
  
 

令和２年度 宇部市医師会事業報告 
 
Ⅰ 総務（山本（一）理事） 
 １ 会 員   令和 3年 3月 31日現在 
              300名 前年同月日 304名（減 4名） 
    内訳 Ａ会員   143名 （減  3名） 
       Ｂ会員   124名 （増減0名） 
       Ｃ会員    33名 （減 1名） 
  

２ 物故会員ならびに会員家族（R2.5.1～R3.4.30） 
     

会員  富 士   匡 先生         2.  7. 30 ご逝去 
吉 永 孝 富 先生          3.  2. 12    〃  
木 畑 和 正 先生         3.  2. 28    〃 
 

    家族  立 野 裕 晶 先生 御尊父  2. 6. 2 ご逝去 
野 中  兼 男 先生 御令室  2. 10.  5 ご逝去 

    野 中 隆三郎 先生 御母堂  
     

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
  

３ 総 会 
    令和２年度定例総会    2.  6. 14 
     
 
 ４ 懇親会及び懇談会 
    令和２年度定例総会懇親会   中止 
    タウン＆ガウン            中止 

宇部市医師会納涼懇親会          中止  
    宇部市医師会忘年懇親会          中止 
    令和２年度地区別懇談会 

（厚南、藤山地区）           2.  8. 25 
（岐波、恩田、岬地区）          2.  8. 26 
（見初、琴芝、上宇部、神原、新川地区）      2.  8. 28 

 
 ５ 理事会 
    定例理事会   （年間 23回） 
    宇部市・山陽小野田医師会理事合同協議会        中止 
 
 ６ 委員会 
    生涯教育委員会 
    広報委員会 
    看護専門学校運営委員会 
    休日・夜間救急診療所運営委員会 
    定款等検討委員会 
    福祉厚生委員会 
    学校医専門委員会 
    救急蘇生委員会 



    地域医療委員会 
    産業保健委員会 
    労務・税務対策委員会 
    病診連携委員会 
    医療情報委員会 
    在宅医療委員会 
    保険診療委員会 
    訪問看護ステーション運営委員会 
    在宅介護支援センター運営委員会 
    心電図解析委員会 
    胃癌検診読影委員会 
    肺癌検診読影委員会 
    創立100周年記念事業準備委員会 
     
   部会 
    病・医院看護職員研修部会 
    園医部会 
    乳癌検診部会 
    勤務医部会 
 
   特別委員会 
    危機管理委員会 
    新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 
    診療連携体制特別委員会 
  
 ７ 庶務（山本（一）理事） 
    通 知   年間 244号 

開業２年目未満の会員との懇談会   2.  6. 23 
顧問との懇談会            中止 
医会代表者会議     2. 10.  9 
拡大協議会                               2.  6. 16 

    創立100周年記念事業準備委員会             3.  1.  2 
 

 ８ 会 計（永谷 理事） 
    会計監査                       2.  5. 12 
    中間決算報告                     2. 11. 24 
    会計閉鎖                        3.  3. 31 
 
Ⅱ 事業 
 １ 住民保健（内田 理事） 
    タウン＆ガウン                    中止 
 

予防接種 

インフルエンザ菌b型（Hib）、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCG、 

ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ（DPT-IPV）、 

麻疹・風疹混合（MR）、水痘、日本脳炎、ジフテリア・破傷風（DT）、 

ヒトパピローマウイルス(HPV）、成人用肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、 

ロタウイルス、おたふくかぜ 

 



乳幼児健康診査 

生後2週間、1か月児、3か月児、7か月児、1歳6か月児、3歳児、5歳児 

妊産婦健康診査 
健康増進法等による健診事業 

胃癌検診、肺癌検診、子宮癌検診、大腸癌検診、骨塩定量検診 
     乳癌検診、肝炎ウイルス検診、前立腺癌検診 
    特定健診 
    特定保健指導 
    禁煙チャレンジマラソン 

胃癌検診読影会                                 年間 34回 
    肺癌検診読影会      年間 34回 
    国保外来人間ドック・健康相談・難病相談・健康教育 
      

２ 病診連携（井本 理事、草野 理事） 
    病診連携総会    中止 
    宇部市医師会地域連携推進懇談会・全体会議      書面  2回 

同    分科会      書面・リモート含む 13回 
    （宇部興産中央病院、尾中病院、宇部記念病院、山口労災病院 

山口宇部医療センター、セントヒル病院、宇部協立病院、 
山陽小野田市民病院、小野田赤十字病院、厚南セントヒル病院、 
宇部リハビリテーション病院、宇部西リハビリテーション病院、 
宇部第一病院、シーサイド病院、こころの医療センター、片倉病院、 
扶老会病院、山口大学医学部附属病院(オブザーバー)） 

           
 ３ 在宅医療、在宅介護（山本(光) 理事） 
    在宅医療委員会            書面 2回 
    地域ケア個別会議                                         45回 
    地域ケアブロック会議                        11回 
    サービス調整会議                         2回 
 
 ４ 妊産婦・乳幼児保健、学校保健（川上（初）理事） 
    宇部市学校保健連合会総会                    中止 

宇部市学校保健連合会２学期研修会                         中止 
宇部市学校保健連合会３学期研修会                         中止 
宇部市心電図解析委員会 

     心電図の解析      2,542名 
      
 
 ５ 産業保健（髙田（弘）理事） 

産業医研修会                     2. 10. 29 
〃                        2. 12. 10 

    宇部地域産業保険センター運営協議会            書面 2回 
                                         

６ 救急医療（髙田（弘）理事） 
休日夜間救急診療の実施 
ＡＥＤ・ＢＬＳ講習・実習会                   中止 

    山口宇部空港消防救難訓練                       中止 
                               通報訓練のみ 
 



    救急蘇生研修講演会 
     演題「病院における新型コロナウイルス感染症 
        クラスター対応について」             3.  2. 18 
     講師 山口大学大学院医学系研究科 救急・総合診療医学講座 
        准教授 藤 田  基 先生    
    救急薬品の更新                        2回実施 
     ２年度より、薬剤師会で直接購入することに変更 
    インフルエンザの日                     3.  1. 20 
                                                      

７ 医療情報（草野 理事） 
医療情報委員会                   （年間 1回） 
ホームページ更新 

                                                    
８ 生涯教育（内田 理事） 

    生涯教育講座                    （年間 0回） 
    循環器談話会                    （年間  5回） 
    消化器病研究会                   （年間 2回） 
    糖尿病を勉強する会                 （年間 0回） 
    リウマチ・膠原病を勉強する会            （年間 3回） 
    脳疾患を勉強する会                 （年間 3回） 

レントゲン読影研究会                （年間 0回） 
              

９ 医療保険（日浦 理事） 
    保険関係 
     令和元年度宇部市国民健康保険重複・頻回受診対象者選定協議会 
                                      3.  2.  3  

健保組合及び宇部市との医療事情懇談会             2. 11. 19  
     宇部地区保険個別指導                （年間 6回） 
                                                                

10 対外広報（末冨 理事）                       
    「知っておきたい病気」（宇部日報掲載）  
    「宇部市医師会だより」（宇部日報別刷り） 

ＦＭきらら「クラブきららマガジン」  Vol.65          2.  4 
Vol.66          2.  7 
Vol.67          2. 10 
Vol.68          3.  1 

      
11 労災・自賠責関係（日浦 理事） 

    労災・自賠責保険担当理事協議会           2. 11.  5 
 

12 麻薬対策（髙田（弘） 理事） 
 

13 医事紛争、診療情報（土屋 副会長） 
    苦情相談事例面談（事務局対応含む）                14件 
    顧問弁護士との懇談会                           2.  7. 29 

  
14 看護専門学校（藤野 理事） 

看・准 入学式（看46期生29名；准66回生40名）         2.  4.  2 
看・准 臨時休校                     2. 4. 16 ～ 28 
看・准 学校再開                    2. 5. 7 



看   宿泊研修（山口県十種ヶ峰青少年自然の家）          中止 
看・准 会計監査                                2.  5. 12 
看・准  看護学校担当理事・教務主任合同協議会            中止 
准   厚狭准看護学院との統合に向けた合同会議     2． 6．24 
准   第１回宇部看護専門学校・厚狭准看護学院統合準備委員会 
                            2. 7. 9 
准     学校訪問（宇部商、慶進、宇部中央）       2.  7.  9 
准     学校訪問（厚狭、宇部鴻城、宇部西、宇部フロンティア） 

2.  7. 16 
看   学校訪問                     電話対応 
看・准 中・四・九地区医師会看護学校協議会         中止 
看・准  推薦入学試験                           2. 10. 18 
看   入学試験                    2. 11. 22 
准   入学試験                    2. 11. 23 
看・准 入学試験（２次試験）              2.  1. 27 
看   看護師国家試験 受験              3.  2. 14 
准   准看護師資格試験                3. 2. 16 
看・准 卒業証書授与式（看44期生37名；准65回生21名）   3. 3. 4 
宇部看護専門学校運営委員会                    8回 
 

Ⅲ その他事業 
 １ 訪問看護ステーション（末冨 理事） 
    訪問看護ステーション運営委員会                1回 

訪問看護ステーションの実績 訪問看護回数            3,430回 
      
 ２ 在宅介護支援センター（末冨 理事） 

在宅介護支援センター運営委員会         3回（内2回は書面） 
    在宅介護支援センターの実績 介護相談件数           38,703件 
 

３ 医業経営（永谷(学) 理事） 
    労務・税務対策講演会                     2. 10. 16 

講演 採用および退職・解雇のトラブル対応 
講師 藤本社会保険労務士事務所 藤本 薫 先生 

第1回 病・医院看護職員研修会           中止 

第2回 病・医院看護職員研修会           中止 
 

４ 会員福祉（永谷(学) 理事） 
    緑会会員 

    感謝状・記念品贈呈           村 上 俊 雄 先 生 

                        吉 本 賢 良 先 生 

                        矢 野 忠 生 先 生 

                        山 田 健 一 先 生 

                        濵 中 裕一郎 先 生 

                        清 水 芳 幸 先 生 

 
    会員納涼懇親会                                        中止 

会員忘年懇親会               中止 
会員レクリエーション バス旅行      中止 

    会員の胸部エックス線検査     29名 



    県医師国保助成による健康診断 （183名） 
     甲種組合員 35名、 長寿組合員  3名、 甲種組合員配偶者 19名、 

従業員    121名、 従業員配偶者 5名 
    同好会補助 
     ゴルフ部会 
     謡曲同好会 
     囲碁同好会 
     ドクターズテニスクラブ 
     ドイツリートの会 

 
５ 会員広報（末冨 理事） 

    会報（年間）第212～215号発刊 
    理事会報告 
      
６ 労務対策（永谷(学）理事） 

    会員及び従業員の胸部エックス線検査 264名       2.  9. 17 
2.  9. 24 
2. 10.  1 

  顧問労務士との懇談会（中止）          
    労働保険事務組合の概況（令和3年3月現在） 
     加入事業所数          54事業所 
     加入従業員数 
      両保険（労災、雇用）   249人 （前年度 257人） 
      片保険（労災のみ）     84人 （前年度  57人） 
  
 ７ 地域連携情報ネットワーク 

（黒川、西村(滋)、土屋(智)、内田(悦)、草野、井本） 
    全体会議（運用会議）           （書面2、リモート1）3回 
    システム委員会              (書面3、リモート3) 6回 
          
  ８ 在宅医療提供体制充実支援事業（山本(光) 理事） 
    「在宅医療だより」の発行（年2回）    市全戸（約７万世帯）配布 
    動画「家で過ごしたいを叶える」作成 
    在宅医療後方支援病院（宇部興産中央病院、宇部協立病院、尾中病院）によ

る研修会・市民啓発の実施 
 

９ 新型コロナウイルス感染症対策事業（内田(悦) 理事） 
   第1回新型コロナウイルス外来準備会           2. 6. 3 
   第2回新型コロナウイルス外来準備会           2. 6. 30 
   第1回「地域外来・検査センター」設置に向けた協議会    2. 7. 20 
   第2回「地域外来・検査センター」設置に向けた協議会   2. 8. 6 

    診療・検査医療機関等説明会         2. 10. 21 
    第1回ワクチン接種等説明会               3. 2. 24 
    第2回ワクチン接種等説明会               3. 3. 4 
 
Ⅳ 役員出務状況（別綴） 
 

 

 


