功

２年

32.9.26

静岡県周産期・小児医療協議会
（静岡県健康福祉部医療健康局地域医療課）

委 員

静岡県病院協会参与
(静岡県立こども病院長)

坂本喜三郎

２年

32.3.31

静岡県がん対策推進協議会
（静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課）

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

２年

32.3.31

静岡県予防接種対策委員会
（静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課）

委 員

静岡県病院協会理事
(東名裾野病院長)

２年

32.3.31

静岡県肝炎医療対策委員会
（静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課）

委 員

静岡県病院協会副会長
（静岡赤十字病院長）

磯部

潔

２年

32.3.31

静岡県新型インフルエンザ医療専門家会議
（静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課）

委 員

静岡県病院協会副会長
(伊東市民病院管理者)

荒堀 憲二

２年

31.3.31

静岡県特定疾患対策協議会
（静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課）

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

２年

2021.3.31

静岡県地域がん登録推進委員会
(静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課)

委 員

静岡県病院協会副会長
(静岡赤十字病院院長)

２年

31.3.31
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毛利

博

木本紀代子

博

磯部 潔

（

区分

委 員 会 名 称 等
（ （）内は、担当事務局 ）
静岡県エイズ対策推進委員会

職

名

氏

名

任期

任期満了日

２年

2021.3.31

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

2020.3.31

静岡県難病医療連絡協議会
(静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課)

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

33.3.31

地域包括ケア推進ネットワーク会議
(静岡県健康福祉部福祉長寿局長寿政策課)

構成員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

(定め無し）

ふじのくに安心地域支え合い体制づくり県民会議
(静岡県健康福祉部長寿政策課)

構成委員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

ふじのくに健康寿命日本一推進県民会議
(静岡県健康福祉部長寿政策課･健康増進課)

構成委員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

障害を理由とする差別解消推進県民会議
（静岡県健康福祉部障害者政策課）

参画団体

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

静岡県献血推進協議会
（静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課）

委 員

静岡県病院協会理事
（浜松赤十字病院長）

奥田 康一

２年

31.11.29

静岡県子どもと家庭を守るネットワーク
(静岡県健康福祉部福祉こども局こども家庭課)

委 員

静岡県病院協会理事
（浜松赤十字病院長）

奥田 康一

－

（定め無し）

静岡県｢人生の最終段階における医療・ケアの在り方｣に
関する検討会(静岡県健康福祉部管理局政策監)

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

構成委員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

静岡県病院協会副会長
(聖隷三方原病院長)

荻野 和功

）

静 (静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課)
岡
県 静岡県アレルギー疾患医療連絡協議会
(静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課)

美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生県民会議
(知事戦略局総合計画課)
静岡県防災会議・専門部会
(危機管理部危機政策課)

委 員

32.3.31
－

（定め無し）

２年

32.3.15

“ふじのくに”規制改革会議
（静岡県経営管理部地域振興課）

専門委員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

しずおか男女共同参画会議 全体会
(静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参画課)

構成委員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

ラグビーワールドカップ2019静岡県開催推進委員会
(静岡県文化･観光部スポーツ交流課)

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

静岡県産業人材確保・育成対策県民会議
(経済産業部労働政策課)

構成員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

“富士の国”づくり推進会議
(静岡県文化･観光部富士山世界遺産課)

構成委員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

東京オリンピック・パラリンピック自転車競技
（オリンピック・パラリンピック推進課）
静岡県開催推進委員会

静
岡
県
以
外

静岡県東部ドクターヘリ運航調整委員会
（順天堂大学医学部附属静岡病院）

委 員

静岡県病院協会東部支部長
(伊東市民病院管理者)

荒堀 憲二

－

（定め無し）

静岡県西部ドクターヘリ運航調整委員会
（聖隷三方原病院）

委 員

静岡県病院協会西部副支部長
(浜松赤十字病院長)

奥田 康一

－

（定め無し）

(

静岡空港緊急対応計画検討委員会

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

－

（定め無し）

委 員

静岡県病院協会副会長
（静岡赤十字病院長）

磯部

潔

－

（定め無し）

静岡県がん診療連携協議会
(静岡県立静岡がんセンター)

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

２年

32.3.31

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル協議会
(静岡県立総合病院)

理 事

静岡県病院協会参与
(焼津市立総合病院長)

関

常司

２年

31.3.31

そ (静岡県静岡空港管理事務所)
の
静岡県合同輸血療法委員会
他 （静岡県赤十字血液センター）
)
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委 員 会 名 称 等
（ （）内は、担当事務局 ）

区分

静岡市医療安全推進協議会

）

静
岡
県
を
除
く 静岡医療訴訟協議会
（静岡地方裁判所）

（

医
療 一般社団法人静岡県医師会
関
係
団 静岡県在宅医療体制整備･推進協議会
体 (一般社団法人静岡県医師会)

）

県
内

地域医療体制検討委員会
(一般社団法人静岡県医師会)

公益財団法人静岡県腎臓バンク

一般社団法人
静岡県労災保険指定医療機関協会

公益社団法人静岡県アイバンク

名

氏

名

任期

任期満了日

委 員

静岡県病院協会参与
(静岡市立清水病院長)

藤井 浩治

２年

31.3.31

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

1年

31.3.31

伊東市民病院管理者
(協会東部支部 支部長)

荒堀 憲二

静岡医療センター院長※
(協会東部支部 理事)

中野

浩

毛利

博

－

（定め無し）

宮下

正

（

行 (静岡市保健所 生活衛生課）
政
機 東海地域の医療機関における電波利用推進連絡協議
会(総務省東海総合通信局）
関

職

藤枝市立総合病院事業管理者
委 員 (協会中部支部 支部長)
※協議会
運営委員 静岡市立静岡病院長※
（静岡県病院協会 監事）

博

聖隷三方原病院長
（協会西部支部 支部長）

荻野 和功

浜松赤十字病院長
（協会西部支部 副支部長）

奥田 康一

静岡県病院協会副会長
(伊東市民病院管理者)

荒堀 憲二

理 事

２年

平成32年定時代議
員会終結まで

―

平成32年定時代議
員会終結の時まで

―

平成32年定時代議
員会終結の時まで

２年

平成29年度に関す
る定時評議員会の
終結の時から平成
31年度に関する定
時評議員会の終結
の時まで

２年

平成30年度に開催
する定時総会の終
結の時から、2年以
内に終了する事業
年度のうち、最終
のものに関する定
時総会の終結の時
まで

選任手続中

委 員

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

静岡県病院協会長
(藤枝市立総合病院事業管理者)

毛利

博

委 員
静岡県病院協会副会長
（聖隷三方原病院長）

荻野 和功

浜松医療センター院長

海野 直樹

理 事
静岡県立総合病院副院長

森

典子

静岡県病院協会副会長
（聖隷三方原病院長）

荻野 和功

理 事

評議員

静岡県病院協会参与
（静岡済生会総合病院長）

石山 純三

静岡県病院協会参与
(順天堂大学医学部附属静岡病院長)

三橋 直樹

平成27年度から任期
期間内に終了する事

４年 業年度の内最終の定
時評議員会まで

社会福祉法人恩賜財団
済生会支部静岡県済生会

理 事

静岡県病院協会 監事
(静岡市立静岡病院理事長兼病院長)

宮下

正

２年

32.3.31

介護給付費審査委員会
（静岡県国民健康保険団体連合会）

委 員

静岡赤十字病院
リハビリテーション科部長

相羽

整

２年

32.3.31

静岡県病院協会 監事
(静岡市立静岡病院理事長兼院長)

宮下

正

静岡市立静岡病院
（総合相談センター 主幹）

大橋 倫明

静岡県がん診療医科歯科連携推進委員会
（一般社団法人静岡県歯科医師会）

委 員

67
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単年度 平成30年12月6日か
ら平成31年度開催
の定時代議員会終
単年度 結時まで

Ⅶ

関係する主な大会・会議等
会議等の名称

担当事務局

静岡県医療審議会

静岡県健康福祉部医療政策課

静岡県医療審議会
静岡県保健医療計画策定作業部会

静岡県健康福祉部医療政策課

静岡県薬事審議会

静岡県健康福祉部薬事課

静岡県公害審査会

静岡県くらし・環境部生活衛生課

静岡県医療安全相談窓口運営協議会

静岡県健康福祉部医療政策課

静岡県医療対策協議会

静岡県健康福祉部医療政策課

静岡県救急･災害医療対策協議会

静岡県健康福祉部地域医療課

ふじのくに地域医療支援センター理事会

静岡県健康福祉部地域医療課

ふじのくに医療勤務環境改善支援センター
運営協議会

静岡県健康福祉部地域医療課

静岡県メディカルコントロール協議会

静岡県健康福祉部地域医療課

静岡DMAT連絡協議会

静岡県健康福祉部地域医療課

静岡県周産期･小児医療協議会

静岡県健康福祉部地域医療課

静岡県がん対策推進協議会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県肝炎医療対策委員会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県予防接種対策委員会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県新型インフルエンザ等医療専門家会議

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県特定疾患対策協議会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県エイズ対策推進委員会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県地域がん登録推進委員会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県アレルギー疾患医療連絡協議会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県難病医療連絡協議会

静岡県健康福祉部疾病対策課

静岡県献血推進協議会

静岡県健康福祉部薬事課

静岡県献血推進大会

静岡県健康福祉部薬事課

地域包括ケア推進ネットワーク会議

静岡県健康福祉部長寿政策課

ふじのくに安心地域支え合い体制づくり
県民会議

静岡県健康福祉部長寿政策課

ふじのくに健康寿命日本一推進県民会議

静岡県健康福祉部長寿政策課

障害を理由とする差別解消水晶県民会議

静岡県健康福祉部長寿政策課

静岡県長寿者保健福祉計画策定部会

静岡県健康福祉部長寿政策課

静岡県子どもと家庭を守るネットワーク会議
要保護児童対策部会
静岡県子どもと家庭を守るネットワーク会議
DV防止部会
静岡県｢人生の才数段階における医療･ケアの
在り方｣に関する検討会
美しい“ふじのくに”まち･ひと･しごと創生
県民会議

静岡県健康福祉部こども家庭課
静岡県健康福祉部こども家庭課
静岡県健康健康福祉部管理局
静岡県企画広報部企画課

静岡県防災会議専門部会委員

静岡県危機管理部危機政策課

“ふじのくに”規制改革会議

静岡県経営管理部地域振興課
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会議等の名称

担当事務局

産業人材確保･育成策県民会議

静岡県経済産業部労働政策課

“富士の国”づくり推進会議

静岡県分化･観光部富士山世界遺産課

東京オリンピック・パラリンピック自転車
競技静岡開催推進委員会

静岡県文化･観光部オリンピック･
パラリンピック推進課

ラグビーワールドカップ２０１９
静岡県開催推進委員会

静岡県文化･観光部ラグビーワール
ドカップ２０１９推進課

｢しずおか男女共同参画推進会議｣(全体会)

静岡県くらし･環境部男女共同参画課

｢しずおか男女共同参画推進会議｣(専門部会)

静岡県くらし･環境部男女共同参画課

静岡県医療通訳推進協議会

静岡県地域外交局多文化共生課

産業人材確保･育成対策会議

静岡県経済産業部労働政策課

静岡県東部ドクターヘリ運航調整委員会

順天堂大学医学部附属静岡病院

静岡県西部ドクターヘリ運航調整委員会

聖隷三方原病院

静岡空港緊急時対応計画検討委員会

静岡県静岡空港管理事務所

静岡県合同輸血療法委員会

静岡県赤十字血液センター

静岡県内輸血療法委員会

静岡県赤十字血液センター

静岡県がん診療連携協議会

静岡県立静岡がんセンター

ふじのくにバーチャル・メガ・ホスピタル
協議会・理事会

静岡県立総合病院

静岡市医療安全推進協議会

静岡市保健所

東海地域の医療機関における電波利用推進
連絡協議会

総務省東海総合通信局電波利用環境課

静岡医療訴訟協議会全体会

静岡地方裁判所

静岡医療訴訟協議会運営委員会

静岡地方裁判所

一般社団法人静岡県医師会理事会

一般社団法人静岡県医師会

在宅医療体制整備･推進協議会

一般社団法人静岡県医師会

地域医療体制検討委員会

一般社団法人静岡県医師会

地域保健医療研修会

一般社団法人静岡県医師会

静岡県がん征圧大会

静岡県対がん協会
一般社団法人静岡県医師会

静岡県看護協会定時総会

公益社団法人静岡県看護協会

第４９回日本看護学会-慢性期看護-学術集会

公益社団法人静岡県看護協会

公益財団法人静岡県アイバンク理事会･評議会

公益財団法人静岡県アイバンク

公益財団法人静岡県腎臓バンク理事会

公益財団法人静岡県腎臓バンク

静岡県労災保険指定医医療機関協会

一般社団法人静岡県労災保険指定
医療機関協会

静岡県がん診療医科歯科連携推進委員会

一般社団法人静岡県歯科医師会

静岡県済生会支部理事会

静岡県済生会支部

介護給付費審査委員会

静岡県国民健康保険団体連合会

しずおか健康いきいきフォーラム総会

公益財団法人しずおか健康長寿財団
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Ⅷ 共催事業の状況
（１）平成３０年度 病院事務担当職員対象労災診療費算定実務研修会
①申請者
一般社団法人静岡県労災保険指定医療機関協会 会長 勝呂
②承認日
平成３０年８月２３日
③開催日
平成３０年１１月２日(金)～１５日(木)

Ⅸ

衛

後援事業の状況

（１）はままつ健康フォーラム
①申請者
はままつ健康フォーラム実行委員会（中日新聞東海本社ほか）
②承認日
平成３０年 ４月 ２日
③開催日
平成３０年 ５月２７日（土）～平成３１年３月１０日（土）
（２）医療と介護の総合的な確保に向けてのシンポジウム
①申請者
医療と介護シンポジウム開催実行委員会 会長 神代 醇一
②承認日
平成３０年 ８月 ２日
③開催日
平成３０年１１月２３日（金・祝）
（３）認知症の本人が語り合う全国の集い in 静岡
①申請者
静岡県健康福祉部長
②承認日
平成３０年 ８月 ７日
③開催日
平成３０年１０月 ８日（月・祝）
）
（４）平成３０年度 臓器移植推進月間イベント グリーンライトアップキャンペーン
①申請者
公益財団法人静岡県腎臓バンク 理事長 指出 昌秀
②承認日
平成３０年 ９月 ４日
③開催日
平成３０年１０月 １日（月）～１０月３１日（水）
（５）平成３０年度 産学官金連携フォーラム
①申請者
一般社団法人ふじのくに医療城下町推進機構
ファルマバレーセンター 理事長 大坪
②承認日
平成３０年 ９月２７日
③開催日
平成３０年１１月 ６日（火）
（６）２０１９年 看護の日・週間 記念行事
①申請者
公益社団法人静岡県看護協会 会長 渡邊 昌子
②承認日
平成３１年 ３月 ５日
③開催日
平成３１年 ５月１１日（土）
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