一般社団法人熊本市医師会

令和２年度

事業報告

Ⅰ

法人の概要

１．設立年月日
昭和２２年１１月１３日
平成２５年 ４月 １日（一般社団法人へ移行）
２．定款に定める目的
本社団法人は、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって
社会福祉を増進することを目的とする。
３．定款に定める事業内容
①医道の高揚に関する事項
②医学教育の向上に関する事項
③医師の生涯研修に関する事項
④医学、医療の国際交流に関する事項
⑤公衆衛生の指導啓発に関する事項
⑥地域医療の推進発展に関する事項
⑦地域保健の向上に関する事項
⑧保険医療の充実に関する事項
⑨医療施設の整備に関する事項
⑩会員の相互扶助に関する事項
⑪医業経営の安定、会員の福祉向上による市県民の健康及び福祉の増進に関する事項
⑫医師会相互の連絡調整に関する事項
⑬看護師、准看護師その他の医療従事者の養成及び生涯教育に関する事項
⑭熊本市医師会看護専門学校の運営に関する事項
⑮熊本市医師会熊本地域医療センター（医師会病院、検査センター、ヘルスケアセンター、
在宅ケアセンター）の運営に関する事項
⑯その他本会の目的を達成するために必要な事項
４．所管官庁に関する事項
熊本県健康福祉部医療政策課
５．会員の状況
区 分
Ａ会員（開業医師）
Ｂ会員（勤務医師）
Ｃ会員
合 計

当期末
５８４名
８２１名
５２名
１，４５７名

前期末比増減
＋１４名
＋１５名
＋２名
＋３１名

６．主たる事務所
熊本県熊本市中央区本荘３丁目３番３号

(１)

７．役員に関する事項
令和３年３月３１日現在
役 職
会 長
副会長

氏 名
園田
寛
濱田 泰之

副会長

田中

副会長
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
監 事
監 事
監 事

前田 篤志
緒方 武幸
宮本 大典
井
重博
家村昭日朗
田嶋
哲
魚返 英寛
野津原 昭
髙群 博之
柏木 孝史
杉野 茂人
冬田 修平
宇野 正志
清原 英雄
緒方 一朗
髙野 正太
池上あずさ
玉野井優水
閌
義憲
松下 和孝
倉富 明彦

英一

主たる担当職務
総務(学術、勤務医部)、看護専門学校長、ヘルスケアセンター全般
総務(医師会病院建設、地域包括ケアシステム、在宅医療)、
在宅ケアセンター全般、検査センター全般
総務、医師会病院全般
会計
医師会病院庶務
庶務、会員福祉
保険、検査センター庶務
医療情報、看護専門学校会計、第２看護学科
学術、看護専門学校庶務、第１看護学科
介護保険、地域医療、地域包括ケアシステム、在宅医療
勤務医部、ヘルスケアセンター会計
検査センター会計、学校検診
学校保健、社会福祉、医師会病院建設
在宅ケアセンター庶務
広報、国際交流
救急・災害医療
在宅ケアセンター会計、ヘルスケアセンター庶務
看護専門学校准看護科、医師会病院会計
会員福祉(副)、学術(副)
庶務(副)

８．職員に関する事項
令和３年３月３１日現在
部署

正規職員
男

嘱託職員

女

男

女

法人事務局

6

7

看護専門学校

2

31

検査センター

14

25

4

病院

94

262

6

ヘルスケアセンター

13

15

5

2

6

1

131

346

18

在宅ケアセンター

合計

477

2

総計

臨時･パート・非常勤

男

女

女

合計

10

10

18

28

3

2

36

38

5

45

23

70

93

10

36

110

300

410

4

27

22

42

64

1

1

22

4

29

33

6

22

143

171

495

666

1

2

男

2

2

24

165

(２)

666

９．組織図
代 議 員 会

理 事 会
監 事
会 長
副会長
理 事

看護専門学校
第
２
看
護
学
科

第
１
看
護
学
科

医師会事務局

検査センター

准
看
護
科

熊本地域医療

ヘルスケア

センター

センター

１０．施設の設置状況
施 設 の 名 称
熊本市医師会事務局
看護専門学校
検査センター
熊本地域医療センター（病院）
ヘルスケアセンター
在宅ケアセンター
訪問看護ステーション
訪問介護ステーション
居宅介護支援事業所
地域包括支援センター

所 在 地
熊本市中央区本荘３丁目３番３号
熊本市中央区本荘３丁目３番３号
熊本市中央区本荘５丁目１５番１２号
熊本市中央区本荘５丁目１６番１０号
熊本市中央区本荘５丁目１５番１２号
熊本市中央区本荘５丁目１６番１０号

熊本市中央区本荘４丁目１番３号

１１．許認可に関する事項
なし

(３)

在宅ケア
センター

Ⅱ

事業の状況

１．事業の実施状況
本社団法人は、定款第３条の目的を達成するために努力し、定款第４条に掲げる事業を実施
している。
（１）事業・組織体系図
継続事業１

学術事業

医学及び医術の発展を図る事業

国際交流事業
休日在宅当番医制事業

継続事業２

女性医師支援事業

救急医療の充実推進に関する事業
救急医療連携体制構築

熊本市医師会
事務局
熊本市中央区
本荘３－３－３

学校保健

継続事業３
公衆衛生の指導啓発を図る事業

健康増進、疾病予防
予防接種、母子保健

継続事業５

広報、説明研修会

社会保障制度の適切な運営事業
受託事業事務代行

他事業４
会員相互扶助事業

会員厚生
事務受託事業

他事業５ その他の収益事業
生命保険事務受託

准看護師養成

継続事業４
看護専門学校

准看護師及び看護師の養成に関する事業

看護師養成

他事業３

臨床検体検査

熊本市中央区
本荘３－３－３

検査センター
熊本市中央区
本荘５－１５－１２

臨床検体検査を業とする検査センター運営事業
他事業５ その他の収益事業

(４)

生命保険事務受託

医療従事者の研修育成

継続事業１
医学及び医術の発展を図る事業

年末年始急患診療業務
休日夜間急患センター
及び医療情報センター業務

継続事業２
救急医療の充実推進に関する事業

病院群輪番制運営事業
子ども医療電話相談事業

熊本地域

小児拠点病院運営事業

医療センター
継続事業３
熊本市中央区
本荘５－１６－１０

公衆衛生の指導啓発を図る事業
他事業１
地域医療の支援発展に関する事業

感染症予防相談
及び予防接種

紹介型開放型病院運営事業

寄附

特定寄附
医学教育の向上、地域医療の充実

駐車場運営事業
生命保険事務受託

他事業５ その他の収益事業

ＴＶカード販売
売店等賃貸
自販機手数料

学校保健（学童検診事業）
住民検診事業

継続事業３
公衆衛生の指導啓発を図る事業
ヘルスケア

事業所健診事業
健康増進、疾病予防の啓発

センター

熊本県産業保健センター

熊本市中央区
本荘５－１５－１２

生命保険事務受託

他事業５ その他の事業

自販機手数料

訪問看護・介護事業
訪問看護ステーション

在宅ケア
センター

訪問介護ステーション

他事業２
社会福祉の増進に関する在宅ケア
センター運営事業

地域包括医療
居宅介護支援事業所

熊本市中央区
本荘５－１６－１０

地域包括支援センター

(５)

（２）事業の概要
［継続事業１］ 医学及び医術の発展を図る事業
日進月歩の医療において学術の振興を図り安全で質の高い医療を提供していくためには、生涯教
育の推進は欠かすことのできないものであり、これを達成するために学術委員会、生涯教育委員会
を設置して時宜を得た学術講演会や勉強会等を企画・開催するとともに、関係機関と協力連携のう
えに各種講演会・研修会を共催している。また、熊本地域医療センターは地域医療支援病院の指定
を受けているが、開設当初より医療従事者生涯教育の実習研修する場として開放し、医療従事者の
指導育成に努めている。
１）学術事業
学術委員会の開催
生涯教育委員会の開催
日医生涯教育講座の打合会
講演会、勉強会の開催
・学術講演会
・リフレッシュコース
・熊本地域医療センター勉強会

令和３年３月１５日（月）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
令和２年７月１３日（月）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
５回開催（9､10､1､2､3 月）
出席者１２２名（内 Web 受講者４８名）
4､5､6､7､11 月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
開催中止
・共催後援の講演会
２７回開催。そのうち当法人会館で３回を開催。
・講演会、研修会等会場の提供 次のとおり講演会、研修会等会場の利用に供した。
相
手 熊本大学医学部１３回、専門医会１５回、医専連２回、医師会員３回
行政他４回
提供施設 講堂１３回、研修室４２回
提 供 日 平日５２回、土曜日５回、日曜日７回

２）国際交流事業（米国サンアントニオ市ベア郡医師会との交流）
・１０月に予定していたベア郡医師会訪問団来熊は新型コロナウイルス感染拡大のため中止。
３）医療従事者への研修育成事業
令和２年度は、次のとおり実施した。
ア 医療従事者への研修
場所 熊本市医師会熊本地域医療センター（医師会病院）
医師２名
陸上自衛隊西部方面衛生隊１名、熊本大学病院１名 専門知識や手技の向上等
看護学生等の実習
薬学部学生１名、看護学生４５名、診療放射線技師専攻学生１名、救急救命士専攻
学生６名、言語聴覚士専攻学生１名
医療現場の見学、一般病棟・緩和ケア病棟の見学等

(６)

イ 指導者としての自己研鑚
第 120 回 日本外科学会定期学術集会

門脈合併切除を要した膵癌の治療成績の検討

第 120 回 日本外科学会定期学術集会

下部消化管穿孔手術症例における Comorbidity-

第 56 回

日本腹部救急医学会総会

Polypharmacy score を含めた予後予測因子の検討

第 56 回

日本胆道学会学術集会

胆道癌に対する抗癌剤治療における好中球リンパ球比

第 28 回

日本消化器関連学会週間 JDDW2020KOBE

(NLR)の臨床的意義

第 58 回

日本糖尿病学会九州地方会

第 85 回

日本呼吸器学会・日本結核非結核性

抗酸菌症学会日本ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ/肉芽腫性疾患学会
第 28 回

日本消化器関連学会週間 JDDW2020KOBE

第 61 回

日本肺癌学会学術集会

第 75 回

日本消化器外科学会総会

第 33 回

日本内視鏡外科学会総会

突発性難聴の PSL 治療中に腓骨神経麻痺
（DM 単神経障害）を発症した放置 2 型糖尿病の一例
呼吸不全を合併した中枢性癌性気道狭窄患者に対する
マイクロウェーブ焼灼治療の有効性
Conversion surgery を施行した遠隔転移・局所進行を
伴う膵癌症例の予後
EGFR 遺伝子変異陽性、85 歳以上超高齢進行非小細胞
肺癌患者家族の予後
80 歳以上の超高齢者における大腸悪性腫瘍における
oncologicemergency の予後因子
Risk factor of Bailout procedure for acute
cholecystitis

［継続事業２］ 救急医療の充実推進発展に関する事業
地域住民の生命と健康を守るため、急病患者の医療の確保と重症救急患者の医療を確保すること
を目的に、外傷や疾病の緊急の診断と治療を必要とする患者に対して適切な診療を提供する拠点と
して熊本地域医療センターを開設し、２４時間初期救急医療体制の休日夜間急患センター業務と二
次救急の病院群輪番制病院業務を行っている。
尚、休日夜間急患業務との併用で医療情報の電話相談も行い、更に小児救急医療体制の補強とし
て、小児患者の症状に応じた適切な医療を提供する体制を採っている。また、地域の医師不足によ
る救急医療や地域医療体制の崩壊を防止するため、特に女性医師の就業継続ができる環境整備に対
する支援等を行っている。
１）休日在宅当番医制事業及び年末年始急患診療業務
ア 休日在宅当番医制事業
７４６施設、受診者２１,４８３名
イ 年末年始急患診療業務
在宅医実施医療機関 （令和２年１２月３０日午前８時～３年 1 月４日午前８時まで）
６０施設 受診者３,０５８名（二次病院搬送７名）
熊本地域医療センター
（令和２年１２月３０日午前０時～３年 1 月４日午前８時まで）
６５１名
２）休日夜間急患センター事業及び医療情報センター業務
実施施設：熊本地域医療センター
（小児科）
平日午後６時～翌日午前８時、休日午前８時～翌日午前８時
（内科、外科）
(７)

平日午後６時～翌日午前８時、休日午前８時～翌日午前８時（令和２年９月３０日まで）
平日午後６時～午後１１時、 休日午前８時～午後１１時 （令和２年１０月１日より）
受診者：１０,６０５名
医療情報センター取扱い件数４，５７８件
（市民４,５３９、医療機関３６、救急隊３）
３）病院群輪番制運営事業
実施施設：熊本地域医療センター
受診者：１,０７２名（熊本市８６０、市外１９４、県外１８）
三次病院への転送２３名
４）子ども医療電話相談事業
実施施設：熊本地域医療センター、毎日 午後７時～午後１１時
相談料：無料
相談件数：９,０４４件
５）小児拠点病院運営事業
熊本地域医療センターは、小児救急医療の第二次救急医療施設の拠点病院として、休日夜
間救急センター、在宅当番医制等の初期救急医療施設及び小児救急患者の搬送機関との円滑
な連携体制のもとに、休日及び夜間における入院治療を必要とする小児の重症救急患者の医
療を提供している。
６）女性医師支援事業
女性医師が働きやすい環境の整備を以て医師不足の防止を図り医療の崩壊を回避すること
を目的とし、医師会館内に一時預かり保育所「メディッコクラブ」を設置している。また、
熊本県委託の熊本県女性医師キャリア支援センター事業の一環として、講演会等参加時の一
時保育事業を行っている。
・保育所の利用者
女性医師延べ２３３名、児童延べ２５７名
・熊本県女性医師キャリア支援センターの業務及び利用者
県内の女性医師に対し、講演会及び学会等参加時の一時保育を行った。また、保育・育児
等に関する相談等に対応した。
ア 無料託児利用状況
利用日数 ２４日、女性医師 延べ２９名、児童 延べ３６名
イ 広報
主催者へ講演会等開催時の無料託児所について案内し、案内状への無料託児掲載依頼
を行った。
女性医師支援事業案内のチラシを作成し、熊本県内医療機関及び熊本市医師会員に案
内した。
ウ 相談対応
来所相談 男性
０名
女性
１名（勤務医１名）
電話相談 男性
８名（開業医１名、その他７名）
女性 ３４名（勤務医３０名、開業医３名、その他２名）
エ 講演会の開催
・
「令和２年度熊本県医療人キャリアサポートクローバーセミナー」(共催)
令和３年２月１６日 出席者４０名(うち女性医師７名)

(８)

７）救急医療連携体制の構築
救急医療懇談会
新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
［継続事業３］ 公衆衛生の指導啓発を図る事業
少子高齢化が進む中で、健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病の予防とともに、社会生活
を営むための機能を高齢になっても可能な限り維持することが重要である。また、将来を担う次世
代の健康を支えるため、小児生活習慣病や婦人科検診等の健康管理も看過できない。ヘルスケアセ
ンターは地域自治体と連携し、健診・検診事業結果の共有を行っている。検診事業ごとに専門医か
らなる検診班を設置、検診の精度・確度の向上、データの一元管理、分析を行い事業の充実を目指
す。データは地元の医師会員への情報提供、学会や研修会等の発表資料、あるいは地域住民に対す
る健康増進への意識を高める啓蒙活動等に供している。
１）学校保健
ア 学校医の推薦
熊本市教育委員会へ２２名（内科８、眼科７、耳鼻科７）を推薦
熊本県医師会へ４名（内科１、眼科０、耳鼻科３）を推薦
イ 学童検診の実施
・学校心臓検診
対象 熊本市立小学校、中学校、私立中学校、熊本市立高等学校、熊本県立高等学校、
私立高等学校、支援学校のうち、小学校１年・４年、中・高校１年生および
学校医・養護教諭から検査要請のあった他学年
第１次検診 令和２年６月２日～令和２年７月２０日
第２次検診
６月６日～
９月 ５日
実績１５５校、実施数２４,２２２名、精検受診者数５６４名、追跡１０３名
・学校腎臓検診（検尿）
対象 熊本市立幼稚園、熊本市立小・中学校、熊本市立高校・市立専門学校、私立幼
稚園・保育園等
第１次検診 令和２年６月 ８日～令和２年７月１７日
第２次検診
６月２４日～
７月３０日
第３次検診
７月３０日～
１０月２９日
実績１４６校、第１次６１,３１８名、第２次３,４２２名、第３次６６８名
・学童結核検診
入学（進級）時調査票と学校医の内科健診の所見に基づき、へルスケアセンターで
Ⅹ線デジタル撮影と喀痰検査を実施。
実績 胸部Ｘ線 小学校１２名、中学校２名の計１４名
・肥満児等調査および小児生活習慣病予防検診
全市内小学校４年生で肥満度２０％以上の児童を対象にして希望者に予防検診を実
施。また、予防検診の有所見者へのフォローとして、保護者や養護教諭を対象に医師、
栄養教諭、理学療法士による説明会（書面説明）を実施し、事後指導にも努めている。
実態調査 小・中学校合計調査数５９,７４８名 うち２０％以上６,２５９名
小学校 ４０,７０４名
２０％以上４,２２０名
中学校 １９,０４４名
２０％以上２,０３９名
小児生活習慣病予防検診受診者数
３８０名 うち有所見者数１６２名
要指導７７名、要精密検査・加療８５名、異常なし２１５名、判定不能３名
小児生活習慣病予防検診説明会開催 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
（書面説明にて実施）
・脊柱側弯症検診
児童･生徒の内科健診時に、学校医が小学校５年生と中学校１年生に対して重点的に
(９)

脊柱の検診を行うとともに、ヘルスケアセンター設置の整形外科医からなる検診班よ
り委員が選定された学校へ赴き、健診時に学校医とともに視診・触診を行う。
抽出された要精密検査の児童･生徒は、専門医療機関(登録指定機関)で精密検査を受診
する検診体制を採っている。
対象者
小学校５年生６,８９１名、中学校１年生６,４５６名 計１３,３１７名
要精検者 小学校５年生 １３０名、中学校１年生
２４０名 計
３７０名
２次検診（精密検査）受診者数１９０名
精密検査結果：１９０名（側弯症５０名、側弯症の疑い９６名、その他３名、
異常なし４１名）
小学校５年生１０６名（側弯症２５名、側弯症の疑い５６名、
その他２名、異常なし２３名）
中学校１年生 ８４名（側弯症２５名、側弯症の疑い４０名、
その他１名、異常なし１８名）
・就学時健康診断
実施期間 令和２年１０月１日～令和３年３月３１日
実施者数 内科６,５５４名、眼科６,５４７名
ウ 学校教職員健康診断の実施
熊本市の小学校９２校、中学校４３校の教職員３,３５６名の健康診断を実施。
２）住民検診
検診の意義である早期発見・早期治療を達成するために各種検診ごとに専門医からなる読
影班委員会を置き、精度管理と検診のフォローに意を注ぎ、個別検診の実施医療機関は登録
制による指定を行うとともに各種検診の要精密検診者の受診勧奨に努めている。
ア 特定健診・特定保健指導：個別（施設）健診
特定健診のソフトを開発して実施医療機関に提供し、健診データの一元管理を行い健診
事業の円滑な実施を図っている。
健診実績３５,１１６件
特定保健指導：初回実施２９２件、評価実施２９７件
イ 胃がん検診：検診車による巡回検診および施設内のセット検診
受診者１,０５７名、要精検者８９名、精検受診者７９名（８８.７％）
、がん０名
（発見率０％）
胃がん検診内視鏡検査：医療機関による個別検診
受診者４,０６４名、要精検者３１０名、精検受診者２５２名（８１.２％）、がん１２名
（発見率０.３％）
ウ 子宮頸がん検診：医療機関による個別検診
頸部のみ受診者１１,８６５名、要精検者３５７名、精検受診者２５２名（７０.５％）、
がん３名（発見率０.０３％）
、がん疑い１３３名
エ 乳がん検診：医療機関による個別検診
受診者８,４７３名、要精検者７８５名、精検受診者５６３名（７１.７％）、がん３１名
（発見率０.３７％）
、がん疑い４名
オ 肺がん検診：検診車による巡回検診および施設内のセット検診
受診者６,０８５名、要精検者９１名、精検受診者８２名（９０.１％）
、がん０名
（発見率０％）
、がん疑い０名
カ 大腸がん検診
検診車による巡回検診（検診地域は肺がん検診地域と同じ）と個別検診の併用で実施
令和元年度から郵送検診を実施
受診者９,０２７名、要精検者８７３名、精検受診者５８６名（６７.１％）、がん９名
（発見率０.１％、早期がん５名、進行がん４名）
(１０)

３）事業所健診
少子高齢化･人口減少が進行する中、インターネット上でデジタル化された財･サービス等
が流通するデジタル経済を軸とした新しい技術革新が近年急速に進展している。それに伴う
産業構造ひいては疾病構造の変化を踏まえ、労働者健康の保持増進を目的に、労働安全衛生
法に基づく健康診断を実施して受診者には保健指導を行うなど労働衛生の向上に努めている。
特定健診
９事業所
１７名
一般健康診断（定期、採用時）
１,７９７事業所
８,８２２名
成人病予防検診（協会けんぽ、共済、一般）
１,８０２事業所
８,４４４名
精密検診（再検）
７事業所
１２名
出張健診（定期等）
９８事業所
１６,２４１名
検診車による胸部検診
１２８事業所
１３,６２０名
〃
胃部検診
２５事業所
１,３１６名
検体検査・生理機能等
８,５６９名
４）健康増進、疾病予防の啓発
ア 市民への情報提供
熊本市民の疾病予防と健康の維持増進を図ることを目的に、保健衛生全般にわたる市
民の意識の向上と啓発に努めている。
・令和２年度市民講座・医専連シンポジウム
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。
・広報 ＴＶ番組「医療大百科」
核家族化や高齢化社会を背景に直面する医療問題、あるいは文化生活の向上と共に健
康意識の高揚が求められる中、住民の疾病予防や健康増進の意識啓発に寄与することを
目的に、医療に対する基礎知識から最新医療の情報を広く住民に提供している。
ＴＫＵテレビ熊本 月曜１１：２０～１１：２５
令和２年４月６日から令和３年３月２９日まで５２回放映
・熊本地域医療センター市民公開講座
熊本地域医療センターは、平成２３年１１月７日付で熊本県指定がん診療連携拠点病
院に指定された。
「がん」という生死にかかわる病を前にして患者や家族そして医師がど
うあるべきか、がんの告知や治療等の選択など、がん診療の拠点病院としての責務によ
り多くの人と「がん」という病を考えていくために、市民を対象とした講座を開催して
がんの診療を中心にした医学及び医療について市民に広く啓蒙している。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。
イ 医療専門団体と連携した市民に対する健康意識の啓発
地域の包括医療を推進するために医療専門団体からなる熊本市保健医療専門団体連合
会（以下「医専連」という。
）を結成しており、医専連は、各医療専門団体相互の連携を
深め、熊本市圏の地域医療のシステム化推進の母体となって地域医療の水準の向上と充
実を図り、地域住民の健康と福祉を充実することを目的としている。現在、医専連は１
５の医療専門団体（熊本市医師会、熊本市歯科医師会、熊本市薬剤師会、熊本県助産師
会、熊本県看護協会、熊本県栄養士会、熊本県放射線技師会、熊本県臨床衛生検査技師
会、熊本県歯科衛生士会、熊本県理学療法士協会、熊本県作業療法士会、熊本県医療ソ
ーシャルワーカー協会、熊本市歯科技工士会、熊本県臨床工学技士会、熊本県言語聴覚
士会）からなっており、その活動は熊本市民健康フェスティバル等市民に対する健康意
識の啓発など多岐にわたっている。
・熊本市民健康フェスティバルの開催
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。
・ラジオ番組「健康サロン」
住民に医師をはじめとする夫々の医療専門職が係わる医療のあり方等を理解していた
(１１)

だき、疾病予防や健康増進に役立たせる企画で、医専連各団体との連携のもとに住民が
関心を持っている問題や医療に関するトピックス等を話題として、ラジオで地域の医師
や医専連各団体の医療専門職が解りやすく話している。
ラジオ番組：熊本シティエフエム「健康サロン」
放
送：毎週水曜日午後２時から１５分間、年間５３回
出演団体：医師会８回、歯科医師会８回、薬剤師会８回、助産師会２回、看護協会６
回、栄養士会２回、放射線技師会２回、臨床検査技師会３回、歯科衛生士
会２回、理学療法士協会２回、作業療法士会２回、医療ソーシャルワーカ
ー協会２回、歯科技工士会２回、臨床工学技士会２回、言語聴覚士会２回
５）感染症予防の相談及び予防接種の実施
予防接種要注意者等が安心して予防接種が受けられる体制を整備して予防接種の向上と予
防接種による健康被害発生の防止に万全を期すため、熊本県から委託を受けて当法人は地域
医療センターで熊本県予防接種センターを開設している。県民からの予防接種の副反応や感
染症予防に関する相談、あるいはハイリスク者（予防接種要注意者）、海外渡航者への予防接
種等を実施している。また医療機関からの相談等にも応じており、予防接種に対する県民の
不安感を取り除いている。
令和２年度接種者
ハイリスク者 ３４０人、海外渡航者２３４人、その他７１人、
計６４５人
６）熊本県熊本地域産業保健センターの設置
熊本労働基準監督署管内の労働者数５０人未満の小規模事業場の事業主や労働者を対象と
して、労働安全衛生法で定められた保健指導等の産業保健サービスを無料で提供している。
①健康診断結果についての医師からの意見聴取②長時間労働者や高ストレス者に対する面接
指導③労働者の「こころ」と「からだ」の健康管理に関わる相談④専門スタッフによる個別
指導を主な活動内容としている。また、産業保健に関する情報を整備し提供している。
対象地域：熊本市、上益城郡、下益城郡、宇土地区の４地域
実績：１．個別訪問産業保健師指導５２事業場
（熊本市２５、上益城郡１１、下益城郡８、宇土地区８）
２．健康診断結果について医師からの意見聴取１６５事業場
（熊本市１１９、上益城郡２２、下益城郡１８、宇土地区６）
３．長時間労働者、高ストレス者に対する面接指導１６事業場
（熊本市１１、上益城郡３、下益城郡１、宇土地区１）
７）予防接種、母子保健等の充実向上
市民の健康の保持と増進を目的とする予防接種事業や母子保健事業を達成するため、熊本
市と連携協力して地域住民の利便性等考慮した事業体制の構築を図り事業の円滑な実施と普
及に努めている。
予防接種３０５,２９８名、乳児健診１１,７６５名、妊婦健診６３,４７１名、
三歳児視聴覚精密健診：眼科１,０９３名、耳鼻科３１２名、
肝炎ウイルス検査１,５８４名、風しん抗体検査３９３名
［継続事業４］ 准看護師及び看護師の養成に関する事業
急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境等の変化に伴い看護師等の確保の重要性が著
しく増大している。看護師の資質を向上し、医療及び公衆衛生の普及向上を図ることが求められ
る中にあって、看護師養成における人材育成が、社会の期待に応え更に一層の発展を図るために
は、看護実践能力の向上と看護職としての社会的責任並びに国民の要望に対応した看護の質の向
上が不可欠であり、生命の尊厳と高い倫理観に基づいた豊かな人間性と、必要な基礎知識、技術
(１２)

を教授し、保健医療福祉活動に貢献しうる質の高い看護実践者の育成につとめている。
ア 看護師養成事業
－医療専門課程－
第１看護学科 修業年限３年、１学年定員７０名 (総定員１５０名)
・第１０回生入学式
令和２年 ４月 ３日
新入生７６名(うち男性５名)
〔受験者１３４名(１４)、合格者７９名(４)、競争率１.７〕
・１年生 歓迎会
令和２年 ４月 ６日
・第９回宣誓式
令和３年 １月 ８日(２年生４１名)
・入学試験
高校推薦・社会人・指定校推薦(第１１回生)入学試験
令和２年１１月 １日
一般(第１１回生)入学試験(前期)
令和２年１１月２９日
一般(第１１回生)入学試験(後期)
令和３年 ２月２８日
・第８回生卒業式(卒業証書授与４３名) 令和３年 ３月 ３日
第２看護学科 修業年限３年、１学年定員４０名 (総定員１２０名)
・第４６回生入学式
令和２年 ４月 ３日
新入生４０名(うち男性６名)（受験者５９名、合格者４３名、競争率１.４）
・入学試験
推薦(第４７回生)入学試験
令和２年１０月１１日
一般(第４７回生)入学試験
令和２年１１月２２日
・第４４回生卒業式(卒業証書授与４２名) 令和３年 ３月 ３日
・第１１０回看護師国家試験(熊本市)
令和３年 ２月１４日
第１看護学科 第 ８回生４３名受験 全員合格 合格率 100％(全国90.4％)
第２看護学科 第４４回生４２名受験 全員合格 合格率 100％(全国90.4％)
イ 准看護師養成事業
－医療高等課程－
准看護科 修業年限２年、１学年定員８０名(総定員２００名)
・第６８回生入学式
令和２年 ４月 ３日
新入生６６名(うち男性１６名)（受験者８０名、合格者７２名）
・入学試験
推薦・社会人(第６９回生)入学試験 令和２年１０月２５日
一般(第６９回生)入学試験
令和２年１２月 ６日
第二回一般(第６９回生)入学試験
令和３年 １月２４日
第三回一般(第６９回生)入学試験
令和３年 ２月１３日
第四回一般(第６９回生)入学試験
令和３年 ３月 ７日
・戴帽式(第６８回生)
令和２年１１月１１日(１年生５６名)
・２年生卒業記念講演会
期 日 令和３年２月２５日
テーマ 「看護の専門性の発揮とチーム医療の推進」
・第６７回生卒業式(卒業証書授与７３名) 令和３年 ３月 ３日
・熊本県准看護師資格試験
令和３年 ２月１６日
合格発表
令和３年 ３月１１日
准看護科 第６７回生７３名受験 全員合格 合格率100％
ウ その他３学科合同行事
・学校説明会(高校の先生方への説明会) 令和２年 ７月２８日

(１３)

［継続事業５］ 社会保障制度の適切な運営事業
国民の健康で文化的な生活を目的とする社会保障制度は、行政のみならずその実践に深く係わ
る者の周知や理解なくしては成り立たない。制度のなかで大きなウエイトを占めるのが医療関連
制度であり、行政と連携協力のうえに社会保障制度の円滑かつ適正な運営を図ることを目的に制
度の説明会等を実施している。
・行政通知等の広報（単独通知分）
熊本県より
「熊本県医療勤務環境改善支援センターのご案内」他 1 件通知
熊本市より
「熊本市国民健康保険適正服薬等推進事業の実施に係る協力依頼」他 3 件通知
九州厚生局より「酸素の購入価格に関する届出について」通知
・各種説明会等の実施
ア 予防接種説明会 熊本市と共催 令和２年８月１８日(火)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
イ 麻薬等取扱者講習会
令和２年９月３０日(水)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
ウ 熊本市診療検査医療機関説明会（ハイブリッド開催）
令和２年１０月３日(土)２回、５日(月)、６日(火) 計４回開催
出席者２１０名 オンライン接続数９１０
エ インフルエンザ流行期における患者対応説明会（ハイブリッド開催）
令和２年１０月３１日(土)２回開催 出席者２６４名 オンライン接続数９９０
オ 「新型コロナウイルスワクチン接種体制（一般向け）の確保」に係る説明会（ハイブリッド開催）
令和３年１月３０日(土)２回開催 出席者１６１名 オンライン接続数１６５４
カ 新型コロナウイルス感染症の接種実施に係る医療従事者に対する先行接種・優先接種実施
医療機関及び医師会担当者向け説明会（ハイブリッド開催）
令和３年２月２０日(土)開催 出席者１２７名 オンライン接続数１６３５
［特定寄附］ 医学教育の向上及び地域医療の充実に資するための寄附
医学教育の向上及び地域医療の充実に資するために、熊本大学医学部への寄附を実施。
［他事業１］ 地域医療の支援、発展に関する紹介型開放型病院の運営事業
地域の医療機関からの重症患者を受入れ、必要な医療を提供した後、元の医療機関に戻すこと
による医療機関相互の機能分担と連携を可能なものとし、地域医療全体の質を向上させるために、
地域医療の中核となる熊本地域医療センターを、地域のかかりつけの医師、医療機関（特に診療
所）の後方支援病院として開設した。熊本地域医療センターは地域の医師に開放された病院であ
り、地域の診療所で治療が難しい患者に対し、診療所からの紹介によって治療を行うことを主業
務とする病院で、地域の医師が患者に良質の医療を行うための基盤となっており、当法人が地域
医療のネットワークを形成するために開設している臨床検査センターやヘルスケアセンター（健
診施設）、在宅ケアセンター（訪問看護・介護）とともにあって地域医療の質を向上させている。
入院患者数 ４,６９７名、入院延日数５１,３７０日、在院日数月平均９.８日
紹介率：月平均９４.８％
手術数 ７４１件 うち１５３件が緊急手術、会員執刀６３件
共同指導件数 １７３件、共同指導回数 ３５３回
外来患者数 ４２,５９４名（平日日勤帯外来患者数３１,９８９名、休日夜間帯外来患者数
１０,６０５名）
各種検査
内視鏡検査５,１７９件（治療内視鏡１,０４５件）、ＭＲＩ検査３,７７０件、
ＣＴ検査８,０１９件、超音波５,７０５件、心カテ３６件

(１４)

［他事業２］ 社会福祉の増進に関する在宅ケアセンター運営事業
高齢化社会の到来で、在宅医療の充実とともに保健福祉の向上は避けては通れないものであり、
地域における包括医療提供体制を構築して社会福祉の増進、特に高齢者の福祉の増進を図ること
を目的として在宅ケアセンターを開設し、次の事業を行っている。
１）訪問看護ステーション
病気や障害をもって在宅医療する方に対して、専門的知識、技術、判断をもって病気や障
害の改善に努め、より良い状態で安全に充実した生活が送れるようあらゆる在宅療養支援す
ることを目的としている。
医療機関からの指示を受け５７６名に訪問看護を行った。
医療保険利用者１２１名、介護保険利用者４５５名
医療保険による訪問回数１,２８８回、介護保険での訪問回数２,０８１回
計３,３６９回
２）訪問介護ステーション
利用者の自立支援として身体介護サービス、家事援助サービス、生活・身上・介護に関す
る相談助言等を行っている。
８７１名に対し、６,３２１回の訪問介護を行った。
介護サービス利用者３６８名、介護予防サービス利用者４９６名、その他利用者７名
訪問回数内訳：総合事業２,２１０回、生活援助３,１８２回、身体介護３８７回、
身体・生活４５５回、その他８７回
３）居宅介護支援事業所
介護保険に関する各種申請代行、ケアプラン作成、サービス事業所の紹介・調整やその他
介護保険に関する相談を行っている。
令和２年度 要介護１以上のケアプラン作成対象者
延べ１，１０１名
介護予防給付対象者である要支援者
延べ
４６名
４）地域包括支援センター
地域での高齢者の包括ケアを機能させるため、保健師、ケアマネージャー、社会福祉士を
配置し、地域での各種サービスや地域ネットワークの構築などを柱に個別サービスのコーデ
ィネートを行っている。
令和２年度 ケアプラン作成者 延べ４,２８３名、相談件数２,８８８件
家族介護教室 開催無し
［他事業３］ 臨床検体検査運営事業
１）検査センター
臨床検体検査は、診断・治療の用に供する診療の根幹をなすものであり、精度の高い正確
な検査データを迅速に供給することが求められ、また、迅速検査は、患者中心の医療や患者
サービスの向上が言われる今日、患者にも大きな恩恵がある。これら地域の医師の負託に応
え、地域の医療の水準を高めて地域医療の質を向上させることを目的として検査センターを
開設し、地域の医療機関からの依頼による臨床検体検査を実施している。
取扱検体数 年間 １,５４５,８３６検体
検査項目数 年間 ７,５５４,８１６項目
２）ＰＣＲセンター
市からの委託を受け、新型コロナウイルス感染症検査施設として設置運用を行っている。
令和２年７月６日～令和３年３月３１日
検査数４,５２２名、陽性数４２３名、陰性数４,０９７名、判定不能２名
［他事業４］ 会員相互扶助事業
１）代行業務
地域住民の健康の保持と増進を目的とする公衆衛生事業等の事務処理を効率的、効果的に
行うため、熊本市と熊本市医師会で委託契約している予防接種及び健診について、実施登録
医療機関から提出された報告書・予診票及び受診券すべてを取り纏めて、市への実施医療機
関の請求や市からの実施医療機関への料金支払いの対応等を一括代行している。
(１５)

２）会員所属地区部への補助金、同好会への補助金等
ア 熊本市医師会は、東１、東２、中、西、南、北１、北２部の地区部と勤務医部の８部に
区分し、会務の連絡を図るため、会員数に応じて補助金を助成している。
イ 熊本市医師会では、会員３名以上で結成される同好グループで規定を満たすものを趣味
同好会として認可し、補助金を助成している。
剣道部、登ろう会、肥後狂句（杏風会）、ゴルフ会、ワイン同好会、古典音楽同好会
３）熊本市受診案内センター
市からの委託事業として、発熱患者からの電話相談を受け、受診可能な診療・検査医療機
関の案内を行う。
令和２年１１月１９日(木)～令和３年３月３１日(水) 受電件数２,３０４件
［他事業５］ その他の収益事業
１）事務受託事業
本会外郭団体への一部業務支援
２）生命保険事務受託事業
３）駐車場運営事業
４）テレビカード販売手数料
５）医師会病院の売店・レストランの賃借料
６）自動販売機設置手数料
２．重要な契約に関する事項
なし
３．役員会等に関する事項
（１）理事会
毎月原則第２、第４水曜日（５月は決算の関係で第３・第５水曜、３月は予算の関係で第１・
第４水曜）に午後７時から熊本市医師会館会議室他で２４回開催。
各理事が担当業務・事業状況を報告し、当法人への入会等重要な案件は担当理事の提案に基
づき協議・決定している。尚、検討時間を要する内容のものについては、理事会の企画検討
事項として採り上げ協議している。
・主な企画検討事項
①病院建設について
②Slack の利用について
（２）代議員会
・第２１回臨時代議員会（通算第２６８回）
日 時 令和２年４月３日（金）午後７時
場 所 熊本市医師会館 ２階講堂
提出議案
①令和２年度一般社団法人熊本市医師会会費免除申請に関し承認を求むるの件
②令和２年度一般社団法人熊本市医師会会費の賦課及び徴収に関し承認を求むるの件
③一般社団法人熊本市医師会役員等選挙規定の一部改定に関し承認を求むるの件
※以上提出議案は、審議の結果原案通り承認された。
選挙
①熊本市医師会会長
１名
②熊本市医師会副会長
３名
③熊本市医師会理事
１６名
④熊本市医師会監事
３名
⑤熊本市医師会裁定委員
７名
⑥熊本県医師会代議員
８名
⑦熊本県医師会予備代議員１０名
※上記のとおり役員候補者が選任された。
(１６)

・第２２回定例代議員会（通算第２６９回）
日 時 令和２年６月１９日（金）午後７時
場 所 熊本市医師会館 ２階講堂
報 告
①令和元年度一般社団法人熊本市医師会事業報告
②令和２年度一般社団法人熊本市医師会事業計画及び予算
提出議案
①一般社団法人熊本市医師会令和元年度財務諸表に関し承認を求むるの件
②一般社団法人熊本市医師会理事及び監事の選任に関する件
③一般社団法人熊本市医師会会長及び副会長の選定に関する件
④一般社団法人熊本市医師会裁定委員７名の選任に関する件
⑤一般社団法人熊本市医師会顧問の推戴に関する件
⑥一般社団法人熊本市医師会定款改正委員(８名)、予算委員(１６名)、災害基金委員
(７名)、建設委員(８名)、政令都市医師会検討委員(８名)の選出に関する件
※以上提出議案は、審議の結果原案通り承認された。
その他
①熊本市医師会ＰＣＲセンターについて
・第２３回臨時代議員会（通算第２７０回）
日 時 令和２年９月４日（金）午後７時
場 所 熊本市医師会館 ２階講堂
報 告
①令和２年７月豪雨の被害及び熊本ＪＭＡＴ派遣について
②熊本市医師会ＰＣＲセンターについて
提出議案
①一般社団法人熊本市医師会役員（富合・城南部理事）の選任に関する件
②令和２年度熊本市医師会費減額に関し承認を求むるの件
※以上提出議案は、審議の結果原案通り承認された。
（３）会員懇談会
日 時 令和２年８月２２日（土）午後５時３０分
場 所 ホテル日航熊本
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
（４）会計監査
令和２年６月４日、５日の両日、令和元年度の会務及び会計について監事３名から
監査を受けた。
４．収支及び正味財産の状況推移
事業年度
前期繰越収支差額
当期収入合計
当期支出合計
当期収支差額
次期繰越収支差額
資 産 合 計
負 債 合 計
正 味 財 産

Ｒ元年３月期
３，６６２
８，２２３
７，６３８
５８５
４，２４７
１２，７０４
３，６８４
９，０２０

Ｒ２年３月期
４，２４７
７，８８５
７，６６０
２２５
４，４７２
１２，６５９
３，４１１
９，２４７

Ⅲ．株式保有の概要
熊本シティエフエム株式９０万円
熊本県医師信用組合
５万円
(１７)

単位：百万円
Ｒ３年３月期
４，４７２
８，３０９
７，９６５
３４４
４，８１６
１３，６６９
３，７０５
９，９６４

