
報告第１号

令和２年度会務事績報告

１　会員数

会員種別 令和2年3月31日現在 令和3年3月31日現在 増 減 増減

退会 ７名 

物故 　１名 

異動A→B ９名 

異動A→C ４名 

退会 ６８名 

物故 １名 

異動B→A ５名 

異動B→C １名 

退会 ８名 

物故 ８名 

異動C→B ２名 

合　計 ８４３名 １１９名 １１４名 ５名増

協力医 ３７名 ５名 ４名 １名増

２　会　議

 （１）総　会

月　　　　　　日 議　　　　　案　　　　　等

令和2年6月6日 　第8回定時総会 令和元年度会務事績・事業事績報告

理事、監事の選任について

会長、副会長の選定について

裁定委員の選出について

顧問、参与の推薦について

兵庫県医師会代議員及び同予備代議員の補欠選出について

令和元年度決算

令和3年3月27日　臨時総会 名誉会長の推薦について

令和3年度会費賦課徴収について

姫路市医師会看護専門学校について

医療･介護連携体制及び姫路市在宅医療･介護連携支援

センター事業について

姫路市救急医療協会運営の経過について

検診車庫南側土地の有効活用について

令和2年度資産購入補正予算について

令和3年度事業計画について

令和3年度収支予算について

令和3年度資産購入予算について

令和3年度借入金の限度額について

 （２）理事会　　　　　　　　　２４回（うち理事部長会２回/臨時１回）開催

 （３）監事会　　　　　　　　　１２回開催

３８名

Ｃ会員 ４２名 ３８名 １４名 ４名減

８４８名

　１名増

８名増

Ａ会員 ３６７名 ３６８名 ２２名

Ｂ会員 ４３４名 ４４２名 ８３名



３　事　業

担当：三和副会長 （※：新型コロナウイルス感染症予防のため開催なし）

会務運営委員会 理事会の運営管理、協議及び報告事項の事前検討（本会予算･決算等）について

（２４回/うち臨時１回） 定時総会、臨時総会の運営管理について

相扶会の運営管理について

各委員会の対応管理について

兵庫県医師会代議員会について

兵庫県西部医師会連合会常任委員会並びに定時委員会の運営管理について

会員の入退会等の動向管理について

会員医療機関の現状変更等動向管理について

関係諸官庁等の理事・委員等推薦依頼に対する検討について

関係諸官庁、他医師会等行事への役員出席依頼に対する検討について

新型コロナウイルス感染症に関する対応について

　(地域外来検査センター、ワクチン接種等）

医療相談等に関する対応について

本会資産の購入及び管理について

その他の庶務的事項について

医政委員会 研究発表（5題）

（９回） ・Covid19をめぐる医療環境

・分娩前妊婦のPCR検査‐姫路の未来を守るprojectからの報告

・特定看護師について‐医師不足の処方箋？

・新専門医制度のその後、纏まったのか内科学会

・新型コロナvirus感染～適切な医療に向けての今後の課題～

女性医師委員会 姫路JOY Medical Meetingの開催（※開催なし）

（３回） 女性医師懇談会の開催（※開催なし）

救急・災害医療 第１４回救急医療フォーラム（※開催なし）

委員会 救急医療システム、姫路市休日・夜間急病センターの充実

（５回） 　急病センター新型コロナウイルス感染症に対する対応

　急病センター新型コロナウイルス感染症のトリアージ等について

　急病センター年末年始、繁忙期における診療体制について

　急病センター導入薬剤の検討

後送医療機関連絡会議の開催

ICLS（ACLS基礎）研修会（※開催なし）

ACLS訓練用人形の貸出

姫路市防災訓練･国民保護訓練等への参加（※開催なし）

簡易デジタル無線による各部会との通信テストの実施

「世界遺産姫路城マラソン２０２１（※開催なし）」に関する各種検討への協力

姫路市地域防災計画の見直しに関する検討

災害救急医療情報伝達訓練の実施

乳幼児保健委員会 保育所嘱託医の推薦

（８回） 姫路市ファミリーサポートセンター会員講習会等への講師推薦

保健所出務（各種健康診査及び健康相談等）事業への協力

乳幼児予防接種事業への協力

子ども予防接種週間での予防接種勧奨協力

保育士等対象の乳幼児保健勉強会及び児童虐待防止対策研修会の開催

子育て応援ネット推進事業への協力

児童虐待防止推進月間街頭キャンぺーンへの参加（※開催なし）

予防接種 新型コロナウイルスワクチン接種に関する検討

　　　検討委員会



公衆衛生委員会 各種団体･姫路市立生涯学習大学校の健康講座への講師推薦（※開催なし）

（７回） 各種市民向け公開講座等への後援

兵庫県姫路市健康大学講座及び公開講座の計画及び開催（※開催なし）

公衆衛生に関する情報等の会員への通知並びに配布（日医・県医、姫路市保健

所等から）

兵庫県・姫路市が実施する感染症発生動向調査への協力

姫路市保健所及び姫路市教育委員会からの「集団感染」並びに「臨時休業」情

報の会員への即日通知の実施

第２回公衆衛生講演会（※開催なし）

公衆衛生 姫路市におけるアレルギー調査の検討及び実施

（大気汚染調査） 姫路市における大気汚染の健康に及ぼす影響調査の検討及び実施

　　　　　　部会 姫路市医師会会員喘息発作モニター医療機関の見直し

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対 新型コロナウイルス感染症に関する各種検討および情報等の会員への通知

策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

勤務医委員会 諮問事項「新型コロナウイルス感染症の現況と今後について」

（３回）

ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会 自治ひめじ・Ｂｒｉｄｇｅ等へのスポーツ医学関連記事掲載

健康スポーツ医学再研修会（※開催なし）

学校訪問スポーツ医学懇話会への講師推薦（※開催なし）

スポーツ大会等開催に伴う出務医師等の推薦

「世界遺産姫路城マラソン２０２１」（※開催なし）」に関する各種検討への協力

世界遺産姫路城ﾏﾗ

ｿﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会

看護学校運営

       委員会

（６回）

《詳細は19-20頁》

担当：知原副会長

企画委員会 会務事業部門経費の原資と役員報酬について

（３回） 基幹病院からの意見を医師会運営に活かす方法について（副会長4名制も含めて）

定款・定款施行細則の変更について

　　  　 不公平が生じない入会時納入金について

医師会会員プレートについて

医療安全委員会 医事紛争(事故)の解決に向けた業務の実施

（２回） 西播磨医師会内で発生した医事紛争(事故)の解決に係る業務の実施

兵庫県医師会医療安全等に関する懇談会への協力（※開催なし）

「兵庫県医師会インシデント・アクシデントレポート報告事業」への協力

医療安全に関する研修会の開催（※開催なし）

医業安全安心特別 医事紛争以外の医業に係る案件への対応

委員会

コンプライアンス

委員会

看護師生涯教育研修会について

看護力アップセミナーについて

学校行事等の開催について

学生募集について

入学試験実施について

令和３年度予算案について

令和３年度学校運営計画について

資産購入について



在宅医療・ 在宅ケア勉強会（※開催なし）

介護保険委員会 在宅医療勉強会の開催（２回）

（１１回／うち臨時１回） 多職種オンライン情報交換会の開催（２回）

姫路市介護・障害認定審査会委員の推薦、コロナ禍における審査会開催方法案の検討

在宅医療、地域福祉、介護保険に関する通知

姫路市及び各種団体への講師等推薦

医師会入会時の訪問診療に関する案内の検討

在宅医療に関する新型コロナウイルスへの対応策の検討

・在宅医療を提供する医師が感染した場合のバックアップについて

・感染後および感染力のある在宅療養患者への対応について

・患者対応に関する医療機関へのアンケートの実施

地域包括ケア委員会 姫路市在宅医療・介護連携支援センター事業に関する検討

（５回） 姫路市医療介護連携会議の開催及び部会の運営（姫路市と協働）

　本会議（２回開催　※うち、１回WEB開催）

　６部会（計７回開催）

地域医療連携室業務に関すること

　県医在宅患者情報共有システム（バイタルリンク）の運用

　各種連携に関する会議等への参加

　姫路市地域連携室協議会運営委員会の事務局運営（４回）

　医療機関事務職を対象とした研修会の開催（２回）

生涯教育委員会 第５５回夏季大学開催（※開催なし）、第４６回秋季大学（※開催なし）

（１０回） 臨床懇話会（１回）

肺疾患研究会（※開催なし）

その他学術講演会（２６回）開催

広報委員会 医師会報の発行（隔月発行　年６回）

（９回） 姫路ケーブルテレビ「さわやか健康」番組収録・放映計画､テロップによる各種案内

ホームページ利用状況、内容に関する検討

会員専用サイトに「新型コロナウイルス感染症情報（会員向け）」ページを追加

ＷＥＢ講演会に関する検討、動画編集、ホームページへの掲載

会長諮問事項「会員への情報伝達についての工夫」の検討

「中学生による職業調べ」（賢明女子学院中学校）の対応

対外広報に関する検討(フリーペーパー等)

会員福祉委員会 会員・家族懇親パーティーの開催（※開催なし）

（５回） 会員忘年会の開催（※開催なし）

会員・家族及び従業員の親睦旅行の開催（※開催なし）

会員・家族・従業員健康診断の実施

写真同好会写真展開催への協力

各種大会等開催

　ゴルフ大会（２回）、囲碁大会（１回）、テニス大会（１回）、

　ボーリング大会（１回）

　以下大会は※開催なし

　（つり大会(地引網＆バーベキュー)、夏季・冬季囲碁大会、秋季・春季ワインを楽しむ会

保険・医業経営 保険・医業経営勉強会（※開催なし）

委員会 診療報酬改定に関する勉強会（※開催なし）

保険の取扱いに関する通知

各種保険指導への協力

税制に関する通知

新型コロナウイルス感染症による医業収入への影響に関するアンケートの実施

地域包括診療加算･地域包括診療科に係るかかりつけ医研修会の開催



地域医療研修 地域医療研修検討会議の開催（※開催なし）

　　　　  委員会 医師会研修協力施設における基幹型臨床研修病院研修医に対する地域医療研修

（３回） の実施（※開催なし）

令和２年度医師会研修協力施設における基幹型臨床研修病院研修医に対する

地域医療研修の実施計画の検討

基幹型臨床研修病院における研修管理委員会への協力

初期研修医交流会の開催（※開催なし）

初期研修医症例検討会「Dr. HimeG」の開催（※開催なし）

医療IT委員会 インターネット接続用ルータの更新

（４回） ＷＥＢ会議システムの導入実施

ＷＥＢ会議システムのセキュリティ及び拡張について検討

ＺｏｏｍＰｒｏライセンスの導入

ＷＥＢ会議システムの運用指針の見直し

災害時におけるＩＰ無線の有効性について検討

オンライン資格確認について検討

多職種連携情報共有システムについてのアンケート実施

令和２年度日本医師会医療情報システム協議会への参加

医道委員会

担当：中野副会長

学校保健委員会 学校（園）医の推薦

（１１回） 新学校医インフォメーションの実施

学校保健功労者の推薦

学校保健に関する通知

学校医定期健康診断の受診勧奨

姫路市養護教諭連絡会における講演と質疑応答

学校医研修会（※開催なし）

学校保健 令和元年度心臓検診実績報告

（心臓検診）部会 令和２年度心臓検診実施状況について

　（６回） 学校心臓二次検診医療機関募集アンケートついて

《詳細は11頁》 二次医療機関名簿について

学校心臓検診二次検診対象者抽出のガイドラインについて

ＱＴ延長計測ソフトについて

医師会ホームページ内学校心臓二次検診マニュアルについて

心臓二次検診結果検討

令和３年度姫路市予算に関する要望について

学校保健 学校検尿に関する書類の様式検討について

（腎臓検診）部会

《詳細は11頁》

学校保健 脊柱側弯検診（一次）の報告について

（脊柱判定）部会 脊柱側弯症二次検診結果検討について

（２回） 脊柱側弯二次健診画像判定

《詳細は11頁》 モアレ検診検討

学校保健

（運動器検診）

部会

学校保健 肥満児対策事業への協力

（肥満症判定）

部会

（２回）



医師会館関係 新会館建設工事（業者選定、設計、確認申請）

地域外来・検査センターの設置

全館ＬＥＤ化照明工事

電話機更新工事
空調（ＰＡＣ）更新工事
非常用発電機負荷試験
火災警報設備更新工事

４階事務所改装工事

そ　の　他 令和３年度予算について姫路市に要望

職員研修会

　フォローアップ研修、スキルアップ研修、キャリアアップ研修

　主任研修・係長研修

　管理職育成研修（※開催なし）
　監督者・管理者研修（※開催なし）
　交通安全講習会、普通救命講習
　ヘルスアップセミナー
　メンタルヘルスセミナー
　情報セキュリティ及び個人情報に関する研修会
　コンプライアンス研修
　接遇･マナー研修
　第５回内部発表会
　人事考課研修
安全管理組織体制に関わる委員会、会議、研修会の開催
　安全管理対策委員会(１２回)
　セーフティマネジャー部会(１０回)
  安全管理推進活動（安全管理キャッチフレーズ、安全管理パトロール）
　品質計画推進チーム会議(２回)

内部監査

インシデントおよびアクシデント情報の収集・分析

ＢＣＰ（事業継続計画）策定

新型コロナウイルス感染症対策に関する対応


