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  ２０１９年度事業報告 

 
  

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 

（学術・教育研修部会） 

１）第５９回 静岡県病院学会 

・日  時：令和２年２月１５日（土）１３時００分～１６時３０分 

・場  所：グランシップ １１階 「風」 

・テ ー マ    ：「多文化共生時代の医療を考える」 

・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「外国人患者受入れ対策 ～やったほうがいいこと・ 

やらなくていいこと・失敗から学んだこと～」 

講師 国立国際医療センター 国際診療部 

特任研究員   堀   成美 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 

｢開業医として外国人を診る」 

山口ハート国際クリニック 院長     山口 貴司 氏 

「安心して受けられる外国人のための医療通訳について」 

公益財団法人静岡県国際交流協会 

医療通訳者  福井  ユミ  氏 

「地域における外国人患者受入れ拠点病院として」 

磐田市立総合病院医事課長        熊切  峰男  氏 

・行政説明 

「静岡県内における外国人患者への対応」 

２）静岡県災害医療従事者研修会政策課長 田中  宣幸  氏 

・参加者：県内医療関係者等            ３２病院等 １４１人 

 

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ドブック          １,５００部 

・静岡県専門医研修プログラムガイドブック        ２,０００部 

・静岡県専門医研修プログラム概要版           １,０００部
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② 静岡県医学修学研修資金ガイドブック           ４,０００部 

    ③ 静岡県で活躍する医師の取材、YouTubeによる動画映像作成・配信 

④ ふじのくに地域医療視線センターホームページへの病院情報掲載 

 

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：令和元年７月２８日（日）１３時００分～１６時３０分 

・場  所：アクトシティ浜松コングレスセンター３１会議室 

・入場者数：６０人 

・内  容：個別説明（病院別面接方式） 

・参加病院：２５病院  

②静岡県医師臨床研修病院 合同説明会in静岡 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

（当初予定 令和２年３月２８日（土）開催） 

 

（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 

１）勤務環境改善研修会（経営管理部会） 

（受託事業―静岡県健康福祉部地域医療課所管） 

① 第１回 勤務環境改善研修会 

・日 時：令和元年９月２７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 

・県行政説明 ふじのくに医療勤務環境改善支援センターについて 

         静岡県健康福祉部地域医療課課長代理 大石 由利子 氏 

・基調講演 

    演 題：「人が足りない！」に効く働き方改革 

       ～時間外労働規制の開始を見据えた経営層・管理職に 

求められる視点～ 

講 師：一般社団法人看護職の採用と定着を考える会 

代表理事  諸橋 泰夫 氏 

・事例発表 

聖隷沼津病院    次長兼総務課長  石川  博路 氏 

磐田市立総合病院  病院総務課長      大學  裕   氏 

市立御前崎総合病院 副病院長兼看護部長 太田  優子  氏 

伊東市民病院    看護部長        鈴木 和美  氏 

・参加者： ３２病院 ６４人 

② 第２回 勤務環境改善研修会  

・日 時：令和２年２月１０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：「医師の働き方改革 

～私たちが取り組まなければならないこと～」 

講 師：社会医療法人ペガサス 馬場記念病院理事長   馬場 武彦 氏 
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   厚生労働省有識者会議「医師の働き改革に関わる検討会」構成員 

   大阪府医療勤務環境改善支援センター 前センター長 

事例発表及び全体討議 

・参加者： ２０病院 ５６人 

 

２）病院機能評価受審支援セミナー（経営管理部会） 

・日 時：令和元年１１月８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」 

「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  飯村 裕一朗 氏 

「診療領域のポイント」 

診療サーベイヤー           宮本  恒彦 氏 

「看護領域のポイント」 

看護サーベイヤー           市川 智恵子 氏 

「事務管理領域のポイント」 

事務管理サーベイヤー         吉田 和幸 氏 

・参加者： １４病院  ７１人 

 

 ３）病院管理研修会（社会保険部会） 

・日 時：令和元年１０月３日（木）１４時００分～１６時００分 

・場 所：静岡商工会議所会館 ５階 ホール 

・講 演： 「保険診療の理解のために」 

         東海北陸厚生局静岡事務所  

医療事務専門官          勝亦 桂子  氏 

「適時調査における指摘事項」 

東海北陸厚生局静岡事務所 

医療指導監視監査官     瀧口  徹裕  氏 

・参加者： ９１病院 ２００人 

 

   ４）診療報酬セミナー（社会保険部会、地域病院部会） 

新型コロナウイルス感染症の影響で３月にＷeb開催により実施 

（当初予定 令和２年２月２８日（金）開催） 

     ・講 演：令和２年度診療報酬改定のポイントと病院の経営対応 

     ・講 師：株式会社ＡＳＫ梓診療報酬研究所 代表取締役 中林 梓 氏 

・参加者：１０６病院・施設 ４９４人 

 

５）経営管理研修会（地域病院部会） 

・日 時：令和元年９月３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：「病院における消費税増税の影響と対策」 

・講 師：税理士法人青木会計 代表社員         青木 惠一 氏 

・参加者：  ３２病院 ５５人 
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（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  医療機能分化連携研修会 

 ・日 時：令和元年９月６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：「地域医療構想の実現に向けた処方箋 

～病床の規模等に応じた方向性～」 

・講 師：浜松医科大学医学部附属病院医療福祉支援センター 

センター長 特任教授       小林 利彦 氏 

・参加者： ３１病院・事業所 ６１人 

② 医療機能分化連携研修会(東部地区） 

 ・日 時：令和元年１１月１９日（火）１８時００分～２０時００分 

・場 所：富士市交流プラザ ２階 会議室１ 

・講 演：「静岡県東部地区に特化した地域医療構想について」 
・講 師：浜松医科大学医学部附属病院医療福祉支援センター 

センター長 特任教授       小林 利彦 氏  
・参加者： ２２病院・事業所 ５４人 

③ 医療機能分化連携研修会(中部地区） 

 ・日 時：令和元年１０月３０日（水）１５時００分～１７時００分 

・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室 

・講 演：「静岡県中部地区に特化した地域医療構想について」 
・講 師：浜松医科大学医学部附属病院医療福祉支援センター 

センター長 特任教授       小林 利彦 氏  
・参加者： ２１病院  ７３人 

④ 医療機能分化連携研修会(西部地区）   

 ・日 時：令和２年１月２１日（火）１８時００分～２０時００分 

・場 所：アクトシティ浜松コングレスセンター２１会議室 

・講 演：「静岡県西部地区に特化した地域医療構想について」 
・講 師：浜松医科大学医学部附属病院医療福祉支援センター 

センター長 特任教授       小林 利彦 氏  
・参加者： ３１病院  ６５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（医療安全部会） 

（受託事業―静岡県健康福祉部医療政策課所管） 

① 勤務環境安全推進研修会 

・日 時：令和元年１０月１５日（火）１６時００分～１８時００分 

・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 大会議室 

・演 題：「医療安全につなげる勤務環境改善～働き方改革を視野に～」 

・講 師：特定社会保険労務士・医業経営コンサルタント 福島 通子 氏 

・参加者： ２１病院・事業所 ５０人 

② 勤務環境安全推進シンポジウム（東部地区） 

・日 時：令和２年１月２３日（木）１８時００分～２０時００分 
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・場 所：プラサヴェルデ ３０１・３０２会議室 

・基調講演 

演 題：「安全な医療を提供するために」 

講 師：鹿児島県難病相談・支援センター所長     福永 秀敏 氏 
・事例発表 

静岡医療センター   看護部長                   井上 淳子  氏 

富士宮市立病院      看護部長                  石川 弥生  氏 

・参加者： １７病院  ６５人 

 
③ 勤務環境安全推進シンポジウム（中部地区） 

・日 時：令和元年１２月５日（木）１８時００分～２０時００分 

・場 所：静岡産業経済会館 ３階 大会議室 

・基調講演 

演 題：「医療安全管理に必要な新しい視点 

～ 求められることは… 変わる！！～」 

講 師：医療安全システムデザイナー        古川 裕之 氏 
 ・事例発表 

藤枝市立総合病院     院長                     中村 利夫 氏 

富士宮市立病院      看護部長                 石川 弥生 氏 

経営労務コンサルタント杉本事務所  

                   特定社会保険労務士    杉本 忠重 氏 

・参加者： １８病院  １１０人 

 

    ④ 勤務環境安全推進シンポジウム（西部地区） 

・日 時：令和元年１１月２０日（木）１８時００分～２０時００分 

・場 所：浜松市医師会館 ７階  講堂 

・基調講演 

    演 題：「医療安全と他職種協同 

            ～アサーティブ・リーダーシップの重要性～」 

講 師：浜松医科大学医学部附属病院医療福祉支援センター 

センター長 特任教授        小林利彦 氏 

・事例発表 

浜松医療センター医療安全推進室 室長補佐     山本 智美 氏 

北斗わかば病院 地域連携室室長                加納 江理  氏 

ＪＡ静岡厚生連遠州病院          薬剤師        鈴木 健宏  氏 

・参加者： １６病院・事業所 ７２人 

 

２）医療対話推進者養成講座(医療安全部会) 

①基礎編  

・日 時：令和元年１０月３１日（木）１０：００～１８：００ 

１１月 １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～ 
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         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   氏 

榛原総合病院       看護責任者   増田 伊佐世 氏 

・参加者  医療安全管理担当者等   ２１病院 ３０人 

②フォローアップ研修  

・日 時  令和元年１２月１６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 氏 

・参加者  医療安全管理担当者等   ２１病院 ３０人 

 

３）院内感染対策ネットワーク支援事業 

①感染対策相談窓口の設置 （受託事業―静岡県健康福祉部医療政策課所管） 

（医療安全部会、感染対策地域支援委員会） 

・設置期間 平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

毎週月・水・金 １３時～１７時 

・相 談 員：看護師１人配置 

・相談件数（感染対策支援セミナーでの相談を含む）   ８３件 

②感染対策地域支援委員会の開催 

ア）感染対策地域支援委員会の構成 

・委 員：院内感染対策を専門とする医師及び感染管理認定看護師 ９人 

・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 

イ）感染対策地域支援委員会 

・日 時：令和元年６月５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：委員９人、静岡県医療政策課、疾病対策課、事務局 

・議 題：委員の委嘱、委員長の選任 

          ・平成３０年度事業報告 

・２０１９年度事業計画 

・来年度の感染対策支援セミナーの開催について 

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：令和元年９月１日（日）１３時００分～１６時３０分 

・場 所：グランシップ １１階 「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） 

ＨＩＶ感染対策 

磐田市立総合病院 副病院長           飛田 規  氏 

医療・療養におけるインフルエンザ及び流行性ウイルス感染対策 

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 

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 

白癬・疥癬 

浜松医療センター  皮膚科長      三澤 淳子 氏 
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器材・器具・リネンの処理とハウスキーピング医療 

                         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 

・参加者：９６病院・施設 ２４５人 

イ）第２回 

・日 時：令和２年１１月３日（日）１３時００分～１６時３０分 

・場 所：グランシップ １１階 「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） 

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 

血液・体液暴露感染対策 

市立島田市民病院  看護師長兼感染管理認定看護師 

                                       野村 明美 氏 

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 

                              野田 幸世 氏 

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 

医療・療養施設における結核対策 

            藤枝市立総合病院感染対策室長兼第１診療部長 小清水 直樹 氏 

・参加者：７６病院・施設 ２１４人 

 

（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２３災害拠点病院の医師及び事務職員 

・委員数：２３病院 ４６人 

イ）委員会の開催 

      ・日 時：令和元年８月１日（木）１８時００分～１９時３０分 

      ・場 所：静岡県立総合病院 講堂 

     ・議 題：静岡ＤＭＡＴ－Ｌ隊員養成研修 

          平成３０年１０月台風２４号による広範の停電について 

静岡県医療救護関係事業について 

平成３０年度災害医療地域連携図上訓練実施結果について 

            ２０１９年度災害医療地域連携図上訓練について 

２０１９年度静岡県災害医療従事者研修会について 

      ・参加者：３５病院等 ６３人 
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② 災害医療地域連携図上訓練 

・実施病院：順天堂大学医学部附属静岡病院 

・日 時：令和２年２月１３日（木）１８時３０分～２０時３０分 

      ・場 所：あやめ会館（伊豆の国市） 

     ・訓練内容：被害想定 

課題の提示及び他機関との連携等研修 

     ・参加者：１７機関 ３２人  他地域からの視察者 ９機関 １３人 

③ 大規模地震時医療救護訓練視察研修 

・日 時：令和元年９月１日（日）９時００分～１２時００分 

・会 場：愛鷹広域公園 

・内 容：重症患者の広域搬送訓練 

県の実施する医療救護訓練について 

・視察者：５病院 ７人 

 

２）静岡県災害医療従事者研修会 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

（当初予定 令和２年２月２５日（火）～２７日（木）） 

 

３）災害医療コーディネート研修 

・開催日：令和元年８月１１日(日)  ９時００分～１７時４０分 

・場 所：県庁別館 ５階 危機管理センター西側 

・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 ほか 

・参加者：災害医療コーディネーター、郡市医師会、救護病院等の医療従事者 

     消防職員、行政担当者  １７機関・団体  ２４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）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：令和元年８月２４日（土）１４時００分～１６時００分 

・場 所：沼津市立図書館視聴覚ホール 

・講 演：演題 「認知症の理解とつきあい方」 

     講師 浜松医科大学副学長・内科学第一講座教授 宮嶋 裕明 氏 

・参加者：一般県民 ６７人 
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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 

「厚生労働省・静岡県関係」 

 ・医療法、薬事法、診療報酬ほか医療関係法令等 

新型コロナウイルス感染症関係通知等 

 ・叙位・叙勲、褒章、大臣表彰、知事表彰等に関すること ほか 

（２）その他情報提供  

 その他 

 ・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：令和元年５月２７日（月）１５時００分～１５時５０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：１１８病院（代理出席及び書面表決書提出を含む。） 

（会員病院 １２６病院） 

・来 賓：静岡県健康福祉部長          池田 和久 氏 

一般社団法人静岡県医師会会長     紀平 幸一 氏 

・内 容 

審議事項 

第１号議案 平成３０年度事業報告に関する件 

第２号議案 平成３０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期役員の補充選任に関する件 

報告事項 

・平成３０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・働き方改革・医師偏在対策・医療従事者の 

需給等の医療政策において国は何を目指しているのか」 

講 師  一般社団法人日本病院会会長        相澤 孝夫 氏 

② 臨時総会(書面審議) 

・決議があったものとみなされる日：令和２年３月３１日（火） 

・内 容 

審議事項 

第１号議案 ２０１９年度収支補正予算（案）の承認に関する件 
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第２号議案 令和２年度事業計画（案）の承認に関する件 

第３号議案 令和２年度収支予算（案）の承認に関する件 

第４号議案 公益社団法人静岡県病院協会定款施行規則の一部改正

（案）の承認に関する件 

２）理事会 

① 第１回理事会 

・日 時：令和元年５月１０日（金）１６時００分～１７時００分 

・場 所：浮月楼 ギャラリー館 ２階  「薫風」 

・出席者：理事１４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 平成３０年度事業報告を総会に付議する件 
第２号議案 平成３０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期役員の補充選任（案）を総会に付議する件 

         第４号議案 第５期参与の補充選任に関する件 

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 

・正会員の退会について 

・死亡叙勲について 

・平成３０年度退任者への感謝状贈呈について 

・支部役員の報告について 

・部会員の配置と部会長及び副部会長の指名について 

・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 

・２０１９年度総会・理事会の日程について 

② 第１回臨時理事会 

・日 時：令和元年５月２７日（月）１５時５５分～１６時００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１６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 専務理事の選定に関する件 

報告事項 

・叙勲受章者について（２０１９年春の叙勲） 

③ 第２回臨時理事会（書面審議） 

・決議があったものとみなされる日：２０１９年９月９日（月） 

・内 容 

審議事項 

第１号議案 参与の補充選任に関する件 

④ 第２回理事会 

・日 時：令和元年１２月６日（金）１６時００分～１７時００分 

・場 所：浮月楼 ギャラリー館 ２階 「薫風」 
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・出席者：理事１６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 令和２年度事業計画の基本方針に関する件 
第２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 
  ・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 

・令和２年度静岡県予算に関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 

・会員の異動について 

・会長、副会長及び専務理事の業務執行報告（定款第22条第３項 

報告）について 

⑤ 第３回理事会 

・日 時：令和２年２月７日（金）１６時００分～１７時３０分 

・場 所：静岡県産業経済会館 ３階 第一会議室 

・出席者：理事 １２人（理事数２０人）、監事欠席（監事数２人） 

・内 容： 

審議事項： 

第1号議案 ２０１９年度収支補正予算（案）を総会に付議する件 

第２号議案 令和２年度事業計画（案）を総会に付議する件 

第３号議案 令和２年度収支予算（案）を総会に付議する件 

第４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 

・表彰について 

・後援名義の使用承認について 

・公的委員の会議出席報告について 

⑥ 第３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：令和２年３月２３日(月） 

・内 容： 

審議事項： 

第１号議案 令和２年度事業計画（案）を総会に付議する件 
第２号議案 令和２年度収支予算（案）を総会に付議する件 
第３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 

（案）を総会に付議する件 
第４号議案 役員推薦委員会委員の承認に関する件 
第５号議案 公益社団法人静岡県病院協会業務規程の一部改正に 

関する件 



12 

 

   ３）役員推薦委員会 

 ① 第５期役員推薦委員会 

・日 時：令和元年５月１０日（金）１５時３０分～１５時５０分 

・場 所：浮月楼 本館 ３階 「雪花」 

・出席者：委員６人（委員数６人） 

・内 容 

協議事項・病院外理事１名（補充）の被推薦者の決定 

 ② 第６期役員推薦委員会（書面審議） 

・決議があったとみなされる日：令和２年３月２５日（水） 

・内 容 

協議事項 

・第６期役員推薦方針・スケジュール 

・関係団体等への推薦依頼 

  

   ４）要望活動 

      令和２年度静岡県予算に対する要望 

  内容 地域医療構想の実現、医師・看護師確保対策 

     医師等の働き方改革への対応と勤務環境改善に向けての支援 

    ①「要望先」自民党県連・厚生問題対策連絡協議会 

・日 時：令和元年１１月１９日（火）１３時００分～１４時００分 

・出席者：会長、専務理事 

    ②「要望先」静岡県（健康福祉部長） 

・日 時：令和元年１２月２４日（火）１４時００分～１４時３０分 

・出席者：会長、副会長３人、専務理事 

 

５）部会会議 

① 経営管理部会 

・日 時：令和元年７月５日（金）１６時００分～１６時３５分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者：７人、静岡県健康福祉部２人 

・内 容：２０１９年度事業計画 

・勤務環境改善研修会 

・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：令和元年６月１１日（火）１６時００分～１６時３５分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者：５人、静岡県健康福祉部２人 

・内 容：２０１９年度事業計画 

・医療機能分化連携研修会（全県・地区別） 

③ 災害医療部会 

・日 時：令和元年７月８日（月）１６時００分～１６時５０分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者：９人、静岡県健康福祉部２人 

・内 容：２０１９年度事業計画 
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・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 

・災害医療コーディネート研修会 

・災害医療従事者研修会 

    ④ 社会保険部会 

・日 時：令和元年６月６日（木）１６時００分～１６時４５分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者：６人 

・内 容：２０１９年度事業計画 

      ・病院管理研修会（保険診療） 

      ・診療報酬セミナー 

⑤ 広報啓発部会 

・日 時：令和元年６月２１日（金）１６時００分～１６時３５分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者：８人 

・内 容：２０１９年度事業計画 

・県民健康セミナー 

・会報の発行 

・会員病院要覧改訂 

・ホームページの運用 

⑥ 学術・教育研修部会 

（第１回） 

・日 時：令和元年７月９日（火）１６時００分～１６時４０分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者 ８人、静岡県健康福祉部１人 

・内 容：２０１９年度事業計画 

・第５９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 

・静岡県医師臨床研修（初期・後期）病院合同説明会 

（第２回） 

・日 時：令和元９年１０月２９日（火）１６時００分～１６時４５分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者：７人 

・内 容：第５９回静岡県病院学会（後援団体、開催要項、抄録集作成等）） 

（第３回） 

・日 時：令和２年２月１５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： ９人 

・内 容：第５９回静岡県病院学会（進行・運営） 

 

⑦ 医療安全部会 

・日 時：令和２年６月１７日（月）１６時００分～１７時１０分 

・場 所：協会 事務室 
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・出席者：８人、静岡県健康福祉部１人 

・内 容：２０１９年度実施計画 

・勤務環境安全推進研修会（全県・地区別） 

・医療対話推進者養成講座 

・日本医療メディエーター協会東海支部の世話人推薦 

⑧ 地域病院部会 

・日 時：令和２年７月２日（火）１６時００分～１６時３０分 

・場 所：協会 事務室 

・出席者：５人 

・内 容：２０１９年度事業計画 

・経営管理研修会 

・診療報酬セミナー 

６）支部総会 

 ① 東部支部 

   ・日 時：令和２年２月１４日（金）１５時３０分～ 

・場 所：沼津リバーサイドホテル 

・議 題 

・がん化学療法の診療連携について 

・東部地区各医療圏における課題等（三位一体改革など） 

・講 演：「AI問診を活用した外来問診効率化～医師等の働き方改革」 

講 師：Ubie（ユビ-）株式会社 代表取締役（医師）阿部 吉倫 氏 

       支部理事選任については、３月に書面審議により実施 

    ② 中部支部総会 

 新型コロナウイルス感染症の影響で書面審議により実施 

（当初予定 令和２年２月２７日（木）開催） 

 ・議 題：支部理事の選任 

    ③ 西部支部総会 

・日 時：令和２年１月２７日（月） 

・場 所：ホテルクラウンパレス浜松 ３階「松の間」 

・議 題：支部理事の選任 

・講 演：「２０２０年度診療報酬改定説明会 

～潮目が変わった！乗り遅れないための改定活用～」 

講 師：株式会社ソラスト 医療事業本部 業務品質課ディレクター

水谷 公治 氏 

 

Ⅳ 表彰の推薦、受彰 

 

１ 叙勲 

 （１）２０１９年 春の叙勲（瑞宝双光章） 

「受章者」聖隷三方原病院 臨床検査技師   彦坂 百合子 

「受章日」２０１９年５月２１日 

（２）令和元年  秋の叙勲（瑞宝双光章） 

「受章者」聖隷三方原病院 診療放射線技師 宮本  一宏 

「受章日」令和元年１１月３日 
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（３）令和２年 春の叙勲（瑞宝双光章） 

「受章者」聖隷三方原病院 臨床検査部元技師長  山田 哲司 

「受章日」令和２年４月２９日 

 

２ 救急医療功労者表彰 

（１）令和元年度  厚生大臣表彰 

「被表彰病院」  磐田市立総合病院 

「表  彰  日」  令和元年９月９日 

（２）令和元年度   知事表彰 

「被表彰病院」  静岡県立こころの医療センター 

「表  彰  日」  令和元年９月１２日 

 

 

Ⅴ 会員の入会及び退会の状況 

１ 正会員 

（１）平成３１年４月１日現在の正会員数  １２６病院 

   １）入会 

①医療法人社団真養会きせがわ病院（沼津市）（令和元年１２月６日承認） 

    ②医療法人社団形外会三島森田病院（三島市）（令和２年２月７日承認 

２）退会  なし 

３）異動 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会が開設する次の２病院につい

て、病院統合により、正会員数は１減となった。 

   「統合前」 静岡済生会総合病院 ・ 静岡医療福祉センター児童部 

「統合後」 静岡済生会総合病院 

「統合日」 令和元年１０月１日 

 静岡医療福祉センター児童部は、統合後「療育センター令和」として静岡

済生会総合病院の一部門となった。 

 （２）令和２年３月３１日現在の正会員数  １２７病院 

 

２ 賛助会員 

（１）平成３１年４月１日現在の賛助会員数   ４７事業所 

   １）入会 

なし 

２）退会 

    ①バクスター株式会社            （令和２年３月３１日退会） 

    ②富士フイルムメディカル株式会社      （令和２年３月３１日退会） 

    ③株式会社ビー・エム・エル         （令和２年３月３１日退会） 

 （２）平成３１年３月３１日現在の賛助会員数  ４４事業所 
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Ⅶ 共催事業 

（１）令和元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  衛 

②事業実施日 令和元年１１月１５日（金） 

③実施場所  あざれあ 

④承認日   令和元年８月６日 

 

Ⅷ 後援名義の使用承認について 

（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 

②事業実施日 令和元年５月２５日～令和２年３月７日の間 全６回 

           ３月７日については、新型コロナ感染症の影響で中止 

③実施場所  浜松医師会館、アクトシティ浜松ほか 

④承認日   平成３１年４月２日 

（２）令和元年度ファルマバレー／医療機器・ヘルスケアイノベーションセミナー 

①申請者   公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構 理事長 大坪 檀 

②事業実施日 令和元年９月２１日（土）、１１月２２日（金）・２９日（金） 

③実施場所  静岡県庁別館、静岡県医療健康産業研究開発センター 

④承認日   令和元年７月２６日 

（３）メディメッセージ２０１９「医療がわかる・未来がみえる。」 

①申請者   メディメッセージ２０１９実行委員会  会長 柴田 英治 

②事業実施日 令和元年９月２８日（土）・２９日（日）  

③実施場所  ツインメッセ静岡 北館 大展示場 

④承認日   令和元年８月１日 

（４）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 阿形 操 

②事業実施日 令和元年１１月３０日（土） 

③実施場所  グランシップ 

④承認日   令和元年８月９日 

（５）令和元年度臓器移植普及推進月間イベント グリーンライトアップキャンペーン 

① 申請者公  公益財団法人静岡県腎臓バンク 理事長 指出 昌秀 

②事業実施日 令和元年１０月２日（水）～１０月３１日（木）  

③実施場所  掛川城天守閣 

④承認日   令和元年８月１日 

（６）令和元年度静岡県医療ガス安全講習会 

①申請者   一般社団法人日本産業・医療ガス協会 

東海地域本部 医療ガス部門 本部長 南部 淳 

②事業実施日 令和元年１１月１３日（水） 

③実施場所  静岡県産業経済会館 大会議室 
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④承認日   令和元年９月３日 

（７）第２２回日本救急医学会中部地方会 学術集会 

①申請者   第２２回日本救急医学会中部地方会 会長 吉野 篤人 

②事業実施日 令和元年１１月２２日（土） 

③実施場所  アクトシティ浜松 

④承認日   令和元年９月３日 

（８）富士山麓産学官金連携ゴーラム２０１９ 

①申請者   公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構 

                       理事長 大坪 檀 

②事業実施日 令和元年１１月１４日（木） 

③実施場所  プラサヴェルデ 

④承認日   令和元年９月１３日 

（９）第７１回結核予防全国大会（静岡大会）  新型コロナ感染症の影響で中止 

①申請者   第７１回結核予防全国大会運営委員会 

委員長 静岡県知事 川勝 平太 

②事業実施日 令和元年３月１６日（月）・１７日（火） 

③実施場所  ホテルセンチュリー静岡 

④承認日   令和元年１１月３日 

（10）市民公開講座「慢性腎臓病セミナー 快適な治療をうけるためのコツを知ろう！」 

                       新型コロナ感染症の影響で中止 

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事業実施日  令和２年３月１５日（日） 

③実施場所   プラサヴェルデ（沼津市） 

④承認日     令和元年１２月１３日 

（11）フォーラム「医療の谷間に灯をともすために」  

① 申請者   公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会 

静岡県支部 支部長 三枝 智宏 

② 事業実施日 令和２年２月１日（土） 

③ 実施場所    パルシェ会議室（静岡市） 

④ 承認日    令和元年１２月１３日 


