一般社団法人熊本市医師会

平成３０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医師の生涯教育に関する事項
④医学、医療の国際交流に関する事項
⑤公衆衛生の啓発指導に関する事項
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医療経営の安定、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
５７０名
８０５名
５２名
１，４２７名

前期末比増減
＋６名
＋２０名
＋１名
＋２７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
３１年３月３１日現在
役 職
会 長
副会長
副会長

氏 名
園田
寛
宮村健一郎
濱田 泰之

副会長

田中

理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
監
監
監

緒方 武幸
前田 篤志
宮本 大典
井
重博
家村昭日朗
田嶋
哲
豊田 徳明
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
閌
義憲
戸山 忠良
大山 勝郎

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

英一

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

８．職員に関する事項
３１年３月３１日現在

部署

正規職員
男

嘱託職員

女

男

総計

臨時･パート・非常勤

女

男

女

男

女

合計

法人事務局

6

7

2

1

2

8

10

18

看護専門学校

2

30

2

3

5

4

38

42

検査センター

14

28

2

6

40

22

68

90

病院

96

272

4

13

44

113

316

429

ヘルスケアセンター

13

13

5

6

20

24

33

57

3

7

22

3

30

33

134

357

133

174

495

669

在宅ケアセンター

合計

491

1

15

5

20

25
158

(２)

669

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
熊本市医師会
事務局
熊本市中央区

救急医療連携体制構築

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

本荘３－3－３

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

熊本市中央区
本荘３－３－３

他事業３
検査センター
熊本市中央区

臨床検体検査

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

本荘５－１５－１２

(４)

生命保険事務受託

継続事業１

医療従事者の研修育成

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
小児救急電話相談事業

熊本地域
小児拠点病院運営事業

医療センター
熊本市中央区
本荘５－１６－１０

継続事業３

感染症予防相談

公衆衛生の指導啓発を図る事業

及び予防接種

他事業１
地域医療の支援発展に関する事業

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
ヘルスケア

公衆衛生の指導啓発を図る事業

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
生命保険事務受託

本荘５－１５－１２

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
訪問介護ステーション

在宅ケア
センター
熊本市中央区
本荘５－１６－１０

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

(５)

地域包括支援センター

（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
平成３１年３月 １日（金）
生涯教育委員会の開催
平成３０年６月１１日（月）
日医生涯教育講座の打合会
平成３０年６月 ５日（火）
講演会、勉強会の開催
・学術講演会
５回開催（4､9､10､1､2 月）
。出席者２９７名
・熊本地域医療センター勉強会 ９回開催（4､5､6､7､10､11､1､2､3）。出席者２３３名
・共催後援の講演会
７８回開催。そのうち当法人会館で６回開催。
・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２７回、専門医会１２回、医専連３回、医師会員２０回
行政他４４回
提供施設 講堂３０回、研修室９４回
提 供 日 平日７８回、土曜日２３回、日曜日５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）
・国際交流委員会の開催
平成３０年６月６日（水）
、９月６日（木）
平成３１年２月１４日（木）
・熊本市・米国サンアントニオ市姉妹都市締結３０周年事業への参加
米国サンアントニオ市で行われたレセプションに国際交流委員 3 名が参加した。
平成 30 年 5 月 2 日(水)～3 日(木)
・姉妹都市締結 30 周年セレモニー及びレセプション
・ベア郡医師会長表敬訪問
・サンアントニオ市制 300 周年レセプション
３）医療従事者への研修育成事業
平成３０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５名
後期研修１名、くまもと森都総合病院臨床研修１名、超音波検査技術の
習得２名、気管支鏡検査技術の習得１名
看護師３名 消化器内視鏡検査の介助等
准看護師８名 下部消化器内視鏡検査の介助等
臨床検査技師４名 超音波検査技術の習得
医学生・看護学生等の実習
医学部学生１９６名（放射線科、麻酔科、呼吸器内科、小児科）、薬学部学生７名、
看護学生１７６名、診療放射線技師専攻学生１４名、救急救命士専攻学生６名、
理学療法士専攻学生８名、作業療法士専攻学生２名、言語聴覚士専攻学生４名、
臨床工学技士専攻学生７名、診療情報管理士専攻学生１名、その他９名
(６)

医療現場の見学、生理機能検査室・内視鏡検査室・一般病棟・緩和ケア病棟・休日夜
間急患センターの見学
イ 指導者としての自己研鑚
学会名
第59回 日本肺癌学会九州支部学術集会

発表演題
ＥＧＦＲ-ＴＫＩ治療中のＲＥＣＳＩＴ-ＰＤ時にｂｅｖａｃｉｚｕｍａｂを
追加した全例にｄｉｓｅａｓｅｃｏｎｔｒｏｌが得られた肺腺癌９例の検討

第59回 日本肺癌学会九州支部学術集会

薬剤性肺傷害に対するステロイド治療によってペンブロリズマブの
二次性副腎不全がマスクされた非小細胞肺癌の一例

第58回 日本呼吸器学会学術講演会

COPD患者におけるアレルゲン感作状況の検討

第58回 日本呼吸器学会学術講演会

細胞傷害性抗癌剤による薬剤性肺臓炎後に、
抗癌剤を再投与した進行非小細胞肺癌の予後

第82回 日本呼吸器学会日本結核病学会

Ｅｒｌｏｔｉｎｉｂ治療で病勢コントロールが得られた

九州支部 春季学術講演会

ＥＧＦＲ遺伝子変異陽性限局型小細胞肺癌の一例

3ｒｄ International Conference on Hepatobiliary &

Role of Autophagy in the Development of Acute Pancreatitis

Pancreatic Disorders
第56回 日本糖尿病学会九州地方会

ＳＧＬＴ2阻害剤使用後に診断されたバセドウ病の一例

第32回 日本小児救急医学会学術集会

期限切れのホットケーキ粉でアナフィラキシーを起こした
Ｏｒａｌ ｍｉｔｅ ａｎａｐｈｙｌａｘｉｓの一例

第18回 九州沖縄小児救急医学研究会

軽微な頭部外傷後に複雑部分発作重積状態を呈した一症例

第16回 日本臨床腫瘍学会学術集会

根治的放射線治療後に再発した
切除不能Ⅰ期非小細胞肺癌患者の後治療と予後

JDDW 2018 KOBE

粘表皮癌2例を含む膵の腺扁平上皮癌自験例5例の検討

第67回 日本アレルギー学会学術大会

発症状況別にみた魚アレルギー児の臨床経過報告

第26回 日本乳癌学会学術総会

肥満と年齢の関係について

第41回 筑豊感染症懇話会

臨床の場から見たワクチンによる小児の重症感染症予防

第299回筑豊小児科医会勉強会
第118回 日本外科学会定期学術集会

～ワクチン導入のインパクトから重篤な副反応まで～
胆道癌取り扱い規約第6版におけるN因子の
転移個数による細分化の意義の検討

(７)

第32回 日本核医学技術大会九州地方会学術大会

99mTc-GSA肝受容体シンチグラフィにおける
SUV算出による肝予備能評価の試み

第32回 日本核医学技術大会九州地方会学術大会

I-123線条体SPECTにおけるChang法の
適正な減弱補正のための基礎的検討

［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
７６９施設、受診者３５,３２９名
イ 年末年始急患診療業務 （平成３０年１２月３０日～３１年 1 月４日午前８時まで）
在宅医実施医療機関
５６施設 受診者６,６４１名（二次病院搬送１０名）
熊本地域医療センター １,９７２名（入院１４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（内科、小児科、外科）
平日午後６時～翌日午前８時、 休日午前８時～翌日午前８時
受診者：２９,９７０名
医療情報センター取扱い件数７,１１８件
（市民７,０２５、医療機関７３、救急隊１９、その他１）
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：１,８１２名（熊本市１,４４０、市外３２５、県外４７）
三次病院への転送５６名
４）小児救急電話相談事業
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：１２,３７２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。

(８)

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３３１名、児童延べ４７１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 ７４日、女性医師 延べ９８名、児童 延べ１８４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、熊本市医師会員全員に案内した。
ウ 相談対応
来所相談 女性医師１名、医薬品メーカー１名
電話相談 男性 ２７名（勤務医７名、開業医２名、その他１８名）
女性１３７名（勤務医１１５名、開業医４名、その他１８名）
エ 講演会の開催
・
「平成３０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)
平成３０年１２月１８日 出席者５４名(うち女性医師１１名)
オ 熊本県女性医師キャリア支援連絡会議（熊本県主催)
平成３１年１月１７日 於県庁
議題 ①各構成団体における女性医師支援に係る取組状況及び今後の方向性に
ついて
②女性医師等キャリア支援モデル全国展開事業について
③平成３１年度における女性医師キャリア支援連絡会議の運営方法について
７）救急医療連携体制の構築
救急医療懇談会 平成３１年２月７日（木）
出席者５９名 熊本市医師会８名、救急告示医療機関２０名、公的病院救急部門７名、
熊本市消防局２０名、熊本県警察本部１名、熊本市健康福祉局３名
議題 ①平成２９年度熊本市医師会救急医療実績報告について
②平成３０年熊本市消防局救急統計について
意見交換
［継続事業３］ 公衆衛生の指導啓発を図る事業
地域住民の健康の保持と増進を目的として、急速な高齢化の進展や保健医療を取り巻く環境の変
化に対応した地域における公衆衛生の向上を目指し、地域自治体と一体となった保健活動を展開し
て健診事業・検診結果の共有等を行っている。その中核となるヘルスケアセンターは、健診事業ご
とに専門医からなる委員会を置いて健診の精度、データの一元管理、課題等調査分析を行い健診事
業の充実に努めるとともに、集積・分析したデータは、地元の医師への情報提供、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。
(９)

１）学校保健
ア 学校医の推薦
熊本市教育委員会へ４０名（内科３、眼科２１、耳鼻科１６）を推薦
熊本県医師会へ７名（眼科４、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、
私立高等学校のうち、小学校１年・４年、中・高校１年生及び養護教諭から検査
要請のあった他学年
第１次検診 平成３０年４月１０日～６月１１日
第２次検診
４月１４日～７月２１日
実績１５３校、実施数２３,７１３名、精検受診者数８３１名、追跡５８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 平成３０年４月１６日～５月３１日
第２次検診
５月 １日～６月１４日
第３次検診
５月２４日～７月 ５日
実績１４４校、第１次６１,８７０名、第２次１,８９５名、第３次１７２名
・学童結核検診
問診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１名、中学校０名の計１名
・肥満児等調査及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６０,１２２名 うち２０％以上４,７９１名
小学校 ４１,０４５名
２０％以上３,２８０名
中学校 １９,０７７名
２０％以上１,５１１名
小児生活習慣病予防検診受診者数
３４６名 うち有所見者数１５５名
要指導７６名、要精密検査・加療７９名、異常なし１９０名、判定不能１名
小児生活習慣病予防検診説明会開催 平成３１年３月２日(土)
・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の専門医が、選定され
た学校の児童生徒内科健診の時に視診・触診を行い、学校医と専門医の検診で抽出さ
れた要精密検査の児童生徒は、予め登録指定された専門医療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６,９２８名、中学校１年生６,１３１名 計１３,０５９名
要精検者 小学校５年生２０７名 中学校１年生１００名
計３０７名
２次検診（精密検査）受診者数２０８名
精密検査結果：２０８名（側弯症４４名、側弯症の疑い１０１名、その他０名、
異常なし６３名）
小学校５年生１３６名（側弯症２９名、側弯症の疑い６９名、
その他０名、異常なし３８名）
(１０)

中学校１年生７２名（側弯症１５名、側弯症の疑い３２名、
その他０名、異常なし２５名）
・就学時健康診断
実施期間 平成３０年１０月１日～平成３１年３月３１日
実施者数 内科６，１４４名、眼科６，５０５名
ウ 学校教職員健康診断の実施
熊本市の小学校７２校・中学校３４校の教職員１,９６２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３６,９８０件
特定保健指導：初回実施３３８件、評価実施２６６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１,９２５名、要精検者１５４名、精検受診者１３８名（８９.６％）、がん１名
（発見率０.０５％）
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８,６３０名、要精検者３６６名、精検受診者２６１名（７１.３％）
、
がん４名（発見率０.０５％）
、がん疑い１６１名
エ 乳がん検診：医療機関による個別検診
受診者８,３８５名、要精検者９０３名、精検受診者７１６名（７９.３％）、がん２８名
（発見率０.３３％）
、がん疑い１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７,８２３名、要精検者１３１名、精検受診者１１９名（９０.８％）、がん５名
（発見率０.０６％）
、がん疑い２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
受診者９,３９６名、要精検者９６７名、精検受診者７０５名（７２.９％）、がん２７名
（発見率０.３８％）早期がん１３名、進行がん１４名）
３）事業所健診
近年の急速な高齢化の進展、産業構造の変化、技術革新の進展等労働者を取巻く環境が大
きく変化するなかで労働者の健康問題への関心は高まっており、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
６事業所
１７名
一般健康診断（定期、採用時）
１,１２９事業所
９,４７０名
成人病予防検診（協会けんぽ、共済、一般） １,５４２事業所
７,７０２名
精密検診（再検）
５事業所
４４名
出張健診（定期等）
１１２事業所 １８,１５１名
検診車による胸部検診
１７１事業所 １１,９６０名
〃
胃部検診
３５事業所
１,１７３名
検体検査・生理機能等
１,１８１名
(１１)

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。
・平成３０年度市民講座・医専連シンポジウム
日 時 平成３０年１０月１３日（土）１４時
場 所 熊本市医師会館 ２階講堂
受講料 無料
テーマ 「地域における小児療育にもとめられること」
～言語発達に関わるそれぞれの立場から～
第 1 部 基調講演
演題 「子どもが元気になるハビリテーション」
講師 医師／おがた小児科内科医院
理事長 緒方健一 先生
第２部 シンポジウム
発表① 「地域における小児療育にもとめられること～歯科医師の立場から～」
歯科医師／熊本市中央区役所保健子ども課課長補佐 吉良直子 先生
発表② 「発達の特徴を活かして生きる～養成校の教員の立場から～」
言語聴覚士／熊本保健科学大学言語聴覚学専攻准教授 井﨑基博 氏
発表③ 「こどものことばが育つということの意味を考える
～子どもとかかわる人々の役割～」
言語聴覚士／指定障害児通所支援事業所 まいすてっぷ Kids
管理者 丸内春美 氏
発表④ 「保護者の子育てを支える支援者の役割」
言語聴覚士／一般社団法人 ゆこり 代表理事 下田祐輝 氏
来場者数 ２８３名
・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
平成３０年４月２日から平成３１年３月２５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。
日 時 平成３１年１月２６日（土） １４:００～
場 所 熊本地域医療センター 新館６階ホール
テーマ 知っておきたい呼吸器の病気
参加者 １４５名
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１５の医療専門
(１２)

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
医専連各団体の相互理解・連携のもとに熊本市民の健康教育の一環として、市民の「見
て、触れて、考える」という健康意識の啓発を図る場である健康フェスティバルを企画
した。医専連各団体が一堂に会し、歯科相談・薬の相談や血圧測定・リハビリ・在宅ケア
等夫々のコーナーを設けて、医専連各団体が専門分野毎のコーナーで市民等来場者に対
応している。
期 日
平成３０年１０月２１日（日）
場 所
熊本市総合体育館
入 場
無料
来場者
延べ９,３５９名
・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
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５２回
出演者：医師８回、歯科医師８回、薬剤師８回、助産師２回、看護師５回、
栄養士２回、放射線技師２回、臨床検査技師３回、歯科衛生士２回、理学療
法士２回、作業療法士２回、医療ソーシャルワーカー２回、歯科技工士２回、
臨床工学技士２回、言語聴覚士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。
平成３０年度接種者
ハイリスク者 ５１１人、海外渡航者５２４人、その他７１人、計１,１０６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事業場における労働者の健康確保と労働衛生管理体制及び健康
確保対策の充実強化を図っている。産業保健センターは、相談窓口を設置して地域の医師の
協力のもとに、労働者に対する①健康診断に基づく医師からの意見聴取②脳・心臓疾患のリ
スクが高い労働者に対する保健指導③メンタルヘルス不調の労働者に対する相談及び指導④
長時間労働者に対する面接指導、と事業者に対しての作業環境管理、作業管理、メンタルヘ
ルス対策等の労働衛生対策に関する相談に対応し個別に事業場を訪問しての産業保健の指導
を行っている。また、日本医師会認定産業医名簿・熊本県作業環境測定機関名簿・熊本県労
(１３)

働者健康保持推進サービス機関名簿を作成し、産業保健に関する情報を提供している。
健康相談事業対象地域：熊本市、上益城郡、下益城郡、宇土地区の４地域
実績：相談窓口開設回数１３５回、相談件数１,１８２件
個別訪問産業保健指導実施回数６３回
（熊本市３５、上益城郡９、下益城郡９、宇土地区１０）
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２７３,４７５名、乳児健診１２,７４８名、妊婦健診６４,４４３名、
三歳児視聴覚精密健診：眼科６０２名、耳鼻科１８１名、肝炎ウイルス検査２,３０６名、
風しん抗体検査１,８２８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
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４０名 (総定員１２０名)
・第８回生入学式
平成３０年４月４日
新入生４３名(うち男性３名)
〔受験者１６０名(２０)、合格者５０名(３)、競争率３.２〕
・１年生 歓迎会
平成３０年４月 ５日
・ 〃 親睦会(熊本城) 平成３０年４月１３日
・第７回宣誓式
平成３１年１月９日（２年生４２名）
・入学試験
高校推薦・社会人(第９回生)入学試験
平成３０年１１月 ４日
一般(第９回生)入学試験(前期)
平成３０年１２月 ２日
一般(第９回生)入学試験(後期)
平成３１年 ２月２４日
・第６回生卒業式(卒業証書授与４３名)
平成３１年 ３月 ６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４４回生入学式
平成３０年 ４月 ４日
新入生４３名(うち男性６名)（受験者８９名、合格者４３名、競争率２.１）
・入学試験
推薦(第４５回生)入学試験
平成３０年１０月１４日
一般(第４５回生)入学試験
平成３０年１１月２５日
・第４２回生卒業式(卒業証書授与３９名)
平成３１年 ３月 ６日
・第１０８回看護師国家試験(福岡市)
平成３１年 ２月１７日
第１看護学科 第 ６回生４３名受験 全員合格 合格率100％(全国89.3％)
第２看護学科 第４２回生３９名受験 全員合格 合格率100％(全国89.3％)
(１４)

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１２０名(総定員２４０名)
・第６６回生入学式
平成３０年 ４月 ４日
新入生１１８名(うち男性１９名)（受験者１４５名、合格者１２４名）
・入学試験
推薦・社会人(第６７回生)入学試験
平成３０年１０月２８日
一般(第６７回生)入学試験
平成３０年１２月 ９日
第二回一般(第６７回生)入学試験
平成３１年 １月１２日
第三回一般(第６７回生)入学試験
平成３１年 ２月１０日
第四回一般(第６７回生)入学試験
平成３１年 ３月１０日
第五回一般(第６７回生)入学試験
平成３１年 ３月２３日
・戴帽式(第６６回生)
平成３０年１１月 ７日（１年生１１２名）
・２年生卒業記念講演会
期 日 平成３１年２月２６日
テーマ 「今、私たち看護職に求められるもの」
・第６５回生卒業式(卒業証書授与８７名)
平成３１年 ３月 ６日
・熊本県准看護師資格試験
平成３１年 ２月１５日
合格発表
平成３１年 ３月１３日
准看護科 第６５回生８７名受験
全員合格 合格率100％
ウ その他３学科合同行事
・ナイチンゲール生誕祭
平成３０年 ４月２７日
・学校説明会(高校の先生方への説明会)
平成３０年 ８月 １日
・オープンキャンパス
平成３０年 ８月 ４日
参加者２２８名（男性１８名）
・スポーツ大会(場所 パークドーム)
平成３０年１１月２２日
［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 「熊本県子ども医療電話相談事業」
熊本市より 「障害者総合支援法の対象となる難病等の見直しに関する周知について」他９件
九州厚生局より「酸素の購入価格に関する届出について」
・各種説明会等の実施
ア 働き方改革に関する説明会
平成３０年９月１９日(火)開催 出席者１１６名
イ 麻薬等取扱者講習会
平成３０年１１月１日(木)開催 出席者１５０名
ウ 在宅医療研修会 熊本在宅ドクターネットと共催
平成３１年２月８日(金)開催
出席者９１名
エ 熊本市介護保険主治医研修会
平成３１年２月１９日(火)開催 出席者４８名
オ 予防接種説明会 熊本市と共催 平成３１年３月１４日(木)開催
出席者４３８名 医療機関２６０機関

(１５)

［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 ５,９８３名、入院延日数６２,８８４日、在院日数月平均９.２日
紹介率：月平均９５.２％
手術数 ８２３件 うち１８５件が緊急手術、会員執刀６６件
共同指導件数 ２８４件、共同指導回数 ６１９回
外来患者数 ６５,０５１名（平日日勤帯外来患者数３５,０８１名、休日夜間帯外来患者数
２９,９７０名）
各種検査
内視鏡検査６,４６０件（治療内視鏡１,１０５件）、ＭＲＩ検査３,８５６件、
ＣＴ検査９,１８８件、超音波６,９８０件、心カテ６８件
［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。
延べ３６９件の医療機関からの指示を受け６２３名に訪問看護を行った。
医療保険利用者１７５名、介護保険利用者４４８名
医療保険による訪問回数 ２,０５５回、介護保険での訪問回数２,１２０回
計４,１７５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。
１,１８０名に対し、８,６７３回の訪問介護を行った。
介護サービス利用者５１６名、介護予防サービス利用者６２３名、その他利用者４１名
訪問回数内訳：総合事業４,２２２回、生活援助２,５８９回、身体介護３８０回、
身体・生活１,３０３回、その他１７９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。
平成３０年度 要介護１以上のケアプラン作成対象者 延べ１，１３７名
(１６)

介護予防給付対象者である要支援者

延べ

９７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。
平成３０年度 ケアプラン作成者延べ４,４５０名、相談件数２,９０１件
家族介護教室 ７０回開催
［他事業３］ 臨床検体検査を業とする検査センター運営事業
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 １,５９８,８１７検体
検査項目数 年間 ７,８８０,７５５項目
［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。
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
［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

(１７)

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
①九州首市医師会「災害時における相互支援に関する協定書」に基づく訓練実施計画につ
いて
②地域在宅医療サポートセンターの設置について
③医師会病院建設について
④「三町との懇談会」開催の事前協議について
（２）代議員会
・第１４回臨時代議員会（通算第２６１回）
日 時 平成３０年４月５日（金）午後７時
場 所 熊本市医師会館 ２階研修室
報 告
①熊本地域医療センター医師会病院の建替えについて（現状報告）
提出議案
①平成３０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平成３０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
※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。
・第１５回定例代議員会（通算第２６２回）
日 時 平成３０年６月２１日（木）午後７時
場 所 熊本市医師会館 ２階研修室
報 告
①平成２９年度一般社団法人熊本市医師会事業報告
②平成３０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平成２９年度一般社団法人熊本市医師会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任に関する件
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
(１８)

⑥一般社団法人熊本市医師会災害基金委員(７名)、定款改正委員(８名)、予算委員(１６名)、
建設委員(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。
・第１６回臨時代議員会（通算第２６３回）
日 時 平成３０年１０月１７日（水）午後７時
場 所 熊本市医師会館 ２階研修室
報 告
①病院建設について
提出議案
①土地取得に関し承認を求むるの件
②災害被災者援護基金規約の一部改訂及び特定災害基金運用規程(案)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 平成３０年８月４日（土）午後５時３０分
場 所 ホテル日航熊本
報 告
①平成２９年度事業報告
②平成２９年度財務諸表
・熊本市医師会財務諸表
・熊本市医師会看護専門学校財務諸表
（医療専門課程第 1 看護学科、医療専門課程第 2 看護学科、医療高等課程准看護科）
・熊本市医師会検査センター財務諸表
・熊本市医師会医師会病院財務諸表
・熊本市医師会ヘルスケアセンター財務諸表
・熊本市医師会在宅ケアセンター財務諸表
（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）
③平成３０年度事業計画
④平成３０年度予算
・平成３０年度会費賦課
・平成３０年度会費及び特別会費の徴収
・熊本市医師会収支予算書
・熊本市医師会看護専門学校収支予算書
（医療専門課程第 1 看護学科、医療専門課程第 2 看護学科、医療高等課程准看護科）
・熊本市医師会検査センター収支予算書
・熊本市医師会検査センター設備投資計画
・熊本市医師会医師会病院収支予算書
・熊本市医師会医師会病院設備投資計画
・熊本市医師会へルスケアセンター収支予算書
・熊本市医師会へルスケアセンター設備投資計画
・熊本市医師会在宅ケアセンター収支予算書
（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）
(１９)

（４）会計監査
平成３０年５月２４日、２５日の両日、平成２９年度の会務及び会計について監事２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

２９年３月期
３，８０９
７，６９５
７，８３３
△１３８
３，６７１
１２，４３７
３，８０８
８，６２９

３０年３月期
３，６７１
７，７６８
７，７７７
△９
３，６６２
１２，１５０
３，６２７
８，５２３

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

(２０)

単位：百万円
３１年３月期
３，６６２
８，２２３
７，６３８
５８５
４，２４７
１２，７０４
３，６８４
９，０２０

