
資 料 1 

令和２年度 庶務 事業 報告 

自 令和 2 年 4 月 1 日 

至 令和 3 年 3 月 31 日 

令和 3年 6月 18日 

公益社団法人 北九州市八幡医師会 

（閲覧用）



庶 務 報 告 

1．会員数及び入会等について 

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日までの期間において、次のような会員異動があった。 

区分 
令和 2年 

4月 1日現在 

令和 3年 

3月 31日現在 

内訳 
増減 

入会 退会 

A会員 273 270 1 4 -3 

B会員 248 240 14 22 -8 

C会員 41 19 3 25 -22 

計 562 529 18 51 -33 

＊ 入 会 者  A会員    1名 B会員    12名  C 会員   3名 

＊ 退 会 者  A会員 2名  B会員  22名  C 会員    25名 

＊ 種別変更 B会員→A会員 0名  A会員→B会員   2名 

入会内規に基づき入会申込及び入会申込書記載事項変更届について理事会において審議を行った。 

単位：件 

審議事項 A会員 B会員 C会員 

入会申込承認 2 22 27 

入会申込書記載事項変更届承認 27 19 1 

2．総会 

1）定時総会 

令和元年度庶務・事業報告及び決算、令和 2年度事業計画及び予算等について審議を行った。 

※日 時：令和 2年 6月 19日 19時～20時 20分 

※場 所：八幡医師会館 

※出席会員：53人（委任状提出者 324人） 合計 377人 

※議事日程 

1．開会 

2．新入会員及び転出会員紹介 

3．会長挨拶 

4．報告 

第 1号報告 令和元年度北九州市八幡医師会庶務・事業報告に関する件 

第 2号報告 令和 2年度北九州市八幡医師会事業計画に関する件 

第 3号報告 令和 2年度北九州市八幡医師会予算に関する件 

5．議題 

第 1号議案 令和元年度北九州市八幡医師会決算に関する件 

第 2号議案 令和元年度北九州市八幡医師会会費減免申請に関する件 

第 3号議案 令和 2年度北九州市八幡医師会会費賦課徴収に関する件 

第 4号議案 北九州市八幡医師会役員退職金の支給に関する件 

第 5号議案 公益社団法人北九州市八幡医師会役員の報酬等に関する規程の改正に関する件 

第 6号議案 北九州市八幡医師会理事候補者選出に関する件 
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第 7号議案 北九州市医師会代議員選出に関する件 

第 8号議案 北九州市八幡医師会役員（理事、監事）選任に関する件 

第 9号議案 北九州市八幡医師会裁定委員選出に関する件 

6．その他 

7．閉会 

3．役員選挙について 

令和 2年 6月 19日に開催した定時総会で役員等の選任、裁定委員の選出を行った。 

同年 1 月 20 日に開催した臨時総会において決定した理事候補者 1 名から辞退の申し出があったこ

とに伴い、新たに A会員 1名の理事候補者の選出を行った。 

なお、法人法及び八幡医師会定款に基づき、定時総会終了後に新執行部による臨時理事会を召集し、

会長等の選定等を行ない、下記のとおり役員等の役職を決定した。 

任期は令和 2（2020）年 6月の定時総会の終結の時から令和 4（2022）年 6月の定時総会の終結の

時まで。 

役 職 名 氏 名 

議 長 吉田 省吾 

副 議 長 井上 功 

会長 鍵山 明弘 

副会長 藤本 裕司 原賀 憲亮 岡本 好司 

理事 

江﨑 嘉春 小野 隆生 河野 惠美 川本 京子 黒田 真臣 

権頭 聖  高嶋 雅樹 朝長 恭二 西田 英一 古川 英樹 

峯 信一郎 古賀 徳之 毛利 正博 

監事 井手 誠一郎 轟木 元友 三井 信介 

裁定委員 

上野 陽右 小野 正憲 川越 忠篤 白石 昌之 濱田 健一郎 

冬野 喜郎 松本 八州人 天本 正乃 内山 明彦 北村 昌之 

土橋 卓也 

4．理事会 

定款に基づき理事会を開催し、下記のとおり報告及び審議を行った。 

なお、令和 2年 4月 24日に開催を予定していた第 2回理事会は、新型コロナウイルス感

染症拡大による「緊急事態宣言」発令のため開催を中止した。 

第 1回 令和 2年 4月 10日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 1回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

在宅医療・介護連携支援センター報告

医事調停委員会報告
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●八幡医師会審議事項

令和 2年度八幡東交通安全協会及び賛助会費の納入について

八幡臨床研修医腹部及び心臓超音波診断研修会について

令和 2年度における収益事業等会計に対する法人会計からの資金繰り入れについて

公益社団法人福岡県医師会表彰規程による被表彰者の推薦方依頼について

入会承認について

入会記載事項変更届承認について

第 2回 令和 2年 5月 8日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 2回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

在宅医療・介護連携支援センター報告

医事調停委員会報告令和 2年度第 1回感染症対策委員会報告

●八幡医師会審議事項

令和 2（2020）年度における収益事業等会計に対する法人会計からの資金繰り入れについて

「武見記念賞」並びに「武見奨励賞」受賞候補者の募集について

2020年度「朝日がん大賞」及び「日本対がん協会賞」の候補者推薦について

公益信託臨床検査医学研究振興基金「研究奨励」授与候補者の募集について

米寿会員並びに白寿会員調査方依頼について

第 19回福岡県男女共同参画表彰候補の推薦について

入会承認について

入会記載事項変更届承認について

第 3回 令和 2年 5月 22日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 3回北九州市医師会理事会報告

令和 2年度第 4回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

第 5回各医師会新型コロナウイルスに感染症担当理事者会報告

期末会計監査報告

●八幡医師会審議事項

令和 2年度八幡医師会定時総会の開催及び議事日程について

令和元年度八幡医師会庶務・事業報告について

令和元年度八幡医師会決算について

令和 2年度八幡医師会会費賦課徴収に関する特例措置について

八幡医師会役員の報酬等に関する規程の改正について
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八幡医師会理事候補者及び北九州市医師会代議員の欠員に伴う候補者選出について 

令和 2年度会費高免・疾免・その他減免申請について   

職員夏期賞与について 

「八幡西区ささえあいネットワーク推進協議会」の推進協議会及び専門部会委員の推薦について 

日本医師会最高優功賞受賞候補者の推薦について 

入会承認について 

第 4回 令和 2年 6月 12日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 5回北九州市医師会理事会報告 

令和 2年度第 6回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

在宅医療・介護連携支援センター報告 

医事調停委員会報告 

第 6回各医師会新型コロナウイルス感染症担当理事者会報告 

令和 2年度第 2回感染症対策委員会報告 

●八幡医師会審議事項 

八幡医師会健康フェア 2020について 

八幡医師会表彰について 

（診療支援事業）患者クレーム等処理代行のご案内について 

医療・福祉センター業務用車両の購入について 

八幡東防犯協会連合会に係る令和 2年度会費納入について 

病床機能転換（一部変更含む）・移動等検討届け出について 

2020年度「日本医師会医学賞」並びに「日本医師会医学研究奨励賞」候補の推薦について 

第 13回永井隆平和記念・長崎賞受賞候補者の推薦について 

入会承認について 

入会記載事項変更届承認について 

臨時理事会 令和 2年 6月 19日開催 

●八幡医師会審議事項 

会長の選定について 

副会長の選定について 

専務理事及びその他の業務執行理事の選定について 

役員の職務分担について  

第 5回 令和 2年 6月 26日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 7回北九州市医師会理事会報告 

令和 2年度第 8回北九州市医師会理事会報告 
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●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

●八幡医師会審議事項 

令和 2・3年度北九州市医師会委員会委員の推薦について 

人事異動等に伴う福岡県地域医療構想調整会議等の委員推薦について 

八幡東区包括ケア会議委員の推薦について 

八幡西防犯協会連合会令和 2年度分会費について 

令和 2年度福岡県学校保健功労者表彰候補者について 

第 9回「日本医師会赤ひげ大賞」候補者推薦について 

公益信託美原脳血管障害研究振興基金研究助成金（美原賞）受賞候補者推薦について 

入会承認について 

入会記載事項変更承認について 

第 6回 令和 2年 7月 10日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 9回北九州市医師会理事会報告 

令和 2年度第 10回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

在宅医療・介護連携支援センター報告 

医事調停委員会報告 

●八幡医師会審議事項 

役員の職務分担について※再審議 

各種委員会及び委員について 

新型コロナウイルス対応下での医業経営状況等アンケート調査の実施について 

八幡西区社会福祉協議会運営委員会委員の推薦について 

八幡夢みらい協議会の会費納入について 

入会記載事項変更届承認について 

第 7回 令和 2年 7月 31日 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 11回北九州市医師会理事会報告 

令和 2年度第 12回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

医事調停委員会報告 

●八幡医師会審議事項 

北九州ブロック医師会グループ保険の契約統合について 
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八幡臨床研修医懇話会について 

入会承認について 

入会記載事項変更承認について 

第 8回 令和 2年 8月 7日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 13回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

在宅医療・介護連携支援センター報告 

JCHO九州病院第 36回地域医療運営委員会報告 

製鉄記念八幡病院第 69回第三者評価委員会報告 

新型コロナウイルス対応下での医業経営状況等アンケート調査報告 

●八幡医師会審議事項 

新型コロナウイルス感染症に係る会議・研修会等の開催について 

医師国保甲種組合員とその家族の生活習慣病健康診断について 

医療・福祉センター業務用パソコン等の購入について 

事務局業務アプリケーション機能改修について 

第 22回ヤングサンタ事業の後援について 

第 15回皿倉山健康ウオークへの後援並びに日本医師会認定健康スポーツ医単位申請について 

令和 2年度八幡西交通安全協会費の納入について 

市環境衛生総連合会の令和 2年度賛助会員会費の納入について 

社会福祉法人北九州いのちの電話 2020年度「賛助会費・賛助金」ご寄附のお願いについて 

第 9回 令和 2年 8月 28日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 14回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

市立八幡病院地域医療支援病院運営委員会報告 

●八幡医師会審議事項 

八幡東区いきいき 21推進協議会委員の推薦について 

電子メール等を中心とする情報提供及び会員個人の緊急連絡先等提供ついて 

令和 2年度福岡県医師会看護師・准看護師並びに看護補助者の表彰申請について 

入会承認について 

入会記載事項変更承認について 

第 10回 令和 2年 9月 11日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 15回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 
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看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

在宅医療・介護連携支援センター報告 

第 1回広報委員会報告 

●八幡医師会審議事項

済生会八幡総合病院の移転に係る八幡医師会の意見について

病床機能転換（一部変更含む）・移転等検討届け出について

令和 3年北九州市表彰候補者の推薦について

入会承認について

入会記載事項変更承認について

第 11回 令和 2年 9月 25日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 16回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

医療・福祉センター報告

JCHO九州病院地域医療運営委員会報告

戸畑共立病院地域医療支援病院運営委員会報告

●八幡医師会審議事項

福岡産業保健総合支援センター北九州西・小倉・門司地域窓口（地域産業保健センター）運営協

議会委員会委員の推薦について

福岡県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦について

北九州市医師会感染対策委員会委員の推薦について

第 6回包括的治療・ケア・連携研究会の共催依頼について

訪問看護ステーション非常勤職員給与規程改定について

入会記載事項変更承認について

第 12回 令和 2年 10月 9日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 17回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

在宅医療・介護連携支援センター報告

各医師会会長連絡協議会報告

●八幡医師会審議事項

病床機能転換（一部変更含む）・移動等変更届け出について

八幡医師会訪問看護事業運営規程の変更について

入会承認について

入会記載事項変更承認について
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第 13回 令和 2年 10月 23日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 18回北九州市医師会理事会報告

令和 2年度第 19回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

●八幡医師会審議事項

八幡税務署管内税務推進協議会分担金の納入について

認知症専門職研修会に係る後援について

北九州市八幡医師会訪問看護事業運営規程の改正について

在宅医療・介護連携支援センター委員の変更について

第 14回 令和 2年 11月 13日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 20回北九州市医師会理事会報告

令和 2年度第 21回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

在宅医療・介護連携支援センター報告

令和 2年度第 1回北九州区域病床機能分化連携推進部会報告

製鉄記念八幡病院病診連携会報告

会長会議報告

●八幡医師会審議事項

北九州市八幡医師会特別職の報酬等に関する規程の制定及び旧規程の廃止について

入会記載事項変更承認について

第 15回 令和 2年 11月 27日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 22回北九州市医師会理事会報告

令和 2年度第 23回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

北九州市立八幡病院地域医療支援病院運営委員会報告

JCHO九州病院運営委員会報告

戸畑共立病院地域医療支援病院運営委員会報告

中間監査報告

●八幡医師会審議事項

収益事業等会計に対する法人会計からの資金繰り入れについて

連携支援センター会計への資金繰り入れについて
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職員年末賞与について 

北九州市介護認定審査会委員の推薦について 

令和 3年感染症発生動向調査定点観測医療機関の推薦について 

第 16回 令和 2年 12月 11日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 24回北九州市医師会理事会報告 

令和 2年度第 25回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

在宅医療・介護連携支援センター報告 

●八幡医師会審議事項 

病床機能転換（一部変更含む）・移転等検討届け出について 

各専門分科会助成金拠出について 

公益社団法人北九州市八幡医師会特別職の報酬等に関する規程第 4条第 2項の適用について 

令和 2年度疾病その他会費減免申請（追加）について 

入会記載事項変更承認について 

第 17回 令和 2年 12月 25日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 26回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

令和 2年度第 1回保険委員会報告 

●八幡医師会審議事項 

病床機能転換（一部変更含む）・移動等検討届け出について 

令和 2年度疾病その他会費減免申請（追加）について 

入会承認について 

入会記載事項変更届承認について 

第 18回 令和 3年 1月 8日開催※Zoomによるオンライン開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 27回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

在宅医療・介護連携支援センター報告 

第 10回各医師会新型コロナウイルス感染症担当理事者会報告 

第 19回 令和 3年 1月 22日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 28回北九州市医師会理事会報告 
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●八幡医師会報告事項

看護学院報告

第 2回広報委員会報告

●八幡医師会審議事項

八幡臨床研修医懇話会の開催について

入会承認について

入会記載事項変更届承認について

第 20回 令和 3年 2月 12日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 29回北九州市医師会理事会報告

令和 2年度第 30回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

在宅医療・介護連携支援センター報告

第 11回各医師会新型コロナウイルス感染症担当理事者会報告

学校保健担当理事者会報告

北九州市医師会会長会議報告

●八幡医師会審議事項

八幡医師会における新型コロナウイルスワクチン接種の出務医師の調整方法（案）について

刑事裁判の結果明らかになった元会員の行為に対する八幡医師会としての見解について

病床機能転換・移動等検討届け出について

八幡東区・八幡西区精神保健福祉相談医の推薦について

第 16回皿倉山健康ウオークへの後援並びに日本医師会認定健康スポーツ医単位申請について

入会承認について

入会記載事項変更届承認について

第 21回 令和 3年 2月 26日開催 

●北九州市医師会報告事項

令和 2年度第 31回北九州市医師会理事会報告

令和 2年度第 32回北九州市医師会理事会報告

●八幡医師会報告事項

看護学院報告

医療・福祉センター報告

第 12回各医師会新型コロナウイルス感染症担当理事者会報告

●八幡医師会審議事項

令和 3年度学校産業医の推薦について

令和 3年度福岡県保健師、助産師及び看護師に対する知事表彰候補者推薦について

第 73回「保健文化賞」候補者推薦について

令和 3年度事業計画（案）について
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入会承認について 

入会記載事項変更届承認について 

第 22回 令和 3年 3月 12日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 33回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

在宅医療・介護連携支援センター報告 

第 13回各医師会新型コロナウイルス感染症担当理事者会報告 

第 12回八幡臨床研修医懇話会報告 

●八幡医師会審議事項 

病床機能転換（一部変更含む）・移動等変更届け出について 

令和 3年度北九州市保健福祉局嘱託医師の推薦について 

令和 3年度北九州市八幡医師会事業計画（案）について 

入会承認について 

第 23回 令和 3年 3月 26日開催 

●北九州市医師会報告事項 

令和 2年度第 34回北九州市医師会理事会報告 

令和 2年度第 35回北九州市医師会理事会報告 

●八幡医師会報告事項 

看護学院報告 

医療・福祉センター報告 

令和 2年度第 1回管理運営委員会報告 

令和 2年度学校心臓検診報告会報告 

各医師会医療保険・医療情報担当理事者会報告 

●八幡医師会審議事項 

令和 3年度北九州市八幡医師会予算（案）について 

病床機能転換（一部変更含む）・移動届け出について 

北九州市八幡医師会就業規則等の改正について 

北九州市八幡医師会訪問看護ステーション非常勤職員給与規程の改正について 

北九州市八幡医師会介護保険総合センター非常勤職員給与規程の改正について 

北九州市八幡医師会訪問看護事業運営規程の改正について 

北九州市八幡医師会介護保険総合センター運営規程の改正について 

（公社）福岡県医師会表彰規程による被表彰者の推薦方依頼について 

令和 3年度県立学校における学校産業医の推薦について 

「第 17回ヘルシーソサエティ賞」受賞候補者の推薦について 

入会承認について 

入会記載事項変更届承認について 
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5．各種会議 

令和 2年度に開催した理事会及び各種委員会等は下記のとおり。 

会議名 単位：回 

理事会※臨時理事会含む 24 

地区委員会 11 

管理運営委員会 1 

保険委員会 1 

広報委員会 2 

医療・福祉センター運営委員会 10（うち書面決議 2回） 

在宅医療・介護連携支援センター運営委員会 3 

看護学院運営委員会及び常任委員会 8（うち書面決議 1回） 

6．八幡医師会定款・規程・細則・内規変更 

令和 2年度に施行・改訂があった規程等は下記のとおり。 

令和 2年 9月 25日開催   第 11回理事会 

訪問看護ステーション非常勤職員給与規程 

令和 2年 10月 9日開催    第 12回理事会 

八幡医師会訪問看護事業運営規程 

令和 2年 10月 23日開催   第 13回理事会 

北九州市八幡医師会訪問看護事業運営規程 

令和 2年 11月 13日開催   第 14回理事会 

北九州市八幡医師会特別職の報酬等に関する規程の制定及び旧規程の廃止 

令和 3年 3月 26日開催    第 23回理事会 

北九州市八幡医師会就業規則等 

北九州市八幡医師会訪問看護ステーション非常勤職員給与規程 

北九州市八幡医師会介護保険総合センター非常勤職員給与規程 

北九州市八幡医師会訪問看護事業運営規程 

7．その他 

各種表彰 

令和 2年度中に会員が受けた主な表彰は下記のとおり。 

表彰名 氏名 

福岡県医師会表彰 松本 八州人 

〃 金 平榮 

〃 菊池 裕 

〃 村上 昌伸 

〃 井上 尚英 

〃 梶原 収功 

〃 市丸 喜一郎 
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各種団体の委員等就任状況について 

八幡東西区推進協議会等への委員推薦を行い、市民及び各団体等と協働して地域住民の健康づく

り、介護、福祉、子育て支援、精神保健、犯罪防止等の活動を行った。主な推薦会員は次のとおり。 

〇八幡東区いきいき 21推進協議会 

職名（役職） 氏名 

推進協議会（副会長） 鍵山 明弘 

表彰名 氏名 

救急医療関係功労者知事表彰 福地 靖範 

公衆衛生事業功労者県知事表彰 穴井 堅能 

第 13回福岡県医学会賞 西村 博行 

北九州市学校保健功労者表彰 森 真由美 

〃 築城 健義 

福岡県学校保健功労者表彰 加登本 拡 

〃 脇園 茂樹 

〃 黒川 聡 

〃 久田 宏 

〃 永野 ひとみ 

〃 中村 修治 

北九州市表彰 東 啓子 

北九州市八幡医師会表彰 荒木 冨士夫 

〃 鬼木 秀夫 

〃 片山 亀夫 

〃 片山 修史 

〃 徳田 洋子 

〃 永松 明男 

〃 吉本 哲郎 

〃 和田 慧子 

〃 髙嶋 雅樹 

〃 石西 滋 

〃 植木 光彦 

〃 浦上 泰成 

〃 岡本 右滋 

〃 野見山 朋彦 

〃 福地 靖範 

〃 山本 英雄 

〃 穴井 堅能 

〃 田中 孝夫 
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職名（役職） 氏名 

地域ケア専門部会（部会長） 井手 誠一郎 

健康づくり専門部会（部会長） 小野 隆生 

ふれあい専門部会（委員） 古川 英樹 

子育て支援ネットワーク推進委員会（委員長） 中村 久美子 

実務担当者勉強会実行委員会（会長） 井手 誠一郎 

〇八幡西区ささえあいネットワーク推進協議会 

職名（役職） 氏名 

推進協議会（会長） 鍵山 明弘 

高齢者支援部会（部会長） 有吉 俊一 

子育て支援部会（部会長） 永野 ひとみ 

健康づくり部会（副部会長） 

※愛の献血推進協議会委員兼務 
黒田 真臣 

〇八幡東区役所 

職名（役職） 氏名 

地域包括ケア会議委員 
小野 隆生 

浅海 安雄 

要保護児童対策実務者会議委員 
中村 久美子 

井上 功 

精神保健相談医 浅海 安雄 

愛の献血推進協議会（会長） 轟木 元友 

〇八幡西区役所 

職名（役職） 氏名 

地域包括ケア会議委員 
小野 亨雄 

原賀 憲亮 

要保護児童対策実務者会議委員 
朝長 恭二 

大塚 純一 

精神保健相談医 江藤 義典 

〇団体関連 

職名（役職） 氏名 

八幡西区社会福祉協議会 運営委員会委員 鍵山 明弘 

八幡東防犯協会連合会 評議員 鍵山 明弘 

八幡西防犯協会連合会 理事 鍵山 明弘 

八幡東交通安全協会 理事 井手 誠一郎 

北九州市民共済生活協同組合審査委員 井手 誠一郎 

福岡県地域医療構想調整会議委員 鍵山 明弘 
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8．職員異動

（省略） 
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事 業 報 告 

＜公益目的事業＞ 

【公 1】「地域住民の公衆衛生向上・健康増進事業」 

1．医療の質の向上事業  

（1）学術講演会・研修会 

ア 八幡医学会 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 

イ 専門分科会活動 

各専門分科会の活動状況は次のとおりであり、14の専門分科会へ実績に応じて助成を行った。 

①八幡内科医会 

日 時：令和 2年 9月 17日 19時 00分～（ウェブ併用） 

場 所：千草ホテル 

演 題：「喘息治療の新たな選択肢」 

講 師：産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 

日 時：令和 2年 10月 15日 19時 00分～（ウェブ併用） 

場 所：千草ホテル 

演 題：「アレルギー性鼻炎に対する抗ヒスタミン薬の考え方」 

講 師：福岡大学筑紫病院 耳鼻いんこう科診療部長 澤津橋 基広 

日 時：令和 2年 11月 19日 19時 00分～（ウェブ講習会） 

場 所：第一三共株式会社北九州営業所 

演 題：「慢性腎臓病患者における高血圧管理」 

講 師：産業医科大学 腎センター部長・准教授 宮本 哲 

日 時：令和 3年 2月 18日 18時 50分～（ウェブ併用） 

場 所：千草ホテル 

演 題：「プライマリーケア医のための糖尿病診療を考える～早期治療介入の重要性～」 

講 師：久留米大学医療センター 糖尿病センター 教授 田尻 祐司  

日 時：令和 3年 3月 18日 18時 50分～ 

場 所：千草ホテル 

演 題：「腎性貧血治療Up To Date～HIF‐PH阻害薬の適正使用と使い方のコツ～」 

講 師：製鉄記念八幡病院 腎臓内科 部長 柳田 太平  

②八幡臨床外科医会 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 

③八幡小児科医会 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 
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④八幡成人病懇話会（ウェブ併用）

日 時：令和 3年 2月 9日 19時 00分～ 

場 所：八幡医師会館 

演 題：「心不全の薬物治療Up to Date～新しい抗心不全薬の登場～」 

講 師：独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 循環器科 加耒 秀隆 

ウ 専門分科会の研修会開催 

上記以外に各専門分科会での研修会状況は次のとおり 

専門分科会名 研修会開催回数 

八 幡 整 形 外 科 医 会 9回 

八 幡 産 婦 人 科 医 会 8回 

八幡皮膚泌尿器科医会 6回 

八 幡 眼 科 医 会 2回 

八 幡 耳 鼻 科 医 会 3回 

八 幡 精 神 科 医 会 0回 

画像診断部会八幡支部 4回 

八 幡 産 業 医 会 1回 

八 幡 私 的 病 院 会 1回 

八 幡 在 宅 医 会 9回 

（2）医療安全研修会 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 

（3）八幡臨床研修医懇話会 

1）懇話会 

地域の医療機関全体で臨床研修医を育成していくことを目的に、八幡地区の医療機関で研修

中の臨床研修医と八幡医師会会員、臨床研修医同士の意見交換の場として懇話会を開催した。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、Zoomによるウェブ開催に方式を変更して実施した。 

開催日 内容 

令和 3年 

2月 27日 

【第 1部】特別講演（45分） 

演題「急性期医療と在宅医療が連携して取り組む地域医療～在宅医療の可能性～」

講師 進谷 憲亮（武蔵国分寺公園クリニック） 

【第 2部】八幡医師会の取り組み 

演題 「かかりつけ医と地域医療」 

講師 権頭 聖（権頭クリニック院長） 

演題 「在宅医療で出来ること ～実際の症例を中心に考える～」 

講師 川本 京子（健和会町上津役診療所所長） 

【第 3部】ディスカッション及び質疑・意見交換 

テーマ「北九州市での在宅医療について」 

司会 毛利 正博（JCHO九州病院 副院長） 

参加者：36人（内 研修医 25人） 

2）超音波診断研修会の開催 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 
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2．地域医療対策事業 

（1）「夜間・休日急患センター」「第 2夜間・休日急患センター」等への出務医師調整 

北九州市医師会の委託契約に基づき、会員医師を中心に夜間休日急患センター・第 2夜間休日

急患センターへ出務することで地域住民の救急医療にあたった。 

①平日夜間 単位：人 

期間 
夜間・休日急患センター 

外科整形 小児科 眼科 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

出務医 受診者 出務医 受診者 出務医 受診者 

204 268 90 77 85 221 

 

期間 

第 2夜間 

休日急患センター 

内科 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

出務医 受診者 

248 1,098 

 

②日・祭日 単位：人 

期間 
夜間・休日急患センター 

外科整形 小児科 眼科 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

出務医 受診者 出務医 受診者 出務医 受診者 

37 364 32 57 40 294 

 

 単位：人 

期間 

第 2夜間 

休日急患センター 
サブセンター 

眼科 

在宅 内科 小児科 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

出務医 受診者 出務医 受診者 

49 386 12 31 1 

 

③年末年始 単位：人 

年 月 日 

夜間・休日急患センター  
第 2夜間 

休日急患センター 

小児科 内科 

出務医 受診者 出務医 受診者 

3 
1月 2日 3 10   

1月 3日 1 8 2 32 

計 4 18 2 32 
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年 月 日 在宅医療機関数 備考 

2 12月 31日 4 眼科・泌尿器科・産婦人科 

3 

1月 1日 5 皮膚科・泌尿器科・産婦人科・精神科 

1月 2日 6 眼科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・精神科 

1月 3日 4 皮膚科・泌尿器科・産婦人科 

（2）在宅当番医制度 

平成 29年度をもって標記制度は廃止となったため実績なし 

（3）救急の日行事 

両地区とも新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した啓発活動を実施。 

（八幡東区）内容：「救急の日」のポスターによる広報 

（消防署・分署・八幡東区市民センターなど 13か所） 

「救急医療週間」の横断幕、電光掲示板による広報 

（八幡東消防署の車庫上部及び電光掲示板） 

（八幡西区）内容：消防署での「救急の日」のポスターの掲示 

八幡西消防署にてアドバルーンの掲揚 

八幡西区役所市民課のコミュニティビジョンを利用した広報 

各店舗（イオンタウン黒崎・サンリブ黒崎・サンリブ三ヶ森・サンリブ木屋

瀬）内での店内放送を利用した広報 

3．健康教育事業

（1）出前講演 

市民健康教育講座 

開催日 場所 講師 講座名 

令和 2年 

9月 12日 

枝光市民 

センター 
諸富 立壽 腰痛について考える 

11月 14日 
枝光市民 

センター 
諸富 立壽 新型コロナウイルス感染症について 

令和 3年 

3月 3日 

枝光市民 

センター 
諸富 立壽 

新型コロナウイルスの現状とワクチン接種、

変異ウイルスについて 

（2）市民センターを拠点とした健康づくり事業 

八幡医師会独自に設置している市民センター顧問医が、市民センター等における健康教

育講座、育児サークル主催の子育事業、保健師等が行う健診後のフォロー事業などにつ

いて、顧問医による助言及び講師の派遣などの諸活動を行った。 

顧問医一覧は別表を参照のこと。 
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4．地域保健活動事業  

（1）八幡医師会健康フェア 2020 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 

（2）各種検診・予防接種の普及事業 

各種検診     単位：件 

期間 
市国保 

特定健診 

市国保 

特定保健指導 

肝炎ウイルス 

検査 

胃がん検診 

（胃透視） 

胃がん検診 

（内視鏡） 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

14,939 145 1,546 1,501 1,208 

大腸がん 

検診 

前立腺がん 

検診 

乳がん 

検診 

子宮頚部 

がん検診 

風しん抗体 

検査 

4,618 3,327 4,179 8,744 3,071 

 

    単位：件 

期間 妊婦健診 

ペリネイタル 

ビジット紹

介状 

ペリネイタル 

ビジット 

指導票 

産婦健診 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

27,869 102 71 851 

 

      単位：件 

期間 乳児健診 
1歳 6ヶ月 

児健診 
3歳児健診 

3歳児 

視聴覚精密 

先天性代謝 

異常検査 

新生児聴覚 

スクリーニング 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

4,114 2,129 2,470 101 3,088 1,991 

 

予防接種  単位：件 

期間 
四種 

混合 

二種 

混合 

MR 

1・2・5期 
ポリオ 

日本 

脳炎 
BCG ヒブ 

小児 

肺炎球菌 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

8,155 2,048 5,003 1 10,532 2,004 8,110 8,009 

子宮 

頸がん 
水痘 

B型 

肝炎 

高齢者 

肺炎球菌 

インフル 

エンザ 

麻しん 

任意 

風しん 

任意 
ロタ 

339 3,997 5,947 3,540 83,059 16 238 1,862 
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（3）住民健診、特定保健指導 

区役所・市民センター等における地域住民への住民健診の実績は下記のとおり。 

  単位：人 

期間 八幡東区 八幡西区 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

受診者 健康教室参加者 受診者 健康教室参加者 

207 114 979 44 

（4）学校健診 

〇学校心臓検診の対象者実績   単位：人 

学校名 4誘導 12誘導 X線 心エコー 

八幡東区小学校 11校 525 36 40 30 

八幡西区小学校 32校 2260 117 155 104 

八幡東区中学校  7校 48 562 82 50 

八幡西区中学校 15校 132 2294 245 170 

特別支援学校   2校 69 2 5 1 

私立学校     2校 9 151 28 16 

合計 3043 3162 555 371 

 

〇結核健診の対象者実績 単位：人 

学校名 デジタル撮影 

八幡東区小学校 11校 4 

八幡西区小学校 32校 11 

八幡東区中学校 7校 1 

八幡西区中学校 15校 8 

特別支援学校  2校 17 

高等学校       1校 89 

合計 130 

5．学校保健事業  

北九州市学校保健会八幡支部研修会 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 

6．情報提供事業 

（1）市民向け広報誌「はっちィくん通信」の発行 

諸般の事情により当該年度内の発行は取り止めた。 

（2）ホームページによる情報提供 

八幡医師会ホームページへのアクセス数は次のとおり。 

          単位：件 

R2.4 5 6 7 8 9 10 11 12 R3.1 2 3 

5,551 6,160 6,212 7,369 6,553 6,240 6,124 5,430 5,572 6,045 5,776 6,271 
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7．無料職業紹介事業 

平成 30年度をもって事業終了（休止中）のため実績なし 

8．その他 

1）産業保健対策 

〇日本医師会認定産業医制度研修会 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催しなかった。 

〇小規模事業所健康相談 

 八幡医師会健康フェア 2020中止のため実施せず。 

2）公害医療対策 

公害指定医療機関においての診療件数 

1,088件（入院 1件、入院外 1,087件） 

3）各種健康保険対策 

①保険自主指導 

新入会員及び親子継承した会員 3人に医療保険担当理事による保険自主指導を行った。 

②生活保護法による指定医療機関の個別指導 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により実施しなかった。 

4）献血会 

開 催 日：令和 2年 11月 13日 

場 所：八幡医師会館 

参加者 献血者 不採血者 

33人 内訳：400ml 20人 13人 

※骨髄バンク登録会 登録者：7名 
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（別表） 

中学校区別顧問医一覧（令和 2年度八幡東区・八幡西区 45か所全市民センターの顧問医） 

区 市民センター名 地区名 氏名 

八

幡

東

区 

祝町市民センター 大蔵・槻田 清水 一郎 

高槻市民センター 大蔵・槻田 築城 健義 

高見市民センター 大蔵・槻田 植木 光彦 

槻田市民センター 大蔵・槻田 峯崎 智久 

大蔵市民センター 大蔵・槻田 小野 隆生 

枝光市民センター 中央・枝光 諸富 立壽 

枝光北市民センター 中央・枝光 田原 敬士 

枝光南市民センター 中央・枝光 隅野 有香 

八幡大谷市民センター 中央・枝光 福井 滋 

尾倉市民センター 尾倉・前田 益田 勝敏 

平野市民センター 尾倉・前田 三浦 力 

前田市民センター 尾倉・前田 小野 哲二朗 

八

幡

西

区 

黒崎市民センター 黒 崎 東 谷 良樹 

陣山市民センター 黒 崎 東 三宅 巧 

鳴水市民センター 黒 崎 東 江﨑 嘉春 

熊西市民センター 黒 崎 西 有吉 俊一 

黒畑市民センター 黒 崎 西 竹内 憲夫 

筒井市民センター 黒 崎 西 奥永 良樹 

赤坂市民センター 折 尾 東 村上 哲志 

陣原市民センター 折 尾 東 是此田 穰 

本城市民センター 折 尾 東 阿部 幸生 

浅川市民センター 折 尾 西 後藤 登 

医生ヶ丘市民センター 折 尾 西 長井 善孝 

折尾西市民センター 折 尾 西 松元 茂 

折尾東市民センター 折 尾 西 鍵山 明弘 

則松市民センター 折 尾 西 中山 俊之 

光貞市民センター 折 尾 西 野田 哲裕 

青山市民センター 穴 生 秦 浩一 

穴生市民センター 穴 生 藤本 裕司 

竹末市民センター 穴 生 廣田 千治 

引野市民センター 穴 生 穴井 堅能 

永犬丸西市民センター 永 犬 丸 佐藤 智雄 

塔野市民センター 永 犬 丸 岡田 代吉 

中尾市民センター 永 犬 丸 河野 雄幸 

八枝市民センター 永 犬 丸 廣畑 佳秀 

永犬丸市民センター 上 津 役 福地 靖範 

大原市民センター 上 津 役 森園 茂明 
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区 市民センター名 地区名 氏名 

八

幡

西

区 

上津役市民センター 上 津 役 黒田 真臣 

八児市民センター 上 津 役 川本 京子 

池田市民センター 香月・木屋瀬 白井 竜 

香月市民センター 香月・木屋瀬 末廣 尚久 

楠橋市民センター 香月・木屋瀬 西村 愼太郎 

木屋瀬市民センター 香月・木屋瀬 西田 正文 

千代市民センター 香月・木屋瀬 峯 信一郎 

星ヶ丘市民センター 香月・木屋瀬 数住 宗貴 
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＜公益目的事業＞ 

【公 2】「地域の福祉向上事業」 

1）医療・福祉センター運営委員会 

回 開催日 報告及び審議事項 

1 書面開催 
医療・福祉センター 

令和 2年 3月実績報告 

新型コロナウイルス感染症に係る対策について  

訪問看護ステーション 八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

2 書面開催 
医療・福祉センター 

令和 2年 4月実績報告 

大型連休対応報告 

九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会

について 

訪問看護ステーション 八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

3 6月 22日 

医療・福祉センター 
令和 2年 5月実績報告・会計監査報告 

新型コロナウイルス感染症について 

介護保険総合センター 

令和元年度目標振り返り 

令和 2年度目標 

集団指導について 

契約書及び重要事項説明書の変更について 

訪問看護ステーション 

令和元年度目標振り返り 

令和 2年度目標 

集団指導について 

重要事項説明書の変更について 

八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

4 7月 20日 
医療・福祉センター 

令和 2年 6月実績報告 

学校における医療的ケア体制について 

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業について 

なでしこ新聞第 17号について 

訪問看護ステーション 八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

5 9月 18日 

医療・福祉センター 

令和 2年 7・8月実績報告 

携帯電話機種変更について 

複合機入替について 

人事について 

訪問看護ステーション 

八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

訪問看護ステーション非常勤職員給与規程

改定について 

北九州市医療的ケア児在宅レスパイト事業

について 
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回 開催日 報告及び審議事項 

6 10月 30日 

医療・福祉センター 

令和 2年 9月実績報告 

人事について 

主任介護支援専門員研修について 

訪問看護人材養成研修会報告 

介護保険総合センター 重要事項説明書の変更について 

訪問看護ステーション 

八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

訪問看護ステーション運営規程改定につい

て 

北九州市医療的ケア児在宅レスパイト事業

について 

苦情対応について 

7 11月 20日 

医療・福祉センター 
令和 2年 10月実績報告 

非常勤職員の社会保険適用について 

訪問看護ステーション 八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

8 
令和 3年 

1月 28日 

医療・福祉センター 

令和 2年 11・12月実績報告 

人事について 

令和 3年度予算（案）について 

スタッドレスタイヤ購入について 

常勤介護支援専門員採用活動について 

介護保険総合センター 重要事項説明書の変更について 

訪問看護ステーション 

八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

新型コロナウイルスワクチン優先接種希望

者数調査について 

9 2月 16日 

医療・福祉センター 

令和 3年 1月実績報告 

人事について 

職員定期健康診断報告 

非常勤職員給与規程、労働契約書の変更に

ついて 

令和 2年度新型コロナウイルス感染症感

染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金

について 

新型コロナウイルス感染症関連 

介護保険総合センター 
令和 2年度ケアプランチェックについて 

リーフレットの配布について 

訪問看護ステーション 八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 
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回 開催日 報告及び審議事項 

10 3月 16日 

医療・福祉センター 

令和 3年 2月実績報告 

人事について 

新型コロナウイルス感染症対策について 

車両事故対応報告 

介護保険総合センター 

令和 2 年度主任介護支援専門員研修について 

リーフレットの配布について 

ケアプランチェック結果と対応策 

令和 3 年度介護保険報酬改定の概要と対応策 

運営規程の変更について 

重要事項説明書の変更について 

訪問看護ステーション 

八幡東西区訪問看護ステーション連携推進事業報告 

運営規程の変更について 

重要事項説明書の変更について 

 

2）訪問看護ステーション連携推進について 

（1）八幡東西区訪問看護ステーション連絡会 

年 6回開催を予定していた定例連絡会は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により

2回のみの実施となった。また、例年開催している研修会の開催も見合わせた。 

（2）八幡東西区訪問看護メーリングリスト 

訪問看護ステーション 24施設、医療機関 5施設 

八幡在宅医療・介護連携支援センター 参加 
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1．八幡医師会訪問看護ステーション 

〇訪問実績年間件数                            単位：人 

 
利用者 

新 規 

利用者 

再利用

者 
延訪問 看護師 

利用者転帰 

死亡 入院 軽快 老施 

人数 1,117 65 16 7,686 138 9 42 21 9 

〇24時間電話対応年間件数                         単位：件 

 9時～17時 17時～22時 22時～7時 7時～9時 合計 

電話回数 89 93 21 42 218 

訪問回数 12 14 12 5 43 

〇令和 2年度学生実習受入 

・八幡医師会看護専門学院 35人 

〇協力・参加事業 

・福岡県訪問看護ステーション連絡協議会理事 

・福岡県小児在宅医療推進検討会委員 

・北九州市難病対策地域協議会委員 

〇講師派遣 

・製鉄記念八幡看護専門学校 在宅看護論Ⅰ 講師 

2．八幡医師会介護保険総合センター 

〇介護プラン 年間利用者状況 単位：人 

 新規利用者 
異動者数 

登録者数 利用者数 
他事業所へ 死亡者 その他 

人数 104 20 32 32 2,144 1,804 

 

〇介護プラン 年間サービス利用者状況（性別・要介護度別） 単位：人 

 
性別 要介護度別 

男 女 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

人数 622 1,182 828 421 225 190 140 

 

〇介護プラン 年間サービス利用者状況（年齢別割合） 

 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳代 

割合 0％ 0.3％ 5％ 26.2％ 41％ 25.1％ 2.4％ 

 

〇介護予防プラン 年間利用者状況 単位：人 

 新規利用者 
異動者数 

登録者数 利用者数 
他事業所へ 死亡者 その他 

人数 19 13 2 16 512 427 
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〇介護予防プラン 年間サービス利用者状況（性別・介護度別） 単位：人 

 

性別 要介護度別 

男 女 要支援 1 要支援 2 

人数 130 298 118 310 

 

〇介護予防プラン 年間サービス利用者状況（年齢別割合） 

 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳代 

割合 0％ 0.5％ 4.7％ 41.8％ 48.1％ 4.9％ 0％ 

 

○24時間電話対応年間件数 単位：件 

 9時～17時 17時～22時 22時～7時 7時～9時 合計 

電話回数 142 209 7 47 405 

 

〇令和 2年度実習受入 

・福岡県介護支援専門員実務研修実習 1人 

○協力・参加事業 

・産業医科大学認知症疾患医療連携協議会委員 

・八幡介護サービス事業者連絡会 ケアマネジャー研究部会委員 

・八幡多職種連携研修実行委員 

○講師派遣 

・協和キリン株式会社研修会 

「コロナ禍での PDリハビリ患者さんへの対応を考える」ウェブセミナー パネリスト 

・福岡県立八幡高等学校 進路ガイダンス 講師 
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3．八幡在宅医療・介護連携支援センター 

（1）運営委員会 

回 開催日 報告及び審議事項 

1 
令和 2年 

9月 23日 

・新運営委員／新センター職員の紹介 

・令和 2年度事業計画および事業進捗状況報告 

医療介護連携と互助活動の強化との関係性について 

相談対応・医療介護従事者研修等の抜本的な見直し 

・訪問診療への同行訪問／地域包括での 1日研修実施 

・とびうめ＠きたきゅう連携事業の意義について 

2 12月 15日 

・令和 2年度事業進捗状況報告 

運営委員会開催頻度の変更について 

在宅医療普及啓発講演の講師謝礼金について 

地域ネット活動の進捗状況 

地域ケア個別会議への参加 

県の医療介護連携従事者支援事業の個別相談会参加（予定） 

とびうめ＠きたきゅう効果検証の訪問調査について 

3 
令和 3年 

2月 25日 

・令和 2年度事業進捗状況報告 

とびうめ＠きたきゅう効果検証の訪問調査について 

3月 5日の八幡多職種連携研修会の概要について 

多職種連携研修実行委員会のあり方について 

（2）事業 

【1】専門職からの相談支援活動 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

医療・介護連携に関わる相談を受け、適切な相談対応を行う。 

医療機関や介護事業所などへの橋渡し、医療と介護をつなぐための連絡・調整業務、

必要に応じてすべての工程におけるコーディネートを実施。 

○ケース相談 

①相談種類別延件数 

往診医の 

調整 

訪問看護 
の導入 

往診補完 
医師調整 

入院調整 退院調整 その他 合計 

23 5 0 3 2 13 46 

②所属別延件数 

病院 診療所 
訪問看護 

事業所 
薬局 

居宅介護 

支援事業所 

地域包括 

支援センター 
その他 

16 1 0 1 16 3 5 

合計 

42 
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③職種別延件数 

介護支援 
専門員 

医師 看護師 社会福祉士 保健師 その他 合計 

19 1 4 16 3 1 44 

○その他の一般相談 

①相談種類別延件数 

在宅医療 
資源 

往診 入院 
24時間 
看取り 

認知症 退院調整 
多職種 

連携 

19 9 0 5 0 3 1 

その他 合計 

29 66 

②職種別延件数 

介護支援 
専門員 

医師 看護師 社会福祉士 保健師 一般市民 その他 

3 2 10 9 3 26 4 

合計 

57 

【2】多職種・多機関間との連携推進 

①多職種連携研修実行委員会 

②連携支援センター連絡協議会 ⇒ 令和 3年 3月 29日に合同開催 

※円滑な活動の展開を図るため、地域の医療・介護従事者を交えて実施。 

回 開催日 内容 

1 
令和 3年 

3月 29日 

1．第 1回 八幡多職種連携研修会のご報告 

2．実行委員会のガイドラインおよび就任承諾書等について 

3．【連絡協議会】連携支援センター事業報告 
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③多職種連携研修会＝【地域ネット活動】 

現場レベルにおける医療と介護の連携が促進されるような機会の提供を図ることを目的に研修

会を実施。昨年度より、医療介護専門職だけでなく、地域の互助組織の方々との地域ネットワ

ークづくりを目的とした活動＝地域ネット活動を開始した。 

回 開催日 内容 参加者数 

 
令和 2年 

4月 10日 

則松校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 

新型コロナに 

より延期 

 
※5月 27日 

※7月 29日 

第 2回 上津役会議 

（多職種連携研修＆地域包括ケア会議） 

◇八幡あいあんネットより開会挨拶 

◇第 1回 上津役会議の振り返り 

【ワークショップ】 

①地域で要支援 1・2の方々を見守るには 

②コロナ禍で制限せざるを得なかった見守り活動 

・・・今後の活動に向けて 

新型コロナに 

より延期 

※ 6月 23日 
上津役校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
25名 

 7月 15日 
上津役校区社協 在宅介護者の集い 

地域ネット活動のための情報交換 
延期 

※ 9月 9日 
則松校区社協 作戦会議 

地域ネット活動のための情報交換 
15名 

※ 9月 29日 
上津役校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
20名 

※ 10月 5日 

NPO法人抱樸との打ち合わせ・意見交換 

◇高槻・槻田・大蔵での協働について 

◇精神疾患患者の地域包括ケアの実現について 

5名 

※ 10月 14日 
則松校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
16名 

※ 11月 11日 
則松校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
14名 

※ 11月 24日 
上津役校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
23名 

※ 11月 26日 

高槻地区 地域ネット決起集会① 

＊わいわい市場（買い物支援）の状況 

＊高槻地区の生活支援の今後について 

＊空き家活用問題について 

＊地域ネットとは何か 

＊今後の協働のための打ち合わせ 

5名 

※ 12月 9日 
則松校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
15名 
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回 開催日 内容 参加者数 

※ 1月 13日 
則松校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
14名 

※ 1月 26日 
上津役校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
19名 

※ 2月 10日 
則松校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
14名 

※ 3月 5日 

【第 1回 多職種連携研修会】 

＊講演 

「精神障害者が地域の一員として安心して自分らし

く暮らせるには」 

＊講師 

北九州市保健福祉局障害福祉部 

精神保健福祉課長／発達障害担当課長 

安藤 卓雄 氏 

「『とびうめ＠きたきゅう』の進捗状況について」 

北九州市保健福祉局健康医療部 

地域医療課長 青木 穂高 氏 

 

 

 

対面＋YouTube 

配信 

 

 

 

計 124名 

※ 3月 10日 
則松校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
14名 

※ 3月 22日 
上津役校区社協 連絡調整会議 

地域ネット活動のための情報交換 
19名 

【3】行政との連携 

④八幡東西区 地域包括支援センターとの連携会議 

地域包括支援センターとの連携を図ることを目的に実施。 

回 開催日 内容 参加者 

1 
令和 2年 

7月 27日 

・自己紹介 

・情報交換（困りごと・最近の相談対応事例等） 

・ケアマネの研修の共催について 

東区 3名 

西区 5名 

合計 10名 

⑤八幡東区地域包括支援センター研修 

日時：①令和 2年 8月 19日／②8月 28日 8時 30分～17時 00分 

場所：八幡東区役所 保健福祉課地域包括支援センター 

内容：同行訪問・地域ケア個別会議への参加・その他情報交換など 

⑥地域ケア個別会議 

回 日時 場所 圏域・内容 

1 8月 19日 八幡東区役所 八幡東 2「心不全患者の事例」 

2 8月 19日 八幡東区役所 八幡東 1「自主性・意欲低下が著しい事例」 

3 10月 13日 八幡西区役所 八幡西 6「介護拒否（認知症）の事例」 

4 10月 21日 八幡東区役所 八幡東 2「末期癌（医療依存度の高い）事例」 

5 11月 10日 八幡西区役所 八幡西 3「経済的困窮に関する事例」振り返り 
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⑦連携支援センター職員連絡会【5地区センター＋市医師会＋地域医療課】 

回 日時 場所 内容 

1 
令和 2年 

8月 18日 
Zoom会議 

・とびうめ＠きたきゅう連携事業について 

・ZOOMを利用したオンライン研修について 

・意見交換 

2 2月 22日 Zoom会議 

・自己紹介（小倉センター新入職スタッフ） 

・市地域医療課からお知らせ 

＊とびうめ効果検証について 

＊とびうめリーフレットについて 

＊生活保護医療レセプト情報について 

＊とびうめ活用用途の拡大について 

・意見交換（次年度センター事業について） 

【4】人材育成・研修・普及啓発等 

①在宅医療・介護従事者研修会 

開催日 内容 参加者 

令和 2年 

11月 18日 

第 1回 医療・介護従事者研修会 

「ケアマネと医師の壁を壊す！」 

〇医師とケアマネの対話型研修会 

・ワークショップ（しくじり事例バージョン） 

・「とびうめ＠きたきゅう」経過報告 

医師・CM・ 

地域包括支援 

センター職員 

合計 17人 

②一般市民への在宅医療普及啓発 

在宅療養や人生会議への理解促進を目的に、「これからの医療・私たちの生活」と題し、

地域住民に普及啓発講演を実施した。 

回 開催日 場所 内容 参加者 

1 7月 20日 八幡東区役所 

「これからの医療・私たちの生活」 

「人生会議を知っていますか？」 

在宅医療介護・ACP説明及び意見交換 

※「とびうめ＠きたきゅう」説明等 

27名 

2 8月 20日 八幡西区役所 47名 

3 8月 24日 上津役市民センター 33名 

4 9月 3日 木屋瀬市民センター 23名 

5 10月 6日 高槻市民センター 17名 

6 10月 15日 池田市民センター 31名 

7 10月 22日 八児市民センター 15名 

8 10月 28日 枝光南市民センター 32名 

9 11月 9日 八幡東区ボランティア協議会 29名 

10 11月 10日 高槻市民センター 15名 

11 11月 11日 折尾東校区社協 40名 

12 11月 17日 上津役市民センター 24名 

13 11月 17日 上津役市民センター 26名 

14 11月 20日 上の原ふれあいネット 35名 

15 12月 9日 東区主任児童委員研修会 21名 
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回 開催日 場所 内容 参加者 

16 12月 18日 尾倉第 4社協研修会 「これからの医療・私たちの生活」 

「人生会議を知っていますか？」 

在宅医療介護・ACP説明及び意見交換 

※「とびうめ＠きたきゅう」説明等 

32名 

17 12月 22日 高槻市民センター① 34名 

18 1月 26日 高槻市民センター② 23名 

19 3月 23日 高槻市民センター③ 30名 

   合計 534名 

③とびうめ＠きたきゅう普及啓発 

 とびうめ＠きたきゅうの概要について説明し、その場で登録作業のお手伝いまで実施中。 

回 開催日 場所 内容 参加者 

1 6月 15日 清納団地集会所 

「とびうめ＠きたきゅう」説明会 

11名 

2 9月 3日 中央町集会所 23名 

3 9月 8日 前田市民センター 33名 

4 9月 9日 西本町いこいの家 30名 

5 9月 9日 則松市民センター 15名 

6 9月 24日 前田市民センター 20名 

7 9月 28日 コムシティ 602会議室 30名 

8 10月 5日 前田北第一自治区会 20名 

9 10月 13日 馬場公民館 14名 

10 10月 20日 上の原 8町会つどいの家 20名 

11 10月 20日 則松シニアクラブ連合会 14名 

12 10月 22日 クリニカルアート FUKUI 6名 

13 10月 26日 クリニカルアート FUKUI 6名 

14 10月 31日 陣山 2・3・4町会定例会 50名 

15 10月 31日 池田シニアクラブ連合会 14名 

16 11月 2日 クリニカルアート FUKUI 7名 

17 11月 9日 八児第 5盟友クラブ役員会 10名 

18 11月 17日 ココクル平野（看護学生） 27名 

19 11月 20日 陣原公民館 39名 

20 11月 23日 町上津役第 6町会 20名 

21 11月 26日 前田いきいきサロン 21名 

22 12月 1日 ココクル平野（看護学生） 20名 

23 12月 3日 小山サロン定例会 16名 

24 12月 7日 馬場山公民館（老連） 20名 

25 12月 10日 市瀬公民館（老連） 16名 

26 12月 15日 デイサービス和才屋 18名 

27 12月 16日 デイサービス和才屋 14名 

28 12月 17日 デイサービス和才屋 11名 

29 12月 23日 ココクル平野（看護学生） 21名 

30 1月 12日 基幹相談支援センター 54名 
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回 開催日 場所 内容 参加者 

31 1月 13日 折尾東市民センター 

「とびうめ＠きたきゅう」説明会 

36名 

32 1月 21日 枝光第 3地区社協役員会 19名 

33 1月 27日 NPO法人抱樸 八幡サポート 5名 

34 1月 29日 NPO法人抱樸 小倉サポート 10名 

35 3月 13日 町上津役公民館 12名 

36 3月 25日 大畑町集会所 12名 

   合計 714名 

【とびうめ＠きたきゅう普及啓発に関する動き：訪問説明・打ち合わせ等】  

1 10月 5日 NPO法人抱樸 とびうめ＠きたきゅう説明（生活保護受給者情報） 

2 10月 9日 「とびうめ＠きたきゅう」連携事業 モデル実施結果報告会 

3 11月 18日 当センター主催：医療介護従事者研修会にて経過説明 

4 11月 27日 市障害者基幹相談支援センター障害分野へのとびうめ普及について 

5 12月 10日 市障害者基幹相談支援センター（障害者支援課岩谷係長との面談） 

6 3月 5日 当センター主催：多職種連携研修会にて経過説明 

その他、ケアマネ事業所訪問 10件  電話訪問 50件 

【とびうめ＠きたきゅう登録申出書：配布実績】令和元年 11月～ 

種別 配布枚数 配布先（数） 

診療所 5,280枚 324か所 

ケアマネ事業所 4,192枚 29か所 

地域 4,853枚 98か所 

その他（抱撲等） 3,845枚 28か所 

老健 320枚 5か所 

病院 300枚 4か所 

特養 60枚 1か所 

合計 18,860枚 490か所 

【5】情報集約・発信事業 

・在宅医療・介護連携支援センターホームページへ研修報告・研修案内を掲載した。 

また今後、高齢者介護施設の受け入れ体制調査の結果を掲載予定。 

・病院窓口ガイド、医療介護連携ルールの周知など 

【6】協力・参加 

〇八幡在宅医会 定例会 毎月第 1月曜日 

〇八幡在宅医会 役員会 年 4回（3・6・9・12月開催） 

【福岡県在宅医療・介護連携従事者支援事業】 

※福岡県が三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社に委託 

1 10月 5日 【オンライン開催】県内の連携支援センター従事者の意見交換会 

2 1月 14日 【個別相談会①】福岡商工会議所 

3 2月 9日 【個別相談会②】TKP博多駅前シティ 
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＜公益目的事業＞ 

【公 3】「看護学院事業」 

1）運営委員会及び常任委員会 

回 開催日 報告及び審議事項 

1 
令和 2年 

4月書面報告 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う講演会、エンカウンター中止について  

・年間主要行事、会議、入試日程について 

・健康診断について（看護師科） 

・永年勤続者表彰について 

2 6月 15日 

・臨地実習について 

・災害訓練参加について（看護師科） 

・高校生ガイダンス（学外）参加報告 

・健康診断結果について（看護師科） 

・江口姉妹基金奨学生について（准看護師科） 

3 7月 27日 

・夏季休暇について 

・臨地実習実施状況について 

・健康診断結果について（准看護師科） 

・講師懇親会中止について 

4 9月 29日 

・学校見学状況について（看護師科） 

・予防接種について（看護師科） 

・臨地実習について 

・進学希望者の推薦について（准看護師科） 

・前期成績会議日程について（准看護師科） 

・学校再開等支援事業補助金について 

・卒業式、入学式日程について 

5 10月 27日 

・クラス会活動について（看護師科） 

・看護師科指定校推薦入試について 

・看護師国家試験の日程について 

・臨地実習日程について 

・戴帽式について 

・研修旅行について（准看護師科） 

・福岡県准看護師試験日程について 

・新入生エンカウンター、特別講演日程について 

・准看護師科推薦入試について 

・献血について 

・ワクチン接種日程について（准看護師科） 

6 12月 1日 

・宣誓式について 

・献血について 

・一次入試について 

・冬期休暇について 

・献血について 

・新入生特別講演について（准看護師科） 

・卒業試験について（准看護師科） 

・ツベルクリン反応の日程について（准看護師科） 
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回 開催日 報告及び審議事項 

7 
令和 3年 

2月 8日 

・緊急事態宣言中の臨地実習について 

・運営委員会日程について 

・看護師国家試験、准看護師試験対策の補講について 

・看護師国家試験受験会場について 

・会長賞授与候補者について 

・合格者登校日について（准看護師科） 

・卒業生特別講演について 

・二次入試について 

・会長賞等授与候補者について 

・次年度年間スケジュールについて 

8 3月 29日 

・看護師国家試験結果について 

・准看護師試験結果について 

・令和 3年度入学状況概要について 

・卒業生就職・進学状況について 

・入学式について 

・紛失図書について 

・就職説明会の実施有無について 

・人事について 

・令和 2年度庶務報告 

2）その他の会議 

会議項目 開催回数 

合同入試委員会 3 

看護師科成績会議 1 

看護師科入試選考会議 3 

准看護師科成績会議 2 

准看護師科入試選考会議 5 

3）入学試験状況 

○看護師科 3年課程    単位：人 

試験実施日 応募数 受験数 合格者 
補欠 

合格者 
入学者数 

令和 2年 

10月17日 
推薦入試 21 21 21 0 21 

11月21日 
一次 

入試 

一般 21 21 13 0 12 

社会人 9 9 3 0 3 

令和 3年 

2月 27日 

二次（一般） 

入試 
10 9 4 3 4 

計 61 60 41  3 40 
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○准看護師科    単位：人 

試験実施日 応募者 受験者 合格者 
補欠 

合格者 
入学者数 

令和 2年 

11月 14日 
推薦入試 4 4 4 0 4 

12月 5日 一次入試 20 19 17 0 16 

令和 3年 

2月 20日 
二次入試 10 9 9 0 6 

3月 13日 三次入試 2 2 2 0 2 

3月 27日 四次入試 3 3 1 0 1 

計 39 37 33 0 29 

4）資格試験状況 

○准看護師資格試験 

試験日 受験者数 合格者数 合格率 

令和 3年 2月 16日 53人 53人 100％ 

○看護師資格試験 

試験日 受験者数 合格者数 合格率 

令和 3年 2月 14日 37人 34人 91.9％ 

5）学生・生徒異動 

○看護師科 3年課程 単位：人 

学年－入学人数（内男子）  令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 増減 

1年 － 41（6）  41（6）  41（6） 0 

2年 － 38（5）  36（5） 36（5） 0 

3年 － 41（3）  40（3） 39（3） -1 

 計  117（14）  116（14） -1 

 

○准看護師科   単位：人 

学年－入学人数（内男子）  令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 増減 

1年 － 51（8） 53（8） 48（7） - 5 

2年 －  69（8） 66（10） 53（6） - 13 

計 119（18） 101（13） - 18 
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6）行事 

開催月 行事 科別 内容 

令和 2年 

4月 

入学式 合同 
新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

准看護師科 51人、看護師科 3年課程 41名が入学。 

宿泊研修 准看護師科 新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

5月 

就職説明会 合同 新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

院外研修 
看護師科 

3年課程 
新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

6月 高校訪問 合同 新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

7月 

学校説明会 合同 新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

オープン 

キャンパス 
准看護師科 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

個別で希望者へ学校見学を行った。 

8月 
オープン 

キャンパス 

看護師科 

3年課程 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

個別で希望者へ学校見学を行った。 

11月 

戴帽式 准看護師科 1年生 44名が戴帽。 

研修旅行 准看護師科 新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。 

12月 宣誓式 
看護師科 

3年課程 
1年生 41名が宣誓。 

令和 3 年 

3月 
卒業式 准看護師科 准看護師科 53名、看護師科 37名が卒業。 
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＜収益事業等＞ 

【収 1】施設貸与事業 

（1）会館の貸付 

八幡医師会館の施設・設備等を全会員及び関係者並びに地域住民の希望者に貸与した。 

会館貸与の回数は計 26回で使用料収入の総額は 426,990円であった。 

（2）駐車場の貸付 

八幡医師会館駐車場を北九州市立八幡病院職員及び八幡医師会看護学院学生の通勤・通学用駐車

場として貸与した。駐車場使用料収入総額は 2,841,600円であった。 

【他 1】会員相互扶助事業 

1．医業経営対策  

（1）労働保険事務組合の運営 資格取得・喪失等手続の代行 

労働保険事務組合に加入する 149医療機関の代行手続を行った。 

資格取得手続 144件 

資格喪失手続 182件 

氏名変更手続 17件 

高齢者雇用継続給付制度受給資格確認届出 0件 

育児休業給付制度受給資格届出 13件 

（2）会員医療機関従業員の永年勤続表彰 

福岡県医師会の看護職の表彰規程による永年勤続表彰の申請を行い、計 55人の永年勤続者に

記念品を贈り表彰した。 

10年表彰者 31人 

20年表彰者 15人 

30年表彰者  9人 

40年表彰者  0人 

（3）顧問税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁護士による相談・支援 

税理士等と業務上の相談・支援に係る顧問契約を締結し、会員からの相談に対応した。 

2．カルテ・診療報酬明細書等の販売 

販売総額は 1,995,860円であった。 

3．新年会・忘年会等役員職員懇談会の開催による会員相互の親睦 

八幡医師会新年会 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し中止とした。 

4．会員・会員家族の健康診断の実施 

会員及びその配偶者に特定健診の項目を含んだ生活習慣病予防健診を実施した。 

開 催 日：令和 2年 10月 25日 

場 所：九州健康総合センター 

受診者数：55人 

― 41 ―



5．八幡医師会報の発行 

毎号設定したテーマに沿って担当理事等による執筆、各会員からの投稿により「八幡医師会報」

を発刊した。発行日等は下記のとおりである。 

号数 発行日 発行部数 

第 63号 令和 2年 9月 25日 600部 

第 64号 令和 3年 1月 25日 600部 

 

6．その他 

1）地区委員会及び地区常会について 

月 1回八幡医師会理事会と同日に八幡医師会館にて地区委員会を開催した。 

地区委員会では医師会事業の月次報告及び各種連絡事項等を伝達し、役員と地区委員間のコ

ミュニケーションの場としても活用している。 

また、地区毎に定期的に「地区常会」を開催しており、地区委員は地区委員会での伝達事項

等に関する協議、地区内の親睦や諸課題について検討している。 

 

2）北九州市医師会共済保険加入 

北九州市医師会共済事業促進のため PRを行った。 

新規加入者 0人（0口） 令和 2年度末までの加入者数 89人（342口） 
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附属明細書 

 
令和 2年度の事業報告について、事業報告の内容を補足すべき重要な事項は存在しない。 
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