
月 日 事 業 報 告 内  容

4 9 令和2年度第1回遠賀中間地域健康対策協議会 新型コロナウイルス感染症対策に伴う各行政の検診体制について

22 令和2年度第1回定例理事会 書面開催 感染対策特別助成金等について

28 令和2年度第1回遠賀中間地域病院部会 地域の病院での新型コロナウイルス患者の外来、入院、検査等について

5 14 令和2年度第2回遠賀中間地域健康対策協議会 COVID－19感染症対策に伴う各行政の乳幼児健診体制等

27 令和2年度第2回定例理事会 書面開催 定時総会の開催方法検討

6 10 令和2年度第3回定例理事会（拡大） 書面開催 新型コロナウイルス感染症対策等、総会の流れ等について

11 令和2年度第3回遠賀中間地域健康対策協議会 感染症情報等

24 令和2年度定時総会 令和元年事業報告、令和2年事業計画、予算等の報告 令和元年決算、新年度の医師会役員承認

7 9 令和2年度第4回遠賀中間地域健康対策協議会 感染症情報等（23週～26週）

22 令和2年度第4回定例理事会 新型コロナウイルス感染症による医業収益減少のアンケート等

8 6 令和2年度第5回遠賀中間地域健康対策協議会 新型コロナウイルス感染症対策に関す評価等

6 学校心臓検診第1回判定会

24 第102回 遠賀中間内科医会
講演 「メタボ、ホルモンからみたアンチエイジング」
演者 医）誠和会 牟田病院 院長 柳瀬敏彦

26 令和2年度第5回定例理事会（web） 新型コロナPCR検査の現状等

9 9 腎臓検診委員会

10 令和2年度第6回遠賀中間地域健康対策協議会

14 第103回 遠賀中間内科医会
講演 「慢性腎臓病の薬物療法～現状と未来～」
演者 福岡大学 腎臓膠原病内科学 教授 升谷耕介

23 令和2年度第6回定例理事会（web） 遠賀中間地域外来検査センターの設置について等

28 第23回遠賀中間骨粗鬆症地域連携講演会

講演 「地域における骨粗鬆症リエゾンサービス」
演者 健愛記念病院 看護部長 豊永淳子
講演 「骨粗鬆症・関節リウマチ診療連携の実際」
演者 柳整形外科医院 院長 柳英治

10 14 学校心臓検診第2回判定会

15 令和2年度第7回遠賀中間地域健康対策協議会 一市四町の高齢者へのPCR検査助成事業等について

26 遠賀・中間・八幡エリア 循環器カンファレンス

講演 「九州病院における大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁留置術の現状」
演者 JCHO九州病院 循環器内科 診療部長 宮田健二
講演 「75歳以上のAF患者を考える」
演者 遠賀中間医師会 おんが病院 循環器内科 部長 吉田哲郎

28 令和2年度第7回定例理事会（web） 第1回各医師会長連絡協議会（TV会議）等

11 12 令和2年度第8回遠賀中間地域健康対策協議会 感染症情報

16 第104回遠賀中間内科医会
講演 「令和時代の糖尿病薬物治療」
演者 製鉄記念八幡病院 糖尿病センター長 中村宇大

19 第2回遠賀中間不整脈カンファレンス（web）
講演 「不整脈薬物治療ガイドライン 2020年改訂のポイントについて」
演者 産業医科大学 第二内科学 学内講師 荻ノ沢泰司

25 令和2年度第8回定例理事会（web） 北九州地域病床機能分化連携推進部会等の報告

12 2 腎臓検診委員会

2 第329回遠賀中間消化器カンファレンス（web）
症例検討 「胃病変の一例」 おんが病院 保利 喜史
       「胃病変の一例」 芦屋中央病院 高橋 篤史
レクチャー 「好酸球性食道炎」 芦屋中央病院 石川 智士

9 第1回女性医師の会

10 令和2年度第9回遠賀中間地域健康対策協議会 新型コロナウイルス感染症、その他の感染症情報等

23 令和2年度第9回定例理事会（web） 第2回各医師会長連絡協議会の報告等
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1 13 第1回「新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム」委員会

遠賀中間地域における新型コロナウイルスワクチン接種体制について
新型コロナウイルスワクチン接種について
その他

14 令和2年度第10回遠賀中間地域健康対策協議会 感染症情報等

18 第105回遠賀中間内科医会
講演 「感染症の動向とCOVID-19の最新の知見」
演者 産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺和博

20
第2回「新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム」委員
会
第1回遠賀中間地域新型コロナウイルスワクチン接種協議会

医療従事者のワクチン接種体制について
65歳以上のワクチン接種体制について
その他

27 令和2年度第10回定例理事会（web） 医療従事者、65歳以上のワクチン接種体制について

28
第3回「新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム」委員
会
第2回遠賀中間地域新型コロナウイルスワクチン接種協議会

医療従事者のワクチン接種体制について
65歳以上のワクチン接種体制について
その他

2 3 第330回遠賀中間消化器カンファレンス（web）
症例検討 「回盲部病変の診断」 おんが病院 保利 喜史
       「大腸病変の診断」 芦屋中央病院 麻生 頌
レクチャー 「消化器内科医が知っておくべき悪性リンパ腫のUp to date」おんが病院 保利喜史

4
第4回「新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム」委員
会
第3回遠賀中間地域新型コロナウイルスワクチン接種協議会

医療従事者のワクチン接種体制について
65歳以上のワクチン接種体制について
その他

15 第24回遠賀中間骨粗鬆症地域連携講演会（web)

講演 「パノラマX線写真による骨粗鬆症のスクリーニング」
演者 岸本歯科医院 院長 岸本隆
講演 「広島県呉市における医歯薬連携の成り立ちと現状」
演者 沖本クリニック 院長 沖本信和

18 第2回遠賀中間地域病院部会 医療従事者、65歳以上のワクチン接種体制について

18 令和2年度第11回遠賀中間地域健康対策協議会 新型コロナウイルス感染症、その他の感染症情報等

25 令和2年度第11回定例理事会（web）
医療従事者、65歳以上のワクチン接種体制について

26 看護師会 運営会議

3 3 腎臓検診委員会

11 令和2年度第12回遠賀中間地域健康対策協議会 新型コロナウイルス感染症、その他の感染症情報等

11 遠賀中間医師会 講演会
講演 「慢性心不全治療新時代の幕開け」
演者 鹿児島大学病院 心臓血管・高血圧内科学 教授 大石充
ディスカッション 「これからのフォシーガに期待する患者像」

15 第106回遠賀中間内科医会
講演 「フレイルと漢方薬-免疫強化は若返りか-」
演者 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科漢方薬理学講座 特任教授 乾明夫

24 令和2年度第12回定例理事会（web）
医療従事者、65歳以上のワクチン接種体制について等

25
第5回「新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム」委員
会
第4回遠賀中間地域新型コロナウイルスワクチン接種協議会

各市町ワクチン接種計画について
新型コロナワクチン接種の集団接種委託契約について
新型コロナワクチン接種に係る救急搬送体制について
新型コロナワクチン接種に係る救急物品について
医療従事者の新型コロナワクチン接種体制について
その他
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