令和２年度事業計画
公益事業
公益事業１
（１）

ブロック会議事業
全国 7 つのブロックで、共通協議事項として「地域において各自治体病院が果たすべき役割と、
地域医療構想への対応について ～自院の将来をどうするか～」並びに各支部提案議題などの協
議を行う。
① 関東ブロック会議

５月２２日 千葉県千葉市「オークラ千葉ホテル」

② 近畿・東海ブロック会議

６月４日 和歌山県田辺市「白浜古賀の井リゾート＆スパ」

③ 九州ブロック会議

７月１０日 福岡県北九州市「ステーションホテル小倉」

④ 北陸・信越ブロック会議

７月１６日・１７日
新潟県新潟市「ホテルオークラ新潟」

⑤ 北海道ブロック会議

７月２日
北海道札幌市「ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌」

⑥ 東北ブロック方会議

８月２０日 岩手県盛岡市「ホテルメトロポリタンＮＥＷ ＷＩ
ＮＧ」

⑦ 中国・四国ブロック会議
（２）

９月３日・４日 鳥取県鳥取市「ホテルニューオータニ鳥取」

都道府県支部事業
４７都道府県支部において計画される事業（諸会議）を行う。

（３）

部会活動事業
９つの部会において、研修会等の企画・運営、診療報酬等の要望事項の検討、協議会雑誌への
投稿、他団体との連携等を行う。
① 精神科特別部会
精神科医療に関する専門的事項についての調査研究を行い、医師部門、看護部門及びコメデ
ィカル部門と合同の研修会を開催する。また、精神疾患の医療連携体制と医療従事者等の確
保について要望する。また、加盟している精神科七者懇談会や精神保健従事者団体懇談会な
どを通しても要望を行う。
② 事務部会
事務部門の職員を対象とした各種研修会を開催する。また、中小病院の経営を考える事務プ
ロジェクトチームにおいて、経営改善や事務部門の諸問題を協議する。
③ 看護部会
看護部門の職員を対象とした各種研修会を開催する。また、看護部門の現状を把握するため
の調査を行う。
④ 薬剤部会
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薬剤部門の職員を対象とした各種研修会を開催する。また、薬剤部門における薬剤管理業務
の実態を捉え、薬剤管理業務の改善等を図るための調査を行う。
⑤ 臨床検査部会
臨床検査部門の職員を対象とした研修会を開催する。また、臨床検査部門における管理業務
の実態を把握し、臨床検査の業務改善を図るための調査を行う。
⑥ 放射線部会
放射線部門の職員を対象とした研修会を開催する。
⑦ 栄養部会
栄養部門の職員を対象とした各種研修会を開催する。また、栄養部門における管理業務の実
態を把握し、栄養管理の業務の改善を図るための調査を行う。
⑧ リハビリテーション部会
リハビリテーション部門の職員を対象とした研修会を開催する。
⑨ 臨床工学部会
臨床工学部門の職員を対象とした研修会を開催する。
（４）

医師求人求職支援センター事業
自治体病院等に勤務を希望する医師の紹介・斡旋、自治体病院等に関する医師の充足状況等の
情報収集、整備及び提供、臨床研修医をはじめ自治体病院等に勤務を希望する医師に対する情報
の収集・進路相談及び支援、自治体病院等の医師求人求職に係る職業安定機関及び各地域の関係
機関との連絡調整を実施する。

（５）

医療の質の評価・公表等推進事業
国民の関心が高い医療の質について評価及び公表を行い、自治体病院における医療の質の向上
を推進することを目的に、臨床データに基づく指標を設定し、本事業に参加する病院から提出さ
れた臨床指標データに基づく医療の質の分析及び評価を行う。また、評価結果を参加病院にフィ
ードバックするとともに、参加病院全体の評価結果を公表する。

（６）

研究事業
① 医薬品のベンチマーク分析
各病院の医薬品の適正な管理、購入価格の削減等を目的とした医薬品ベンチマーク・分析シ
ステムを実施する。
② ＤＰＣデータ分析
医療の質と経営効率性を確保、向上を目的としたＤＰＣデータ分析事業を実施する。
③ 働き方改革分析
働き方改革に関する実態の調査及び分析等を行う。
④ 感染症を含む災害対策等分析
感染症を含む災害等に関する調査及び分析を行う。
⑤ 各種調査分析
経営や実態に関する調査及び分析を行う。

（７）

委員会事業
① 診療報酬対策委員会
令和２年度社会保険診療報酬改定の影響を調査し、令和４年度社会保険診療報酬改定に関す
2

る改正・新設要望の検討を行う。
② 臨床指標評価検討委員会
医療の質の評価及び公表で用いる臨床指標の選定、参加病院からの提出データに基づく自治
体病院の医療の質の分析及び評価並びに公表等を行う。
③ 医薬品の購入価格に関する検討会
医薬品ベンチマーク・分析システム及び研修会の運営方法並びに自治体病院における医薬品
購入の諸課題について検討を行う。
④ 中小病院委員会
中小病院が抱える諸問題を検討し、必要な調査及び分析を行い、要望を行う。また、中小病
院の幹部職員のための研修会を行う。
⑤ 災害時の支援に関する検討会
災害時における本部及び会員病院間での支援活動について検討を行う。
（８）

経営診断等支援事業
①

経営診断事業
病院に対する経営診断及び経営等に関する相談業務を行う。

②

医療事故調査等支援事業

協議会が「医療事故調査等支援団体」として告示され、併せて関係支援団体が参加する
中央医療事故調査等支援団体等連絡協議会が設置されたことを踏まえ、医療事故調査等支
援に関する業務を行う。

公益事業２
（１）

講習会事業
自治体病院等に勤務する院長、事務、看護、薬剤、放射線、臨床検査、栄養、リハビリテーシ
ョン、臨床工学各部門の職員の質の向上と業務の効率化を目的とした講習会等を開催する。
経営セミナー

東京「都市センターホテル」

自治体病院管理者研修会

東京「都市センターホテル」

院長・幹部職員セミナー

東京「都市センターホテル」

精神科特別部会総会・研修会

石川「金沢ニューグランドホテル」

事務管理者研修会

東京「ＡＰ浜松町」

事務長養成研修会

東京「ＡＰ浜松町」

医療安全管理者養成研修会(管理コース)

東京「全国都市会館」

医療安全管理者養成研修会(実践コース)

東京「全国都市会館」

医療安全管理者養成研修会(第１回専門コース)

東京「ＡＰ浜松町」

医療安全管理者養成研修会(第２回専門コース)

東京「ＡＰ浜松町」

診療材料購入管理研修会

東京「全国都市会館」

診療報酬管理研修会(第 1 回)

東京「ＡＰ浜松町」

診療報酬管理研修会(第 2 回)

東京「ＡＰ浜松町」

接遇トレーナー養成研修会

東京「ＡＰ浜松町」

自治体病院リーダー養成塾

東京「砂防会館別館」
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ＤＰＣ制度初心者向け説明会

東京「全国都市会館」

ＤＰＣデータ分析事例研究発表会

東京「全国都市会館」

ＤＰＣデータ分析実務研修会

東京「ニッセイ永田町ビル」

「薬の値引き交渉術」勉強会(第１回)

東京「都市センターホテル」

「薬の値引き交渉術」勉強会(第２回)

東京「都市センターホテル」

看護部会研修会

東京「都市センターホテル」

看護師研修会

東京「ＡＰ浜松町」

看護管理研修会(第１回)

大阪「シティプラザ大阪」

看護管理研修会(第２回)

東京「砂防会館別館」

看護管理研修会(第３回)

東京「都市センターホテル」

重症度、医療・看護必要度評価者養成研修会

東京「ＡＰ浜松町」

(第１回)
重症度、医療・看護必要度評価者養成研修会

愛知「ナディアパーク」

(第２回)
臨地実習研修会

東京「全国都市会館」

薬剤部会研修会

新潟「新潟グランドホテル」

薬剤管理研修会

東京「全国都市会館」

臨床検査部会研修会

兵庫「兵庫県立尼崎総合医療センター」

放射線部会研修会

愛知「小牧市民病院」

栄養部会研修会

静岡「グランシップ」

栄養・調理研修会

香川「レクザムホール」

リハビリテーション部会研修会

島根「松江市立病院」

臨床工学部会研修会

東京「ＡＰ浜松町」

認知症ケア研修会

東京「全国都市会館」

働き方改革関連研修会（仮称）

東京「未定」

海外医療視察Ａ研修団（エストニア・フィンランド）
海外医療視察Ｂ研修団（ドイツ・デンマーク）
（２）

精神保健指定医研修会事業
精神保健指定医研修会は、厚生労働省の研修実施団体として、更新申請者対象研修会を２回、
新規申請者対象研修会を１回それぞれ開催する。

（３）

精神保健指定医研修会(更新・第１回)

大阪「シティプラザ大阪」

精神保健指定医研修会(更新・第２回)

東京「東京コンファレンスセンター・品川」

精神保健指定医研修会(新規)

東京「ベルサール神田」

医師臨床研修事業
卒後臨床研修における研修プログラムの立案能力並びに望ましい指導方法を習得することを
目的として、厚生労働省が開催指針に則ったプログラムであると確認したワークショップ形式の
講習会を６回開催する。なお、令和２年度は全ての回で、１泊２日での開催とする。
臨床研修指導医講習会(第１５６回)

兵庫「ポートアイランドセンター」

臨床研修指導医講習会(第１５７回)

兵庫「ポートアイランドセンター」
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（４）

臨床研修指導医講習会(第１５８回)

兵庫「ポートアイランドセンター」

臨床研修指導医講習会(第１５９回)

東京「都市センターホテル」

臨床研修指導医講習会(第１６０回)

東京「都市センターホテル」

臨床研修指導医講習会(第１６１回)

東京「都市センターホテル」

全国自治体病院学会事業
第５９回全国自治体病院学会の開催（於：奈良県コンベンションセンター）等
令和２年１０月に奈良県・奈良市で開催する。
特別講演及びシンポジウムの他、看護・看護教育分科会など１０分科会において講演及びポス
ターセッション等を行う。
また、第６０回全国自治体病院学会（沖縄県）の開催に向けた企画・準備等を行う。

（５）

都道府県支部講習会事業
４７都道府県支部において計画される事業（講習会）を行う。

公益事業３
（１）

広報・情報提供事業
ホームページは、当協議会の事業の進捗状況を公表するものであり、その中では、医師の求人
求職支援に関する情報をはじめ、全国自治体病院学会及び研修会の開催案内などの情報を掲載す
る。
また、厚生労働省保険局の通知・事務連絡、診療報酬関連の事業案内、その他診療報酬に関す
る情報のメール配信サービスを実施する。

（２）

出版事業
① 協議会機関誌（月刊誌）の発刊
全国自治体病院協議会雑誌は、毎月、会員施設の取り組みを紹介するコーナーや各部会の
コーナーなどを設けて、情報提供を行う。
② その他書籍の出版
病院経営分析調査報告及び病院経営実態調査報告等の出版を行う。

収益事業
収益事業
（１）

（内閣府提出用令和２年度収支予算書（案）事業区分「収１」に該当）

保険事業
病院賠償責任保険等の保険販売における会員施設向け保険の集金事務業務を行う。

共益事業
（１）

（内閣府提出用令和２年度収支予算書（案）事業区分「他１」に該当）

表彰事業
① 自治体立優良病院表彰
自治体病院の模範としこれをたたえ、健全経営の促進と地域医療の発展のために役立てるた
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め、会員病院より、経営の健全化の確保、経営の健全化への改善努力の成果、地域医療の確保
への多大な貢献や取り組みを行っている病院に対して表彰を行う。
② へき地医療貢献者表彰
１５年以上にわたって自治体立の病院又は診療所に勤務し、山村・離島等医療に恵まれない
へき地等の地域の医療確保に献身的に尽くしている医師に対して表彰を行う。
（２）

全自病協データベース事業
地域における自院の病床機能を客観的に把握し、将来像を描く際の参考データを提供する。

法人事業
（１）

会議等
総 会

６月１５日 東京「都市センターホテル」

理事会及び常務理事会
① 理事会

５月２８日、６月１５日、令和３年３月１７日

② 常務理事会

４月９日、５月２８日、６月１５日、７月８日、９月１７日、１１月１２日、
１２月１０日、令和３年１月１４日、２月１８日、３月１７日

（２）

全国自治体病院開設者協議会との連携
自治体病院を取り巻く医療従事者の確保や診療報酬改定の評価、財政基盤の充実強化等の諸問
題の改善を図るべく、意見交換や国への要望活動を行う。
また、９団体（全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国
町村会、全国町村議会議長会、公益社団法人国民健康保険中央会、全国自治体病院経営都市議会
協議会、全国自治体病院開設者協議会）との共催で「地域医療再生フォーラム」を開催する。

（３）

自治体病院議員連盟との連携
自治体病院を取り巻く医療従事者の確保や診療報酬改定の評価、財政基盤の充実強化等の諸問
題の改善を図るべく、意見交換や国への要望活動を行う。

（４）

他団体との事業
① 日本病院団体協議会（代表者会議・診療報酬実務者会議）への参加
日本病院団体協議会には、病院代表の中医協委員を積極的に支援するなど、病院医療の向上
発展のため、他団体とともに要望・声明等を行う。
② 日本専門医機構への参画
日本専門医機構の運営に参画し、国民から信頼され質の高い医療を提供できる専門医の養成
の仕組みを通じ、もって適正な地域医療の確保を図る。
③ 地域医療を守る病院協議会への参加
地方に多くの病院を有する団体が、地域における医療を守るにおいて抱える共通の課題につ
いて、議論、意見交換を行うとともに、国等に対し提案・行動する。
④ 日本医師会との連携
日本医師会と地域医療構想、医師の地域・診療科偏在及び働き方改革等について、定期的に
協議を行う。
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⑤ 全国国民健康保険診療施設協議会との連携
全国国民健康保険診療施設協議会と医師確保対策や臨床研修指導医講習会、医師求人・求職
支援センターの運営等について、定期的に協議を行う。
⑥ 全国病院事業管理者協議会との連携
全国病院事業管理者協議会と医師確保対策等の自治体病院に係る諸問題について、定期的に
協議・情報共有を行う。
⑦ 日本公的病院精神科協会との連携
日本公的病院精神科協会と自治体病院の精神科医療に係る諸問題について、定期的に協議・
情報共有を行う。
⑧ 医師のセカンドキャリアと地域医療を支えるネットワークへの参加
医師不足地域の解決の一助として、定年退職を迎える医師等のキャリアを生かし、地域医療
に貢献できる場を紹介できるネットワーク構築の議論、意見交換を行う。
（５）

国際交流事業
中国との医学交流の一環として、自治体病院への視察・見学の諸事調整を行う。
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