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平成29年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
緒　　　　　言

　岡山県医師会設立70周年に当たる本年度、記念式典並びに祝賀会を平成30年１月14日に開催した。「岡山県医師
会の歴史」の刊行、絵画購入、県医師会の活動を紹介する記事の掲載を記念事業として行った。
　今年度も第７次岡山県保健医療計画に沿って、「地域医療構想～目指すべき医療提供体制の構築～」を重点会務
とした。地域包括ケア部会を中心に、二次医療圏単位で開催されている調整会議の協議内容を基軸に、岡山県地域
医療構想・包括ケアシステム研究会、岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会等を開催することにより地域包括
ケアシステムが友好的に実施されるための方策を検討した。また、平成30年から35年までの岡山県の保健・医療・
福祉事業を展開するための第８次岡山県保健医療計画の策定に参加した。
　新規の事業としては会員が適正な保険診療を行うための参考資料として「保険診療の手引き　保険診療・カルテ
記載の要点」の発刊・配布した。
　その他、産業医研修関連事業、かかりつけ医認定事業、認知症早期診断推進事業、小児救急地域医師研修会、緩
和ケア事業、病院勤務の医療関係者向け認知症対応力向上研修事業、医療勤務環境改善支援センター運営事業、女
性医師復職支援事業など数多くの事業を受託し公益事業の拡大に務めた。他団体との連携も例年通り行っており、
岡山県知事、岡山県保健福祉部、岡山県教育庁、岡山労働局等の行政機関、岡山県歯科医師会、岡山県薬剤師会、
岡山県看護協会、岡山県病院協会等とも協議を行い協働で課題解決に取り組んだ。
　また、県民に対し岡山県医師会の活動と方針の理解が得られるように様々な分野で県民公開講座を開催した。最
高で370名の出席者があり、県医師会館の利便性が発揮されたものと思われる。会館の貸出事業も昨年度より３割
増で順調である。

総務に関する事項

⑴　会　　　　　員　　　　　数

　　平成30年３月31日現在　3,113名　　新入会者161名　　退会者154名（内 死亡26名）
　　平成29年度　物故会員氏名
　　　岡山市　岸本　済美　　　津山市　河原　大輔　　　岡山市　本荘　博基　　　御　津　武智　秀夫
　　　倉　敷　板野　俊夫　　　岡山市　佐野　開三　　　井　原　小田　晧二　　　岡山市　亀山　一郎
　　　倉　敷　眞神康二郎　　　真庭市　人見　文雄　　　岡山市　中山　睿一　　　新　見　中桐　善康
　　　岡山市　青山　英康　　　岡山市　砂山　有生　　　児　島　宮本　善文　　　玉　島　植村　園枝
　　　倉　敷　三浦　国輝　　　津山市　内田　利高　　　赤　磐　石原　　清　　　岡山市　重歳　　誠
　　　倉　敷　西村　　惇　　　倉　敷　定平　吉都　　　真庭市　杉江　正久　　　岡山市　清藤　一郎
　　　他　２名

岡山県医師会会員数（平成30年３月31日現在）

　 Ａ Ｂ Ｃ 計 　 Ａ Ｂ Ｃ 計 　 Ａ Ｂ Ｃ 計
岡山市 436 560 13 1,009 吉　備 53 40 0 93 浅　口 25 26 0 51
西大寺 49 54 0 103 高　梁 28 29 0 57 真庭市 34 43 0 77
倉　敷 208 360 0 568 新　見 16 14 0 30 苫田郡 10 7 0 17
児　島 46 41 0 87 御　津 66 49 0 115 勝田郡 9 12 0 21
玉　島 51 29 0 80 赤　磐 43 34 0 77 美作市 17 12 0 29
津山市 83 92 18 193 和　気 31 24 0 55 久米郡 6 4 0 10
玉野市 46 34 0 80 邑　久 27 12 0 39 岡山大学 0 54 4 58
笠　岡 36 39 0 75 北児島 27 14 0 41 　 　 　 　 　
井　原 23 12 0 35 都　窪 51 62 0 113 計 1,421 1,657 35 3,113
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⑵　会　　　　　　　　　　　議

代議員会（第192回定例・191回臨時）　 　２回 
理事会　 　48回
郡市等医師会長協議会　 　２回
議事運営協議会　 　２回
会計士監査　 　１回
監事監査　 　１回
五役会議　 　９回
郡市等医師会長、基金・国保両医科審査委員、
　基金・国保両医科審査委員連絡会議　 　１回
郡市等医師会長・基金、国保審査委員、社会
　保障部合同会議　 　１回
社会保険指導者伝達講習会　 　１回
社会保障部部員・同地区委員合同会議　 　９回
社会保障部部員の会　 　９回
福祉部役員会　 　３回
会館監理委員会　 　１回
会報企画委員会　 　24回
郡市地区医師会
　学校保健担当理事・学校医部会委員連絡協議
　　会　 　２回
　産業保健担当理事・産業医部会委員合同会議  　１回
　勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協
　　議会　 　１回
部会委員会
　外科部会
　　講演会　 　４回
　　ワーキンググループ　 　１回
　　委員会　 　１回
　眼科部会　 　１回
　　眼科部会・眼科医会理事会　 　10回
　　総会　 　２回
　　生涯教育講座　 　２回
　耳鼻咽喉科部会　 　１回
　　集談会　 　６回
　皮膚科部会　 　３回
　　講演会　 　４回
　小児科部会　 　２回
　産婦人科部会
　　専門医会　 　２回
　整形外科部会　 　10回
　　研修会　 　11回
　精神科部会　 　11回
　　講演会　 　１回
　透析医部会
　　委員会　 　６回
　　総会　 　１回

　　講演会・懇談会　 　１回
　脳神経外科部会　 　１回
　　部会・医会総会　 　１回
　内科部会　 　５回
　　研修会　 　３回
　　講演会　 　１回
　　総会　 　１回
学校医部会
　　研修会　 　１回
学校検尿マニュアル作成委員会　 　１回
　労災（自賠責）部会
　　岡山県損害保険医療連絡協議会　 　１回
　産業医部会
　　委員会　 　２回
　　研修会　 　２回
　スポーツ医部会　
　　委員会　 　１回
　警察医部会
　　警察協力医会理事会・総会　 　１回
　　講演会　 　１回
　勤務医部会
　　委員会　 　４回
　女医部会　 　３回
　　委員会　 　１回
　有床診療所部会
　　講演会　 　１回
　　連絡協議会・役員会　 　１回
地域包括ケア部会　 　２回
プライマリ・ケア部会
　プライマリ・ケア学会合同役員会　 　１回
　プライマリ・ケア学会合同会議　 　２回
　プライマリ・ケア学会合同研修会　 　１回
　プライマリ・ケア学会　第25回学術大会　 　１回
　プライマリ・ケア講座　 　１回
日医生涯教育講座　 　２回
CKD県民公開講座　 　１回
糖尿病県民公開講座　 　１回
学術奨励賞選考委員会　 　１回
医療事故対策委員会　 　１回
岡山県医療事故調査支援団体等連絡協議会　 　１回
岡山県民公開医療シンポジウム　 　１回
Welcome研修医の会　 　１回
臨床検査精度管理実行委員会　 　２回
新規開業オリエンテーション　 　９回
集団指導（登録前）　 　１回
集団的個別指導・集団指導
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　　（新規指定・更新時）　 　２回
改定時集団指導　 　４回
点数改定説明会　 　４回
個別指導　 　15回
新規個別指導　 　２回
新規個別指導・個別指導　 　２回
消化管精検研究会　 　６回
消化管検診研究会・講演会　 　２回
肺がん読影研究会　 　11回
胸部疾患研究会・講演会　 　１回
小児救急医療電話相談検討会　 　２回
小児救急地域医師研修会　 　５回
母体保護法指定医師研修会　 　１回
母体保護法指定医師審査委員会　 　２回
乳がん検診講習会　 　６回
緩和ケア研修会　 　２回
社会保険連絡会議　 　１回
勤務医等環境整備事業関係者会議　 　１回
発達障害児（者）支援医師研修会　 　２回
岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会　 　３回

認知症に関する改正道路交通法協議会　 　１回
岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　 　１回
かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会　 　２回
かかりつけ医認知症対応力向上研修会　 　２回
かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修
　会　 　３回
かかりつけ医等の肝炎治療対応力向上研修会  　１回
岡山県医師会認定かかりつけ医研修会　 　２回
岡山県保健福祉部との懇談会　 　１回
岡山県教育庁との懇談会　 　１回
岡山県警本部長との懇談会　 　１回
岡山労働局との懇談会　 　１回
岡山県四師会との懇談会　 　１回
岡山市四師会との懇談会　 　１回
中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会　 　８回
医院継承セミナー　 　２回
岡山県医療用自動車協会
　役員会　 　３回
　定時支部長会・定時総会　 　１回
　会計監査　 　１回

⑶　部 外 委 員 会

〔保健福祉課〕
岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会（石川）  　１回
〔医療推進課〕
岡山県医療審議会（石川）　 　１回
岡山県医療審議会医療法人部会（石川・松山）  　３回
　　同　救急医療対策部会（石川・松山）　 　１回
岡山県医療対策協議会（石川）　 　１回
　　同　新たな財政支援制度検討委員会
　　（石川・松山）　 　２回
精度管理専門委員（大原・宮﨑）　 　２回
へき地医療支援会議（合地）　 　２回
ドクターヘリ運航調整委員会（石川・松山）　 　２回
岡山県看護職員確保対策連絡協議会（糸島）　 　１回
岡山県准看護師試験委員会（宮﨑）　 　３回
おかやまDMAT運営協議会（松山）　 　１回
岡山県急性心筋梗塞医療連携体制検討会議
　　（田中）　 　１回
岡山県周産期医療協議会（國富）　 　１回
岡山県がん対策推進協議会（大原）　 　２回
岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協
　　議会（松山）　 　２回
　　同　講習会（石川・松山）　 　２回
岡山県保健医療計画策定協議会
　　（石川・清水・糸島・中島）　 　３回
　　同　地域医療構想部会委員会

　　（石川・清水・糸島・中島）　 　４回
岡山県医療費適正化推進協議会（糸島）　 　３回
岡山県地域医療支援センター運営委員会
　　（石川）　 　１回
岡山県脳卒中連携体制検討会議（田中）　 　１回
岡山県在宅医療推進協議会（江澤）　 　２回
岡山県死因究明等推進協議会（松山）　 　１回
　　同　身元確認部会（松山）　 　１回
〔長寿社会課〕
岡山県介護保険制度推進委員会（江澤）　 　４回
　　同　介護サービス評価部会（江澤）　 　１回
岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
　　（江澤）　 　１回
岡山県国民健康保険運営協議会（佐藤）　 　３回
〔健康推進課〕
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会（石川）
　　同　肺がん部会（清水）　 　１回
　　同　乳がん部会（松山）　 　１回
　　同　胃がん・大腸がん部会（田中・松山）  　２回
　　同　子宮がん部会（田淵）　 　１回
　　同　がん診療連携部会（糸島）　 　１回
岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　　（石川・國富・田淵・藤本）　 　１回
岡山県自殺対策連絡協議会（中島）　 　１回
岡山県肝炎対策協議会（糸島）　 　１回
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岡山県感染症対策委員会（石川・國富・田淵）  　１回
岡山県麻しん風しん対策会議（國富）　 　１回
健康おかやま21推進会議（清水）　 　３回
岡山県地域・職域保健連携推進協議会（清水）  　１回
岡山県糖尿病医療連携体制検討会議（佐藤）　 　１回
岡山県結核対策連携会議（國富）　 　１回
岡山県保健医療計画策定協議会　精神疾患部会
　　（石川・清水・松山・江澤）　 　４回
岡山県認知症対策連携会議（江澤）　 　１回
〔生活衛生課〕
岡山県食の安全・食育推進協議会（國富）　 　１回
〔医薬安全課〕
岡山県臓器移植推連絡協議会（清水）　 　１回
岡山県公害健康被害認定審査会（山本）　 　６回
岡山県献血推進協議会（石川）　 　１回
岡山県難病対策協議会（國富・江澤）　 　１回
　　同　特定難病審査会委員（田中）　 　１回
〔障害福祉課〕
岡山県発達障害者支援体制整備検討委員会
　　（中島）　 　１回
〔子ども未来課〕
岡山県要保護児童対策地域協議会
　　（中島・國富、田淵）　 　１回
〔消防保安課〕
救急搬送体制連絡協議会　 　１回
　　同　メディカルコントロールワーキンググ
　　ループ検討会（松山・大原）　 　３回
〔県教育委員会〕
岡山県立学校結核対策委員会（國富）　 　１回
高等学校看護連絡協議会（石川・糸島）　 　１回
岡山県教職員健康診断審査委員会（松山）　 　９回
岡山県学校保健推進協議会（國富・神﨑）　 　１回
がんの教育総合支援事業に係るがんの教育推進
　　協議会（國富）　 　２回
特別支援学校における医療的ケアの実施体制
　の整備に関する運営協議会（國富）　 　２回
〔その他の県関係〕
岡山県文化賞選考委員会（石川）　 　１回
おかやま多文化共生連絡会議（田中）　 　１回
岡山県スポーツ医科学委員会（沼本）　 　２回
県南東部圏域救急医療体制推進協議会（松山）  　１回
おかやまマラソン実行委員会（松山）
　　同　医事救護部会委員会（松山）　 　４回
〔厚生局岡山事務所〕
中国地方社会保険医療協議会（佐藤）　 　12回
総会　 　１回
〔その他〕
岡山県難病医療連絡協議会（神﨑）　 　２回

福祉用具展示体験コーナー運営委員会（佐藤）  　１回
岡山県国民健康保険団体連合会理事会（田中）  　３回
岡山刑務所視察委員会（中島）　 　４回
岡山少年鑑別所視察委員会（沼本）　 　５回
岡山少年院視察委員会（大原）　 　６回
岡山県留置施設視察委員会（大原）　 　２回
岡山産業保健総合支援センター運営協議会
　　（石川）　 　１回
岡山県学校保健会（石川・田中・國富）　 　３回
岡山県訪問看護ステーション連絡協議会
　理事会（江澤）　 　５回
　推進協議会（江澤）　 　２回
　課題検討協議会（江澤）　 　３回
岡山県健康づくり財団理事会（石川）　 　４回
　　同　評議員会（石川・清水）　 　１回
岡山歯科衛生士会理事会（清水）　 　１回
岡山県臓器バンク理事会（石川）　 　２回
岡山県アイバンク理事会（清水）　 　１回
岡山医学会役員会（石川・松山）　 　２回
岡山県高度情報化推進協議会（合地）　 　１回
高梁市医療計画検討委員会（江澤）　 　１回
学校法人川崎学園理事会・評議員会（石川）　 　２回
榊原病院地域医療支援病院委員会（宮﨑）　 　４回
岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　（田中・江澤）　 　６回
岡山医療センター地域医療支援委員会（片山）  　２回
岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　（松山）　 　４回
倉敷中央病院地域支援事業運営委員会（江澤）  　３回
岡山県介護保険関連団体協議会（石川・江澤）  　１回
保険医療関係機関連絡会議（松山）　 　２回
山陽時事問題懇談会（石川）　 　３回
岡山医療訴訟連絡協議会（合地・片山）　 　１回
岡山県がん診療連携協議会（大原）　 　３回
若年者心疾患対策協議会（石川・國富・佐藤）  　１回
岡山県社会福祉協議会（石川）　 　５回
医療分野の｢雇用の質｣の向上のための研修会
　　（松山）　 　１回
雇用均等行政推進員会議（清水）　 　１回
糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する
　　定例協議会（佐藤）　 　２回
岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
　　（藤本）　 　３回
岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　（田淵）　 　２回
岡山赤十字病院地域医療支援委員会（山本）　 　４回
岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　　（神﨑）　 　４回
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岡山県医師国保組合理事会及びコンプライア
　　ンス研修会（石川）　 　１回
岡山県社会保険診療報酬支払基金幹事会
　　（松山）　 　９回
医療ネットワーク岡山協議会理事会（石川・清水・
　　松山・神﨑・大原・江澤・宮﨑・合地）　 　３回
　　同　総会　 　１回
岡山県精神保健福祉協会（田中）　 　３回
岡山県アスベスト対策協議会（佐藤）　 　１回
岡山県医用工学研究会（大原）　 　１回
労災診療費算定実務研修会（松山）　 　１回
備前地区認知症疾患医療連携協議会（中島）　 　１回

岡山画像センター理事会（石川）　 　１回
岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会（田中）  　２回
岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会
　　（國富）　 　１回
岡山外科会幹事会（松山）　 　１回
特定非営利活動法人NPO救命おかやま総会・
　　講習会・報告会（石川）　 　１回
川崎医科大学附属川崎病院　開放病床運営委員会
　　（沼本）　 　１回
　　同　地域医療支援病院運営委員会（沼本）  　１回
岡山県看護職員確保対策連絡協議会（宮﨑）　 　１回

⑷　主 な る 行 事

４月１日 岡山県社会福祉協議会理事会
 第349回整形外科部会研修会
　　３日 辞令交付
　　５日 理事会
 会報企画委員会
　　６日 平成29年度登録前保険指導医集団指導
 WELCOME研修医の会
　　７日 H29年度看護特定行為研修開講式
 日医勤務医委員会
　　８日 乳がん検診講習会
 玉島医師会新年度懇親会
　　９日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　10日 第802回支払基金幹事会
 第36回岡山県がん診療連携協議会
　　12日 川崎医科大学総合医療センター新病院長来会
 おかやまマラソン実行委員会来会
 理事会
 整形外科部会委員会
　　13日 平成29年度地域医療介護総合確保基金（医療分）にかかる都道府県個別ヒアリング
 院内事故調査委員会
 晴れやかネット運営委員会
　　15日 日本在宅医学会第２回地域フォーラム開会式
 岡山県医師会精神科部会NPO法人岡山県精神科医会総会・講演会
 備前ブロック医師会協議会
　　16日 第191回岡山県医師会臨時代議員会
　　17日 平成29年度岡山県就職問題連絡協議会
 平成29年度第１回おかやまDMAT運営協議会
　　18日 岡山県医療用自動車協会第１回役員会
 医業経営コンサルタント協会来会
 岡山県医師会透析医部会委員会
　　19日 理事会
 会報企画委員会
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 五役会議
 川崎医科大学総合医療センター地域医療支援事業運営委員会及び開放病床運営委員会
　　20日 損保ジャパン来会
 新規個別指導
 平成29年度第１回医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　　22日 岡山県医師会警察医部会講演会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会
 国立病院機構岡山医療センター地域医療支援委員会
　　25日 岡山県地域包括ケアシステム学会理事会
　　26日 岡山医学会来会
 理事会
 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
　　27日 地域包括ケア会議ステップアップ研修
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第１回理事会
 第12回食育推進全国大会 in おかやま出展者説明会
 損保協会との打合せ
 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　28日 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山プライマリ・ケア学会　岡山県医師会プライマリ・ケア部会合同会議
　　30日 第251回岡山県耳鼻咽喉科集談会
５月８日 岡山医学会役員会
　　９日 平成29年度「訪問看護師養成講習会」開講式
 皮膚科部会講演会
　　10日 旭日双光章の叙勲授賞式
 理事会
 平成29年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
 整形外科部会委員会
　　11日 新規開業オリエンテーション
 支払基金幹事会
 井原医師会定時総会懇親会
　　12日 第126回日医年金委員会
　　13日 岡大名誉教授森田潔先生を激励する会
  各国におけるヘルスデータベースの現状と課題に関する国際会議-セキュリティ・個人情報保護・デー

タ利活用
 中国四国医師会連合　医療保険分科会
　　14日 岡山大学病院総合診療棟西棟竣工記念行事（式典・見学会・祝賀会）
 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　15日 第４回全国在宅医療・介護連携フォーラム
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　16日 平成29年度第１回都道府県医師会長協議会
 平成29年度第１回岡山県医師会透析医部会委員会
　　17日 理事会
 会報企画委員会
　　18日 平成29年度岡山県学校保健会第１回理事会・評議委員会
 第62回中国地区学校保健研究協議大会第２回実行委員会
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 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　19日 新規個別指導
 救急災害医療対策委員会第１回JMATワーキンググループ
 日医男女共同参画委員会
 RSK感謝の集い
　　21日 岡山県医療用自動車協会 第69回定時支部長会・第69回定時総会
 岡山県医師会産婦人科部会、岡山県産婦人科医会、岡山産婦人科学会総会
 母体保護法指定医師研修会
 江田五月氏の桐花大綬章を祝う会
　　22日 岡山県臓器バンク５月理事会
 岡山経済同友会平成29年度第１回通常総会・創立70周年記念式典・演奏（記念演奏18：05 ～）
 精神科５月定例会
　　23日 岡山県要保護児童対策地域協議会
 平成29年度岡山少年院視察委員会第１回会議
 監事監査
　　24日 平成29年度岡山県農薬危害防止対策協議会
 中国地方社会保険医療協議会
 理事会
 会報企画委員会
 岡山県知事表敬訪問
 医療ネットワーク岡山協議会第１回理事会
 五役会議
　　25日 岡山県愛育委員連合会・恩賜財団母子愛育会岡山県支部のH29年度総会並びに研修会（式典13：40まで）
 第14回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　26日 岡山県文化賞選考委員会
 新規個別指導
 健康おかやま21推進会議
 岡山県公害健康被害認定審査会
 日医第３回介護保険委員会
 川崎学園・九曜学園理事会・評議員会
 平成29年度おかやま多文化共生連絡会議
 ピンクリボン岡山2017第１回会議
　　27日 平成29年度岡山県老人保健施設協会総会
 第271回日本皮膚科学会岡山地方会
 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会講演会
 第350回岡山県医師会整形外科部会研修会
 御津医師会定時総会後の懇親会
　　28日 日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度「応用研修会」
 岡山赤十字病院創立90周年記念講演会､（12：00 ～記念式典・祝賀会）
 玉野市医師会懇親会
　　30日 おかやまマラソン実行委員会来会
 岡山県地域医療支援センター運営委員会第１回会議
 岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　31日 理事会
 五役会議
 支払基金との懇談会
６月１日 平成29年度岡山県栄養改善協議会総会並びに研修会
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 平成29年度第１回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 糸島達先生「旭日双光章」受章祝賀会
　　２日 第７回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」
 岡山経済同友会６月教育・社会貢献委員会
　　３日 平成29年度岡山県看護協会通常総会
 一社）鶴翔会理事会
 岡山医学会総会
 岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会合同懇親会
 乳がん検診講習会
 女医部会委員会
 第70回西大寺医師会定時総会懇親会
　　４日 中国四国医師会有床診療所担当理事連絡協議会
　　５日 平成29年度岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会
 第１回岡山県立学校結核対策委員会
 第１回岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会
　　６日 第１回岡山県介護保険制度推進委員会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　７日 平成29年度総合防災訓練第１回担当者会議
 理事会
 会報企画委員会
 第54回日本リハビリテーション医学会学術集会代議員・全国医学部リハ科連絡会・特任理事合同懇親会
　　８日 新規開業オリエンテーション
 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 第４回日医産業保健委員会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　10日 平成29年度岡山県栄養士会定時総会
 岡山県医師会内科部会・医会総会
 岡山県内科医会部会合同会議総会記念講演会
　　11日 第252回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　12日 岡山県健康づくり財団理事会
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との３者懇談会
　　14日 理事会
 日医生涯教育委員会
 第２回整形外科医のためのナレッジセミナー
　　15日 個別指導
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 岡山県社会福祉協議会第３回理事会
　　17日 産業医部会委員会
　　18日 第192回岡山県医師会定例代議員会
　　19日 精神科６月定例会
　　20日 平成29年度第１回高梁・新見圏域保健医療対策協議会及び第１回高梁・新見地域医療構想調整会議
　　21日 福祉用具展示・体験コーナー運営委員会
 岡山県後期高齢者医療広域連合来会
 理事会
 会報企画委員会
 整形外科部会委員会
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　　22日 医療救護等に係る検討会（仮称）の意見交換会
 岡山県アイバンク６月評議員会
 岡山大学病院の医療安全に係る外部監査委員会
 平成29年度真庭市医師会定時総会
 小児救急地域医師研修会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
 第１回岡山県難病医療連絡協議会
　　23日 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　24日 第１回ドクターヘリ合同講習会
 平成29年度岡山県訪問看護ステーション連絡協議会通常総会
 平成29年度岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第２回理事会
 岡山県病院協会平成29年度定時会員総会
 中国四国医師会連合常任委員会
 中国四国医師会連合連絡会
 第351回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　25日 中国四国医師会連合連絡会
 第140回日医定例代議員会
 日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会伝達講習会
　　26日 中国地方社会保険医療協議会
 特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会
 医療審議会（医療法人部会）
 平成29年度第１回岡山県医療費適正化推進協議会
　　27日 平成29年度岡山県指定難病委員会
 岡山県健康づくり財団定時評議員会
 岡山県健康づくり財団臨時理事会
 岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
 岡山県周産期医療協議会
　　28日 理事会
 医療ネットワーク岡山協議会定時会員総会
 岡山県医師会外科部会委員会ワーキンググループ
　　29日 新規個別指導
 平成29年度看護職員確保対策連絡協議会・岡山県看護師等就業協力員連絡会議
 県南西部保健医療圏保健医療対策協議会及び県南西部地域医療構想調整会議（第１回）
 個別指導
　　30日 第12回食育推進全国大会inおかやま
 おかやまマラソン実行委員会来会
７月１日 第30回全国有床診療所連絡協議会（～２日）
 吉備高原医療リハビリテーションセンター開院30周年記念式典及び記念祝賀会
 平成29年度岡山県医師会透析医部会総会
　　２日 慢性腎臓病（CKD）県民公開講座
 日本臨床内科医会中国四国代表者会議
 赤澤昌樹先生を偲ぶ会
　　３日 平成29年度「岡山県愛の献血助け合い運動」月間オープニング行事
 おかやまマラソン実行委員会医事救護部会
 平成29年度岡山県食物アレルギー対応委員会（第１回）
　　４日 第２回岡山県保健医療計画策定協議会
　　５日 理事会
 会報企画委員会
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 南岡山医療センター谷本院長来会
　　６日 平成29年度第１回岡山県広域特別支援連携協議会及び岡山県発達障害者支援地域協議会
 平成29年度岡山県高度情報化推進協議会幹事会
　　９日 原中勝征先生叙勲受章を祝う会
 母体保護法指定医師審査委員会
 産婦人科専門医会
 国際医療貢献プラットフォーム第１回総会及び設立祝賀会
　　10日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との３者懇談会
 岡山県地域両立支援推進チーム第１回会議
 平成29年度岡山県留置施設視察員会委員任命式及び第１回会議
 第805回支払基金幹事会
　　11日 平成29年度岡山県総合防災訓練第２回担当者会議
 平成29年度第１回岡山県へき地医療支援会議
 皮膚科部会委員会、講演会
 整形外科部会委員会
　　12日 理事会
 西大寺病院理事長、院長来会
 川崎医科大学総合医療センター地域連携支援事業運営委員会
 岡山医療センター「地域医療連携の夕べ」
　　13日 集団指導
 新規開業オリエンテーション
 平成29年７月保険医療関係機関連絡会議
 平成29年度岡山県学校保健会第２回理事会並びに表彰審査会
 集団的個別指導
 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールWG検討会（第１回）
 第２回院内医療事故調査委員会
　　14日 日医勤務医委員会
 第１回岡山県アルコール健康障害対策連携会議
 日医第４回介護保険委員会
　　15日 日医生涯教育講座
 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会講演会
 第18回岡山県医師会透析医部会学術講演会
　　18日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会平成29年度第１回訪問看護推進協議会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第１回訪問看護課題検討協議会
　　19日 岡山済生会総合病院山本院長来会
 理事会
 会報企画委員会
 岡山県保健福祉部との懇談会
 学校検尿マニュアル検討委員会
　　20日 第58回糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　21日 第49回産業医学講習会（～ 23日）
 国保連合会理事会
 日医第３回国際保健検討委員会
  平成29年度競技力向上委員会・スポーツ医・科学委員会合同委員会及び第１回スポーツ医・医科学委員会
　　22日 第13回男女共同参画フォーラム
 岡山スポーツ医科学研究会第41回研究会・総会
 小児科部会委員会
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 NPO救命おかやま第12回定時総会・講演会・報告会
 第352回整形外科部会研修会
　　23日 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
 郡市等医師会長、基金、国保審査委員、社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　24日 平成29年度岡山少年鑑別所視察委員会第１回会議
 岡山医療センター第39回地域医療支援委員会
 精神科７月定例会
　　25日 中国地方社会保険医療協議会
　　26日 岡山大学病院　藤井伸治先生来会
 理事会
 心臓病センター榊原病院2017年度第２回地域医療支援病院委員会
　　27日 平成29年度第１回救急医療情報システム運営委員会
 山陽時事問題懇談会
　　28日 地域包括ケアのまちづくりシンポジウム
 岡山少年院視察委員会第２回会議
 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　29日 藤本県愛育委員会名誉会長を囲む会
　　30日 地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会
　　31日 全国一斉複十字シール運動 岡山県知事表敬訪問
 第37回岡山県がん診療連携協議会
８月１日 おかやまマラソン実行委員会来会
 平成29年度第１回岡山県がん対策推進協議会
 平成29年度岡山県総合防災訓練第３回担当者会議
 岡山県警来会
 中国四国厚生局長来会
 第５回岡山県備前地区（岡山市を除く）認知症疾患医療連携協議会
 岡山経済同友会地域振興委員会特別講座
 平成29年度第２回岡山県医師会透析医部会臨時委員会
　　２日 都道府県医師会生活習慣病（糖尿病・COPD等）担当理事連絡協議会
 理事会
 青山興司先生・岡山シーガルズ来会
 会報企画委員会
 スポーツ医部会委員会、スポーツ医学再研修会
 倉敷市と倉敷市連合医師会とのサミット
　　３日 平成29年度岡山県介護保険関連団体協議会総会
　　４日 院内医療事故調査委員会
 平成29年度第１回精度管理専門委員会
 平成29年度第１回岡山県准看護師試験委員会
　　５日 平成29年度死亡時画像診断（Ai）研修会（～６日）
 乳がん検診講習会
 福祉部役員会
 高梁医師会納涼会
　　６日 第２回岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ
　　８日 平成29年度岡山県自殺対策連絡協議会
　　９日 理事会
 認知症に関する改正道路交通法協議会
 整形外科部会委員会
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　　10日 岡山刑務所視察委員会第２回会議
 平成29年度第１回県南東部保健医療圏保健医療対策協議会及び地域医療構想調整会議
　　11日 中国四国医師会事務局長会議
　　12日 平成29年度中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡協議会
　　17日 第62回中国地区学校保健研究協議大会
 平成29年度岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会
 第15回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　　19日 第48回中四九地区医師会看護学校協議会（～ 20日）
 医院継承セミナー
 第353回整形外科部会研修会
　　20日 平成29年度中国地区学校保健・学校医大会
　　21日 第806回支払基金幹事会
 岡山県警来会
　　22日 肺がん読影研究会　
　　23日 中国地方社会保険医療協議会
 岡山大学　岡田名誉教授　木股教授来会
 理事会
 会報企画委員会
 五役会議
 平成29年度第１回脳卒中連携体制検討会議
　　24日 個別指導
 平成29年度第２回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 平成29年度第２回県南西部保健医療圏保健医療対策協議会及び県南西部地域医療構想調整会議
 平成29年度高等学校看護連絡協議会
 山陽時事問題懇談会
　　25日 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　27日 岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
 岡山市四師会懇親会
　　28日 第１回岡山県産後母子への支援のあり方検討会議
　　29日 平成29年度がん征圧岡山県大会
 おかやまマラソン実行委員会来会
 平成29年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　30日 平成29年度医療連携担当者会議
 岡山県後期高齢者医療広域連合来会
 岡山大学学都基金事務局来会
 理事会
 岡山県教育庁との懇談会
　　31日 第54回献血運動推進全国大会実行委員会設立準備委員会
 個別指導
 岡山県警来会
 平成29年度第２回岡山県国民健康保険運営協議会
 平成29年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会
 第59回糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 平成29年度第４回　CKD・CVD対策に関する定例協議会
９月１日 平成29年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
 第27回全国医師会共同利用施設総会「会長招宴」
　　２日 第15回日本臨床医療福祉学会
 消化管検診講演会
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 第27回全国医師会共同利用施設総会（～３日）
　　３日 岡山県総合防災訓練
 第272回日本皮膚科学会岡山地方会
　　４日 平成29年度第１期留置施設の視察
 おかやまマラソン実行委員会第２回医事救護部会
　　５日 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　６日 理事会
 第１回日医救急災害医療対策委員会
 会報企画委員会
　　７日 平成29年度妊娠期からの保健・医療連携会議
 岡山赤十字病院地域連携懇親会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　８日 日医生涯教育推進委員会
 平成29年度第１回看護職員出向・交流研修事業運営会議
 第５回日医産業保健委員会
 RSK収録
　　10日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
 救急の日の講演会
　　11日 岡山県国民健康保険団体連合会来会
 平成29年度第１期留置施設の視察
 第807回支払基金幹事会
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との３者懇談会
　　13日 理事会
 第127回日医年金委員会
 整形外科部会委員会
　　14日 医療救護等にかかる検討会（仮称）
 2017年CMAAO東京総会
 新規開業オリエンテーション
 平成29年度岡山県社会福祉協議会第４回理事会
 平成29年度第３回県南西部保健医療圏保健医療対策協議会及びに県南西部地域医療構想調整会議
 新規開業医療機関に対する保険診療研修会
 県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会
 岡山済生会総合病院開放病床運営委員会
　　17日 母体保護法指定医師審査委員会
 産婦人科専門医会
 第44回全日本医師テニス岡山大会懇親会
　　18日 南岡山医療センター名誉院長・院長就任祝賀会及び地域医療連携懇親会
 医療勤務環境改善支援センター講習会
　　19日 平成29年度第２回日医都道府県医師会長協議会
　　20日 岡山県警来会
 理事会
 会報企画委員会
　　21日 平成29年度岡山少年鑑別所視察委員会第２回会議
 第20回岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 日医男女共同参画委員会
 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 第５回CKD・CVD対策に関する定例協議会
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　　22日 平成29年度第１期留置施設の視察
 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　23日 日医認定産業医制度基礎前期研修会
 平成29年度認知症サポート医の集い
 平成29年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会常任委員会（定例総会16：30 ～）
　　24日 日医認定産業医制度基礎前期研修会
 熊本県医師会新会館落成記念内覧会・祝賀会
 第７回日本認知症予防学会学術集会
　　25日 中国地方社会保険医療協議会
 精神科９月定例会
　　26日 岡山県健康づくり財団臨時理事会
 岡山旭東病院坪井修平先生来会
 岡山県CKD・CVD対策専門会議
 肺がん読影研究会
　　27日 理事会
 小児救急地域医師研修会
　　28日 第39回産業保健活動推進全国会議
 メディカルカフェ in かわさき
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　29日 岡山少年院視察委員会
 日医第５回介護保険委員会
 第２回岡山県アルコール健康障害対策連携会議
 平成29年度大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会
 精神科部会講演会
　　30日 平成29年度中国四国医師会連合常任委員会
　　 平成29年度中国四国医師会連合総会並びに各分科会
　　 平成29年度中国四国師医会連合総会会長招宴
10月１日 平成29年度中国四国医師会連合総会
 第２回岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会
　　２日 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
　　３日 東京海上日動火災来会
 第３回岡山県保健医療計画策定協議会
　　４日 第61回社会保険指導者講習会（～５日）
 岡山県警来会
 理事会
 会報企画委員会
 災害時対応訓練
 倉敷記念病院・倉敷第一病院事業統合記念式典
　　５日 平成29年度岡山県総合社会福祉大会
 勤務医等環境整備事業関係者会議
　　６日 日医勤務医委員会
　　７日 平成29年度岡山県警察協力医会理事会、総会・講演会
　　８日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　９日 ピンクリボン岡山チャリティーコンサート2017
 第253回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 RSK「夢紡いで」収録、インタビュー
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　　10日 第808回支払基金幹事会
 平成29年度第２回岡山県医師会透析医部会委員会
　　11日 岡山旭東病院坪井修平先生来会
 岡山県介護支援専門員協会　堀部徹会長来会
 理事会
  川崎医科大学総合医療センター平成29年度第３回地域医療支援病院運営委員会及び第３回開放病床運営

委員会
　　12日 新規開業オリエンテーション
 平成29年度郡市等医師会産業保健担当理事・産業医部会委員合同会議
 郡市等医師会事務局連絡会議
 小児救急地域医師研修会
　　13日 岡山県病院協会平成29年度病院優良職員表彰式
 平成29年度独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全業務運営会議
　　14日 第５回晴れやかネット研究会
 平成29年度第１回郡市等医師会長協議会
 岡山県医師会福祉部臨時役員会
 平成29年度幸福な長寿社会実現事業（医師研修事業）【県北会場】
　　15日 乳がん検診講習会
　　17日 岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
 平成29年度第２回看護職員出向・交流研修事業運営会議
 学術奨励賞選考委員会
 小児救急地域医師研修会
　　18日 理事会
 平成29年度都道府県医師会小児在宅ケア担当理事連絡協議会
 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ第２回検討会
 会報企画委員会
　　19日 産業医実地研修
 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 平成29年度第５回CKD・CVD対策に関する定例協議会
 平成29年度岡山県透析医部会・岡山県保健福祉部・NNPO岡山県腎協三者懇談会
  H29年度岡山市における医療連携のあり方等に関する協議会及び急性期医療分科会・在宅医療分科会合

同会議
　　20日 平成29年度岡山少年鑑別所視察委員会第３回会議
 平成29年度岡山県留置施設視察委員会第２回会議
　　21日 平成29年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　22日 おかやまマラソン2017救護スタッフ説明会
 吉備医師会70周年記念式典
　　23日 岡山医療センター第40回地域医療支援委員会
 平成29年度第１回学校保健推進協議会
 平成29年度第２回岡山県医療費適正化推進協議会
 精神科10月定例会
　　24日 平成29年度予防接種従事者研修会
 中国地方社会保険医療協議会
 平成29年度第２回岡山県発達障害者支援地域協議会及び岡山県広域特別支援連携協議会
 肺がん読影研究会
　　25日 水銀処理施設野村興産視察
 理事会
 心臓病センター榊原病院第３回地域医療支援病院委員会
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　　26日 平成29年度岡山県保健衛生功労者表彰式
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　27日 個別指導
 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 社会福祉法人 旭川荘 平成29年度第２回評議員会
 岡山労災病院副院長岸本卓巳先生の「松岡良明賞」を祝う会
　　28日 青山英康名誉教授を偲ぶ会
 地域包括ケア部会
 第355回整形外科部会研修会
 平成29年度岡山県四師会懇談会
　　29日 岡山市医師会設立70周年記念祝典・講演・祝宴
　　30日 岡山県結核対策連携会議
　　31日 岡山刑務所視察委員会第４回会議
 岡山刑務所長来会
 岡山県医療審議会（医療法人部会）
 平成29年度病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
11月１日 日本医師会設立70周年記念式典並びに医学大会
 理事会
 会報企画委員会
　　２日 医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
 医療事故調査制度勉強会（高松）
　　３日 第８回岡山MUSCATフォーラム
　　４日 日本医師会女性医師支援センター事業ブロック別会議
　　５日 平成29年度中国四国医師会連合医事紛争研究会
 美作医会定例総会
　　６日 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会（第１回）
 岡山プライマリ・ケア学会総会・第25回学術大会準備委員会
　　７日 健康おかやま21推進会議（第２回）
 第54回献血運動推進全国大会実行委員会設立総会及び第１回実行委員会
　　８日 理事会
 損保ジャパンとの懇談会
 岡山県肝炎対策協議会
 保険診療ガイドブック作成検討委員会
 整形外科部会委員会
　　９日 平成29年度全国公立病院連盟第86回総会・事務長会・看護部長会合同会議開会式
 第55回岡山県精神福祉大会
 新規開業オリエンテーション
 第５回日本医師会-米国研究製薬工業協会（PhRMA）共催シンポジウム
 第６回日医産業保健委員会
 小児救急地域医師研修会
　　10日 がん対策推進協議会
 平成29年度第２回岡山県准看護師試験委員会
 岡山中央病院岡部院長、金重先生来会
 第８回岡山旭東病院地域医療連携懇親会
　　11日 H29糖尿病県民公開講座（日本糖尿病学会中国四国地方会第55回総会）
 医院継承セミナー
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 NPO救命おかやま第12回市民のための救命講習会
 備中ブロック医師会協議会
 岡山県医師会透析医部会設立20周年記念式
　　12日 おかやまマラソン
 高梁医師会設立70周年記念式
 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　13日 いい皮膚の日公開講座レディオモモ録音
 平成29年度第１回岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会
 第809回支払基金幹事会
　　14日 平成30年度岡山県予算編成に関する各種団体個別懇談会
 保険診療ガイドブック打合せ（社会保険研究所来会）
　　15日 理事会
 第２回日医救急医療対策委員会
 会報企画委員会
 医療ネットワーク岡山協議会第２回理事会
　　16日 第21回日本医業経営コンサルタント協会広島大会（～ 17日）
 集団的個別指導・集団指導
 第16回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 第３回岡山県国民健康保険運営協議会
 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　17日 地方自治法施行70周年記念岡山県知事表彰式
 個別指導
 国保連合会理事会
 おかやまマラソン実行委員会来会
 第32回全国医療法人経営セミナー（～ 18日）
　　18日 平成29年度第48回全国学校保健・学校医大会
 第48回全国学校保健・学校医大会都道府県医師会連絡会議
 平成29年度第１回郡市等医師会救急担当理事・救急医療対策部会委員会連絡協議会
 日医生涯教育講座
 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会講演会
 第356回整形外科部会研修会
　　19日 ICLS講習会
 児島医師会設立70周年記念祝賀会
 産婦人科専門医会
　　20日 第４回岡山県臨床研修連絡協議会
 労災診療費算定実務研修会（岡山会場）
 衛生検査所立入検査
 平成29年度第２回スポーツ医・科学委員会
 精神科11月定例会
　　21日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第２回訪問看護課題検討協議会
 平成29年度第３回岡山県介護保険制度推進委員会
 平成29年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
　　22日 中国地方社会保険医療協議会
 理事会
 国民医療を守るための総決起大会
 五役会議
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 NCBR機構来会
　　23日 いい皮膚の日の市民公開講座
 岡山県理学療法士会創立五十周年式典
 岡山県医師会CBRNE災害対策医療講習会
 平成29年度産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会）
　　24日 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 医師・看護職等のWLB推進ワークショップ
 （一社）岡山県労働基準協会創立70周年記念式典
　　25日 平成29年度幸福な長寿社会実現事業（医師研修事業）【県南会場】
　　26日 平成29年度岡山赤十字病院災害拠点病院医療救護要員研修会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
 医療勤務環境改善支援センター講習会
 保険診療ガイドブック作成検討委員会
　　27日 第４回岡山県保健医療計画策定協議会
　　28日 岡山少年院視察委員会
 平成29年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 平成29年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
 肺がん読影研究会
　　29日 理事会
　　30日 新規個別指導
 平成29年度第３回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 平成29年度岡山県学校保健会第３回理事会ならびに表彰審査会
 第２回岡山県産後母子への支援のあり方検討会議
12月１日 衛生検査所立入検査
　　２日 第180回岡山外科会 第３回日本臨床外科学会岡山支部会
 平成29年度家族計画・母体保護法指導者講習会
 第２回産業医部会委員会
 乳がん検診講習会
 岡山県医師会主催「主治医意見書研修会」
 吉備医師会忘年会
 第357回整形外科部会研修会
　　３日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
 福岡県医師会創立70周年記念式典、日医横倉会長世界医師会長就任をお祝いする会
　　４日 国民医療を守るための総決起集会　代表者打ち合わせ会
 岡山プライマリ・ケア学会・岡山県医師会プライマリ・ケア部会合同会議
　　５日 岡山大学病院の医療安全に係る外部監査委員会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会（第33回）
 皮膚科部会講演会
　　６日 理事会
 日医生涯教育推進委員会
 平成29年度情報通信訓練/衛星利用実証実験　近畿大震災想定訓練（TV会議）
 会報企画委員会
　　７日 平成29年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会（TV会議）
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　８日 平成29年度岡山少年鑑別所視察委員会第４回会議
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 平成29年度岡山県社会福祉協議会第５回理事会
 第５回日医男女共同参画委員会
 民進党岡山県総支部連合会「意見交換会」
　　９日 学術奨励賞・会長賞表彰式、各種表彰受賞祝賀会、各種委員会合同懇親会
　　10日 第254回岡山県耳鼻咽喉科集談会（補聴器講習会）
 支払基金岡山支部幹事会懇談会
 第38回岡山県がん診療連携協議会
　　12日 岡山刑務所視察委員会第５回会議
 山陽新聞インタビュー
 邑久医師会忘年会
　　13日 倉敷成人病センター御牧先生来会
 岡山西大寺病院小林理事長、花川院長来会
 理事会
 岡山医学会役員会
　　14日 新規個別指導
 新規開業オリエンテーション
 岡山済生会病院地域医療支援委員会
 個別指導
 第63回糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 平成29年度第１回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会報告
 笠岡医師会忘年会
　　15日 第３回日医救急災害医療対策委員会
　　16日 岡山県医師会主催乳房超音波医師講習会（～ 17日）
　　17日 第７回BDLS岡山プロバイダーコース
 香川県医師会多職種連携先進地視察
 広島県医師会との懇談会
　　18日 第１回難病医療提供体制整備事業関係者会議
 精神科12月定例会
　　19日 岡山旭東病院坪井修平先生来会
　　20日 理事会
 会報企画委員会
　　21日 平成29年度岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第４回理事会
 浅口医師会忘年会
 岡山県医師会透析医部会臨時委員会
　　22日 平成29年度都道府県医師会地域医療構想担当理事連絡協議会
 日医第６回介護保険委員会
　　23日 緩和ケア研修会（～ 24日）
 平成29年度死体検案研修会（基礎）
　　26日 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　27日 日本尊厳死協会正木中国地方支部長、小林完治先生来会
 理事会
 五役会議
 獣医師会来会
 五役会議
　　28日 日医かかりつけ医機能研修制度応用研修
１月４日 平成30年岡山県医師会仕事始めの式
 岡山経済同友会平成30年新年祝賀互例会
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　　６日 岡山県病院協会平成30年新年祝賀会
 岡山県国民医療を守るための総決起大会
　　８日 第255岡山県耳鼻咽喉科集談会
 平成29年度ワンヘルス講演会
　　９日 第１回災害救助の在り方に関する研修会
 山陽時事問題懇談会
　　10日 理事会
 会報企画委員会
 整形外科部会委員会
　　11日 岡山県医師会設立70周年記念絵画除幕式
 第811回支払基金幹事会
 第64回糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 おかやまマラソン実行委員会来会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会報告
 倉敷医師会新年会
　　12日 日医勤務医委員会
 西口活性化協議会新年会
　　13日 第273回日本皮膚科学会岡山地方会
 岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会
　　14日 岡山県医師会設立70周年記念式典
　　15日 おかやまマラソン実行委員会平成29年度第３回医事救護部会
 川崎学園・九曜学園理事会・評議員会
 平成29年度第２回岡山県急性心筋梗塞等医療連携体制検討会議
 精神科１月定例会
　　16日 平成29年度第３回都道府県医師会長協議会
 都道府県医師会長協議会・日医連執行委員会合同新年会
 平成29年度岡山県認知症対策連携会議
　　17日 理事会
 会報企画委員会
 岡山県知事との懇談会
　　18日 個別指導
　　19日 平成29年度岡山県食物アレルギー対応委員会（第２回）
　　20日 第358回岡山県医師会整形外科部会研修会
 御津医師会「報告と感謝の集い」
　　21日 産婦人科専門医会
　　22日 平成29年度第２回岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会
 国立病院機構岡山医療センター第41回地域医療支援委員会
 新見医師会新年会
　　23日 岡山少年院視察委員会
 平成29年度岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
 肺がん読影研究会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会
 岡大三村先生来会
 理事会
 平成29年度岡山労働局・岡山県医師会連絡会議
 岡山県糖尿病医療連携体制検討会議及び岡山県糖尿病対策専門会議
 日本生命との懇談会
 川崎医科大学総合医療センター平成29年度第４回地域医療支援病院運営委員会及び開放病床運営委員会



− 21 −

　　25日 平成29年度岡山県学校保健研修会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　26日 第３回岡山県アルコール健康障害対策連携会議
 岡山少年鑑別所視察委員会第５回会議
 個別指導
　　27日 岡山県民公開医療シンポジウム
 平成29年度第２回郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急医療対策部会委員委員会連絡協議会
　　28日 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会役員会
 岡山県医師会有床診療所部会委員会岡山県有床診療所協議会役員会・総会
　　29日 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググルーフ検討会（第３回）
 平成29年度岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　　30日 PLUGバリアスリーダー企画放送取材
 平成29年度第３回岡山県医師会透析医部会委員会
　　31日 理事会
 日医第７回介護保険委員会
 岡山弁護士会との懇談会
 五役会議（予算）
 心臓病センター榊原病院2017年度第４回地域医療支援病院委員会
２月１日 勤務医等環境整備事業関係者会議並びに女性医師等支援会議
 中国地区学校保健研究協議大会第３回実行委員会
 平成29年度CKD・CVD対策に関する定例協議会
 岡山県死因究明等推進協議会
 第16回岡山医療訴訟連絡協議会
 山陽新聞知事対談
　　２日 第36回北方領土返還要求岡山県民大会
 平成29年度第２回岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会
 日医男女共同参画委員会
 平成29年度第１回岡山県医療対策協議会
　　３日 平成29年度日本医師会医療情報システム協議会（～４日）
 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会平成29年度理事会、評議員会
 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会平成29年度役員総会（～４日）
　　４日 緩和ケアフォローアップ研修会
 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会第50回総会内ランチョンセミナー
 第38回日本医師会医療秘書認定試験
 スポーツ県民公開講座
　　５日 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
 「健康おかやま21推進会議」及び「岡山県地域・職域連携推進協議会」合同開催
 平成29年度第２回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会
 平成29年度第２回精度管理専門委員会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会　肺がん部会
　　６日 平成29年度第３回岡山県広域特別支援連携協議会及び岡山県発達障害者支援体制検討委員会
 医療に関する協議会
 平成29年度第２回岡山県へき地医療支援会議
 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　７日 理事会
 日医年金委員会
 会報企画委員会
 平成29年度岡山県在宅医療推進協議会
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 第１回岡山県医師会館管理委員会
　　８日 会計検査
 平成29年度医療分野の「雇用の質」の向上のための研修会
 新規開業オリエンテーション
 平成29年度岡山県留置施設視察委員会第３回会議
 平成29年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会
 第７回日医産業保健委員会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会　子宮がん部会
　　９日 厚生労働省主催医療計画策定研修会
 第６回「日本医師会赤ひげ大賞」表彰式・レセプション
 平成29年度第３回岡山県医療費適正化推進協議会
　　11日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
 緩和ケア県民公開講座
　　13日 岡山刑務所視察委員会第６回会議
 第812回支払基金幹事会
 岡山県地域医療支援センター運営委員会第２回会議
 香川県医師会との懇談会
　　14日 第14回岡山県アスベスト対策協議会（連絡会議）
 平成29年度第３回県南東部地域医療構想調整会議
 理事会
 平成29年度女性医師支援事業連絡協議会
 岡山画像診断センター理事会
 整形外科部会委員会
　　15日 第17回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 第４回岡山県国民健康保険運営協議会
 産業医実地研修会
 五役会議（予算）
 平成29年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
　　16日 平成29年度医療政策シンポジウム
 平成29年度岡山県難病対策協議会
 第５回日医国際保健検討委員会
 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）
 先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
 横倉義武会長世界医師会長就任祝賀会
　　17日 日本医師会ハーバード大学武見太郎記念国際シンポジウム
 第31回岡山県栄養改善学会
 岡山県医師会学術奨励賞受賞講演並びに日本医師会生涯教育講座
 岡山県医師会脳神経外科部会委員会、総会
 第359回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　18日 第２回おかやまJMAT研修会
 母子保健講習会
 乳がん検診講習会
　　19日 岡山県臓器移植推進連絡協議会
 国保連合会理事会
 平成29年度第２回救急医療情報システム運営委員会
 平成29年度第４回岡山県介護保険制度推進委員会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会
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 精神科２月定例会
　　20日 第５回岡山県保健医療計画策定協議会
 平成29年度第３回岡山県がん対策推進協議会
　　21日 中国地方社会保険医療協議会
 岡山西大寺病院小林理事長、花川院長来会
 理事会
 会報企画委員会
 糖尿病サポーター認定委員会
 糖尿病総合管理医療機関認定委員会
 倉敷市連合医師会・水島産業医学研修会岡山県医師会共催産業医学講習会
　　22日 平成29年度岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会
 医療審議会（医療法人部会）
 平成29年度第４回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 適正保険診療に関する研修会
 岡山県医療審議会（救急医療対策部会）
　　23日 第２回岡山県難病医療連絡協議会
 岡山県臓器バンク２月理事会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 平成29年度都道府県医師会事務局長連絡会
　　24日 消化管検診研究会講演会
 平成29年度第２回郡市等医師会長協議会
 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会講演会
 備中地区医師会協議会
　　25日 ICLS講習会
 岡山県医師会耳鼻咽喉科部会役員会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
 倉敷医師会チャリティーコンサートピンクリボン2018
　　26日 岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
 岡山県結核対策連携会議
 岡山県医師会透析医部会
 岡山県医師会透析医部会平成29年度第４回臨時委員会
　　27日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会平成29年度第２回訪問看護推進協議会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会平成29年度第３回訪問看護課題検討協議会
 第20回中国地方社会保険医療協議会総会
 岡山県医師会皮膚科部会委員会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
 第26回岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 肺がん読影研究会
 岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　28日 理事会
３月１日 FMOKAYAMAラジオ収録
 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
 平成29年度岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　２日 平成29年度臨床検査精度管理報告会
 平成29年度第３回岡山県准看護師試験委員会
 社会保険連絡協議会事前打合せ・岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
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　　３日 指導医養成講習会（～４日）
 胸部疾患研究会講演会
　　４日 平成29年度産業医研修会
　　５日 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会（TV会議）
 平成29年度都道府県医療事故調査等支援団体等連絡協議会合同協議会
 岡山県警刑事部長来会
　　７日 理事会
 第19回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会
 会報企画委員会
　　８日 平成29年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 新規開業オリエンテーション
 岡山県アイバンク３月評議員会
 平成29年度岡山県社会福祉協議会第６回理事会
 看護職員出向・交流研修事業成果報告会
 平成29年度第２回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会１回目（津山会場）
　　９日 おかやまマラソン実行委員会来会
 平成29年度第２回ケアマネジャー大会
 平成29年度都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会
　　10日 ADLSインストラクターコース
 ADLS岡山プロバイダーコース（～ 11日）
 診療報酬改定講演会
 スポーツ医部会委員会、スポーツ医学再研修会
　　11日 学校保健講習会
 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
 女性の健康週間県民公開講座
　　12日 平成29年度川﨑学園看護師特定行為研修修了証授与式
 おかやまマラソン実行委員会平成29年度第４回医事救護部会
 第３回岡山県産後母子への支援のあり方検討会議
　　13日 指定（地方）公共機関（医療機関・医療関係団体）会議
 新型インフルエンザ等対策研修会
 岡山県医療審議会総会
 山陽時事問題懇談会合同例会
 かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会（倉敷会場）
 平成29年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　14日 日医生涯教育委員会
 平成29年度岡山県看護職員確保対策委員会
 理事会
 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会（TV会議）
 会報企画委員会
 医療秘書養成に関する運営委員会
 医療ネットワーク岡山協議会第３回理事会
 第１回選挙管理委員会
 整形外科部会委員会
　　15日 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 平成29年度岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第５回理事会
 産業医・衛生管理者交流集会
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 第10回CKD・CVD対策に関する定例協議会
 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会 ２回目（津山会場）
　　16日 平成29年度岡山県献血推進協議会
　　17日 平成29年度岡山県老人保健施設協会総会
 小児科部会委員会
　　18日 産婦人科専門医会
 第360回整形外科部会研修会
　　19日 第30回日本医学会総会2019中部準備委員長来会
 岡山県健康づくり財団理事会
 平成29年度岡山県MC協議会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会
 精神科３月定例会
　　20日 第54回献血運動推進全国大会実行委員会第２回幹事会
　　21日 岡山プライマリ・ケア学術総会・第25回学術大会
 倉敷市立市民病院開院式典ならびに内覧会
 CKD・CVD県民公開講座
　　22日 平成29年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会
 H30年診療報酬改定説明会：H30年改定時集団指導（高梁会場）
 かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会（津山会場）
 「岡山県医師会認定かかりつけ医」審査会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　23日 中国地方社会保険医療協議会
 岡山少年院視察委員会
 岡山県感染症対策委員会
 中国地域医療電波利用推進協議会総会・説明会
 H30年診療報酬改定説明会：H30年改定時集団指導（津山会場）
 岡山県麻しん風しん対策会議
　　24日 平成29年度第２回地域包括ケア部会会議
 介護報酬改定講演会
 全国医療秘書学院連絡協議会平成29年度第２回常任委員会及び運営委員会
 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）
 中国四国医師会連合常任委員会
 中国四国医師会連合連絡会
　　25日 中国四国医師会連合連絡会
 第141回日医臨時代議員会
 第256回岡山県耳鼻咽喉科集談会第44回総会・社会保険診療報酬改定の伝達会議
　　26日 平成29年度岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会
 川崎学園・九曜学園理事会・評議員会
 H30年診療報酬改定説明会：H30年改定時集団指導（岡山会場）
 山陽放送テレビ番組「夢紡いで」出版記念パーティ
　　27日 旭川荘平成29年度第３回評議員会
 H30年診療報酬改定説明会：H30年改定時集団指導（岡山会場）
 肺がん読影研究会
　　28日 理事会
 社会保険連絡協議会
 消化管精検研究会
　　29日 第６回国際保健検討委員会（JDN合同委員会）　
 第66回糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 医師国保組合平成29年度第５回理事会及びコンプライアンス研修会
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［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）
１．生涯教育に関する事項（山本理事、岩月理事）

⑴　平成28年度日本医師会生涯教育制度単位集計結果について
　 　平成29年10月１日付けで、平成28年度日本医師会生涯教育制度単位取得証が発行された。全国平均と岡山県の

平均及び岡山県医師会会員上位10名は、下表の通りである。岡山県の平均は昨年度と比較すると、取得単位は増
減なし、取得CCは0.2ポイント増加。取得単位・CCの合計は0.2ポイント増加となった。

　①　全国の平均と岡山県の平均

　
全　国 岡山県

H28年度 H27年度 H26年度 H28年度 H27年度 H26年度

平均取得単位 14.6 16.3 17.6 17.3 17.3 20.7

平均取得ＣＣ 12.9 15.1 15.4 15.5 15.3 17.9
取得単位＋CC

合計平均 27.4 31.4 33.0 32.8 32.6 38.6

　②　平成28年度の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 氏名（郡市等医師会） 単位合計 CC合計 単位＋CC

１ 岩藤　知義（赤磐医師会） 514.5 81 595.5

２ 三谷　　健（津山市医師会） 471.5 81 552.5

３ 則井　　崇（岡山市医師会） 370.0 72 442.0

４ 三谷原重雄（倉敷医師会） 268.5 74 342.5

５ 伏見　　章（岡山市医師会） 269.0 72 341.0

６ 加原　雅教（児島医師会） 242.5 72 314.5

７ 市川　弘幸（倉敷医師会） 218.0 71 289.0

８ 西原　照夫（岡山市医師会） 207.5 69 276.5

９ 津山市医師会員 210.0 66 276.0

10 池田　裕政（北児島医師会） 199.0 68 267.0

※10名中９名が診療所、１名が自宅会員の先生であった。

③　平成28年度　取得単位、CC、単位＋CCの内訳
【単位取得数別人数】

単位 診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

0 348 346 133 827
　0.5 ～ 20 878 698 109 1,685
　20.5 ～ 40 281 98 11 390
　40.5 ～ 60 85 25 3 113
　60.5 ～ 80 38 11 0 49
　80.5 ～ 100 12 2 2 16
100.5 ～ 400 24 5 1 30

400以上 2 0 0 2
計 1,668 1,185 259 3,112

④ 平成２８年度 取得単位、CC、単位+CC の内訳 
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【CC取得数別人数】

取得
CC数

診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

0 348 346 133 827
1 ～ 5 212 273 39 524

　6 ～ 10 261 207 31 499
11 ～ 15 192 130 23 345
16 ～ 20 173 85 18 276
21 ～ 25 136 47 5 188
26 ～ 30 116 43 4 163
31 ～ 35 81 21 1 103
36 ～ 40 50 17 2 69
41 ～ 45 39 4 0 43
46 ～ 50 25 3 0 28
51 ～ 55 14 4 0 18
56 ～ 60 8 2 1 11
61 ～ 65 3 3 1 7
66 ～ 70 3 0 1 4
71 ～ 75 5 0 0 5
76 ～ 80 0 0 0 0
81 ～ 84 2 0 0 2

計 1,668 1,185 259 3,112
※その他…大学、自宅会員等

【単位・CC合計取得数別人数】

取得
合計数

診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

　0 348 346 133 827
　0.5 ～ 20 488 498 69 1,055
20.5 ～ 40 368 189 40 597
40.5 ～ 60 221 85 10 316
60.5 ～ 80 111 34 2 147

　80.5 ～ 100 52 17 2 71
100.5 ～ 200 68 14 2 84
200.5 ～ 300 6 2 1 9
300.5 ～ 400 3 0 0 3
400.5以上 3 0 0 3

計 1,668 1,185 259 3,112
※その他…大学、自宅会員等

　　平成28年度の会員のカリキュラムコード取得項目別に人数を比較すると、下表のとおりとなった。
　 　取得者の多い項目と少ない項目の差が激しく、一番取得者の多かった項目は、CC12「地域医療」の1,310人で、

一番少なかった項目は、56「熱傷」の59人であった。他に取得者の少なかった項目は、17「急性中毒」、34「言
語障害」、41「嗄声」、48「誤飲」であり、どれものべ取得者数が100人未満であった。

　 　講習会等を主催される方は、取得者の少ないカリキュラムコードの内容の講演会を開催して頂き、会員の先生
方にも積極的にそれらの講演会にご参加頂けるようお願いしたい。
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【平成28年度カリキュラムコード取得一覧表と取得者数】

 

CC 取得者数 CC 取得者数 CC 取得者数
1 医師のプロフェッショナリズム 905 29 認知能の障害 772 57 外傷 309
2 医療倫理：臨床倫理 610 30 頭痛 136 58 褥瘡 137
3 医療倫理：研究倫理と生命倫理 243 31 めまい 258 59 背部痛 306
4 医師─患者関係とコミュニケーション 948 32 意識障害 190 60 腰痛 453
5 心理社会的アプローチ 498 33 失神 144 61 関節痛 562
6 医療制度と法律 806 34 言語障害 61 62 歩行障害 506
7 医療の質と安全 759 35 けいれん発作 162 63 四肢のしびれ 234
8 感染対策 701 36 視力障害、視野狭窄 335 64 肉眼的血尿 163
9 医療情報 1033 37 目の充血 209 65 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 425

10 チーム医療 1162 38 聴覚障害 154 66 乏尿・尿閉 320
11 予防と保健 1284 39 鼻漏・鼻閉 287 67 多尿 210
12 地域医療 1310 40 鼻出血 130 68 精神科領域の救急 215
13 医療と介護および福祉の連携 935 41 嗄声 62 69 不安 574
14 災害医療 253 42 胸痛 752 70 気分の障害（うつ） 547
15 臨床問題解決のプロセス 1021 43 動悸 387 71 流・早産および満期産 191
16 ショック 345 44 心肺停止 248 72 成長・発達の障害 880
17 急性中毒 89 45 呼吸困難 450 73 慢性疾患・複合疾患の管理 1248
18 全身倦怠感 164 46 咳・痰 464 74 高血圧症 551
19 身体機能の低下 721 47 誤嚥 410 75 脂質異常症 577
20 不眠 273 48 誤飲 61 76 糖尿病 956
21 食欲不振 260 49 嚥下困難 487 77 骨粗鬆症 336
22 体重減少・るい痩 306 50 吐血・下血 426 78 脳血管障害後遺症 348
23 体重増加・肥満 505 51 嘔気・嘔吐 590 79 気管支喘息 381
24 浮腫 343 52 胸やけ 554 80 在宅医療 773
25 リンパ節腫脹 132 53 腹痛 569 81 終末期のケア 671
26 発疹 427 54 便通異常（下痢、便秘） 441 82 生活習慣 1125
27 黄疸 240 55 肛門・会陰部痛 325 83 相補・代替医療（漢方医療を含む） 150
28 発熱 375 56 熱傷 59 0 その他 506
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平成28年度カリキュラムコード取得者数比較

 （平成28年度よりCC １～ 15の改訂が行われました。）

⑵　日医生涯教育講座の開催
　①　平成29年４月８日（乳がん検診講習会）
　　　マンモグラフィ読影を中心とした乳がん検診のお話 川崎医科大学乳腺甲状腺外科学　講師　野村　長久
　②　平成29年４月22日（岡山県医師会　警察医部会講演会）
　　　岡山県警察の死体取扱い状況 岡山県警察本部　統括検視官　佐々木敏晴
　　　死体検案、剖検の現状とこれから 香川大学医学部人間社会環境医学講座法医学教授　木下　博之
　③　平成29年５月21日（母体保護法指定医師研修会）
　　　どのような時代になっても母体保護法は重要な法律です
 公益社団法人日本産婦人科医会　会長　木下　勝之
　　　産婦人科診療を取り巻く生命倫理に関する話題 岡山大学医学部保健学科　教授　中塚　幹也
　　　楽しい医療安全 川崎医科大学附属病院　副院長　永井　　敦
　④　平成29年５月28日（平成29年度岡山県小児慢性特定疾病指定医研修）
　　　小児慢性特定疾病医療費の支給制度等について 岡山県医薬安全課
　　　小児慢性特定疾病の代表的な疾患の診断等について 岡山済生会総合病院　田中　弘之
　⑤　平成29年６月３日（乳がん検診講習会）
　　　実地診療医がみた乳がん おおもと病院　副院長　村上　茂樹
　⑥　平成29年６月４日（平成29年度岡山県難病指定医研修）
　　　難病の医療費助成制度等について 岡山県医薬安全課
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　　　代表的な疾患の診断等について〈膠原病〉 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科准教授　佐田　憲映
　　　代表的な疾患の診断等について〈下垂体疾患〉 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授　大塚　文男
　　　難病の医療費助成制度等について 岡山県医薬安全課
　⑦　平成29年６月25日（「日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会」伝達講習）
　　　認知症 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　症例検討（ビデオによる講義） 医療法人　北海道家庭医療学センター　理事長　草場　鉄周　他
　　　フレイル予防、高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群（ビデオによる講義）
 東京大学　高齢社会総合研究機構　教授　飯島　勝矢
　　　かかりつけ医のリハビリテーション 岡山県医師会　理事　沼本　重遠
　　　かかりつけ医の在宅医療・緩和医療 岡山プライマリ・ケア学会　会長　福嶋　啓祐
　　　かかりつけ医の質・医療安全 岡山県医師会　理事　佐藤　正浩
　⑧　平成29年７月15日（日本医師会生涯教育講座　テーマ「褥瘡、熱傷、熱中症について知識を深めよう」）
　　　ガイドラインからみた創傷・褥瘡・糖尿病性皮膚潰瘍のマネージメント
 岡山大学病院皮膚科　講師　山崎　　修
　　　在宅・診療所でできる熱傷・化学物質熱傷のマネージメント
 川崎医科大学総合医療センター皮膚科　講師　牧野　英一
　　　地域、職域、学校等での熱中症予防――岡山市のデータをもとに考える
 岡山大学大学院教育学研究科　教授　伊藤　武彦
　⑨　平成29年８月２日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　高齢者とスポーツ 川崎医科大学総合医療センター　理学療法士　山下　裕之
　　　高齢者におけるスポーツの役割 川崎医科大学スポーツ・外傷整形科学教授　　　　　　　
 　川崎医科大学総合医療センター整形外科部長　阿部　信寛
　⑩　平成29年８月５日（乳がん検診講習会）
　　　みんなで読影しよう　マンモグラフィ 川崎医科大学　乳腺甲状腺外科　講師　野村　長久
　⑪　平成29年８月６日（第２回岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ）
　　　医師の勤務環境改善　～健康支援の立場から～ 日本医師会　副会長　今村　　聡
　⑫　平成29年９月２日（岡山県医師会消化管検診研究会講演会）
　　　胃がん検診の現状と課題 東京都がん検診センター消化器内科部長　入口　陽介
　　　大腸がんの内視鏡検診と近未来像 昭和大学横浜市北部病院　教授　工藤　進英
　⑬　平成29年９月10日（日医生涯教育・「救急の日」講演会）
　　　大災害に対する備え−南海トラフ大地震や豪雨災害などの大規模災害に対して医師会に求めるもの
 鳥取大学医学部器官制御外科学　教授　本間　正人
　　　地域包括ケアシステムにおける災害救急医療 日本医師会　常任理事　松本　吉郎
　⑭　平成29年９月19日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　１）認知症の人の理解ケアの基本
　　２）認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　３）院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　４）一症例の事例紹介、総合討論 いぬい医院　福岡　英明
 川崎医科大学総合医療センター　心療科　石原　武士
　⑮　平成29年９月23日（岡山県認知症サポート医の集い）
　　　サポート医のための認知症の診断と治療 川崎医科大学　神経内科学　教授　砂田　芳秀
　　　認知症初期集中支援チームにおけるサポート医の役割 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　岡山県における認知症施策について 岡山県保健福祉部長寿社会課
　　　認知症に関する改正道路交通法について 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　認知症に関する改正道路交通法について 岡山県警察交通部運転免許課
　⑯　平成29年９月27日（小児救急地域医師研修会）
　　　ここは押さえておきたい！小児救急初期対応 岡山医療センター　小児科医長　清水　順也
　⑰　平成29年10月７日（平成29年度岡山県警察協力医会特別講演会）
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　　　損傷の見方 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 法医学分野　助教　三浦　雅布
　⑱　平成29年10月11日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　１）認知症の人の理解及びケアの基本
　　２）認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　３）院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　４）一症例の事例紹介、総合討論 特定医療法人　万成病院　石丸　信一
 岡山赤十字病院　中島　　誠
　⑲　平成29年10月12日（小児救急地域医師研修会）
　　　小児の整形外科領域に係る救急対応について（運動器検診も含めて）
 旭川荘療育・医療センター　診療副部長　青木　　清
　⑳　平成29年10月14日（幸福な長寿社会実現事業研修会）
　　　人生の最終段階における医療の在り方と訪問看護ステーションの自宅看取りの実態と課題
 岡山県保健福祉部　医療推進課総括副参事　山崎　明広
　　　人生の最終段階における医療の在り方と訪問看護ステーションの自宅看取りの実態と課題
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　会長　江田　純子
　　　アドバンス・ケア・プランニング 御津医師会　会長　大橋　　基
　㉑　平成29年10月15日（乳がん検診講習会）
　　　乳がんで命を落とすのはもったいないんです！ 岡山赤十字病院　院長　辻　　尚志
　㉒　平成29年10月17日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　１）認知症の人の理解及びケアの基本
　　２）認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　３）院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　４）一症例の事例紹介、総合討論 いぬい医院　福岡　英明
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 精神神経病態学（神経精神医学）　寺田　整司
　㉓　平成29年10月17日（小児救急地域医師研修会）
　　　小児腎疾患を中心に、小児救急対応についても 倉敷中央病院　小児科部長　綾　　邦彦
　㉔　平成29年10月31日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　１）認知症の人の理解及びケアの基本
　　２）認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　３）院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　４）一症例の事例紹介、総合討論 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
 川崎医科大学総合医療センター心療科　石原　武士
　㉕　平成29年11月９日（小児救急地域医師研修会）
　　　発達障害の理解と支援 岡山大学病院小児神経科　講師　岡　　牧郎
　㉖　平成29年11月18日（日医生涯教育講座）
　　　医療事故をめぐる最近の最高裁判決の動向
　　　−医療過誤とインフォームド・コンセントを中心に−
 岡山大学大学院　法務研究科　教授　山下　　登
　　　問題点や対策の効果を見えやすくする院内感染対策の工夫
 関西医科大学内科学第一講座　診療教授　宮良　高維
　　　リスク管理の考え方　～ダブルチェックの必要性を例に～
 京都大学医学部附属病院　医療安全管理部　教授　松村　由美
　㉗　平成29年11月21日（平成29年度 岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　炎症性腸疾患の病態～診断～治療についておはなしします！
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科学客員研究員　高原　政宏
　㉘　平成29年11月23日（産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会））
　　　岡山県の特定健診・特定保健指導への取組み 岡山県保健福祉部健康推進課　課長　山野井尚美
　　　ストレスチェック制度、高ストレス者事例について 岡山赤十字病院精神科　部長　中島　　誠
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　　　フレイル予防における運動効果について 川崎医科大学スポーツ・外傷整形外科学教授　　　　　　
 　　　　川崎医科大学総合医療センター整形外科部長　阿部　信寛
　　　中央情勢～昨今の産業保健をめぐる状況 日本医師会　副会長　今村　　聡
　㉙　平成29年11月25日（幸福な長寿社会実現事業研修会）
　　　人生の最終段階における医療の在り方 前厚生労働省医師確保等地域医療対策室長　伯野　春彦
　　　訪問看護ステーションの自宅看取りの実態と課題
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　会長　江田　純子
　　　意思決定支援とアドバンス・ケア・プランニング 岡山大学病院緩和支持医療科長　松岡　順治
　㉚　平成29年11月28日（平成29年度 岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　炎症性腸疾患の診断について（クローン病、潰瘍性大腸炎）
 川崎医科大学附属病院　消化器センター　食道・胃腸内科　医長（講師）　石井　　学
　㉛　平成29年12月２日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診の現状と展望 岡山大学病院　新医療研究開発センター　助教　岩本　高行
　㉜　平成29年12月２日（主治医意見書研修会）
　　　2018年診療・介護報酬同時改定の方向性−地域医療構想と地域包括ケアシステムの構築に向けて−
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　地域包括ケアシステムを深化・推進する医療介護連携
　　　−2018年診療報酬・介護報酬同時改定を見据えたかかりつけ医機能とは−
 日本慢性期医療協会副機長・福井県医師会副会長　池端　幸彦
　㉝　平成29年12月23日（岡山県緩和ケア研修会）
　　　緩和ケア概論 岡山大学病院　緩和支持医療科　診療科長（教授）　松岡　順治
　　　つらさの包括的評価と症状緩和 岡山大学病院　緩和支持医療科　助教　片山　英樹
　　　がん疼痛の評価と治療 岡山協立病院　疼痛治療科　部長　武田　　明
　　　がん疼痛事例検討 岡山大学病院　麻酔蘇生科　助教　西江　宏行
　　　オピオイドを開始するとき 川崎医科大学附属川崎病院　総合内科４　副部長（准教授）山根　弘路
　　　呼吸困難 岡山大学病院　腫瘍センター　助教　久保　寿夫
　㉞　平成29年12月24日（岡山県緩和ケア研修会）
　　　消化器症状 岡山済生会総合病院　診療部長　那須淳一郎
　　　不眠 岡山大学病院　精神科神経科　助教　小田　幸治
　　　気持ちのつらさ 岡山大学病院　精神科神経科　助教　小田　幸治
　　　せん妄 岡山大学病院　精神科神経科　助教　小田　幸治
　　　コミュニケーションロールプレイ 岡山大学病院　精神科神経科　助教　井上真一郎
　　　コミュニケーション講義 岡山大学病院　精神科神経科　助教　井上真一郎
　　　療養場所の選択と地域連携　 　　　つばさクリニック岡山　國末　充央
　㉟　平成30年１月７日（第61回社会保険指導者伝達講習会）
　　　脳血管障害診療のエッセンス 岡山県医師会　理事他　伝達講師
　㊱　平成30年１月13日（岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会）
　　　データから考える地域包括ケア 産業医科大学医学部公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　㊲　平成30年１月18日（かかりつけ医認知症対応力向上研修会）
　　　認知症の最近の話題 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学　講師　太田　康之
　㊳　平成30年１月23日（肺がん読影研究会）
　　　症例提示によるディスカション形式 岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治
　㊴　平成30年１月24日（消化管精検研究会/消化管検診研究会）
　　　症例検討会 おおもと病院　磯崎　博司
　㊵　平成30年１月27日（救急医療研修会）
　　　岡山県の地域医療を支えるために救急医ができること
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救命救急・災害医学講座　教授　中尾　篤典
　㊶　平成30年１月29日（かかりつけ医認知症対応力向上研修会）
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　　　認知症の診断とBPSD対応について 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学　講師　山下　　徹
　㊷　平成30年２月４日（岡山県緩和ケアフォローアップ研修会）
　　　治療・ケアのゴールを話し合う 岡山大学病院　腫瘍センターセンター長　田端　雅弘
　　　アドバンス・ケア・プランニング 岡山大学病院　緩和支持医療科　教授　松岡　順治
　　　包括的アセスメント 岡山済生会総合病院　診療部長・緩和ケア科責任者　石原　辰彦
　　　輸液と栄養 岡山医療センター　呼吸器科　医長　藤原　慶一
　　　苦痛緩和のための鎮静 岡山協立病院　疼痛治療科　医長　福田　展之
　　　死が近づいたとき 岡山赤十字病院　緩和ケア科部長　喜多嶋拓士
　㊸　平成30年２月４日（岡山県医師会スポーツ県民公開講座）
　　　緊張とプレッシャー～オリンピックとメダルと私～ ロサンゼルスオリンピック メダリスト　森末　慎二
　㊹　平成30年２月15日（平成29年度 岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　炎症性腸疾患の診断について（クローン病、潰瘍性大腸炎）
 川崎医科大学附属病院　消化器センター　食道・胃腸内科　医長（講師）石井　　学
　㊺�　平成30年２月17日　岡山県医師会学術奨励賞受賞講演並びに日医生涯教育講座産婦人科から他科の先生への

お願い 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室　助教　酒本　あい
　　　造血器腫瘍患者の妊孕性温存について 岡山大学病院　血液腫瘍内科・輸血部　講師　藤井　伸治
　　　受賞講演２題 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌科　医員　竹内　英実
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　泌尿器病態学講座　医員　定平　卓也
　　　妊産婦への薬の投与について
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　産科・婦人科学教室　講師　早田　　桂
　㊻　平成30年２月18日（乳がん検診講習会）
　　　当院における乳がん検診の取り組みと検診発見の乳がん症例について
 岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科部長　吉富　誠二
　㊼　平成30年２月24日（岡山県医師会消化管検診研究会講演会）
　　　胃がん発生リスクを考慮した胃がん対策～胃がんリスク層別化検診と中学生ピロリ菌検診～
 医療法人敬和会　近藤病院　院長　近藤　秀則
　　　下部消化管内視鏡診療の現状（腸炎から大腸癌内視鏡治療まで）
 津山中央病院　内科　主任部長　竹本　浩二
　㊽　平成30年２月27日（肺がん読影研究会）
　　　症例提示によるディスカション形式 岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治
　㊾　平成30年３月３日（岡山胸部疾患研究会講演会）
　　　結核の集団・院内感染を防ぐために 公益財団法人結核予防会結核研究所　所長　加藤　誠也
　　　急速に進歩する肺がん診療 千葉大学大学院医学研究院臨床腫瘍学　　　　　　　　
 千葉大学医学部附属病院　腫瘍内科　教授　滝口　裕一
　㊿　平成30年３月４日（産業医研修会）
　　　全国並びに岡山県における精神疾患ほかの労災認定状況
 岡山労働局労働基準部労災補償課 課長　平山　博康
　　　東電福島第一原発事故処理に従事した緊急作業者の疫学調査
 公益財団法人 放射線影響研究所 顧問研究員　大久保利晃
　　　身体活動性 −職場の健康づくりのキーワード − 東北大学環境・安全推進センター 教授　黒澤　　一
　　　職場巡視のポイント　作業環境改善事例他 横溝労働安全衛生コンサルタント事務所　横溝　　浩
　�　平成30年３月10日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　膝関節のスポーツ外傷・障害について 岡山大学病院整形外科　助教　宮澤　慎一
　　　運動免疫学事始め 川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科　教授　矢野　博己
　　　平成30年度診療報酬改定の概要 厚生労働省保険局医療課　課長　迫井　正深
　�　平成30年３月13日（岡山県かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会）
　　　思春期精神疾患の診断と対応について 川崎医科大学総合医療センター　心療科　和迩　健太
　　　うつ病の診断と治療について さくらストレスケアクリニック　原田　智子
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　�　平成30年３月22日（岡山県かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会）
　　　思春期精神疾患の診断と対応について 希望ヶ丘ホスピタル　高山　恵子
　　　うつ病・うつ状態の診断と治療 積善病院　高橋　　茂
　�　平成30年３月24日
　　　平成30年度介護報酬改定とその意義・期待について
 厚生労働省老健局老人保健課介護保険データ分析室　室長　西嶋　康浩
　�　平成30年３月27日（肺がん読影研究会）
　　　症例提示によるディスカション形式 岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治
　�　平成30年３月28日（消化管精検研究会/消化管検診研究会）
　　　症例検討会 岡山労災病院消化器内科　渡邊　行人
 岡山労災病院消化器内科　田尻　和也
⑶　卒後臨床研修対策
　① 　平成29年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成30年３月３、４日、津山中央病院に於いて、岡

山県医師会・津山中央病院が主催し開催した。参加者は13名であった。
⑷�　岡山県医師会勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協議会
　　平成29年12月９日（土）午後３時より、岡山国際交流センター地下１階レセプションホールにて開催した。
⑸　岡山県医師会学術奨励賞及び岡山県医師会会長賞
　①　岡山県医師会学術奨励賞
　　 　平成29年度は下記２名に授与された。平成29年12月９日に授与式、平成30年２月17日に三木記念ホールで受

賞講演が行われた。
　　◎　「日本人維持透析患者におけるフレイルの現状」
 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科　医員　竹内　英実
　　◎　「成人急性単純性膀胱炎におけるセフジトレン ピボキシルの臨床効果と投与期間の検討」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器病態学講座　医員　定平　卓也
　②　岡山県医師会会長賞
　　　平成29年度は下記の団体に授与され、平成29年12月９日に授与式が行われた。
　　◎　医療人キャリアセンター MUSCATサテライトオフィスPIONE（新見）
　　◎　アレルギーサークル「ハッピー♥スマイル」（浅口）
⑹　NPO医師研修支援機構
　 　NPO岡山医師研修支援機構に糸島が理事長、会長が理事として参加した。岡山県医師会、岡山県、岡山大学

等と協調しながら平成29年度に以下の事業を行った。
　①　医学生研修医一般医師を対象とした病院説明会および各種セミナ一等事業。
　　１）岡山マッチングプラザは中止した
　②　地域枠学生および岡山医療圏の地域医療に興味をもつ医学生を対象としたキャリアアップ支援事業：
　　 　ハワイ大学地域医療研修助成、岡山県医師会から助成を受けて、夏には学生５名応募があり、２名を派遣し

た
　③　地域枠学生および岡山医療圏の地域医療に興味を持つ研修医を対象とした卒後キャリアアップ支援事業
　　１）研修医OSCE Okayama cup 2017後援
　　２）病院見学.com　病院見学に特化した病院見学情報ポータルサイトを作成
　④　岡山医療圏内へ就職を希望する研修医および一般医師への情報提供および就職サポート事業
　　１）Welcome研修医の会研修医170名＋指導医23名
　　２）NPO岡山医師研修支援機構ホームページアクセス数4.4万件/年
　　３）医師求人情報ベージの更新
　　４）プラチナ倶楽部マッチ者なし
　⑤ 　その他、医師のキャリアアップおよび就職に関わる相談事業および魅力ある岡山医療圏を全国に発信する広

報活動事業
　　１）相談事業のための環境整備として無料職業紹介事業（岡山県、岡山県医師会と共同で）
　　２）生涯教育の情報提供、岡山県医師会ホームベージの生涯教育検索システムをリンクして情報提供
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　⑥ 　事業を達成するための各委員会：総務、企画、地域医療委員会、理事会、総会。活動が動的にできるように
理事を半減し20名前後にして、若返り前向きに模索し発展を目指す。

　⑦ 　地域医療部会、参加会員は145名となり、毎月30名以上の会員が参加して議論を繰り広げる。今年度から運
営を部会が担当している。

　　平成30年３月開催にて第138回を迎えた。４つのミッションステートメント、
　　１）地域の医療に責任を持つ体制作りを皆で考える
　　２）病院が担う地域医療の役割を考える
　　３）地域医療人を育成する
　　４）多職種が意見を共有する（行政・病院・大学・法曹・メディア）
⑺　県民公開講座
　①　CKD（慢性腎臓病）
　　　日　時：平成30年３月21日（水・祝）13：30 ～ 15：30
　　　場　所：岡山県医師会館　三木記念ホール 他 
　　　テーマ：「腎臓−影の支配者−」
　　　CKD・CVDの診断、疫学、検査、治療、日常生活上の注意について
　　　参加者：270名　
　　１）演題・講師（13：30 ～ 14：50）
　　　講演１：「腎臓−影の支配者−」 川崎医科大学　腎臓・高血圧内科学　主任教授　柏原　直樹
　　　講演２：「CKD患者Jさんの日常」 岡山大学病院　看護師　池田　美世
　　　講演３：「腎臓病患者として、ピア相談員として思うこと」 一般社団法人全国腎臓病協議会　理事/
 特定非営利活動法人 岡山県腎臓病協議会　理事・事務局長　宮本　陽子
　　　講演４：「もち麦の健康効果について」 美作市　保健福祉部　健康づくり推進課　谷口　啓子
　　２）Q & Aコーナー（15：00～15：25）
　②　糖尿病県民公開講座『食を楽しむ糖尿病ライフ』
　　　平成29年11月11日（土）13：30 ～ 15：50　岡山コンベンションセンター　１Ｆイベントホールにて開催
　　　講演会　13：30 ～ 15：50
　　　【特別講演】（13：40 ～ 14：20）
　　　　「糖尿病の遠ざけ方、つき合い方」 国立国際医療研究センター研究所　糖尿病研究センター長／
 分子糖尿病医学研究部長　植木浩二郎
　　　【講演】（14：20 ～ 14：50）
　　　　「今日から実践！結果が楽しみになる糖尿病食事療法のコツ！」
 京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部　副部長　幣　憲一郎
　　　【料理ショー】（15：00 ～ 15：50）
　　　　「こんなに美味しい！鉄人 湯浅シェフと作る糖尿病食」
 くらしき作陽大学　食文化学部栄養学科　教授　坂本八千代
　　　参加者：500名
⑻　緩和ケア研修会事業
　①　緩和ケア研修会
　　 　緩和ケア研修会は、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平成20年４月１日健発

0401016号）に基づき実施するものである。全日程の修了者には、研修会主催責任者と厚生労働省健康局長両
名の記名捺印された「修了証書」を交付される。「がん性疼痛緩和指導管理料１（200点）」「がん患者カウンセ
リング料（500点）」等の診療報酬を算定する場合には、この緩和ケア研修（又はがん診療連携拠点病院等が実
施する研修）を受講しておく必要となる。日本緩和医療学会の緩和ケア研修推進部会が策定したマニュアルに
沿って、平成29年12月23・24日の二日間にわたり岡山県医師会主催で開催し、25名の医師が受講した。全行程
の修了者には、岡山県医師会長と厚生労働省健康局長両名の記名捺印された「修了証書」が交付された。

　②　第３回岡山県緩和ケアフォローアップ研修会
　　 　日常的にがん診療に携わる医師およびコメディカルスタッフを対象として、緩和ケアフォローアップ研修

会を開催した。日本緩和医療学会PEACEプロジェクトが作成した追加モジュールに関しての研修会。追加モ
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ジュールとは、特にEnd-of-Life Careについて緩和ケアの現場で実際に困っていることを話し合い解決してい
く方法を学ぶためのツールとして開発されたものである。

　　　日　時：平成30年２月４日（日）10：00 ～ 17：00　
　　　場　所：岡山県医師会館　４階　401会議室　
　　　参加者：医師、がん診療に携わる看護師、薬剤師、コメディカルスタッフ　　27名
⑼　認定スポーツ医研修会
　①　平成29年度第１回スポーツ医部会委員会　平成29年８月２日　
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題Ⅰ「高齢者とスポーツ」
　　　　講師：川崎医科大学総合医療センター理学療法士　山下　裕之
　　　演題Ⅱ「高齢者におけるスポーツの役割」
　　　　講師：川崎医科大学スポーツ・外傷整形外科学教授
　　　　　　　川崎医科大学総合医療センター整形外科部長　阿部　信寛
　②　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　平成30年２月４日
　　◆講演　
　　　演　題：「緊張とプレッシャー　～オリンピックとメダルと私～」
　　　講　師：ロサンゼルスオリンピックメダリスト　森末　慎二　氏
　　◆対談　
　　　〈聞き手〉　
　　　岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　岡山県医師会健康スポーツ医部会委員長　阿部　信寛
　③　平成29年度第２回スポーツ医部会委員会　平成30年３月10日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題Ⅰ「膝関節のスポーツ外傷・障害について」
　　　　講師：岡山大学病院整形外科　助教　宮澤　慎一
　　　演題Ⅱ「運動免疫学事始め」
　　　　講師：川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科教授　矢野　博己
　④　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第35回岡山県高等学校空手道春季選手権大会
　　　　日　時　平成29年４月23日
　　２）行事名　第56回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　日　時　平成29年５月28日
　　３）行事名　第33回中国高等学校空手道選手権大会
　　　　日　時　平成29年６月17日、６月18日
　　４）行事名　第44回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　日　時　平成29年９月24日
　　５）行事名　第44回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日　時　平成29年11月19日
　　６）行事名　第31回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会　
　　　　日　時　平成30年１月４日、１月５日、１月６日
　⑤　スポーツ医・科学委員会（平成29年度）
　　　第１回　７月21日、第２回　11月20日、第３回　平成30年３月13日
　⑥　スポーツ医科学研究会
　　　役員会、講演会、総会
　　　日　時　平成29年７月22日
⑽　産業医研修関連事業
　　◦４月13日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタルヘルス対応総論 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
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　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−上司向け研修についての検討− 　岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 　　　岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦５月18日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ストレスチェック制度の基礎的理解 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．ストレスチェック制度の具体的運用法 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、更新１単位
　　◦６月７日（水）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．うつ病とその対応について 岡山ろうさい病院精神科心療内科部長　大月　健郎
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地 1.5単位　
　　◦６月15日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．手順と様式によるストレスチェック（検査編） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェック検査における様式の使用方法の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦６月22日（木）産業医研修会　14：00 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．職域におけるストレスチェックの実際とメンタルヘルス対策について
 どうみょう医院院長・労働衛生コンサルタント　道明　道弘
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位　
　　◦６月27日（火）産業医研修会　17：30 ～ 19：30　津山市医師会館
　　　　１．メンタルヘルス対応総論 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−手順と様式による標準化、および人事担当者の協力についての検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦７月８日（土）産業医研修会　産業保健スタッフのための過重労働対策セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00 ～ 17：20　メルパルクOKAYAMA
　　　　１．過重労働による健康影響　 三菱自動車工業㈱水島製作所　産業医　德弘　雅哉 
　　　　２．過重労働に係る労働衛生関係法 ㈱資生堂　大阪工場　産業医　荒薦　優子
　　　　３．産業医による過重労働防止対策 JFEスチール㈱西日本製鉄所　産業医　山下真紀子
 産業医科大学作業関連疾患予防学　講師　池上　和範
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、更新１単位、実地１単位
　　◦７月13日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．手順と様式によるメンタル対応（療養専念期） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−療養専念期における様式の使用方法の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦８月２日（火）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．不眠症の現状とその対応について 岡山ろうさい病院精神科心療内科部長　大月　健郎
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦８月８日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．ストレスチェック事例紹介１（面接指導編） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．−ストレスチェック面接指導のロールプレイとグループワーク−
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 　　　　　　　　　　　岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦８月17日（木）産業医研修会　17：30 ～ 19：30　津山市医師会館
　　　　１．メンタルヘルス事例研究・職場復帰編  岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−職場復帰の際に用いる手順と様式の検討− 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 中島病院　医長・津山市医師会 産業保健担当理事　綾部浩一郎
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦８月20日（日）産業医研修会　13：00 ～ 17：10　岡山大学医学部基礎講義棟
　　　　１．メンタルヘルス総論　業務的健康管理の観点からラインケアを再定義する 
 　　　　　　　　　　　　岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．メンタルヘルス各論　労働安全衛生法改正にともなうストレスチェックへの対応
 　　　　　　　　岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　３．メンタルヘルス演習　メンタルヘルス対応；難渋事例の検討　グループワーク
 　　　　　　　　岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 　　　　　　　　岡山大学病院新医療研究開発センター　助教　三橋　利晴
 　　　　　　　　岡山大学大学院地域医療支援センター　助教　岩瀬　敏秀
　　　　４．メンタル対応まとめ　総合討議 　岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位、更新１単位、実地1.5単位
　　◦９月13日（水）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．「過重労働」による健康障害防止対策と労働安全衛生法について 
 三菱ケミカル㈱水島事業所産業医・労働衛生コンサルタント　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門 1.5単位
　　◦９月14日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．手順と様式によるストレスチェック（面接指導編）
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェック面接指導における様式の使用方法の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦９月23日（土・祝）、24日（日）９：00 ～ 17：00　岡山医師会館 402会議室
　　　　平成29年度岡山県医師会日医認定産業医基礎・前期研修会
　　　　　　　【単位数】基礎研修　前期14単位
　　◦10月７日（土）、８日（日）、９日（月・祝）　岡山大学医学部 基礎講義棟４階
　　　　平成29年度岡山県医師会日医認定産業医研修会
　　　　　　　【単位数】基礎研修　前期14単位、実地６単位、後期６単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　専門６単位、実地６単位
　　◦10月12日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．手順と様式によるメンタル対応（復帰準備期） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−復帰準備期における様式の使用方法の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦10月18日（水）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．職場のメンタルヘルス「裁判事例⑴」 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地1.5単位　
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　　◦10月19日（木）産業医実地研修会　14：30 ～ 17：00　JFEケミカル㈱笠岡工場
　　　　１．職場の衛生管理体制および健康管理の実情について
　　　　２．職場巡視と事後討論
　　　　　　　【単位数】基礎実地2.5単位、生涯実地2.5単位
　　◦10月19日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．職域におけるメンタルヘルス対策とコーチングの有用性について
 どうみょう医院院長・労働衛生コンサルタント　道明　道弘
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦10月24日（火）産業医研修会　13：00 ～ 14：30　津山圏域雇用労働センター
　　　　１．メンタルヘルス対応・ストレスチェック制度運用のための手順と様式
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦11月９日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．手順と様式によるストレスチェック（事後措置編）
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　　−ストレスチェック事後措置における様式の使用方法の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦11月16日（木）産業医研修会　14：00 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．高齢者の健康管理について どうみょう医院院長・労働衛生コンサルタント　道明　道弘
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦11月23日（木・祝）特定健診・特定保健指導研修会　13：30 ～ 17：30　三木記念ホール
　　　　１．岡山県の特定健診・特定保健指導への取組み 岡山県保健福祉部健康推進課課長　山野井尚美
　　　　２．ストレスチェック制度、高ストレス者事例について 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　３．フレイル予防における運動効果について 川崎医科大学スポーツ・外傷整形外科学教授　　　　　　
 川崎医科大学総合医療センター整形外科部長　阿部　信寛
　　　　４．中央情勢～昨今の産業保健をめぐる状況  　日本医師会副会長　今村　　聡
　　　　　　　　【単位数】基礎後期　４単位、生涯専門　４単位
　　◦11月29日（水）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．職場のメンタルヘルス「裁判事例⑵」 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地1.5単位
　　◦12月６日（水）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．精神疾患による休職からの復職支援について 岡山ろうさい病院精神科心療内科部長　大月　健郎
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地1.5単位
　　◦12月７日（木）産業医研修会　14：00 ～ 15：30　ピュアリティまきび
　　　　１．騒音性難聴について ゆうえん医院めまいクリニック院長　結縁　晃治
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦12月13日（水）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．健康診断の事後措置について
 三菱ケミカル㈱水島事業所産業医、労働衛生コンサルタント　成松　勇人
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦１月18日（木）産業医研修会　15：00 ～ 17：00　ピュアリティまきび
　　　　１．石綿関連疾患診断技術研修について 公立学校共済組合中国中央病院副院長　玄馬　顕一
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦１月24日（水）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．産業医のためのメンタルヘルス対策～職場復帰に向けての実例編～
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 三菱ケミカル㈱水島事業所産業医、労働衛生コンサルタント　成松　勇人
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦１月25日（木）産業医研修会　13：30 ～ 15：30　西大寺・瀬戸内地区産業保健研修会
　　　　１．最近の労働衛生行政について 岡山労働基準監督署　安全衛生課長　田渕　英二
　　　　２．「過重労働」による健康障害、防止対策と労働安全衛生法について
 三菱ケミカル㈱水島事業所産業医、労働衛生コンサルタント　成松　勇人
　　　　　　　　【単位数】基礎研修　後期研修２単位
　　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新研修１単位、専門研修１単位　　　　
　　◦１月25日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．手順と様式によるメンタル対応（復帰検討期） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−復帰検討期における様式の使用方法の検討− 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦２月６日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．過重労働による健康障害防止対策・総論 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．労働時間と脳血管・心疾患の関連に関する最新エビデンス 
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　　【単位数】生涯研修：専門 ２単位
　　◦２月10日（土）、11日（日）、12日（月・祝）　岡山大学医学部 基礎講義棟４階
　　　　平成29年度岡山県医師会日医認定産業医研修会
　　　　　　　　【単位数】基礎研修　実地４単位、後期20単位
　　　　　　　　　　　　　生涯研修　専門19単位、実地４単位、更新１単位
　　◦２月15日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　萩原工業㈱
　　　　１．職場の衛生管理体制および健康管理の実情について
　　　　２．職場巡視と事後討論
　　　　　　　　【単位数】基礎実地 2.5単位、生涯実地 2.5単位
　　◦２月21日（水）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．神経症とその対応について 岡山ろうさい病院精神科心療内科部長　大月　健郎
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦２月21日（水）倉敷市連合医師会産業医学研修会　19：00 ～ 21：00　倉敷国際ホテル
　　　　１．メンタルヘルス不調者への対応～個人脆弱性に着目して～
　　　　　　　　　　　新日鐵住金株式会社和歌山製鐵所産業医（関西・中部エリア統括）
 一般財団法人NSメディカル・ヘルスケアサービス副理事長　岩根　幹能
　　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、生涯研修：専門２単位
　　◦２月22日（木）玉野市医師会産業医研修会　13：30 ～ 15：30　すこやかセンター
　　　　１．石綿による健康障害について
 岡山産業保健総合支援センター産業保健相談員・どうみょう医院院長　道明　道弘
　　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、生涯研修：専門２単位
　　◦２月22日（火）産業医研修会　17：30 ～ 19：30　津山市医師会館
　　　　１．メストレスチェック制度の概説と面接指導・事後措置
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェック面接指導・事後措置における様式の使用方法の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 中島病院医長・津山市医師会産業保健担当理事　綾部浩一郎
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位、実地１単位
　　◦２月28日（水）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
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　　　　１．職場のメンタルヘルス「裁判事例⑶」 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　　　　　【単位数】生涯研修：実地1.5単位
　　◦３月４日（日）日医生涯教育講座・産業医研修会　13：00 ～ 17：00　三木記念ホール
　　　　１．職業性疾病の認定作業業務について 岡山労働局労働基準部労災補償課課長　平山　博康
　　　　２．東電福島第一原発事故処理に従事した緊急作業者の疫学調査
 （公財）放射線影響研究所 顧問研究員　大久保利晃
　　　　３．身体活動性　−職場の健康づくりのキーワード− 
 東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座産業医学分野　教授　黒澤　　一
　　　　４．職場巡視のポイント　作業環境改善事例等 横溝労働安全衛生コンサルタント事務所　　　　　　
 岡山産業保健総合支援センター労働衛生工学相談員　横溝　　浩
　　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期３単位、実地１単位　
　　　　　　　　　　　　　生涯研修：更新１単位、専門２単位、実地１単位
　　◦３月８日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ストレスチェック制度の概説と事後措置にかかる手順と様式
　　　　　　−健康診断とストレスチェックの事後措置における制度の違い−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェック事後措置における様式の使用方法の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位、実地１単位
　　◦３月15日（木）産業医・衛生管理者交流集会　13：30 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．産業医制度に関する法改正について　 岡山労働局労働基準部　健康安全課長　 小川　充彦
　　　　２．労働衛生３管理とリスクアセスメント
 川崎医療福祉大学医療福祉学部子ども医療福祉学科　教授　田口　豊郁
　　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期2.5単位、
　　　　　　　　　　　　　生涯研修：更新１単位、専門1.5単位

２．部会委員会活動に関する事項

専門医部会
⑴　外科部会
　①　平成29年５月27日（土）16時00分～ 17時30分
　　　岡山コンベンションセンター４階 407会議室
　　　第１回岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会 講演会
　　　｢特許化した吻合補助器を用いた膵管空腸吻合−これまでの医工連携について−｣
 川崎医科大学消化器外科学教室教授　上野　富雄
　②　平成29年６月28日（水）19時30分～ 20時20分
　　　岡山県医師会館　５階　501会議室
　　　岡山県医師会外科部会委員会ワーキンググループ
　③　平成29年７月15日（土）17時00分～ 18時30分
　　　岡山プラザホテル４階「烏城の間」
　　　第２回岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会　講演会
　　　｢新生児・乳児の外科治療｣ 岡山大学病院小児外科教授　野田　卓男
　④　平成29年11月18日（土）17時00分～ 18時30分
　　　岡山プラザホテル４階「烏城の間」
　　　第３回岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会　講演会
　　１．｢外科教育の現況と将来への展望｣
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　呼吸器・乳腺内分泌外科　　　　　　
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 医学教育リノベーションセンター准教授　山根　正修
　　２．｢肺癌の手術療法と補助療法｣
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　呼吸器・乳腺内分泌外科　教授　豊岡　伸一
　⑤　平成29年12月９日（土）16時00分～ 17時00分
　　　岡山県医師会館　５階　第502会議室
　　　岡山県医師会外科部会委員会
　⑥　平成30年２月24日（土）16時00分～ 17時00分
　　　岡山県医師会館　４階402会議室
　　　第４回岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会 講演会
　　　｢成人先天性心疾患の外科治療｣ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科教授　笠原　真悟
⑵　眼科部会
　①　眼科専門医会
　　１）平成29年７月23日
　　　ア　「最近の新専門医制度事情」  日本眼科医会常任理事・小沢眼科内科病院　小沢　忠彦
　　　イ　「あたらしい弱視スクリーニング」　 山形大学医学部眼科学教室　病院助教　林　　思音
　　　ウ　「半盲性網膜神経節細胞萎縮と半盲性瞳孔強直」
 川崎医科大学附属病院眼科学１ 教授　三木　淳司
　　２）平成29年11月26日
　　　ア　「結果にコミットする。白内障手術」 筑波大学医学医療系眼科　教授　大鹿　哲郎
　　　イ　「地域包括ケアシステムの深化・推進へ向けて−眼科医師に期待される地域づくり−」
 岡山県医師会理事・倉敷スイートホスピタル理事長　江澤　和彦
　　　ウ　「白内障手術侵襲・ドライアイと角膜内皮障害」 日本医科大学眼科学教室　主任教授　高橋　　治
　　３）平成30年２月25日
　　　ア　「新しい考え方に基づく網膜静脈閉塞症の治療」 愛知医科大学眼科学講座 主任教授　瓶井　資弘
　　　イ　「私の歩んだ道　−見えないから見えたもの」 NPO法人 ヒカリカナタ基金理事長　竹内　昌彦
　　　ウ　「肝臓病の新たな診断と治療法
　　　　−眼科医に知っておいて頂きたいこと−」
 岡山済生会総合病院　内科　診療部長 肝臓病センター長　藤岡　真一
　②　部会委員会
　　　平成29年４月27日　　平成29年５月25日　　平成29年６月22日　　平成29年７月23日　　平成29年９月28日
　　　平成29年10月26日　　平成29年11月26日　　平成30年１月25日　　平成30年２月25日　　平成30年３月22日
　③　目の愛護デー行事
　　　岡山地区、倉敷地区で老人ホーム検診、医療相談を行った。　
　　　啓蒙記事の広報を行った。
　　　山陽新聞「網膜剥離」掲載
　　　津山朝日新聞「プールの後の洗眼について」掲載
　④　講習会
　　　第18回岡山県眼科スタッフ教育講習会を開催した。
　　　コンタクトレンズ販売管理者の継続的研修を行った。　　
　⑤　日本眼科医会及び中国四国眼科医会ブロック協議会関連会議への参加
　　　日本眼科医会代議員会に部会担当委員３名が出席した。
　　　日本眼科医会都道府県眼科医会連絡会議に部会担当委員が出席した。　
　　　日本眼科医会代議員総務・経理合同常任委員会に部会担当委員が出席した。
　　◦勤務医対策
　　　日本眼科医会全国勤務医連絡協議会に部会担当委員が出席した。
　　　中国四国眼科勤務医部会ブロック会議に部会担当委員が出席した。
　　◦男女共同参画対応
　　　日本眼科医会中国四国ブロック男女共同参画推進委員会（バーチャル会議）に部会担当委員が出席した。
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　　　全国眼科男女共同参画協議会に部会担当委員が参加した。
　　◦学校保健
　　　日本眼科医会全国眼科学校医連絡協議会に部会担当委員が出席した。
　　◦社会保険・介護保険
　　　日本眼科医会社会保険委員会に部会担当委員が出席した。
　　　日本眼科医会全国眼科審査委員連絡協議会に部会担当委員が出席した。
　　　日本眼科医会全国介護・在宅医療担当理事連絡会（バーチャル会議）に部会担当委員が出席した。
　　　日本眼科医会各都道府県眼科医会健保担当理事連絡会に部会担当委員が出席した。
　　　岡山県眼科社保・国保審査委員連絡会を行った。
⑶　耳鼻咽喉科部会
　①　部会委員会（１回）
　　　平成30年２月25日に部会委員会を開催した。
　②　岡山県耳鼻咽喉科集談会（６回）
　　１）第251回　４月30日（日）
　　　　第17回日耳鼻学会岡山県地方部会学術講演会
　　　　　耳鼻咽喉科領域講習　
 　　　　　「副鼻腔炎のフェノタイプとエンドタイプ」 国際医療福祉大学医学部耳鼻咽喉科　教授　岡野　光博
　　　　特別講演
　　　　　「耳鼻咽喉科の課題と今後のあり方−私見−」 日本耳鼻咽喉科学会　理事長　森山　　寛
　　２）第252回　６月11日（日）
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　　「睡眠時無呼吸症の診断と治療～耳鼻咽喉科医はどう関わっていくべきか～」
 川崎医科大学耳鼻咽喉科学　教授　原　　浩貴
　　３）第253回　10月９日（月・祝）
　　　　報告
　　　　　ア．中四合同保険医療委員会（高松、６月18日） 　　　　　岡山市　宇野　欽哉
　　　　　イ．第42回日耳鼻医事問題セミナー（つくば、６月10・11日）
 川崎医大総合医療センター　秋定　　健
　　　　　ウ．第43回全国身体障害者福祉医療講習会・第23回補聴器キーパーソン全国会議（福島、６月17・18日）
 岡山市　大道　卓也
　　　　　エ．日耳鼻保険医療委員会全国協議会（東京、９月17日） 岡山市　川上　登史
　　　　　オ．代議員選挙について
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　　「甲状腺がんの治療について」
 熊本大学大学院生命科学研究部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　教授　折田　頼尚
　　４）第254回　12月10日（日）
　　　　日耳鼻学会補聴器相談医資格更新のための講習会
　　　　　ア．「補聴器の適応」
　　　　　　　講師：岡山大学病院耳鼻咽喉科　助教　菅谷　明子
　　　　　イ．「補聴器関係法規について」
　　　　　　　講師：岡山大学病院耳鼻咽喉科　講師　　片岡　祐子
　　　　　ウ．「岡山大学病院補聴器外来の現況」
　　　　　　　講師：岡山大学病院耳鼻咽喉科　講師　　前田　幸英
　　５）第255回　　１月８日（月・祝）
　　　　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　　「内耳とアンチエイジング」 山口大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学　教授　山下　裕司
　　６）第256回　　３月25日（日）
　　　　報告
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　　　　　平成29年度福祉医療・成人老年委員会全国会議 岡山市　大道　卓也
　　　　　平成29年度学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会 岡山市　内藤　好宏
　　　　　平成29年度産業・環境保健委員会全国委員長会議 岡山市　結縁　晃治
　　　　　平成29年度医事問題委員会ワークショップおよび全国会議 川崎医大総合医療センター　秋定　　健
　　　　　平成29年度社療部保険医療委員会ワークショップおよび全国会議 岡山市　前田　　学
　　　　　平成29年度福祉医療・乳幼児担当者全国会議 岡山大　片岡　祐子
　　　　　平成30年度社会保険診療報酬改定伝達会議 岡山市　前田　　学
　　　　　岡山県地方部会第44回総会
　③　鼻の日、耳の日
　　 　平成29年８月７日の第57回「鼻の日」のポスター配布。平成30年２月18日（日）に平成29年度「耳の日の集

い」を岡山県医師会館にて行い、講演「障害者差別解消法　その後」一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者
団体連合会理事長　新谷友良氏と、ミニ講演「聴覚を失った画家ゴヤ「孤独と創造」」元岡山県立美術館学芸
員　妹尾克己氏、耳の病気相談、人工内耳相談、補聴器相談、無料聴力測定、補聴器の無料チェック・クリー
ニングを行った。

　④　耳鼻咽喉科未健診校の学校健診
　　　例年通り阿新地区を対象に実施した。
⑷　皮膚科部会
　①　部会委員会　２回開催
　　◦平成29年７月11日、平成30年２月27日
　②　講演会
　　◦平成29年５月９日
　　　「蕁麻疹診療update −抗ヒスタミン薬から試行的治療まで−』
 県立広島病院　皮膚科　主任部長　平郡　隆明
　　◦平成29年７月11日
　　　「栄養素と皮膚疾患 」−痤瘡、脱毛、アトピー性皮膚炎、乾癬との関連について− 
 岡山赤十字病院　皮膚科部長　大野　貴司
　　◦平成29年12月５日
　　　「自己炎症性角化症：乾癬と自己炎症」 藤田保健衛生大学医学部　皮膚科学　教授　杉浦　一充
　　◦平成30年２月27日
　　　「日常診療で遭遇する帯状疱疹・単純疱疹ウイルス感染症 」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　皮膚科学　助教　三宅　智子
　　　「深読み『薬剤性過敏症症候群』」 愛媛大学医学部　皮膚科学　准教授　藤山　幹子
　③　STI患者数調査
　　 　皮膚科部会会員及び総合病院泌尿器科（岡大、川大を含む）を対象に、平成29年３月に第65回のSTI調査、

平成29年９月に第66回のSTI調査を、それぞれ１ヶ月間を調査期間として実施した。
　④　「皮膚の日の集い　～みんなで学ぶ皮膚の病気～」（平成29年11月23日）後援
　　　「高齢者の皮膚トラブルからアトピー性皮膚炎まで」
 大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学講座皮膚科学教室　准教授　室田　浩之
　⑤　各種事業への協力
　　　平成29年度学校保健総合支援事業に係る学校保健推進協議会
　　　第１回　平成29年10月23日　ピュアリティまきび
　　　第２回　平成30年２月８日　ピュアリティまきび　　　
⑸　小児科部会
　①　部会委員会
　　　第１回　平成29年７月22日　岡山県医師会館５階　501会議室
　　　（協議）
　　１）平成29年度中国地区学校保健・学校医大会の開催について 
　　　　日　時：平成29年８月20日（日）13：00 ～ 17：00
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　　　　場　所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　２）平成29年度都道府県医師会　小児在宅ケア担当理事連絡協議会
　　　　（H29.10.18）質問等について
　　３）第３回家庭看護力醸成セミナーの開催について
　　　　日　時：平成29年10月29日（日）　13：00 ～ 16：00
　　　　場　所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　４）小児救急地域医師研修事業について
　　５）次回部会委員会の日程について 
　　６）岡山県医師会小児科部会委員への要望について
　　７）「運動器健診」の問題点などについて
　　８）その他
　　　（報告）
　　１）子ども予防接種習慣について
　　２）平成29年度岡山県学校保健会第１回理事会・評議員会
　　　　第62回中国地区学校保健研究協議大会第２回実行委員会（H29.5.18　岡山市福祉文化会館）
　　３）平成29年度岡山県要保護児童対策地域協議会 （H29.5.23　ピュアリティまきび）
　　４）平成29年度第１回岡山県立学校結核対策委員会
　　　　岡山大学教育学部附属学校結核大祭委員会（H29.6.5　岡山県健康づくり財団）
　　５）小児救急地域医師研修会（H29.6.22　高梁国際ホテル）
　　６）第140回日本医師会定例代議員会（H29.6.25  日本医師会館）
　　７）特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（H29.6.26　県庁）
　　８）平成29年度岡山県周産期医療協議会（H29.6.27　ピュアリティまきび）
　　９）平成29年度第１回岡山県食物アレルギー対応委員会（H29.7.3　ピュアリティまきび）
　　10）平成29年度岡山県学校保健会第２回理事会並びに表彰審査会（H29.7.13　岡山市福祉文化会館）
　　（協議）
　　１）「日本子ども虐待防止学会第24回学術集会おかやま大会」開催について
　　　　日　時：平成30年11月30日（金）～ 12月１日（土）
　　　　場　所：倉敷市民会館（11月30日）・川崎医療福祉大学（12月１日）
　　２）小児救急地域医師研修事業について
　　３）次回部会委員会の日程について
　　４）岡山県医師会小児科部会委員への要望について
　　５）「運動器健診」の問題点などについて
　　６）その他
　　（報告）
　　１）平成29年度中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡協議会（H29.8.12　徳島県医師会館）
　　２）小児救急地域医師研修会（H29.9.27　介護保険施設くろかみ）
　　３ ）平成29年度独立行政法人日本スポーツ振興センタ−学校安全業務運営会議（H29.10.13　サン・ピーチ

OKAYAMA）
　　４）小児救急地域医師研修会（H29.10.12　久世エスパスセンター）
　　５）小児救急地域医師研修会（H29.10.17　井原市民病院）
　　６）平成29年度都道府県医師会小児在宅ケア担当理事連絡協議会（H29.10.18　日本医師会館）
　　７）平成29年度予防接種従事者研修会（H29.10.24　日本医師会館）
　　８）平成29年度岡山県結核対策連携会議（第１回）（H29.10.30　ピュアリティまきび）
　　９）小児救急地域医師研修会（H29.11.9　笠岡グランドホテル）
　　10 ）平成29年度　第48回全国区学校保健・学校医大会（H29.11.18　三重県総合文化センター・ホテルグリー

ンパーク津）
　　11）平成29年度第３回岡山県学校保健会理事会・表彰審査会
　　12）各種委員会（H29.12.9　岡山県医師会館）
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　　13）平成29年度　第２回岡山県食物アレルギー対応委員会（H30.1.19　メルパルクOKAYAMA）
　　14）平成29年度岡山県学校保健研修会（H30.1.25　岡山市民会館）
　　15）岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会（H30.1.29　岡山県医師会館）
　　16）第62回中国地区学校保健研究協議大会 第３回実行委員会（H30.2.1　岡山市福祉文化会館）
　　17）第50回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・評議員会（H30.2.3　名古屋東急ホテル）
　　　　第50回若心者心疾患・生活習慣病対策協議会総会（H30.2.4　愛知県医師会館）
　　18）平成29年度第２回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（H30.2.5　県庁）
　　19）平成29年度岡山県難病対策協議会（H30.2.16　ピュアリティまきび）
　　20）郡市医師会長協議会（H30.2.24　401会議室）
　　21）平成29年度第２回岡山県結核対策連携会議（H30.2.26　ピュアリティまきび）
　　22）学校保健講習会（H30.3.11　日本医師会）
　　23）第３回岡山県産後母子への支援のあり方検討会議（H30.3.12　岡山県医師会館）
　　24）指定（地方）公共機関（医療機関・医療関係団体）会議（H30.3.13　ピュアリティまきび）
　　25）新型インフルエンザ等対策研修会（H30.3.13　ピュアリティまきび）
　②　講演会（岡山県小児科医会等と共催含む）
　　　１．平成29年４月２日　於　岡山コンベンションセンター
　　　　　「プロバイオティクスの有用性」 株式会社ヤクルト本社広報室　課長　河見浩司郎
　　　　　「子どもの食生活支援～肥満の予防と治療を中心に～」
 東洋大学ライフデザイン学部管理栄養士　太田百合子
　　　２．平成29年10月15日（日）　於　ホテルグランヴィア岡山
　　　　　「ADHD治療に対する新たな試み」 愛育クリニック小児精神保健科部長　小平　雅基
　　　　　「先天性心疾患に対するカテーテル治療はいま；カテーテルで何処まで治る？」
 昭和大学横浜市北部病院　循環器センター主任教授・センター長　富田　　英 
　③　小児救急地域医師研修会
　　１）平成29年６月22日　於　高梁国際ホテル
　　　　「小児腎疾患を中心に、小児救急対応についても」 倉敷中央病院小児科部長　綾　　邦彦 
　　２）平成29年９月27日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　　「ここは押さえておきたい！小児救急初期対応」 岡山医療センター 小児科医長　清水　順也 
　　３）平成29年10月12日　於　久世エスパスセンター
　　　　「 小児整形とは？−成長痛の鑑別診断、運動器健診のポイント、乳児股関節健診のあり方、そして、救急

対応−」 旭川荘療育医療センター 診療副部長　青木　　清
　　４）平成29年10月17日　於　井原市民病院
　　　　「小児腎疾患を中心に、小児救急対応についても」 倉敷中央病院　小児科部長　綾　　邦彦 
　　５）平成29年11月９日　於　笠岡グランドホテル
　　　　「発達障害の理解と支援」 岡山大学病院小児神経科　講師　岡　　牧郎
　④　第25回岡山小児心身症研究会
　　１）平成29年７月９日　於　岡山大学病院内　マスカットホール
　⑤　第90回日本小児科学会岡山地方会
　　１）平成29年12月３日　於　岡山国際交流センター
　⑥　第７回岡山県児童虐待対策協議会事例検討会
　　１．平成29年10月26日
　⑦　研修会
　　１）平成29年度日医母子保健講習会
　　　　平成30年２月18日　於　日本医師会館
　　２）平成29年度日医学校保健講習会
　　　　平成30年３月11日　於　日本医師会
　⑧　岡山県児童虐待対策協議会特別講演会
　　１）平成30年３月18日　於　岡山大学病院内　MUSCAT CUBE
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　⑨　その他
　　１）岡山県学校保健会事業に協力
　　２）岡山県感染症サーベイランス事業に協力
　　３）岡山県小児救急医療電話相談事業に協力
　　４）岡山県小児救急地域医師研修事業に協力
⑹　産婦人科部会
　①　母体保護法指定医師審査員会開催
　　◦平成29年７月９日
　　◦平成29年９月17日
　　◦平成30年１月21日
　②　産婦人科専門医会（産婦人科部会講演会）・母体保護法指定医師研修会開催
　　１）平成29年５月21日　「どのような時代になっても母体保護法は重要な法律です」
 日本産婦人科医会　会長　木下　勝之
　　　　　　　　　　　　　「産婦人科診療を取り巻く生命倫理に関する話題」
 岡山大学医学部保健学科　教授　中塚　幹也
　　　　　　　　　　　　　「楽しい医療安全」 川崎医科大学泌尿器科学　教授　永井　　敦
　　２）平成29年７月９日　「若年あるいは妊娠中の頸がん患者に対する広汎子宮頸部摘出術の光と影」
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科生殖病態生理学　教授　小林　裕明
　　３）平成29年９月17日　「地域分娩環境を守るために」 北里大学医学部産婦人科　教授　海野　信也
　　４）平成29年11月19日　第42回岡山産科婦人科学会総会ならびに学術講演会と合同開催
　　　　　　　　　　　　　「他科から紹介される産婦人科疾患：感染症・炎症性疾患、稀少部位子宮内膜症」
 　　熊本大学医学部　教授　片渕　秀隆
　　５）平成30年１月21日　「子宮卵巣癌のoriginを考える！」 島根大学医学部産科婦人科学教授　京　　　哲
　　６）平成30年３月18日　「周産期と脳　−胎児・母体の中枢神経障害について考える−」
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生殖機能協関学教授　宮坂　尚幸
　③　日医主催　家族計画・母体保護法指導者講習会（12月２日）　田淵理事出席
　④　日医主催　平成29年度母子保健講習会（２月18日）國富・佐藤理事出席
　⑤　岡山県産婦人科医報第63号を発行した
　⑥ 　岡山県医師会報に医事紛争のしおり「７年経ってわかった医療への信頼につながる「産科医療補償制度」」

掲載（田淵理事）
　⑦　視点「不都合な真実−梅毒の流行−」掲載（田淵理事）
　⑧　性犯罪捜査活動及び性犯罪者被害者等への支援活動に関して岡山県警察本部に協力した
　⑨　岡山県要保護児童対策地域協議会（田淵理事出席）
　⑩　平成29年度「岡山県子どもを健やかに生み育てるための環境づくり推進協議会幹事会」（田淵理事出席）
　⑪　医事紛争委員会に意見書２件提出
　⑫　岡山県新生児聴覚検査事業協議会（石川会長、田淵理事、藤本理事、國富出席）
　⑬　岡山県感染症対策協議会（石川会長、國富理事、田淵理事出席）
　⑭　岡山県生活習慣病等検診子宮がん部会（部会長田淵理事）に出席した
　⑮　岡山県教育庁との懇談：性教育への取り組みについて質問
　⑯　新規事業「看護職員出向・交流研修事業」運営会議に２回出席した
　⑰　新規事業「岡山県産後母子への支援のあり方検討会議」に３回出席した
　⑱　その他岡山県医師会各種委員会・医事紛争委員会に出席した
⑺　整形外科部会
　①　部会委員会：毎月第二水曜に開催（12回）
　② 　日本整形外科学会の専門医資格、リウマチ医資格、スポーツ医資格、脊椎脊髄病医資格、運動器リハビリ医

資格などの継続の便宜を計るため、12回の研修会を開催した。
　　　【研修会】
　　　◦第349回：平成29年４月１日（土）19時～　岡山プラザホテル
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　　　　「高齢関節リウマチ患者における合併症と治療選択」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学　准教授　佐田　憲映
　　　◦第350回：平成29年５月27日（土）19時00分～　岡山プラザホテル
　　　　「橈骨遠位端骨折に対する安全・安心な治療とは？−新ガイドラインに基づく最新知見−」
 　　 岡山済生会総合病院　整形外科　診療部長　今谷　潤也
　　　◦第351回：平成29年６月24日（土）18時30分～ 岡山プラザホテル
　　　　「変形性膝関節症の治療戦略」
 慶應義塾大学医学部　スポーツ医学総合センター　教授　松本　秀男
　　　◦第352回：平成29年７月22日（土）18時30分～　 岡山プラザホテル
　　　　「スポーツ膝関節障害とOA：新しい診断基準から治療開発へ」
 大阪大学大学院医学系研究科　健康スポーツ科学講座　スポーツ医学　教授　中田　　研
　　　◦第353回：平成29年８月19日（土）18時30分～　 ホテルグランヴィア岡山
　　　　「関節リウマチ診療を基礎から考える」
 大阪医科大学附属病院　リウマチ・膠原病内科　講師　武内　　徹
　　　◦第354回：平成29年９月30日（土）17時35分～　岡山プラザホテル
　　　　「平成30年度医療・介護保険改訂について」（維持期リハビリテーションの今後～ 150日越え計画書等～）
 　　　　　おまち整形外科医院　地域リハビリテーションセンター　センター長　山脇　康正、
 副センター長　仁科　康彦　他
　　　　「指・手・肘関節の痛みの診断と治療」 笠岡第一病院　院長　橋詰　博行
　　　◦第355回：平成29年10月28日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「当院における脊椎骨粗鬆症治療戦略」
 川崎医科大学　脊椎・災害整形外科学　准教授　中西　一夫
　　　◦第356回：平成29年11月18日（土）18時30分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「骨粗鬆症性椎体骨折の治療戦略」
 山梨大学大学院総合研究部　整形外科学講座　准教授　江幡　重人
　　　◦第357回：平成29年12月２日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「整形外科診療におけるNSAIDs処方と消化管出血の予防」
 川崎医科大学　消化管内科学　教授　塩谷　昭子
　　　◦第358回：平成30年１月20日（土）17時25分～　岡山プラザホテル　
　　　　「感染予防のための滅菌の基礎知識」 株式会社ホギメディカル　学術部　次長　江嶋　　敦
　　　　「ロコモと健康寿命−医療倫理の観点から−」
 JCOA理事　医療法人二階堂医院　院長　二階堂元重
　　　◦第359回：平成30年２月17日（土）18時30分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「痛風・高尿酸血症とその合併症」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　総合内科学　教授　大塚　文男
　　　◦第360回：平成30年３月18日（日）15時15分～　岡山プラザホテル
　　　　「関節リウマチの薬物治療で気をつけること」　　　　　
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　整形外科　准教授　西田圭一郎
　　　　「IPSGから医療安全を考える」 岡山労災病院　麻酔科　部長　村上　史高
　　③　森本委員：全国有床診療所連絡協議会総会に出務
　　④　山田委員：全国整形外科保険審査委員会議、社会保険等検討委員会に出務
　　⑤　平成29年度「運動器の10年・骨と関節の日」の後援
　　　　日時：平成29年10月22日（日）10時～ 12時　場所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　　テーマ「ロコモティブシンドロームと運動器疼痛」 司会　千田　益生
　　　　講演１　「ロコモって知っていますか？」 岡山大学整形外科教授　尾﨑　敏文
　　　　講演２　「ロコモチャレンジ」　 岡山大学整形外科助教　鉄永　倫子
　　　　講演３　「日常生活に取り入れよう！足腰づくり体操」
 岡山大学全学教育・学生支援機構助教　吉岡　　哲
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⑻　精神科部会
　①　総会の開催
　　　　平成29年４月15日（土）14：00 ～ 15：00
　　　　岡山大学医学部臨床講義棟　臨床第一講義室
　②　定例会の開催（年11回　原則毎月第３月曜日）
　③　精神科医会ニュースの発行及び会員向けメーリングリストの運営
　④　講演会の開催
　　１）平成29年４月15日（土）15：00 ～ 17：00
　　　　岡山大学医学部臨床講義棟　臨床第一講義室
　　　　「英国における依存症治療システム」
　　　　　橋本望先生（岡山県精神科医療センター）
　　　　　司会：堀井茂男先生（慈圭病院）
　　２）平成29年９月29日（金）19：30 ～ 21：00
　　　　岡山県精神科医療センター中棟４階　サンクトホール
　　　　『精神障害者年金と精神障害者保健福祉手帳に関わる書類の書き方』
　　　　「精神障害者年金」
　　　　　石原武士先生（川崎医科大学総合医療センター心療科）
　　　　「精神障害者保健福祉手帳」
　　　　　太田順一郎先生（岡山市こころの健康センター）
　　　　　司会：石津秀樹先生（慈圭病院）
　　３）平成29年10月７日（土）13：00 ～ 14：30
　　　　岡山大学鹿田キャンパス　Jホール
　　　　『JDCシンポジウム　うつをこえて』
　　　　「高齢者のうつ」
　　　　　枝廣暁先生（岡山県精神科医療センター）
　　　　「認知症のうつ症状とその予防」
　　　　　竹之下慎太郎先生（岡山大学病院精神科神経科）
　　　　「高齢者の「眠れない」を考える～背景に何があるの？よくなるの？」
　　　　　中島誠先生（岡山赤十字病院精神神経科）
　　　　　座長：山田了士先生（岡山大学大学院精神神経病態学教室）
　⑤　関係学会及び研究会への協賛、協力
　　１）第55回岡山県精神保健大会
　　　　　平成29年11月９日（木）12：45 ～ 16：30
　　　　　ピュアリティまきび
　　２）岡山リハビリテーション講習会
　　　　　平成30年１月20日（土）13：30 ～ 16：30
　　　　　岡山国際交流センター
　⑥　学校精神保健への協力及び学校医・各嘱託医の推薦
　⑦　家庭裁判所委員会への協力
　⑧　児童・思春期問題に関する啓発、各機関との連携
　　１）かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　岡山　平成29年10月21日（土）15：30 ～ 17：00
　　　　　　　岡山市医師会館１階　健康プラザ
　　　　　　　「精神疾患を疑う思春期ケースへの対応について」
　　　　　　　　岡部伸幸先生（岡山市立市民病院心療内科）
　　　　倉敷　平成30年３月13日（火）19：00 ～ 20：00
　　　　　　　倉敷市休日夜間急患センター　大会議室
　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」
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　　　　　　　　和迩健太先生（川崎医科大学総合医療センター心療科）
　　　　津山　平成30年３月22日（木）18：00 ～ 19：00
　　　　　　　津山保健センターホール
　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　　　　　　高山恵子先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　　２）かかりつけ医等発達障害対応力向上研修会
　　　　第１回研修会（発達障害早期支援研修）
　　　　　平成29年10月29日（日）13：00 ～ 17：00
　　　　　岡山ロイヤルホテル
　　　　第２回研修会（発達障害精神医療研修）
　　　　　平成29年12月17日（日）13：00 ～ 17：00
　　　　　サン・ピーチOKAYAMA
　　　　第３回研修会（発達障害支援医学研修）
　　　　　平成30年２月12日（月・祝）10：00 ～ 16：00
　　　　　岡山ロイヤルホテル
　⑨　認知症高齢者に関する啓発、連携、協力
　　１）かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　　岡山　平成30年２月17日（土）14：00 ～ 17：00
　　　　　　　岡山市医師会館１階　健康プラザ
　　　　　　　「認知症をめぐる問題～ DASC−21、運転免許、新ガイドライン～」
　　　　　　　　林泰明先生（セントラルクリニック伊島神経内科）
　　　　　　　「認知症～今、私たちに出来ること～」
　　　　　　　　中島誠先生（岡山赤十字病院精神神経科）
　　２）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　　　岡山　平成29年９月19日（火）19：00 ～ 21：00　
　　　　　　　岡山県医師会館　401会議室
　　　　　　　平成29年10月17日（火）19：00 ～ 21：00
　　　　　　　岡山県医師会館　401会議室
　　　　津山　平成29年10月11日（水）19：00 ～ 21：00
　　　　　　　津山鶴山ホテル
　　　　倉敷　平成29年10月31日（火）19：00 ～ 21：00
　　　　　　　倉敷アイビースクエア
　　　　研修内容：⑴　認知症の人の理解及びケアの基本
　　　　　　　　　⑵　認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　　　　　　　　⑶　院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　　　　　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　伝達講師：石原武士先生（川崎医科大学総合医療センター心療科）
　　　　　　　　　中島誠先生（岡山赤十字病院精神神経科）
　　　　　　　　　寺田整司先生（岡山大学病院精神科神経科）
　　３）平成30年３月11日（日）13：30 ～ 15：30
　　　　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　　女性の健康週間　県民公開講座『認知症を知ろう』
　　　　「認知症になっても大丈夫」
　　　　　石津秀樹先生（慈圭病院）　　
　⑩　精神科救急医療システムへの協力、一般救急との連携
　⑪　自殺予防対策への協力
　　　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　岡山　平成29年10月21日（土）14：00 ～ 15：30



− 50 −

　　　　　　　岡山市医師会館１階　健康プラザ
　　　　　　　「うつ病の診断と治療」
　　　　　　　　三野善央先生（みのクリニック）
　　　　倉敷　平成30年３月13日（火）20：00 ～ 21：00
　　　　　　　倉敷市休日夜間急患センター　大会議室
　　　　　　　「うつ病の診断と治療について」
　　　　　　　　原田智子先生（さくらストレスケアクリニック）
　　　　津山　平成30年３月22日（木）19：00 ～ 20：00
　　　　　　　津山保健センターホール
　　　　　　　「うつ病・うつ状態の診断と治療」
　　　　　　　　高橋茂先生（積善病院）
　⑫　災害時の精神科救急医療体制（DPAT）への協力
　⑬　「日常生活自立支援事業」への協力
　⑭　産業精神保健のあり方についての検討
　⑮　広報活動の活性化
⑼　透析医部会
　 　平成29年度事業計画に則り、以下の事業を行ったので概略を報告する。透析関連の企業による岡山大学医学部

寄付講座が平成27年末で終了するので岡山県透析医部会総会で寄付講座を継続する決議がなされ、当初３年間の
予定で寄付講座「岡山大学院医歯薬学総合研究科　血液浄化療法人材育成システム開発学」が平成28年１月１日
から発足した。透析患者の合併症対策、アクセスセミナーなどを通じて、透析医療に携わる人材育成を目的とし
た積極的な活動を岡山大学寄付講座と一体になって推進することができた。中国５県の防災訓練で岡山県は今年
も100%の参加率を維持できた。平成29年４月末の県下の透析患者数調査では前年に比べ79名増加して5,168名（HD 
4,991名、CAPD 177名）となった。この結果は岡山県保健福祉部医薬安全課に報告した。なお、当部会が設立さ
れて今年で20周年となるので、11月11日に記念式典・講演会を開催した。「透析医療温故知新：新たな20年を迎えて」
と題して、日本透析医会会長秋澤忠男先生から記念講演をいただき、当部会会員をはじめとして、岡山県行政・
関連団体・企業からの来賓を含め、参加者は104名であった。

　①　岡山大学医学部寄付講座「血液浄化療法人材育成システム開発学」の支援
　②　会議/会合
　　１）透析医部会委員会６回（４、５、８、10、12、１月）
　　２）総会・懇親会（７月１日　アークホテル）
　　３）三者懇談会（県行政・県腎協・透析医部会）（10月19日　アークホテル）
　　４）岡山県医師会透析医部会設立20周年記念式（11月11日　ホテルグランヴィア岡山）
　　５）施設防災責任者連絡会議（11月16日）
　　６）その他
　③　研修講演会
　　１）第18回岡山県医師会透析医部会学術講演会（７月15日　ホテルグランヴィア岡山）
　　２）岡山アクセスセミナー 2017（９月３日　三木記念ホール）
　　３）CKD-MBD講演会（５月20日　岡山プラザホテル）
　　４）岡山県腎協第14回通常総会・大会記念講演（６月４日　きらめきプラザ）
　　５）岡山県腎協主催医療講演会（２月４日　きらめきプラザ）
　④　会議・出張関係
　　１）第18回日本透析医会災害ネット会議（６月16日　横浜）
　　２）第22回日本透析医会透析医療保険に関する懇談会（６月16日　横浜）
　　３）第14回中国地区災害ネットワーク連絡会議（11月４日　広島）
　　４）第５回岡山県透析保険医療懇談会（３月13日　アークホテル）
　　５）その他
　⑤　施設防災訓練
　　１）第18回岡山県透析施設防災訓練（８月31日）
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　　２）日本透析医会主催の全国ネット防災訓練（９月１日）
　　３）各施設の自主的防災訓練
　⑥　その他
　　１）透析施設防災関連情報管理システムのバージョンアップ
　　２）岡山県下の透析患者数調査（５月）
　　３）関連学会の支援　
　　　　第６回臨床高血圧フォーラム（５月13−14日）　第47回日本腎臓学会西部学術大会（10月３−４日）
　　　　第26回中国腎不全研究会（11月４−５日）
⑽　脳神経外科部会
　①　平成30年２月17日（土）に脳神経外科部会委員会を開催した。
　　　協議事項：
　　１）本年度岡山県医師会脳神経外科部会総会並びに第７回岡山脳神経外科医会
　　　　総会の開催について
　　２）岡山脳神経外科医会役員（会長、副会長）について（確認）
　　３）会計報告（岡山脳神経外科医会分）
　　４）次年度開催日について
　　　　会場予約：平成31年２月16日（土）15時～ 18時（岡山県医師会館）
　　　　　委員会　501会議室、　総会　402会議室
　　５）次年度特別講演の希望者について
　　６）次年度医療連携「医療保険の問題点」について
　　７）その他
　②　平成30年２月17日（土）に脳神経外科部会総会を開催した。
　　　講　演：
　　１）教育講演「脳血管外科における脳血流SPECTの役割」 岡山大学大学院　脳神経外科　助教　菱川　朋人
　　２）特別講演「血管内時代における脳卒中外科の役割」 福井大学医学部脳脊髄神経外科　教授　菊田健一郎
　　３）総　会
⑾　内科部会
　①　岡山県内科医会・部会総会　平成29年６月10日　岡山プラザホテル　
　　　〈記念講演〉
　　　演題：「人間回復のためのリハビリテーションとは」　
　　　講師：大泉学園複合施設　施設長　ねりま健育会病院　院長　酒向　正春　
　②　研修会
　　１）循環器physical examination講習会　平成29年９月２日　402会議室
　　　　～循環器身体所見の基礎から応用まで～
　　　　　テーマ　「心臓聴診の基本」～心雑音・過剰心音を聴いてみよう～
　　　　講師　山本　正治　先生（山本内科循環器科）
　　　　　　　林田　晃寛　先生（心臓病センター榊原病院）　
　　２）岡山県内科医会講演会　平成29年11月18日　岡山ロイヤルホテル　　
　　　　演題：「高齢者の心房細動治療～かかりつけ医だからできるトータルケア～」　
　　　　講師：岡山ハートクリニック　村上 充
　　　　演題：「認知症の人とともに生きるために～かかりつけ医による認知症治療について～」
　　　　講師：川崎医科大学　精神科学教室　教授　　　
　　　　　　　川崎医科大学総合医療センター　心療科部長　石原　武士
　　３）岡山県内科医会学術講演会　平成30年２月17日　ホテルグランヴィア岡山
　　　　演題：腎症を考慮した糖尿病治療戦略
　　　　講師：東京慈恵会医科大学　糖尿病・代謝・内分泌内科　川浪　大治
　③　日本臨床内科医会関係行事
　　１）平成29年度日本臨床内科医会中国四国ブロック代表者会議
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　　　　平成29年７月２日　ホテルグランヴィア岡山 　岡山県内科医会（当番県）
　　　　行事日程
　　　　　11：00 ～ 12：00　会長会議　ルビー　保険審査委員会　トバーズ
　　　　　13：00 ～ 15：00　会議　パール
　　　　　15：00 ～ 16：00　講演会　パール
　　　　　16：00 ～ 17：00　懇親会　クリスタルB
　　　　講演会
　　　　　演題：医療の諸問題について　
　　　　　講師：公益社団法人日本医師会　副会長
　　　　　　　　日本専門医機構副理事長　松原　謙二
　　２）第31回日本臨床内科医学会（大阪）
　　　　理事会・代議員会・各種委員会　平成29年10月７日
　　　　総会・医学会　平成29年10月８日、９日
　④　岡山県医師会内科医会・部会委員・研修委員合同会議
　　　第１回　平成29年６月10日　ホテルグランヴィア岡山　
　　　第２回　平成30年２月17日　ホテルグランヴィア岡山
　⑤　その他
　　１）病院勤務者向け認知症対応向上研修会
　　　　平成29年12月28日　福岡会長・江澤理事
　　２）幸福な長寿社会実現事業研修会
　　　　県医師会と共催事業（津山市　岡山市　座長 内科医会 福岡会長・薄元理事）
　　３）岡山県内科医会若手有志の会　平成29年６月24日

Ⅱ　事業目的別の部会
⑴　学校医部会
　①　岡山県学校検尿・３歳児検尿マニュアル検討委員会
　　１）日時：平成29年７月19日（水）19：00 ～　場所：岡山県医師会館
　②　委員会等
　　１）岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会（８月30日　岡山県医師会館）
　　２）平成29年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月12日　徳島市）
　　３）平成29年度中国地区学校保健研究協議大会（８月17日　岡山コンベンションホール）
　　４）平成29年度中国地区学校保健・学校医大会（８月20日　岡山県医師会館）
　　５）第47回全国学校保健・学校医大会（11月18日　津市）
　　６ ）郡市等地区医師会学校保健担当理事・岡山県医師会学校医部会委員会合同連絡協議会（12月９日　岡山県

医師会館）
　　７）平成29年度岡山県学校保健研修会（29年１月25日　岡山市民会館）
　　８）平成29年度学校保健総合支援事業に係る第１回学校保健推進協議会（10月23日　ピュアリティまきび）
　　　 　平成29年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会（平成30年２月８日　ピュアリティま

きび）
　　９ ）平成29年度第１回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（６月26日　岡

山県庁）
　　　 　平成29年度第２回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（平成29年２月

５日　岡山県庁）
　③　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　１）第50回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会（平成30年２月３日、４日　名古屋市）
　④　日医母子・学校保健講習会
　　１）平成29年度日医母子保健講習会　平成30年２月18日　於　日本医師会館
　　２）平成29年度日医学校保健講習会　平成30年３月11日　於　日本医師会館
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⑵　労災・自賠責医療対策部会
　①　労災診療算定実務研修会
　　　岡山会場（11月20日）
　　　倉敷会場（11月21日）
　②　岡山損害保険医療連絡協議会（５月18日）
　　 　岡山県医師会、岡山県病院協会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構岡山自賠責損害調査事務所の四

者で自賠責保険について協議した。
⑶　産業医部会
　①　産業医部会委員会
　　　第１回　平成29年６月17日（土）
　　　（報告）
　　　　１）平成29年度部会活動方針について
　　　　２）平成29年度日医認定産業医研修事業予定について
　　　　３）全国並びに岡山県に於ける日医認定産業医数の動向について　（平成29年５月現在）
　　　　４）各地域産業保健センターの活動状況について（平成29年度事業予定等を主として）
　　　　５）岡山産業保健総合支援センター報告
　　　　６）産業保健総合支援センター全国所長会議（４月20日）からの話題
　　　　７）第４回日本医師会産業保健委員会（６月８日）の報告
　　　（協議）
　　　　８）地域産業保健センター事業運営における最近の課題について
　　　　９）平成29年度産業保健活動推進全国会議（９月28日開催）での質疑事項について
　　　　10）平成29年度日医認定産業医基礎研修会（９月23日、24日）開催について
　　　第２回　平成29年12月２日（土）
　　　　１）地域産業保健センター主幹会議（11/２）の報告
　　　　２）第６回日医産業保健委員会（11/９）の報告
　　　　３）産業医研修会 特定健診・保健指導研修会（11/23）の報告
　　　　４）高ストレス者に対する面談指導に関して
　　　　５）治療と職業生活の両立支援と産業医活動の関与について
　　　　６）平成29年度下半期の日医認定産業医研修会日程について
　　　　７）平成30年度産業医研修事業計画概要について
　②　郡市地区医師会産業保健担当理事・岡山県医師会産業医部会委員合同会議
　　　日時：平成29年10月12日（木）午後２時～４時
　　　場所：岡山県医師会館４階　402会議室
　　　（岡山労働局より）
　　　　１）健康安全課説明
　　　　　　平成29年度労働衛生行政重点課題ほか
　　　　２）労災補償課説明
　　　　　　アスベスト健康被害並びに脳心疾患・精神疾患の労災認定状況ほか
　　　（県医師会より）
　　　　３）平成29年度産業医研修事業の進捗状況並びに今後の予定について
　　　　４）各地域産業保健センターの上期活動状況について
　　　　５）岡山産業保健総合支援センターの活動状況について
　　　　６）全国並びに県下における日医認定産業医数の動向について
　　　　７）日医産業保健委員会（９/ ８）の報告
　　　　８）第39回産業保健活動推進全国会議（９/28）の報告
　　　　９）質疑応答
　③　産業保健活動推進全国会議
　　◦第39回産業保健活動推進全国会議
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　　　日時：平成29年９月28日（木）　13：00 ～ 17：00　場所：日本医師会館
　④　日本医師会産業保健委員会（石川会長）　場所：日本医師会館
　　　第４回日本医師会産業保健委員会　６月８日（木）
　　　第５回日本医師会産業保健委員会　９月８日（金）
　　　第６回日本医師会産業保健委員会　11月９日（木）
　　　第７回日本医師会産業保健委員会　２月８日（木）
⑷　スポーツ医部会
　①　スポーツ医部会委員会（２回）
　　　平成29年８月２日、平成30年３月10日
　②　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　◦第１回：平成29年８月２日
　　　演題Ⅰ「高齢者とスポーツ」
　　　講師：川崎医科大学総合医療センター理学療法士　山下　裕之
　　　演題Ⅱ「高齢者におけるスポーツの役割」
　　　講師：川崎医科大学スポーツ・外傷整形外科学教授
　　　　　　川崎医科大学総合医療センター整形外科部長　阿部　信寛
　　◦第２回：平成30年３月10日
　　　演題Ⅰ「膝関節のスポーツ外傷・障害について」
　　　講　師：岡山大学病院整形外科　助教　宮澤　慎一
　　　演題Ⅱ「運動免疫学事始め」
　　　講　師：川崎医療福祉大学医療技術学部健康体育学科教授　矢野　博己
　③　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　平成30年２月４日
　　◆講演　
　　　演　題：「緊張とプレッシャー　～オリンピックとメダルと私～」
　　　講　師：ロサンゼルスオリンピックメダリスト　森末　慎二　氏
　　◆対談　
　　　〈聞き手〉　
　　　岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　岡山県医師会健康スポーツ医部会委員長　阿部　信寛
　④　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第35回岡山県高等学校空手道春季選手権大会
　　　　日　時　平成29年４月23日
　　２）行事名　第56回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　日　時　平成29年５月28日
　　３）行事名　第33回中国高等学校空手道選手権大会
　　　　日　時　平成29年６月17日、６月18日
　　４）行事名　第44回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　日　時　平成29 年９月24日
　　５）行事名　第44回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日　時　平成29年11月19日
　　６）行事名　第31回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会　
　　　　日　時　平成30年１月４日、１月５日、１月６日
　⑤　スポーツ医・科学委員会（平成29年度）
　　　第１回　７月21日、第２回　11月20日、第３回 平成30年３月13日
　⑥　スポーツ医科学研究会
　　役員会、講演会、総会
　　日　時　平成29年７月22日
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⑸　警察医部会
　①　岡山県医師会 警察医部会講演会
　　　平成29年４月22日（土）午後２時30分から、岡山県医師会館４階401会議室で開催された。
　　◦「岡山県警察の死体取扱い状況」　岡山県警察本部　佐々木敏晴　統括検視官
　　◦「死体検案・剖検の現状とこれから」
　　　　講　師：香川大学医学部　人間社会環境医学講座 法医学　教授　木下　博之
　　　　座　長：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　法医学分野　教授　宮石　智
　②　岡山県警察協力医会理事会・岡山県医師会警察医部会委員会
　　　平成29年10月７日（土）午後２時から、岡山県医師会館４階402会議室で開催された。
　　１）平成29年度岡山県警察協力医会総会の運営について
　　２）副会長の選任について
　　３）平成28年度岡山県警察協力医会会務報告について
　　４）岡山県警察協力医会会員の異動
　　５）検視の状況
　　６）岡山県警察協力医会各支部の報告
　　７）岡山県医師会警察医部会の活性化について
　　８）その他
　③　岡山県警察協力医会総会
　　平成29年10月７日（土）午後３時から、岡山県医師会館４階401会議室で開催された。
　　総会前に、感謝状の贈呈があった。
　　◦岡山県警察本部長　
　　　　角南　義文、松山　正春、内田耕三郎、丁野真太郎、森下　紀夫、鶴見　尚和、松木　俊哉 
　　◦中国管区警察局長
　　　　安田 隆洋 先生
　　１）警察協力医会役員選出
　　　◦副会長の選出　松山正春岡山県医師会副会長を選出
　　　◦理事の選出　　高梁医師会　吉岡　章先生の退任に伴い紙谷　晋吾先生を選出
　　　◦監事の選出　　玉島医師会　仁科　秀雄先生の退任に伴い柚木　正行先生を選出
　　２）特別講演会
　　　　「損傷の見方」
　　　　講　師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野　助教　三浦　雅布
　　　　座　長：岩藤　知義　警察協力医会会長
⑹　勤務医部会
　①　「WELCOME研修医の会」
　　　平成29年４月６日（木）午後２時　岡山県医師会館
　　１）「救急医学へのいざない」
　　　　岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科　救急医学　教授　中尾　篤典　
　　２）レセプション　NPO法人岡山医師研修支援機構と共催、岡山医師協同組合協賛
　②　平成29年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　　　 　平成29年５月10日（水）日本医師会において「新たな専門医の仕組み、医療事故調査制度、医師の働き方」

をテーマにした協議が行われた。日本医師会より清水信義副会長、岡山県医師会より山本博道理事・堀事務
員が出席した。

　③　岡山県医師会　医師の勤務環境改善ワークショップ
　　 　平成29年８月６日（日）午後２時から岡山県医師会館で岡山県医療勤務環境改善支援センターと共催で開催

された。
　　１）医師の勤務環境改善へ向けた病院での取り組み　事例発表
　　　◦倉敷中央病院
　　　◦岡山赤十字病院
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　　２）特別講演
　　　　「医師の勤務環境改善～健康支援の立場から～
　　　　　日本医師会　副会長　今村　聡　
　④　平成29年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成29年10月21日（土）　札幌グランドホテル　別館２階「グランドホール」において、北海道担当で行われ、

清水信義副会長・山本博道理事・合地明理事が出席した。
　⑤　岡山県医師会勤務医部会委員会
　　　平成29年12月９日（土）午後３時　岡山国際交流センター　地階レセプションホール
　　　（郡市地区医師会生涯教育担当理事連絡協議会と合同）
　⑥ 　臨床研修指定病院へ研修医の医師会入会に必要な申込書類一式（日本医師会・岡山県医師会・関係郡市等医

師会）を郵送し入会を勧めた。
⑺　女医部会
　①　岡山県医師会女医部会委員会
　　 　第１回　平成29年６月３日（土）に岡山県医師会館５階501会議室で、県医師会から２名、女医部会から15

名の出席で開催された。議題は、平成28年度事業報告、平成29年度事業計画、第２回医師の勤務環境改善ワー
クショップ（勤務医部会合同講演会）、女性医師による社会活動の活性化（男女共同参画フォーラムについて、
日医女性医師支援センター中四ブロック会議、おかやまマラソン・山陽ロードレース救護班への参加、ピンク
リボン運動）、Enjoi通信、女医部会報等についてであった。

　　 　第２回　平成29年12月９日（土）に岡山県医師会館４階402会議室で県医師会から15名、女医部会から14名
が出席し開催された。議題は、「女性の健康週間　県民公開講座」の開催、ピンクリボン岡山の事業報告、平
成30年度事業計画、Enjoi通信、女医部会報、山陽ロードレース救護活動、地域における女性医師支援懇談会
等であった。

　②　第13回男女共同参画フォーラム
　　 　平成29年７月22日（土）に名古屋東急ホテルで開催され、岡山県医師会より神﨑理事、女医部会より坂口部

会長、清水副部会長、渡邉副部会長が出席した。
　　 　横倉義武日本医師会長と柵木充明愛知県医師会長の挨拶の後、産業医科大学公衆衛生学松田晋哉教授が「医

師の働き方を考える」と題し講演され、日本医師会男女共同参画委員会と女性医師支援センターから事業につ
いての報告、愛知県医師会イクボス大賞表彰式、シンポジウム「これからの医療制度変革をそれに伴う医師の
働き方の変化は」で、４名のシンポジストによる講演と総合討論が行われた。

　③　岡山県医師会勤務医部会・女医部会合同総会
　　　（第２回　岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ）
　　 　平成29年８月６日（日）に岡山県医師会館４階　401会議室で開催された。
　　 　岡山県医師会　清水副会長の挨拶の後、「医師の勤務環境改善に向けた病院での取り組み事例発表」として

倉敷中央病院（副院長　新垣義夫先生）と岡山赤十字病院（副院長　岡﨑守宏先生）が講演された。
　　 　最後に、「医師の勤務環境改善−健康支援の立場から−」と題し、今村聡先生（日本医師会副会長）が講演

された。
　④　「メディカルカフェ in かわさき」Doctor’s Career Café in OKAYAMA
　　　（平成29年度医学生・研修医等をサポートするための会）
　　　「女性医師を応援します！パート７」（第28回Doctor’s Career Café in OKAYAMA）
　　 　平成29年９月28日（木）に川崎医科大学校舎棟８階ラウンジで開催され、多くの医師・医学生の参加があっ

た。青山裕美先生（川崎医科大学　皮膚科学　教授）のお話の後、少人数に分かれて自由懇談を行った。
　⑤　大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会
　　 　平成29年９月29日（金）に日本医師会館大講堂で開催され、神﨑理事が出席した。今村定臣日本医師会常任

理事から日本医師会の女性医師支援に関する取り組みについての報告、日本医師会総合政策研究機構の上家和
子主席研究員から女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告があった後、岡山大学、自治医科大学、日本内
科学会、日本外科学会の事例発表が行われ、最後に意見交換が行われた。

　⑥　ピンクリボン運動
　　 　ピンクリボンウォーキングが10月14日（土）に岡山駅周辺で行われ、女医部会から渡邉副部会長が参加した。
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また、平成30年３月11日（日）に開催した女性の健康週間県民公開講座では、受付にチャリティーバザーを設
置し寄付を募った。

　⑦　日本医師会女性医師支援センター事業中国四国ブロック会議
　　 　平成29年11月４日（土）に岡山コンベンションセンター 405会議室で開催され、県医師会から神﨑理事、女

医部会から坂口部会長、渡邉副部会長、松香委員、大野委員、新津委員が出席した。日本医師会女性医師支援
センター事業の報告、女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告のあとに、アンケート「医師会員の係わる
介護問題への県医師会の取り組み」について徳島県より結果報告があり、続いて各県における女性医師支援活
動について各県から発表があった。

　⑧　おかやまマラソン救護班への参加
　　 　平成29年11月12日（日）岡山県総合グラウンドジップアリーナ内に設置された女性救護室にて救護ボランティ

アを行った。岡山県医師会より神﨑理事、女医部会より吉岡委員が参加した。
　⑨　女性医学生・医師のキャリア／ライフプランに関する座談会
　　　（地域における女性医師支援懇談会）
　　 　平成29年11月23日（木・祝）に岡山県医師会館５階502会議室で開催され、女医部会の溝尾委員と医師、研修医、

学生５名が出席した。女性医師のキャリアプランとライフプランについて意見交換を行った。
　⑩　山陽女子ロードレース救護班への参加
　　 　平成29年12月23日（土・祝）に岡山県総合グラウンドに設置された県医師会女医部会ブースを拠点として、

参加者に乳がん・子宮頸がん検診啓発チラシと乳がん検診啓発栞入りのポケットティッシュのセットを200部
配布した。女医部会から、坂口部会長、清水副部会長、金重委員、越宗委員の４名が参加した。

　⑪　地域における女性医師支援懇談会
　　 　平成30年２月12日（月・祝）に岡山県医師会館５階501会議室で開催され、女医部会員９名と神﨑理事が出

席した。女医部会員の懇親を深め、地域における女性医師支援の情報など自由に意見交換を行った。また、あ
わせて「女性の健康週間 県民公開講座」の打ち合わせを行った。

　⑫　女性の健康週間　県民公開講座の開催
　　 　平成30年３月11日（日）に岡山県医師会館三木記念ホールで開催され、参加者は約370名であった。ピンク

リボンチャリティバザーも同時に行った。
　　 　慈圭病院　石津秀樹副院長が「認知症になっても大丈夫」と題し講演され、岡山県医師会　神﨑寛子理事が

体幹トレーニングを指南し、岡山県医師会　森貴美コーディネーターより「お役立ち情報」をお伝えした。
　⑬　女医部会報（第24、25号）の発行
⑻　救急医療対策部会
　①　日本医師会救急災害医療対策委員会（平成29年度）
　　　開催日　９月６日、12月15日
　　　救急災害医療対策委員会第１回JMATワーキンググループ　５月19日
　②　平成29年度情報通信訓練/衛星利用実証実験　近畿大震災想定訓練（TV会議）平成29年12月６日
　③　「救急の日」講演会　平成29年９月10日
　　　演題Ⅰ「大災害に対する備え−南海トラフ大地震や豪雨災害などの大規模災害に対して医師会に求めるもの」
　　　講師：鳥取大学医学部器官制御外科学講座　教授　本間　正人　
　　　　　　救急・災害医学分野救命救急センター長
　　　講演Ⅱ「地域包括ケアシステムにおける災害救急医療」
　　　講師：日本医師会　常任理事　松本　吉郎　
　④　救急医療研修会（実動訓練）
　　１）ICLSコース　　平成29年11月19日、平成30年２月25日
　　２）第12回市民のための救命講習会　　平成29年11月11日
　　３）第２回おかやまJMAT研修会　平成30年２月18日
　　　 　我が国で起こりうる様々な災害に対して医療支援活動を行うために必要な知識と技術を習得することを目

的に医師、コメディカルに対してJMAT養成プラグラムとして開催している。
　　　　主催：岡山県医師会・川崎医科大学附属病院救急科　
　　　　共催：川崎医科大学附属病院
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時間 内　　容 担当講師 

９：00−９：30 30 受付　　　　　

９：30−９：40 10 挨拶・オリエンテーション 
岡山県医師会　副会長 松山　正春
岡山赤十字病院 石井　史子
川崎医科大学附属病院　 井上　貴博

９：40−10：20 40 講義Ⅰ　災害医療概論 岡山赤十字病院 石井　史子

10：20−11：00 40 講義Ⅱ　JMATについて 岡山県医師会　副会長 松山　正春

11：00−11：10 10 休憩　　　　　

11：10−11：50 40 講義Ⅲ　避難所の運営及び
　　　　公衆衛生について 岡山済生会総合病院 野﨑　　哲

11：50−12：20 30 講義Ⅳ　 小児周産期災害リエゾンに
ついて　　 岡山大学病院 塚原　紘平

12：20−12：50 30 講義Ⅴ　EMISについて 岡山大学病院 山田　太平

12：50−13：35 45 昼食（学生食堂）　　　　　

13：35−14：05 30 講義Ⅵ　トリアージ 岡山大学病院　 内藤　宏道

14：05−14：35 30 実技訓練Ⅰ　 トリアージタッグ記入 倉敷中央病院 家永慎一郎

14：35−14：45 10 休憩/準備　　　　　
14：45−15：25 40 実技訓練Ⅱ　 災害現場におけるトリ

アージ（START法） 岡山市消防局 江口　伸治

15：25−15：35 10 休憩/準備　　　　　

15：35−17：05 90
机上シミュレーション・グループ
ワーク：医療救護チーム派遣と医療
活動

岡山県医師会　副会長 松山　正春
川崎医科大学附属病院 井上　貴博

17：05−17：20 15 総括・質疑応答 岡山県医師会　副会長 松山　正春

17：20−17：30 10 修了式・終了挨拶 岡山県医師会　副会長 松山　正春

　　４）第７回BDLS岡山プロバイダーコース　平成29年12月17日　
　　５）第５回ADLS岡山プロバイダーコース　平成30年３月10日、11日
　　　 　これはNDLS-JAPAN事務局（東京医科歯科大学救急救命センター）主催で岡山県医師会、川崎医科大学

附属病院救急科が地方開催共催で行っている。
　　　 　本コースは、自然災害を対象にしているが、CBRNEや爆傷・銃創によるテロ対応が大きなウエイトを占

めている。さらに災害のみならず公衆衛生危機状態、ウイルス性出血熱や高病原性インフルエンザが発生し
た際の初動体制も研修の内容に含まれている。コース概要として座学、スキルステーション、症例シナリオ、
防護服の着脱、SALTトリアージ実習があり、２日目の午後は多数傷病者事故訓練（mass casualty）になっ
ている。なお、今回、第１回ADLS岡山インストラクターコースを　１日目の午前で開催された。

　⑤　郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急医療対策部会委員会　
　　　連絡協議会　
　　　　第１回　平成29年11月18日
　　　　第２回　平成30年１月27日
　　 　第２回協議会では併催で救急医療研修会を開催した。
　　　　演題：「岡山県の地域医療を支えるために救急医ができること」
　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座　教授　中尾　篤典　先生　
　⑥　岡山県医師会CBRNE災害対策医療講習会　平成29年11月23日
　　　−救命・救急医、産業医等が知っておくべきことー
　　　 　国内外ではCBRNEを使用したテロを含む人為的災害や自然災害が発生しており、特に我が国に点在する

毒性化学物質を扱う化学工場や都市ガス・石油災害等の化学物質の対応が重視されるところである。この講
習会では、テロとCBRNE災害対策の全般的な科目と、放射線災害対策、爆発物災害対策、化学・生物災害
対策そして医療と消防の連携を選んで医療対策を中心に実施された。

　　　 　なお、教育担当はNBCR対策推進機構が担った。
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　⑦　メディカルコントロール協議会
　　１）救急搬送体制連絡協議会メディカルコントールワーキンググループ
　　　　第１回検討会　平成29年７月13日
　　　　第２回検討会　平成29年10月18日
　　　　第３回検討会　平成30年１月29日
　　２）救急搬送体制連絡協議会（岡山県メディカルコントロール協議会）
　　　　平成30年３月19日
　⑧　医療審議会
　　　岡山県医療審議会救急医療対策部会　平成30年２月22日
　⑨　防災訓練
　　１）平成29度総合防災訓練　平成29年９月３日
　　　　メイン会場 百花プラザ、サテライト会場　岡山県消防学校
　　２）平成29年度岡山空港航空機事故総合訓練　平成29年11月25日
　⑩　DMAT
　　　平成29年度おかやまDMAT運営協議会　平成29年４月17日
　⑪　ドクターヘリ（平成29年度）
　　１）第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成29年８月31日
　　２）第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成30年３月22日
　⑫　その他（平成29年度）
　　１）第１回県南東部保健医療圏保健医療対策協議会及び地域医療構想調整会議　８月10日
　　２）県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会　９月14日
　　３）第３回県南東部地域医療構想調整会議　２月14日
　　４）岡山赤十字病院災害拠点病院医療救護要員研修会　11月26日
⑼　有床診療所部会
　　　７月１日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成29年度役員会（大分）
　　　７月１日～２日　第30回全国有床診療所連絡協議会総会（大分）
　　　６月４日　　　　中国四国有床診療所担当理事連絡協議会（ホテルグランヴィア岡山）
　　平成30年
　　　１月28日　　　　第１回岡山県医師会有床診療所部会委員会（501会議室）
　　　１月28日　　　　全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会役員会（402会議室）
　　　　　　　　　　　全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会総会・講演会（401会議室）
　　　３月９日　　　　平成29年度都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会（日医）
⑽　地域包括ケア部会
　①　岡山県医師会地域包括ケア部会委員会会議
　　１）第１回　平成29年10月28日　岡山県医師会館　401議室
　　　 　地域包括ケア部会外部団体の活動報告、平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定を踏まえた介護報酬改定

の方向性
　　２）第２回　平成30年３月24日　岡山県医師会館　401会議室
　　　　地域包括ケア部会外部団体の活動報告、平成30年度介護報酬改定
　②　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　　　アドバイザー　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　１）第10回　平成29年12月26日　メルパルク岡山
　　　　倉敷地域における地域医療構想と地域包括ケアシステムについて
　　　　　水島地区における活動について 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　　玉島地区における活動について 玉島医師会　　会長　守屋　直人
　　　　　倉敷市版地域包括ケアシステム構築にむけて 倉敷市保健福祉局　参与　吉田　昌司
　　２）第11回　平成30年２月６日　メルパルク岡山
　　　　地域医療構想　～医療機能分化の推進・強化へ向けて～」
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　　　　病院協会の立場から「地域医療構想・地域包括ケアシステムの問題点」
 岡山県病院協会　会長　難波　義夫
　　　　保健所の立場から「地域医療構想の取組」 岡山県備中保健所　所長　徳山　雅之
　　　　県庁立場から
　　　　　「地域医療構想の実現に向けて～国が進める制度の整備と今後の県の対応～」
 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭
　　　　松田晋哉アドバイザーよりの情報提供「働き方改革と病院」
　　３）第12回　平成30年３月１日　メルパルク岡山
　　　　　「2018年診療・介護報酬同時改定における口腔・栄養関連項目について」
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　　歯科の立場から「地域包括ケアシステムの実現にむけて」 岡山県歯科医師会　副会長　黒住　正三
　　　　　管理栄養士の立場から「在宅でできる低栄養予防～フレイル対策と食事～」
 岡山県栄養士会　副会長　坂本八千代
　　　　　「地域包括ケアのための『予防』とは～特定健診・特定保健指導事業の意義を考える～」
 産業医科大学公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　③　岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　
　　　平成30年１月13日　岡山プラザホテル
　　　特別講演「データから考える地域包括ケア」　 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　　グループワーク
　　　　「在宅医療介護連携推進事業の進捗状況と今後の展望」
　　　グループワーク発表と講評
　④　岡山県認知症サポート医の集い
　　　平成29年９月23日　ピュアリティまきび
　　　講義
　　　　「サポート医のための認知症の診断と治療」　　　　　　
　　　　　講師　川崎医科大学　神経内科学　教授　砂田芳秀　　　　
　　　　「認知症初期集中支援チームにおけるサポート医の役割」　
　　　　　講師　岡山県医師会　理事　江澤 和彦
　　　報告　　　　
　　　　「岡山県における認知症施策について」　　　　　　　 　
　　　　　報告者　岡山県保健福祉部長寿社会課　課長　那須 信行　　　　　　　　
　　　　「認知症に関する改正道路交通法について」　　
　　　　　報告者　岡山県警察交通部運転免許課　課長補佐　坂本修一、池田浩己
　　　　　　　　　岡山県医師会　理事　江澤　和彦　　　　　
　　　グループワーク発表と講評
　　　　　議題「認知症サポート医の活動について」　
　⑤　主治医研修事業
　　　〈倉敷会場〉　平成29年10月15日
　　　　介護認定審査会委員研修 SEO財団　福祉サービス評価機構　奥住　浩代
　　　〈岡山会場〉　平成29年12月２日
　　　　「2018年診療・介護報酬同時改定の方向性
　　　　−地域医療構想と地域包括ケアシステムの推進に向けて−」
　　　　　講師：岡山県医師会　理事　江澤 和彦
　　　　「地域包括ケアシステムを深化・推進する医療介護連携
　　　　−2018年診療報酬・介護報酬同時改定を見据えたかかりつけ医機能とは−」
　　　　　講師：日本慢性期医療協会副会長・福井県医師会副会長　池端　幸彦　
　　　〈浅口会場〉　平成30年２月１日
　　　　「地域包括ケアシステムの進化・推進」
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　　　　「主治医意見書の書き方」
　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　　　　浅口医師会会長　　福嶋　啓祐
　　　〈津山会場〉　平成30年２月24日
　　　　「道路交通法改正後の現状について」
　　　　　講師：岡山県警察本部交通部運転免許課適性指導係指導官　村野　耕司　
　　　　「介護保険制度と市のとりくみ」
　　　　　講師：津山市環境福祉部高齢介護課　坂手　鏡子
　　　　「介護保険の基本と主治医意見書について」
　　　　　講師：医療法人こころ勝北診療所院長　平井　龍三
　　　　「地域包括ケアシステムと地域医療構想」
　　　　　講師：津山市医師会会長　薄元　亮二
　⑥　岡山県地域包括ケアシステム学会
　　１）学術大会
　　　　平成29年10月１日　岡山県医師会館
　　２）理事会
　　　　第１回：平成29年４月25日
　　　　第２回：平成29年10月１日
　　　　第３回：平成30年１月30日
　⑦　認知症に関する改正道路交通法協議会
　　　平成29年８月９日　岡山県医師会館502会議室
　　　情報提供「平成28年度認知症に関する改正道路交通法協議会の概要」
　　　　　　　　「高齢運転者交通事故防止対策に関する提言」
　　　　　　　　「おかやま愛カードについて」 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　　　　　「改正道路交通法施行後の状況（６月末現在）」 岡山県警察本部交通部運転免許課
　　　各関係機関の仮題共有と今後の方向性について
　⑧　診療報酬・介護報酬同時改定講演会
　　１）診療報酬改定講演会
　　　　平成30年３月10日　おかやま未来ホール
　　　　「平成30年度診療報酬改定の概要」 厚生労働省保険局医療課　課長　迫井　正深
　　２）介護報酬改定講演会
　　　　平成30年３月24日　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　　「平成30年度介護報酬改定とその意義・期待について」
 厚生労働省老健局老人保健課介護保険データ分析室　室長　西嶋　康浩
　⑨　幸福な長寿社会実現事業研修会
　　１）県南会場
　　　　平成29年11月25日　岡山県医師会館401会議室
　　　　「人生の最終段階における医療のあり方」　
 厚生労働省大臣官房厚生科学課　医療イノベーション企画官　伯野　春彦
　　　　「訪問看護ステーションにおける自宅看取りの実態と課題」
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　会長　江田　純子
　　　　「意思決定支援とアドバンス・ケア・プランニング」
 岡山大学病院緩和支持医療科 診療科長　松岡　順治
　　２）県北会場
　　　　平成29年10月14日　津山鶴山ホテル
　　　　「人生の最終段階における医療のあり方～岡山県における取組」　
 岡山県保健福祉部医療推進課　総括副参事　山﨑　明広
　　　　「訪問看護ステーションにおける自宅看取りの実態と課題」
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 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　会長　江田　純子
　　　　「アドバンス・ケア・プランニング」 　御津医師会　会長　大橋　　基
　⑩　日医かかりつけ医機能研修制度
　　　研修会
　　１）日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会
　　　　平成29年５月28日　日本医師会館「大講堂」
　　　　県医師会より伝達者等６名が参加
　　２）日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会 伝達講習
　　　　平成29年６月25日　岡山県医師会館　401会議室
　　　　「認知症」 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　「かかりつけ医の質・医療安全」 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　「 フレイル予防、高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群」（映像による講義）
　　　　「かかりつけ医のリハビリテーション」  岡山県医師会理事　沼本　重遠
　　　　「かかりつけ医の在宅医療・緩和医療」 岡山プライマリ・ケア学会　会長　福嶋　啓祐
　　　　「症例検討」（映像による講義）
　　３）日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会（補講）
　　　　平成29年12月28日　岡山県医師会館　402会議室
　　「日医かかりつけ医機能研修制度」修了申請138名に修了証明書を交付。
　⑪　岡山県医師会認定かかりつけ医制度
　　研修会
　　１）診療報酬における地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会（映像）
　　　　平成29年７月30日　岡山県医師会館　501会議室
　　２）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　　　平成29年８月27日　岡山県医師会館　401会議室
　　　　「糖尿病」 岡山大学病院糖尿病センター助教　利根　淳仁
　　　　「高血圧症」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学准教授　中村　一文
　　　　「脂質異常症」 岡山医療センター　糖尿病・代謝内科医長　肥田　和之
　　　　「健康相談」「在宅医療」「介護保険」〈在宅医療関連講師人材養成事業研修会伝達講習〉
 岡山大学病院緩和支持医療科診療科長　松岡　順治
　　　　「認知症」 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　「禁煙指導」「死体検案」 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　３）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　　　平成30年３月８日（木）津山保健センターホール
　　　　「在宅医療における服薬管理等」 岡山県薬剤師会理事・津山支部長　冨永美香子 
　　　　「死体検案」「禁煙指導」 岡山県医師会副会長　　松山　正春 
　　４）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　　　平成30年３月15日（木）津山保健センターホール
　　　　「健康相談」「在宅医療」「介護保険」
　　　　在宅医療関連講師人材養成事業研修会伝達講習　岡山大学大学院保健学研究科 教授 　松岡　順治
　　審査会　平成30年３月22日　岡山県医師会応接室
　　　　新規132名、更新157名
　　　　審査会委員：堀部　徹（岡山薬剤師会会長）
　　　　　　　　　　則安俊昭（岡山県医療推進課課長）
　　　　　　　　　　福嶋啓祐（岡山プライマリ・ケア学会会長）
　　　　　　　　　　佐藤正浩（岡山県医師会担当理事）
　　　　　　　　　　オブザーバー
　　　　　　　　　　松山正春（岡山県医師会副会長）
　⑫　日本医師会介護保険委員会
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　　　平成29年５月26日、７月14日、９月29日、12月22日、平成30年１月31日
　⑬　都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会　平成30年３月７日
　⑭　岡山県介護保険制度推進委員会
　　　平成29年６月６日、11月21日、平成30年２月19日、２月22日
　⑮　岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会　平成30年２月22日　　
　⑯　岡山県認知症対策連絡会議　平成30年１月16日
　⑰　岡山県認知症疾患医療センター検討委員会　平成30年１月23日
　⑱　岡山県認知症疾患医療センター検討委員会　平成30年１月23日
　⑲　岡山県介護保険関連団体協議会
　　　総会　平成29年８月３日
　⑳　訪問看護ステーション連絡協議会
　　１）理事会
　　　　平成29年４月27日、６月24日、８月17日、12月21日、平成30年３月15日
　　２）推進協議会
　　　　平成29年７月18日、平成30年２月27日
　　３）課題検討協議会
　　　　平成29年７月18日、11月21日、平成30年２月27日
　㉑　県南西部保健医療圏保健医療対策協議会県南西部地域医療構想調整会議
　　　　平成29年６月29日、８月24日、９月14日
　㉒　高梁新見圏域保健医療対策協議会及び第１回高梁・新見地域医療構想調整会議
　　　平成29年６月20日
　㉓　高梁市医療計画検討委員会　平成29年８月22日
　㉔　県南東部保健医療圏保健医療協議会及び地域医療構想調整会議　平成29年８月10日
　㉕　岡山県在宅医療推進協議会
　　　第１回　平成29年８月７日
　　　第２回　平成30年２月７日
⑾　プライマリ・ケア部会
　　岡山プライマリ・ケア学会と表裏一体、下記の事業を共催で行った。
　①　部会委員会　２回開催
　②　研修会（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　１）プライマリ・ケア講座
　　　　平成29年７月16日（日）岡山県医師会館　４階　401会議室　27名
　　　　テーマ：東日本大震災　～福島県の復興～
　　　　「原発被災地　−医療復興への試み−」 南相馬市立小高病院　診療部内科長　藤井　宏二　先生
　　２）認知症研修会　～在宅で認知症を支える⑻～
　　　　平成29年９月23日（土・祝）岡山県医師会館　４階　401会議室　56名
　　　　「BPSDの“からくり”とその対応」 （医）エスポアール出雲クリニック　院長　高橋　幸男　先生
　　３ ）実践シンポジウム　～地域包括ケアを精神障がい者の地域生活に拡げるにあたってプライマリ・ケア医療

機関は何ができるか～
　　　　平成30年１月20日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　21名
　　　　「精神障がい者のがん検診をはじめとした保健サービス利用状況」 
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学教室　藤原　雅樹　先生
　　　　「精神症状・精神疾患を有する方のプライマリ・ケアと精神科連携」
 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 院長　来住　由樹　先生 
　　４）ACP研修会
　　　　平成30年２月10日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　26名
　　　　事前説明及びACPの普及に向けてのDVD上映 岡山プライマリ・ケア学会　役員　則安　俊昭
　　　　グループディスカッション
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　　　　ACPの実践に向けて、ACP関連ツールをどう使うか。更に何が必要か。
　　５）岡山プライマリ・ケア学会　総会・第25回記念学術大会
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　平成30年３月21日（水・祝）　岡山県医師会館　４階　401・402会議室　112名
　　　　テーマ：みんなの心とからだ・生活を守るプライマリ・ケア−多職種の和で進化しよう−
　　　　日本医師会赤ひげ大賞受賞講演
　　　　　「第６回日本医師会赤ひげ大賞を受賞して」 塚本内科医院　院長　塚本　眞言
　　　　　地域包括ケアシステムにおける「円城安心ネット」の取り組み
　　　　記念講演
　　　　　「2018年診療・介護報酬同時改定が推進する地域包括ケアシステム」
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　　プラクティカル・エデュケーション
　　　　　「通所でリハビリテーション栄養を考える～ご利用者様のために私たちが出来ること～」
 デイサービスセンターよつばよしはま施設長　葛原　崇之
　　　　　青山英康先生追悼講演
　　　　　「生活の場での医療改革から国際的視野に立った医療・介護・福祉への思い」
 岡山プライマリ・ケア学会役員　青木　佳之
　　　　　岡山プライマリ・ケア学会の歩み
　　　　　「History of Primary Care in OKAYAMA−岡山のプライマリ・ケアと共に歩む歴史−」
 岡山プライマリ・ケア学会顧問　福岡　英明
　③　医療福祉塾（ケアマネ・介護職のための少人数の塾）
　　　岡山プライマリ・ケア学会、岡山県介護支援専門員協会と共催
　　　場所：浅口市健康福祉センター
　　　内容：医師による疾患理解の講義等
　　１）日時：平成29年９月６日（水）出席者数54名
　　　　内容：統合失調症、うつ病
　　　　講師：国定病院　院長　北村吉宏
　　２）日時：平成29年11月７日（火）出席者数49名
　　　　内容：肺炎について
　　　　講師：みわ記念病院　院長　柚木　昌
　　３）日時：平成30年１月10日（水）出席者数48名
　　　　内容：骨粗鬆症と脊椎圧迫骨折
　　　　講師：金光病院　副院長　前田徹也

３．医学会に関する事項

⑴　岡山県医師会学術奨励賞
　 　平成29年度は下記２名に授与された。平成29年12月９日に授与式、平成30年２月17日に三木記念ホールで受賞

講演が行われた。
　①　「日本人維持透析患者におけるフレイルの現状」
 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科　医員　竹内　英実
　②　「成人急性単純性膀胱炎におけるセフジトレン ピボキシルの臨床効果と投与期間の検討」
 岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科泌尿器病態学講座　医員　定平　卓也
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４．地域医療・保健対策に関する事項

⑴　特定健診・特定保健指導
　　昨年と同様、被用者保険及び岡山県医師国民健康保険組合と集合契約を行った。
⑵　精密検診従事者講習会
　①　肺がん読影研究会/消化管精検研究会・消化管検診研究会
　　　場所：岡山県医師会館　501会議室

肺がん読影研究会 消化管精検研究会/
消化管検診研究会

平成29年４月 25日 −
　　　　５月 23日 24日
　　　　６月 27日 −
　　　　７月 25日 26日
　　　　８月 22日 −
　　　　９月 26日 27日
　　　　10月 24日 −
　　　　11月 28日 29日
　　　　12月 − −
平成30年１月 23日 24日
　　　　２月 27日 −
　　　　３月 27日 28日

　②　消化管検診研究会講演会 三木記念ホール
　　１）平成29年度第１回消化管検診研究会講演会（平成29年９月２日）
　　　　講演Ⅰ「胃がん検診の現状と課題」
　　　　　講師：東京都がん検診センター消化器内科部長　入口　陽介
　　　　講演Ⅱ「大腸がんの内視鏡検診と近未来像」
　　　　　講師：昭和大学横浜市北部病院消化器センター長　工藤　進英
　　２）平成29年度第２回消化管検診研究会講演会（平成30年２月24日）
　　　　講演Ⅰ「胃がん発生リスクを考慮した胃がん対策～胃がんリスク層別化検診と中学生ピロリ菌検診～」
　　　　　講師：医療法人敬和会　近藤病院　院長　近藤　秀則
　　　　講演Ⅱ「下部消化管内視鏡診療の現状（腸炎から大腸癌内視鏡治療まで）」
　　　　　講師：津山中央病院　内科　主任部長　竹本　浩二
　③　岡山胸部疾患研究会講演会（平成30年３月３日）　三木記念ホール
　　　　情報提供：「岡山県における結核対策について」
　　　　　岡山県保健福祉部健康推進課　感染症対策班　技師　佐藤　友季
　　　　講演Ⅰ「結核の集団・院内感染を防ぐために」
　　　　　講師：公益財団法人結核予防会結核研究所　 所長　加藤　誠也
　　　　講演Ⅱ「急速に進歩する肺がん診療」
　　　　　講師：千葉大学大学院医学研究院　臨床腫瘍学　
　　　　　　　　千葉大学医学部附属病院 腫瘍内科　教授　滝口　裕一
⑶　乳がん検診講習会　
　①　平成29年４月８日（土）：岡山県医師会館三木記念ホール
　　　「マンモグラフィ読影を中心とした乳がん検診のお話」
 川崎医科大学乳腺甲状腺外科　講師　野村　長久
　②　平成29年６月３日（土）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「実地診療医がみた乳がん」 おおもと病院　副院長　村上　茂樹
　③　平成29年８月５日（土）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「みんなで読影しようマンモグラフィ」 川崎医科大学乳腺甲状腺外科　講師　野村　長久
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　④　平成29年８月22日（火）：倉敷市休日夜間急患センター
　　　「乳癌　最近の動向～岡山県の乳癌情報を含めて～」 川崎医科大学附属病院病院長　園尾　博司
　⑤　平成29年８月25日（金）：津山保健センターホール
　　　「乳がんの治療について」 津山中央病院　外科部長　野上　智弘
　⑥　平成29年10月15日（日）：岡山県医師会館 三木記念ホール
　　　「乳がんで命を落とすのはもったいないんです！」 岡山赤十字病院　院長　辻　　尚志
　⑦　平成29年12月２日（土）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「乳癌検診の現状と展望」　
 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科／新医療研究開発センター　助教　岩本　高行
　⑧　平成30年２月18日（日）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「当院における乳がん検診の取り組みと検診で発見された乳がん症例について」
 岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科　部長　吉富　誠二
⑷　かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修事業
　 　本年度も岡山県の委託により「かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会」を開催した。平成29年度は

特定疾患の内「消化器系疾患」をテーマに取り上げた。
　①　岡山
　　　日時：平成29年11月21日（火）19：30 ～ 20：45
　　　場所：岡山県医師会館　４階　401会議室
　　　出席：19名
　　　「炎症性腸疾患の病態～診断～治療についておはなしします！」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科学客員研究員　高原　政宏
　②　倉敷
　　　日時：平成29年11月28日（火）19：30 ～ 20：45
　　　場所：倉敷市休日夜間急患センター大会議室
　　　出席：24名
　　　「炎症性腸疾患の診断について（クローン病、潰瘍性大腸炎）」
 川崎医科大学附属病院　消化器センター　食道・胃腸内科　医長（講師）　石井　　学
　③　津山
　　　日時：平成30年２月15日（火）19：30 ～ 20：45
　　　場所：津山鶴山ホテル
　　　出席：30名
　　　「炎症性腸疾患の診断について（クローン病、潰瘍性大腸炎）」
 川崎医科大学附属病院　消化器センター　食道・胃腸内科　医長（講師）石井　　学
⑸　肝疾患対策事業
　　研修会
　　　第21回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　　日時：平成30年３月４日（日）13：00 ～ 15：00
　　　場所：ピュアリティまきび　２階　孔雀
　　　演題・講師
　　　　①　「Ｃ型肝炎の最新治療」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器・肝臓内科学　助教　池田　房雄
　　　　②　「Ｃ型肝炎治療後の栄養療法」 岡山済生会総合病院 栄養科長　大原　秋子
　　情報提供
　　　　①「肝炎医療費助成事業の実施状況報告」
　　　　　　報告者　岡山県肝炎一次専門医療器幹部会
　　　　②「肝炎医療費助成の申請等について」
　　　　　　報告者　岡山県健康推進課
⑹　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　企画委員会
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　　　日時：平成29年10月23日（月）
　　　会場：岡山県医師会館　501会議室
　　　人数：９名
　　研修会
　①　倉敷会場（43名）
　　　日時：平成30年３月13日（火）19時～ 21時
　　　会場：倉敷市休日夜間急患センター大会議室（倉敷市新田2689）
　　１）演題　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　　講師　和迩　健太　先生（川崎医科大学総合医療センター 心療科）
　　２）演題　「うつ病の診断と治療について」
　　　　講師　原田　智子　先生（さくらストレスケアクリニック）
　②　津山会場（31名）
　　　日時：平成30年３月22日（木）　18時～ 20時　
　　　会場：津山保健センターホール（津山市椿高下114）
　　１）演題　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　　講師　髙山　恵子　先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　　２）演題　「うつ病・うつ状態の診断と治療」
　　　　講師　髙橋　　茂　先生（積善病院）
⑺　岡山県糖尿病対策推進会議
　①　糖尿病研修会
　　 　総合管理医療機関認定・更新研修会を開催ブロック郡市地区医師会、岡山県医師会、岡山県糖尿病対策推進

会議、岡山大学病院糖尿病センター主催で開催した。
　　　Ａ講座（医師対象）
　　　　「糖尿病の診断と治療について」 岡山大学病院　新医療研究開発センター教授　四方　賢一
　　　Ｂ講座（医師対象）
　　　　「糖尿病の合併症治療等について」 岡山大学病院　糖尿病センター　助教　利根　淳仁
　　１）平成29年６月８日（木）津山保健センター
　　２）平成29年７月６日（木）倉敷国際ホテル
　　３）平成29年11月19日（日）岡山県医師会館　三木記念ホール
　②　岡山県糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業への協力
　③　世界糖尿病デー啓発活動への賛同
　④　糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業への協力
⑻　各種協議・研究会
　①　全国有床診療所連絡協議会
　　平成29年６月４日　　　　中国四国医師会有床診療所担当理事連絡協議会（ホテルグランヴィア岡山）
　　平成29年７月１日　　　　全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会役員会
　　　　　　　　　　　　　　臨時ブロック会（大分）
　　平成29年７月１日～２日　第30回全国有床診療所連絡協議会総会（大分）
　②　平成29年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成29年10月21日（土）　札幌グランドホテル　別館２階「グランドホール」において、北海道担当で行われ、

清水信義副会長・山本博道理事・合地明理事が出席した。
　③　岡山県在宅医療推進協議会
　　　第１回　平成29年８月７日
　　　第２回　平成30年２月７日
　④　卒後臨床研修対策（岩月理事・神﨑理事・山本理事）　
　　１ ）平成29年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成30年３月３、４日、津山中央病院に於いて、

岡山県医師会・津山中央病院が主催し開催した。参加者は13名であった。
　⑤　その他
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　　１）感染症予防対策
　　　ア 　定期予防接種の全県的相互乗り入れ制度の継続及び新型インフルエンザ、子宮頸がんワクチン接種の県

内相互乗り入れ：平成15年４月１日よりこの相互乗り入れ制度が実現し、平成29年度もこの制度が継続し
ている。

　　　イ　平成30年３月１日～７日　子ども予防接種週間
　　　ウ 　平成29年６月５日（火）　平成29年度第１回岡山県立学校結核対策委員会、岡山大学教育学部附属学校

結核対策委員会第が健康づくり財団にて開催され、國富理事が出席した。
　　　エ 　平成29年10月24日（火）平成29年度予防接種従事者研修会は岡山コンベンションセンターで開催され、

國富理事が出席した。
　　　オ 　平成29年10月30日（火）岡山県結核対策連携会議がピュアリティまきびにて開催され、國富理事が出席

した。
　　　カ 　平成30年２月26日（月）岡山県結核対策連携会議がピュアリティまきびにて開催され、國富理事が出席

した。
　　　キ 　平成30年３月23日（金）岡山県感染症対策委員会が岡山県医師会館402会議室にて開催され、石川会長、

國富理事、田淵理事が出席した。
　　　ク 　平成30年３月23日（金）岡山県麻しん風しん対策会議が岡山県医師会館502会議室にて開催され、國富

理事が出席した。
　　　ケ 　平成30年３月13日（火）指定（地方）公共機関（医療機関・医療関係団体）会議がピュアリティまきび

にて開催され、國富理事が出席した。
　　２）公害保健（山本理事）
　　　 　「公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年10月５日法律第111号）」により、公害（大気汚染、水質汚染）

による健康被害に対する補償が為されている。大気汚染については、第１種指定地域が指定され、昭和62年
に解除された。

　　　 　全国の認定者数は昭和63年の107,207人が最多で、平成２年以降新規認定者は無く、平成27年度末に36,128
人、平成28年度末に34,973人。岡山県では岡山県公害被害認定審査会条例（昭和50年12月24日公布）に基づ
き二つの審査会（①備前市・玉野市、②倉敷市）で審査が実施されている。平成27年度末の県内認定者数
は、備前市36人、玉野市28人、倉敷市1,148人。平成28年度末には、備前市33人、玉野市26人、倉敷市1,096人。
若干の減少がみられる。平成29年度の備前保健所での審査会には、中田会長、近藤副会長のもと年度７回審
査会が開催された。

　　３）へき地医療支援
　　　ア　平成29年度　第１回へき地医療支援会議
　　　　　日時：平成29年７月11日（火）15：00 ～ 16：30
　　　　　場所：岡山済生会総合病院　管理棟３階第３会議室
　　　　ⅰ　開会
　　　　ⅱ　あいさつ
　　　　ⅲ　新任委員紹介
　　　　ⅳ　会長の選出
　　　　ⅴ　議事
　　　　　ａ．平成28年度へき地医療支援機構事業の実績について
　　　　　ｂ．平成29年度へき地医療支援機構事業の実施について
　　　　　ｃ．その他
　　　　　　　・岡山県医療推進課からの報告事項
　　　　　　　・次期開催期日について
　　　　　　　　　（案）平成30年２月６日（火）
　　　　　　　・その他
　　　　ⅵ　閉会
　　　イ　平成29年度　第２回岡山県へき地医療支援会議
　　　　　日時：平成30年２月６日（木）15：00 ～ 16：30
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　　　　　場所：岡山済生会総合病院　管理棟３階　第３会議室
　　　　ⅰ　開会
　　　　ⅱ　あいさつ
　　　　ⅲ　議事
　　　　　ａ．平成29年度へき地医療支援機構事業の実施状況等について
　　　　　ｂ．新専門医制度の状況について
　　　　　ｃ．岡山県医療推進課からの報告事項
　　　　　ｄ．その他
　　　　ⅳ　閉会
　　４）卒後臨床研修対策（岩月理事・神﨑理事・山本理事）　
　　　ア 　平成29年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成30年３月３、４日、津山中央病院に於いて、

岡山県医師会・津山中央病院が主催し開催した。参加者は13名であった。

５．地域福祉対策に関する事項

⑴　介護保険
　①　岡山県医師会地域包括ケア部会委員会会議
　　１）第１回　平成29年10月28日　岡山県医師会館　401議室
　　　 　地域包括ケア部会外部団体の活動報告、平成30年度診療報酬・介護報酬同時改定を踏まえた介護報酬改定

の方向性
　　２）第２回　平成30年３月24日　岡山県医師会館　401会議室
　　　　地域包括ケア部会外部団体の活動報告、平成30年度介護報酬改定
　②　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　　アドバイザー　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　１）第10回　平成29年12月26日　メルパルク岡山
　　　　倉敷地域における地域医療構想と地域包括ケアシステムについて
　　　　水島地区における活動について 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　玉島地区における活動について 玉島医師会　会長　守屋　直人
　　　　倉敷市版地域包括ケアシステム構築にむけて 倉敷市保健福祉局　参与　吉田　昌司
　　２）第11回　平成30年２月６日　メルパルク岡山
　　　　地域医療構想　～医療機能分化の推進・強化へ向けて～」
　　　　病院協会の立場から「地域医療構想・地域包括ケアシステムの問題点」
 岡山県病院協会　会長　難波　義夫
　　　　保健所の立場から「地域医療構想の取組」 岡山県備中保健所　所長　徳山　雅之
　　　　県庁立場から
　　　　　「地域医療構想の実現に向けて～国が進める制度の整備と今後の県の対応～」
 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭
　　　　松田晋哉アドバイザーよりの情報提供「働き方改革と病院」
　　３）第12回　平成30年３月１日　メルパルク岡山
　　　　「2018年診療・介護報酬同時改定における口腔・栄養関連項目について」
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　歯科の立場から「地域包括ケアシステムの実現にむけて」 岡山県歯科医師会　副会長　黒住　正三
　　　　管理栄養士の立場から「在宅でできる低栄養予防～フレイル対策と食事～」
 岡山県栄養士会　副会長　坂本八千代
　　　　「地域包括ケアのための『予防』とは～特定健診・特定保健指導事業の意義を考える～」
 産業医科大学公衆衛生学教室　教 授　松田　晋哉
　③　岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　
　　　平成30年１月13日　岡山プラザホテル
　　　特別講演「データから考える地域包括ケア」　 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
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　　　グループワーク「在宅医療介護連携推進事業の進捗状況と今後の展望」
　　　グループワーク発表と講評
　④　岡山県認知症サポート医の集い
　　　平成29年９月23日　ピュアリティまきび
　　　講義：
　　　　　　「サポート医のための認知症の診断と治療」　　　　　　
　　　　　　　講師　川崎医科大学　神経内科学　教授　砂田芳秀　　
　　　　　　「認知症初期集中支援チームにおけるサポート医の役割」　
　　　　　　　講師　岡山県医師会　理事　江澤 和彦
　　　報告：　　　
　　　　　　「岡山県における認知症施策について」　　　　　　　 　
　　　　　　　報告者　岡山県保健福祉部長寿社会課　課長　那須 信行　
　　　　　　「認知症に関する改正道路交通法について」　　
　　　　　　　報告者　岡山県警察交通部運転免許課　課長補佐　坂本修一、池田浩己
　　　　　　　　　　　岡山県医師会　理事　江澤　和彦　　　　　
　　　グループワーク発表と講評
　　　　　　　議題「認知症サポート医の活動について」　
　⑤　主治医研修事業
　　　〈倉敷会場〉　平成29年10月15日
　　　　介護認定審査会委員研修　SEO財団　福祉サービス評価機構　奥住　浩代
　　　〈岡山会場〉　平成29年12月２日
　　　　「2018年診療・介護報酬同時改定の方向性−地域医療構想と地域包括ケアシステムの推進に向けて−」
　　　　講師：岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　「地域包括ケアシステムを深化・推進する医療介護連携
　　　　−2018年診療報酬・介護報酬同時改定を見据えたかかりつけ医機能とは−」
　　　　講師：日本慢性期医療協会副会長・福井県医師会副会長　池端　幸彦　
　　　〈浅口会場〉　平成30年２月１日
　　　　「地域包括ケアシステムの進化・推進」「主治医意見書の書き方」
　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　　　浅口医師会会長　　福嶋　啓祐
　　　〈津山会場〉　平成30年２月24日
　　　　「道路交通法改正後の現状について」
　　　　講師：岡山県警察本部交通部運転免許課適性指導係指導官　村野　耕司　
　　　　「介護保険制度と市のとりくみ」
　　　　講師：津山市環境福祉部高齢介護課　坂手　鏡子
　　　　「介護保険の基本と主治医意見書について」
　　　　講師：医療法人こころ勝北診療所院長　平井　龍三
　　　　「地域包括ケアシステムと地域医療構想」
　　　　講師：津山市医師会会長　薄元　亮二
　⑥　岡山県地域包括ケアシステム学会
　　１）学術大会
　　　平成29年10月１日　岡山県医師会館
　　２）理事会
　　　　第１回：平成29年４月25日
　　　　第２回：平成29年10月１日
　　　　第３回：平成29年１月30日
　⑦　認知症に関する改正道路交通法協議会
　　　平成29年８月９日　岡山県医師会館502会議室
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　　　情報提供「平成28年度認知症に関する改正道路交通法協議会の概要」
　　　　　　　　「高齢運転者交通事故防止対策に関する提言」
　　　　　　　　「おかやま愛カードについて」　　 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　　　　　「改正道路交通法施行後の状況（６月末現在）」 岡山県警察本部交通部運転免許課
　　　各関係機関の仮題共有と今後の方向性について
　⑧　日医かかりつけ医機能研修制度
　　　研修会
　　１）日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会
　　　　平成29年５月28日　日本医師会館「大講堂」
　　　　県医師会より伝達者等６名が参加
　　２）日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会 伝達講習
　　　　平成29年６月25日　岡山県医師会館　401会議室
　　　　「認知症」 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　「かかりつけ医の質・医療安全」 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　「 フレイル予防、高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群」（映像による講義）
　　　　「かかりつけ医のリハビリテーション」 岡山県医師会理事　沼本　重遠
　　　　「かかりつけ医の在宅医療・緩和医療」 岡山プライマリ・ケア学会　会長　福嶋　啓祐
　　　　「症例検討」（映像による講義）
　　３）日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度応用研修会（補講）
　　　　平成29年12月28日　岡山県医師会館　402会議室
　　　　「日医かかりつけ医機能研修制度」修了申請138名に修了証明書を交付。
　⑨　岡山県医師会認定かかりつけ医制度
　　研修会
　　１）診療報酬における地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会（映像）
　　　　平成29年７月30日　岡山県医師会館　501会議室
　　２）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　　　平成29年８月27日　岡山県医師会館　401会議室
　　　　「糖尿病」 岡山大学病院糖尿病センター助教　利根　淳仁
　　　　「高血圧症」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学准教授　中村　一文
　　　　「脂質異常症」 岡山医療センター　糖尿病・代謝内科医長　肥田　和之
　　　　「健康相談」「在宅医療」「介護保険」〈在宅医療関連講師人材養成事業研修会伝達講習〉
 岡山大学病院緩和支持医療科診療科長　松岡　順治
　　　　「認知症」 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　「禁煙指導」「死体検案」 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　３）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　　　平成30年３月８日（木）津山保健センターホール
　　　　「在宅医療における服薬管理等」 岡山県薬剤師会理事・津山支部長　冨永美香子 
　　　　「死体検案」「禁煙指導」 岡山県医師会副会長　松山　正春 
　　４）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　　　平成30年３月15日（木）津山保健センターホール
　　　　「健康相談」「在宅医療」「介護保険」
　　　　在宅医療関連講師人材養成事業研修会伝達講習 岡山大学大学院保健学研究科　教授　松岡　順治 
　　審査会　平成30年３月22日　岡山県医師会応接室
　　　　新規132名、更新157名
　　　　審査会委員：堀部　徹（岡山薬剤師会会長）
　　　　　　　　　　則安俊昭（岡山県医療推進課課長）
　　　　　　　　　　福嶋啓祐（岡山プライマリ・ケア学会会長）
　　　　　　　　　　佐藤正浩（岡山県医師会担当理事）
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　　　　　　　　　　オブザーバー
　　　　　　　　　　松山正春（岡山県医師会副会長）
　⑩　診療報酬・介護報酬同時改定講演会
　　１）診療報酬改定講演会
　　　　平成30年３月10日　おかやま未来ホール
　　　　「平成30年度診療報酬改定の概要」 厚生労働省保険局医療課　課長　迫井　正深
　　２）介護報酬改定講演会
　　　　平成30年３月24日　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　　「平成30年度介護報酬改定とその意義・期待について」
 厚生労働省老健局老人保健課介護保険データ分析室　室長　西嶋　康浩
　⑪　幸福な長寿社会実現事業研修会
　　１）県南会場
　　　　平成29年11月25日　岡山県医師会館401会議室
　　　　「人生の最終段階における医療のあり方」　
 厚生労働省大臣官房厚生科学課　医療イノベーション企画官　伯野　春彦
　　　　「訪問看護ステーションにおける自宅看取りの実態と課題」
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　会長　江田　純子
　　　　「意思決定支援とアドバンス・ケア・プランニング」
 岡山大学病院緩和支持医療科 診療科長　松岡　順治
　　２）県北会場
　　　　平成29年10月14日　津山鶴山ホテル
　　　　「人生の最終段階における医療のあり方～岡山県における取組」　
 岡山県保健福祉部医療推進課　総括副参事　山﨑　明広
　　　　「訪問看護ステーションにおける自宅看取りの実態と課題」
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　会長　江田　純子
　　　　「アドバンス・ケア・プランニング」 御津医師会　会長　大橋　　基
　⑫　日本医師会介護保険委員会
　　　平成29年５月26日、７月14日、９月29日、12月22日、平成30年１月31日
　⑬　都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会　平成30年３月７日
　⑭　岡山県介護保険制度推進委員会
　　　平成29年６月６日、11月21日、平成30年２月19日、２月22日
　⑮　岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会　平成30年２月22日　　
　⑯　岡山県認知症対策連絡会議　平成30年１月16日
　⑰　岡山県認知症疾患医療センター検討委員会　平成30年１月23日
　⑱　岡山県介護保険関連団体協議会
　　　総会　平成29年８月３日
　⑲　訪問看護ステーション連絡協議会
　　１）理事会
　　　　平成29年４月27日、６月24日、８月17日、12月21日、平成30年３月15日
　　２）推進協議会
　　　　平成29年７月18日、平成30年２月27日
　　３）課題検討協議会
　　　　平成29年７月18日、11月21日、平成30年２月27日
　⑳　岡山県在宅医療推進協議会
　　　平成29年８月７日、平成30年２月７日
　㉑　県南西部保健医療圏保健医療対策協議会県南西部地域医療構想調整会議
　　　平成29年６月29日、８月24日、９月14日
　㉒　高梁新見圏域保健医療対策協議会及び第１回高梁・新見地域医療構想調整会議
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　　　平成29年６月20日
　㉓　高梁市医療計画検討委員会　平成29年８月22日
　㉔　県南東部保健医療圏保健医療協議会及び地域医療構想調整会議　平成29年８月10日
　㉕　認知症早期診断推進事業
　　１）かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　〈津山会場〉
　　　　日　時：平成30年１月18日（木）　18時～ 21時
　　　　場　所：津山保健センターホール（津山市椿高下114）
　　　　　ア．講　義　18：10 ～ 19：10
　　　　　　　演　題：「認知症の最近の話題」
　　　　　　　講　師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学　講師　太田　康之
　　　　　イ．症例検討　19：20 ～ 20：50
　　　　　　◦症例説明（10分）
　　　　　　◦グループ討議（30分）
　　　　　　◦各グループ発表（30分）
　　　　　　◦総合討議・総評（20分）
　　　〈倉敷会場〉
　　　　日　時：平成30年１月29日（月）　18時～ 21時
　　　　場　所：倉敷市休日夜間急患センター（倉敷市新田2689）
　　　　　ア．講　義　18：10 ～ 19：10
　　　　　　　演　題：「認知症の診断とBPSD対応について」
　　　　　　　講　師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学　講師　山下　徹 
　　　　　イ．症例検討　19：20 ～ 20：50
　　　　　　◦症例説明（10分）
　　　　　　◦グループ討議（30分）
　　　　　　◦各グループ発表（30分）
　　　　　　◦総合討議・総評（20分）　
　　２）認知症サポート医養成研修
　　　　岡山県医師会推薦10名、市町村推薦８名、他８名の合計26名が研修に参加した。
　　　　平成29年８月５日（土）～６日（日）東京会場３名
　　　　平成29年９月９日（土）～ 10日（日）福岡会場９名
　　　　平成29年10月21日（土）～ 22日（日）北海道会場２名
　　　　平成29年12月９日（土）～ 10日（日）京都会場８名
　　　　平成29年12月16日（土）～ 17日（日）愛知会場１名
　　　　平成30年１月27日（土）～ 28日（日）東京会場３名
　㉖　病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業
　　　　〈岡山会場①〉
　　　　　日　　時：平成29年９月19日（火）19時～ 21時
　　　　　場　　所：岡山県医師会館　401会議室（岡山市北区駅元町19‒ ２）
　　　　　伝達講師：いぬい医院　福岡　英明
　　　　　　　　　　川崎医科大学総合医療センター　石原　武士
　　　　〈津山会場〉
　　　　　日　　時：平成29年10月11日（水）19時～ 21時
　　　　　場　　所：津山鶴山ホテル（津山市東新町114‒ ４）
　　　　　伝達講師：万成病院　石丸　信一
　　　　　　　　　　岡山赤十字病院　中島　誠
　　　　〈岡山会場②〉
　　　　　日　　時：平成29年10月17日（火）19時～ 21時
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　　　　　場　　所：岡山県医師会館　401会議室（岡山市北区駅元町19−２）
　　　　　伝達講師：いぬい医院　福岡　英明
　　　　　　　　　　岡山大学病院　寺田　整司
　　　　〈倉敷会場〉
　　　　日　　時：平成29年10月31日（火）19時～ 21時
　　　　会　　場：倉敷アイビースクエア（倉敷市本町７‒ ２）
　　　　伝達講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　　　　　川崎医科大学総合医療センター　石原　武士
　㉗　指定医研修業務
　　１）難病指定医研修
　　　　日時：平成29年６月４日（日）９：00 ～ 16：30
　　　　場所：岡山県医師会館　４階　401会議室
　　　　出席：101名
　　　　「難病の医療費助成制度について」 岡山県保健福祉部医薬安全課
　　　　「代表的な疾患の診断等について〈膠原病〉」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科准教授　佐田　憲映
　　　　「代表的な疾患の診断等について　〈下垂体疾患〉」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授　大塚　文男
　　２）小児慢性特定疾病指定医研修
　　　　日時：平成29年５月28日（日）13：30 ～ 16：30
　　　　場所：岡山県医師会館　４階　402会議室
　　　　出席：21名
　　　　「小児慢性特定疾病医療費の支給制度等について」 岡山県保健福祉部医薬安全課
　　　　「小児慢性特定疾病の代表的な疾患の診断等について」
 岡山済生会総合病院　小児科診療部長　田中　弘之

６．学校保健対策・母子保健対策に関する事項

⑴　学校保健
　①　学校医部会（國富・佐藤・片山・藤本理事）
　　１）岡山県学校検尿・３歳児検尿マニュアル検討委員会
　　　　日時：平成29年７月19日（水）19：00 ～　場所：岡山県医師会館
　②　委員会等
　　１）岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会（８月30日　岡山県医師会館）
　　２）平成29年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月12日　徳島市）
　　３）平成29年度中国地区学校保健研究協議大会（８月17日　岡山コンベンションホール）
　　４）平成29年度中国地区学校保健・学校医大会（８月20日　岡山県医師会館）
　　５）第47回全国学校保健・学校医大会（11月18日　津市）
　　６ ）郡市等地区医師会学校保健担当理事・岡山県医師会学校医部会委員会合同連絡協議会（12月９日　岡山県

医師会館）
　　７）平成29年度岡山県学校保健研修会（29年１月25日　岡山市民会館）
　　８）平成29年度学校保健総合支援事業に係る第１回学校保健推進協議会（10月23日　ピュアリティまきび）
　　　 　平成29年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会（平成30年２月８日　ピュアリティま

きび）
　　９ ）平成29年度第１回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（６月26日　岡

山県庁）
　　　 　平成29年度第２回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（平成29年２月

５日　岡山県庁）
　③　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
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　　　第50回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会（平成30年２月３日、４日　名古屋市）
　④　日医母子・学校保健講習会
　　　平成29年度日医母子保健講習会　平成30年２月18日　於　日本医師会館
　⑤　平成29年度日医学校保健講習会　平成30年３月11日　於　日本医師会館
⑵　小児救急地域医師研修会
　①　平成29年６月22日　於　高梁国際ホテル
　　　「小児腎疾患を中心に、小児救急対応についても」 倉敷中央病院　小児科部長　綾　　邦彦 
　②　平成29年９月27日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　「ここは押さえておきたい！小児救急初期対応」 岡山医療センター　小児科医長　清水　順也 
　③　平成29年10月12日　於　久世エスパスセンター
　　　「小児整形とは？−成長痛の鑑別診断、運動器健診のポイント、乳児股関節健診のあり方、そして、救急対応−」
 旭川荘療育医療センター 診療副部長　青木　　清
　④　平成29年10月17日　於　井原市民病院
　　　「小児腎疾患を中心に、小児救急対応についても」 倉敷中央病院　小児科部長　綾　　邦彦 
　⑤　平成29年11月９日　於　笠岡グランドホテル
　　「発達障害の理解と支援」 岡山大学病院小児神経科　講師　岡　　牧郎
⑶　母子保健対策
　 　厚生労働省並びに岡山県保健福祉部健康推進課が推進する母子保健事業に産婦人科・小児科専門医を中心に積

極的に協力した。年々増加する児童虐待防止に関わるハイリスク妊産婦・ハイリスク児情報提供システムの稼働
も13年目を迎え、保健師訪問事業も順調に進んでいる。

　 　特に今年度からは「産後母子支援のあり方検討協議会」が精神科専門医の参加も得て開始され、産後の母子支
援の強化が推進されることになった。　

　 　更に不妊治療対策事業は岡大病院に設置している不妊相談への相談件数も漸増し、それに従い不妊治療助成支
援事業も拡大されている。又、不妊治療指定医療機関に対する指定基準が平成20年度より改正され、より厳密な
規制が敷かれ各機関に改善が求められている。現在県下では９施設が指定されている。

　 　周産期医療の充実も目覚ましく、NICU、PICUの増設が総合周産期母子医療センター・地域周産期医療センター
を中心に行われている。岡山大学と産科一次施設の間では超緊急搬送に対する新しいシステムがパイロットスタ
ディとして開始され、数年後には全県下で搬送支援アプリ（iPicss）を用いたシステムを構築する予定になって
いる。

　 　更に、市町村に対する妊婦健診委託事業は拡大されたが平成30年度には産後検診が委託事業となる予定である。
　 　中学１年生から高校１年生までの女子への子宮頸がん予防ワクチンについては事業が中断され、再開の目途が

たっていないが、子宮がん検診に細胞診＋ＨＰＶ併用検診実施について検討が始められ、数年後には開始される
見通しとなっている。小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの公費負担接種は順調に行われている。

　 　新生児聴覚検査事業は県として先進県として約14,000名（受験率88.5％）を検査し、0.22％の難聴児が見つかり、
対策が取られている。（平成28年度実績　平成30年２月末現在）また従来の検査機種に加え新機種が認定された。

７．救急・災害医療に関する事項（松山副会長、大原会計担当理事、中島理事、國富理事、沼本理事）

⑴　日本医師会救急災害医療対策委員会（平成29年度）
　　　開催日　９月６日、12月15日
　　　救急災害医療対策委員会第１回JMATワーキンググループ　５月19日
⑵　平成29年度情報通信訓練/衛星利用実証実験　近畿大震災想定訓練（TV会議）平成29年12月６日
⑶　「救急の日」講演会　平成29年９月10日
　　演題Ⅰ「大災害に対する備え−南海トラフ大地震や豪雨災害などの大規模災害に対して医師会に求めるもの」
　　　講師：鳥取大学医学部器官制御外科学講座　教授　本間　正人
　　　救急・災害医学分野救命救急センター長
　　講演Ⅱ「地域包括ケアシステムにおける災害救急医療」
　　　講師：日本医師会　常任理事　松本　吉郎
⑷　救急医療研修会（実動訓練）
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　①　ICLSコース　　平成29年11月19日、平成30年２月25日
　②　第12回市民のための救命講習会　　平成29年11月11日
　③　第２回おかやまJMAT研修会　平成30年２月18日
　　 　我が国で起こりうる様々な災害に対して医療支援活動を行うために必要な知識と技術を習得することを目的

に医師、コメディカルに対してJMAT養成プラグラムとして開催している。
　　　主催：岡山県医師会・川崎医科大学附属病院救急科　
　　　共催：川崎医科大学附属病院

時　　間 内　　容 担当講師 

９：00−９：30 30 受付　　　　　

９：30−９：40 10 挨拶・オリエンテーション 
岡山県医師会　副会長 松山　正春
岡山赤十字病院 石井　史子
川崎医科大学附属病院 井上　貴博

９：40−10：20 40 講義Ⅰ　災害医療概論 岡山赤十字病院 石井　史子

10：20−11：00 40 講義Ⅱ　JMATについて 岡山県医師会　副会長 松山　正春

11：00−11：10 10 休憩　　　　　

11：10−11：50 40 講義Ⅲ　避難所の運営及び
　　　　公衆衛生について 岡山済生会総合病院 野﨑　　哲

11：50−12：20 30 講義Ⅳ　 小児周産期災害リエゾンに
ついて 岡山大学病院 塚原　紘平

12：20−12：50 30 講義Ⅴ　EMISについて 岡山大学病院 山田　太平

12：50−13：35 45 昼食（学生食堂）　　　　　

13：35−14：05 30 講義Ⅵ　トリアージ 岡山大学病院 内藤　宏道

14：05−14：35 30 実技訓練Ⅰ　トリアージタッグ記入 倉敷中央病院 家永慎一郎

14：35−14：45 10 休憩/準備　　　　　
14：45−15：25 40 実技訓練Ⅱ　 災害現場におけるトリ

アージ（START法） 岡山市消防局 江口　伸治

15：25−15：35 10 休憩/準備　　　　　

15：35−17：05 90
机上シミュレーション・グループ
ワーク：医療救護チーム派遣と医療
活動

岡山県医師会　副会長 松山　正春
川崎医科大学附属病院 井上　貴博

17：05−17：20 15 総括・質疑応答 岡山県医師会　副会長 松山　正春

17：20−17：30 10 修了式・終了挨拶 岡山県医師会　副会長 松山　正春

　④　第７回BDLS岡山プロバイダーコース　　平成29年12月17日　
　⑤　第５回ADLS岡山プロバイダーコース　　平成30年３月10日、11日
　　 　これはNDLS-JAPAN事務局（東京医科歯科大学救急救命センター）主催で岡山県医師会、川崎医科大学附

属病院救急科が地方開催共催で行っている。
　　 　本コースは、自然災害を対象にしているが、CBRNEや爆傷・銃創によるテロ対応が大きなウエイトを占め

ている。さらに災害のみならず公衆衛生危機状態、ウイルス性出血熱や高病原性インフルエンザが発生した際
の初動体制も研修の内容に含まれている。コース概要として座学、スキルステーション、症例シナリオ、防護
服の着脱、SALTトリアージ実習があり、２日目の午後は多数傷病者事故訓練（mass casualty）になっている。
なお、今回、第１回ADLS岡山インストラクターコースを１日目の午前で開催された。

⑸　郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急医療対策部会委員会　
　　連絡協議会　
　　　第１回　平成29年11月18日
　　　第２回　平成30年１月27日
　　　第２回協議会では併催で救急医療研修会を開催した。
　　　演題：「岡山県の地域医療を支えるために救急医ができること」
　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救命救急・災害医学講座　教授　中尾　篤典　先生　
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⑹　岡山県医師会CBRNE災害対策医療講習会　平成29年11月23日
　　−救命・救急医、産業医等が知っておくべきこと−
　 　国内外ではCBRNEを使用したテロを含む人為的災害や自然災害が発生しており、特に我が国に点在する毒性

化学物質を扱う化学工場や都市ガス・石油災害等の化学物質の対応が重視されるところである。この講習会では、
テロとCBRNE災害対策の全般的な科目と、放射線災害対策、爆発物災害対策、化学・生物災害対策そして医療
と消防の連携を選んで医療対策を中心に実施された。

　　なお、教育担当はNBCR対策推進機構が担った。
⑺　メディカルコントロール協議会
　①　救急搬送体制連絡協議会メディカルコントールワーキンググループ
　　　第１回検討会　平成29年７月13日
　　　第２回検討会　平成29年10月18日
　　　第３回検討会　平成30年１月29日
　②　救急搬送体制連絡協議会（岡山県メディカルコントロール協議会）
　　　平成30年３月19日
⑻　医療審議会
　　岡山県医療審議会救急医療対策部会　平成30年２月22 日
⑼　防災訓練
　①　平成29度総合防災訓練　平成29年９月３日
　　　メイン会場 百花プラザ、サテライト会場 岡山県消防学校
　②　平成29年度岡山空港航空機事故総合訓練　平成29年11月25日
⑽　DMAT
　　平成29年度おかやまDMAT運営協議会　平成29年４月17日
⑾　ドクターヘリ（平成29年度）
　①　第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成29年８月31日
　②　第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成30年３月22日
⑿　その他（平成29年度）
　①　第１回県南東部保健医療圏保健医療対策協議会及び地域医療構想調整会議　８月10日
　②　県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会　９月14日
　③　第３回県南東部地域医療構想調整会議　２月14日
　④　岡山赤十字病院災害拠点病院医療救護要員研修会　11月26日

８．社会保障対策に関する事項（松山社会保障部長、江澤社会保障部副部長）

　　前記よりの事業計画に図り、保険医の指導、社会保険運営の適正化等に努めた。
⑴　社会保険医療関連事項
　①　社会保険連絡協議会
　　　（中国四国厚生局岡山事務所、岡山県保健福祉部長寿社会課、岡山県医師会三者連絡協議会）
　　 　平成30年３月28日に開催、平成30年度における中国四国厚生局岡山事務所及び岡山県による指導大綱に基づ

く「中国四国厚生局岡山事務所及び岡山県による平成30年度指導実施計画（医科）」が提示され、医療担当者
に対する指導方針等について協議を行った。

　②　社会保険指導者講習会及び伝達講習会
　　 　平成29年度の社会保険指導者講習会のテーマは「脳血管障害診療のエッセンス」で10月４日・５日の２日間

にわたって日本医師会館に於いて開催され松山社会保障部長、山本理事、佐藤理事、合地理事他２名が聴講した。
　　 　伝達講習会は平成30年１月７日午後に岡山県医師会館401会議室において開催し、松山社会保障部長、山本

理事、佐藤理事、合地理事他２名が会員に対して周知を図った。
　③　指導について
　　　昨年と同様に各種指導が行われた。
　　１）新規登録保険医集団指導
　　　 　初期卒後臨床研修の開始にあたり、岡山県保険医登録前の集団指導として臨床研修指定16病院（内３病院
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は研修医なし）の研修医に対して行われ４月６日 三木記念ホールで指導を行い出席者は189名であった。
　　２）指定時集団指導、更新時集団指導・集団的個別指導（集団部分のみ）
　　　 　集団指導・集団的個別指導が、平成29 年７月13 日に岡山県医師会館三木記念ホールで２部制により開催

された。１部は更新時集団指導のみで156機関対象　出席150機関　183人、２部は更新時集団指導、指定時
集団指導151機関（内集個81機関）対象　出席138機関　180人　集団的個別指導欠席３機関であった。これ
らの指導は、指導大綱に基づくもので、集団的個別指導は選定委員会によって選定された類型別に高点数の
上位８％にあたる医療機関である。

　　　 　なお、集団的個別指導について欠席３機関に対して平成29年11月16日に集団指導対象機関255（集個３含む）
のうち、出席244（集個３含む）と同時に行われた。

　　　　この指導形態は集団指導・集団的個別指導との同時に行うものであり来年度以降も継続して行われる。
　　３）新規個別指導、個別指導
　　　 　これは、指導大綱に基づき設置された選定委員会によって選定された保険医療機関の開設者（管理者）に

対して保険医として適正な保険診療を行う為に、カルテ記載、診療内容・請求等について具体的に説明・指
導を行うものであるが、社会保障部員等が中国四国厚生局長より委嘱を受けて保険指導医の資格で指導を
行った。

　　　 　本年度の指導回数19回（新規個別指導２回、個別指導15回、新規個別指導・個別指導２回）であり、個別
指導41機関（情報２機関、再指導10機関、高点数29機関）、新規個別指導20医療機関、対象医療機関数は病
院６機関、診療所55機関であった。

　　　　指導は主に岡山県医師会館401会議室で行なわれた。
　　４）監査
　　　 　監査は、保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等

において、的確に事実関係を把握し、不正かつ適切な措置を採ることを主眼として行われる。
　　　　なお、平成29年度は監査は実施されなかった。
　　５）生活保護法に基づく指定医療機関に対する個別指導の立会について
　　　 　岡山県保健福祉部障害福祉課より生活保護法第50条第２項に基づき指定医療機関の個別指導が平成30年１

月29日１病院に対して行われ地区委員が立会をした。
⑵　社会保険運営事項
　①　中国地方社会保険医療協議会
　　◦保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し
　　◦特定承認保険医療機関の承認及び承認の取消し
　　◦保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、
　　 　厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に文書をもって建

議することができるものであるが、岡山部会12回行われた。なお、今年度総会（広島）は、２月27日に開催さ
れ岡山県の保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消の行政処分が行われた。

　②　社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　 　平成29年７月及び平成30年１月を除き毎月１回（８月休会）日曜日の午後に開催された。医療情勢・医療経

営等に関する情報の伝達、保険医療機関指導立会の報告、保険診療関連事項の質疑応答・討論等を行った。保
険診療等については基金・国保連合会より情報を伝え、それらの情報は部員、地区委員を通じて会員の周知を
図った。

　③　社会保障部部員の会（４月、５月、６月、９月、10月、11月、12月、２月、３月　計９回）
　　 　平成18年度より合同会議の前に部員の会を開催している。今年度もタイムリーな話題について討議し、意志

の疎通を図った。
　④　郡市地区医師会長、支払基金、国保審査委員、社会保障部部員、同地区委員合同会議
　　 　郡市地区医師会長、支払基金、国保連合会審査委員、社会保障部部員、同地区委員合同会議が、「医療機関

と審査委員会の相互理解」をテーマに７月23日に例年の如く開催された。
　⑤　基金・国保両医科審査委員連絡会議
　　　１月７日支払基金、国保審査委員が「審査上の諸問題について」をテーマに討議を行った。
　⑥　平成29年度中国四国医師会連合総会
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　　　第１分科会 医療保険（診療報酬、地域医療構想、基金＝医療分、労災・自賠責保険含む）
　　　９月30日にホテルクレメント徳島において開催された（岡山県医師会報　第1464号）。
　　　岡山県医師会より協議題として「集団的個別指導・新規個別指導について」を討議された。
　⑦　保険医療関係機関連絡協議会
　　 　保険医療関係機関連絡協議会は、三師会、岡山県保健福祉部、保険者、支払基金、国保連合会11機関が参加

して、１年に２回開催される。主催は三師会の持ち回りで行われているが、今年度は岡山県薬剤師会が担当し
た（来年度岡山県医師会が担当）。

　　　開催日　７月13日、２月15日
　⑧　岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　 　この懇談会は、岡山県医師会、中国四国厚生局岡山事務所及び岡山県保健福祉部長寿社会課の三者が、中国

四国厚生局岡山事務所及び岡山県が共同で実施する個別指導、集団的個別指導及び集団指導等に対し、岡山県
医師会員の不安感等を払拭するための窓口として、定期的な懇談の場を設けることを目的として開催された。 

　　　開催日　５月15日、６月12日、７月10日、９月11日、10月２日、　
　　　　　　　11月６日、２月５日、３月２日（計８回）
　⑨　新規開業医療機関に対する保険診療研修会
　　 　総論では指導の仕組み（指導の種類、選定法など）や監査事例などを各論において厚生局の作成している『個

別指導において指摘した事項』、『保険診療の理解のために』を教材として傷病名の付け方、各種指導管理料の
要点など、事例集を元に説明した。

　　　開催日　第１回　９月14日（新規開業者　７施設　９名）
　　　　　　　第２回　２月22日　
　　　　　　　新規開設医療機関（新規個別指導対象者）９医療機関　17名
　　　　　　　個別指導対象　（再指導予備医療機関）９医療機関　17名
　　 　２回目からは新規開設医療機関のみでなく、個別指導においてリピート傾向のある医療機関についても研修

会の案内を出し、適正診療の要点説明を行なった。
　⑩　平成30年度改定時集団指導・平成30年度診療報酬改定説明会　
　　 　平成30年度診療報酬改定に伴う集団指導・説明会を同一日、同一会場で前段で集団指導、後段で説明会を開

催した。　
　　◦３月22日　高梁会場　高梁市文化交流館 ホール（井原、高梁、新見医師会員を対象）
　　◦３月23日　津山会場　津山文化センター 大ホール 
　　　　　　　　（津山市、真庭市、苫田郡、勝田郡、美作市、久米郡医師会員を対象）
　　◦３月26日　岡山会場　岡山市民会館 大ホール
　　　　　　　　（岡山市、西大寺、都窪、岡山大学医師会員を対象）
　　◦３月27日　岡山会場　岡山市民会館 大ホール
　　　　　　　　（ 倉敷、児島、玉島、玉野市、笠岡、吉備、御津、赤磐、和気、邑久、北児島、浅口医師会員を対象）
⑶　社会保険に関する事項
　①　適切な社会保険運営を行うための医療保険制度・社会保障制度並びに介護保険制度の調査研究
　②　医療保険制度改定による混乱を避ける。
　　１）内容を周知し、適正な保険診療を行う為、社会保険に関する情報収集を行う。
　　２）情報の伝達を図り、会員の指導・啓発に努める。
　　３）社会保険医療等に関する会員の疑義に対し、適切な助言を行う。
　③　各種の調査・研究を行う。
　　 　作成委員会を立ち上げ保険診療のてびき　保険診療・カルテ記載の要点を発刊し岡山県医師会A会員に配付

した。今年度は診療報酬改定に伴う追補を発刊する予定である。
　　 　なお、保険診療のてびきは４部構成であり内容は次のとおりである。
　　【第１章】保険診療にあたって知っておくべきこと
　　 　保険診療において診療録（カルテ）はとても大切なものです。その意義と重要性について、押さえておくべ

き基本的なものを法的根拠も含めて解説しています。また、保険医療機関として院内に掲示しなければならな
い事項や費用徴収について、指導、監査及び適時調査の概要について最小限にまとめました。さらに、中国四
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国厚生局により公開されている平成27年度に実施した個別指導内容の全文を掲載。
　　【第２章】これからの医療は介護との連携
　　 　地域包括ケアシステムや在宅医療が推進され、要介護被保険者である患者については介護保険との調整がよ

り一層必要となっています。この章では介護サービスの基本的内容と、医療保険と介護保険が関連する場合の
留意点をまとめました。

　　【第３章】診療報酬チェックポイント
　　 　診療報酬の算定にあたっては施設基準、対象疾患、対象年齢、算定期間や算定回数などさまざまな規定が定

められ、一定のパターンや区分ごとの特徴があります。それらを留意点ごとに一覧にまとめました。また、通
知や診療報酬明細書の記載要領で定められているカルテへの記載事項及びレセプトへの記載事項をチェックリ
ストにし、カルテの記載例や別紙様式の記載例なども抜粋して掲載しています。なお、全国の厚生（支）局が
公開している個別指導の状況（平成27年度）も区分単位にまとめ、参考として掲載。

　　【第４章】資料編
　　　保険医必携である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」と「後期高齢者の療養担当基準」の原文を掲載。

９．日本医師会認定医療秘書養成事業

　⑴　全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成29年度第１回運営委員会
　　　日　時：平成29年度９月23日（土）16：40 ～　
　　　場　所：広島県
　⑵　全国医師会医療秘書学院連絡協議会第67回定例総会
　　　日　時：平成29年９月23日（土）16：40 ～　（出席：清水副会長）
　　　場　所：広島県
　⑶　全国医師会医療秘書学院連絡協議会第21回医療保険請求事務実技試験
　　　日　時：平成29年10月31日（火）
　　　場　所：就実大学
　　　受験者：６名、合格者：１名
　⑷　第38回日本医師会医療秘書認定試験（監督者：清水副会長）
　　　日　時：平成30年２月４日（日）13：00 ～
　　　場　所：就実大学
　　　受験者：５名、合格者：５名
　⑸　医療秘書養成に関する運営委員会
　　　日　時：平成30年３月14日（水）16：30 ～
　　　場　所：岡山県医師会館　502会議室
　⑹　全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成29年度第２回常任委員会
　　　日　時：平成30年３月24日（土）15：45 ～　（出席：國富理事）
　　　場　所：ステーションコンファレンス東京　
　⑺　全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成29年度第２回運営委員会
　　　日　時：平成30年３月24日（土）16：15 ～　（出席：國富理事、就実大学）
　　　場　所：ステーションコンファレンス東京

10．医療勤務環境改善支援事業

⑴　運営協議会
　①　第１回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　　　日時：平成29年４月20日（木）14：00 ～ 15：00
　　　委員：松山正春、平井康子、須田秀之、花田秀、山田泉、則安俊昭、國富優香　
　②　第２回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　　　日時：平成30年２月26日（月）13：30 ～ 14：30
　　　委員：松山正春、佐能量雄、平井康子、花田秀、山田泉、則安俊昭、國富優香、富永優子（委員代理）
　　　※ 松山正春（岡山県医師会副会長）、佐能量雄（岡山県病院協会専務理事）、平井康子（岡山県看護協会常務
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理事）、須田秀之（日本医業経営コンサルタント協会岡山県支部長）、花田秀（岡山県社会保険労務士会副
会長）、山田泉（岡山労働局雇用環境・均等室）、則安俊昭（岡山県保健福祉部医療推進課長）、國富優香（岡
山県保健福祉部医療推進課総括参事）

⑵　研修会
　①　第２回岡山県医師会　医師の勤務環境改善ワークショップ
　　　日時：平成29年８月６日（日）14：00 ～ 16：00
　　　「医師の勤務環境改善へ向けた病院での取り組み」事例発表
　　１）倉敷中央病院　　副院長　新垣　義夫
　　２）岡山赤十字病院　副院長　岡﨑　守宏
　　　「医師の勤務環境改善～健康支援の立場から～」 日本医師会　副会長　今村　　聡
　②　平成29年度第１回　岡山県医療勤務環境改善支援センター講演会
　　　日時：平成29年９月18日（月・祝）13：00 ～ 15：00
　　　「崖っぷち自治体病院」の復活−経営改善の８つのステップ−
 松阪市民病院　総合企画室副室長　世古口　務
　③　平成29年度第２回　岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会
　　　日時：平成29年11月26日（日）13：00 ～ 15：00
　　　「子育て支援・介護支援なども含めたワークライフバランスの多軸的な展開」
 笠岡第一病院　副理事長（小児科）　宮島　裕子
　　　「働くひとの立場にたったWLB−減らす仕事と増やす仕事−」
 岡山大学病院　看護研究・教育センター長　教授　保科　英子
⑶　医師・看護職等のワークライフバランス推進ワークショップ
　①　医師・看護職等のWLB推進ワークショップ
　　　日時：平成29年11月24日（金）14：00 ～ 16：00
　　　支援者：岡山県看護協会　常務理事　平井　康子　
　　　　　　　岡山大学病院　看護研究・教育センター長　教授　保科　英子　
　　　　　　　重井医学研究所附属病院　看護部長　川口　法子　

11．看護職員出向・交流研修事業

　　平成29年度岡山県新規事業として岡山県看護協会に委託した看護職員出向・交流研修事業に協力した。
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平成29年度補助事業・委託事業等

公益１．医療社会活動・教育事業

事　業　名 収入額（円） 補助・委託団体等

生涯教育関係事業 1,629,250 日本医師会

糖尿病研修事業 450,000 日本医師会

子ども予防接種週間事業等 250,000 日本医師会

かかりつけ医認定事業 100,000 日本医師会

指導医のための教育ワークショップ 300,000 日本医師会

スポーツ医研修会 300,000 日本医師会

産業医研修関連事業 3,235,972 産業医学振興財団

結核・感染症サーベイランス事業 8,713,400 岡山県、岡山市、倉敷市

地域包括ケア体制整備支援事業 22,000,000 岡山県

かかりつけ医認定事業 2,100,000 岡山県

がん検診等医療従事者研修事業 2,176,200 岡山県

認知症早期診断推進事業 2,549,781 岡山県

かかりつけ医のための特定疾患研修事業 856,650 岡山県

主治医研修事業 796,329 岡山県

難病等指定医研修事業 673,920 岡山県

救急・災害医療対策関係 233,000 岡山県

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業 585,215 岡山県

緩和ケア事業 1,296,820 岡山県

幸福な長寿社会実現事業（医師研修事業） 1,012,410 岡山県

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業 1,513,512 岡山県

医療勤務環境改善支援センター運営事業 4,000,000 岡山県

公益１　合計 54,772,459 　
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［Ⅱ］医療情報対策事業（公２）

１．医療問題対策

⑴　中国四国医師会連合
　５月13日 中国四国医師会連合　医療保険分科会（ホテルグランヴィア岡山）
　６月24日 中国四国医師会連合常任委員会（東京ドームホテル）
　　　24日 中国四国医師会連合連絡会（東京ドームホテル）
　　　25日 中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　８月11日 中国四国医師会事務局長会議（徳島県医師会館）
　　　12日 平成29年度中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡協議会（徳島県医師会館）
　９月30日 平成29年度中国四国医師会連合常任委員会（ホテルクレメント徳島）
　　　30日 平成29年度中国四国医師会連合総会並びに各分科会（ホテルクレメント徳島）
　10月１日 平成29年度中国四国医師会連合総会（ホテルクレメント徳島）
　11月５日 平成29年度中国四国医師会連合医事紛争研究会（ホテルグランヴィア岡山）
　２月16日 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（帝国ホテル）
　３月24日 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（東京ドームホテル）
　　　24日 中国四国医師会連合常任委員会（東京ドームホテル）
　　　24日 中国四国医師会連合連絡会（東京ドームホテル）
　　　25日 中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
⑵　日本医師会
　４月７日 日医勤務医委員会（清水副会長）
　５月10日 平成29年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会（清水副会長、山本理事）
　　　12日 第126回日医年金委員会（沼本理事）
　　　13日  各国におけるヘルスデータベースの現状と課題に関する国際会議-セキュリティ・個人情報保護・デー

タ利活用（合地理事）
　　　16日 平成29年度第１回都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　19日 救急災害医療対策委員会第１回JMATワーキンググループ（松山副会長）
　　　19日 日医男女共同参画委員会（神﨑理事）
　　　26日 日医第３回介護保険委員会（江澤理事）
　　　28日 日医かかりつけ医機能研修制度　平成29年度「応用研修会」（江澤理事、沼本理事、佐藤理事）
　６月２日 第７回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」（清水副会長）
　　　８日 第４回日医産業保健委員会（石川会長）
　　　14日 日医生涯教育委員会（松山副会長）
　　　25日 第140回日医定例代議員会（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事、中島理事、國富理事）
　７月14日 日医第４回介護保険委員会（江澤理事）
　　　14日 日医勤務医委員会（清水副会長）
　　　21日 第49回産業医学講習会（～ 23日）（松山副会長）
　　　21日 日医第３回国際保健検討委員会（清水副会長）
　　　30日 地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会（松山副会長、佐藤理事）
　８月２日 都道府県医師会生活習慣病（糖尿病・COPD等）担当理事連絡協議会（佐藤理事）
　　　５日 平成29年度死亡時画像診断（Ai）研修会（～６日）（國富理事）
　９月６日 第１回日医救急災害医療対策委員会（松山副会長）
　　　８日 第５回日医産業保健委員会（石川会長）
　　　８日 日医生涯教育推進委員会（松山副会長）
　　　13日 第127回日医年金委員会（沼本理事）
　　　19日 平成29年度第２回日医都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　21日 日医男女共同参画委員会（神﨑理事）
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　　　28日 第39回産業保健活動推進全国会議（石川会長、松山副会長、江澤理事、山本理事、佐藤理事）
　　　29日 日医第５回介護保険委員会（江澤理事）
　10月４日 第61回社会保険指導者講習会（～５日）（松山副会長、山本理事、合地理事、佐藤理事）
　　　６日 日医勤務医委員会（清水副会長）
　　　18日 平成29年度都道府県医師会小児在宅ケア担当理事連絡協議会（國富理事）
　11月１日 日本医師会設立70周年記念式典並びに医学大会（石川会長）
　　　４日 日本医師会女性医師支援センター事業ブロック別会議（神﨑理事）
　　　９日 第６回日医産業保健委員会（石川会長）
　　　９日 第５回日本医師会−米国研究製薬工業協会（PhRMA）共催シンポジウム（大原理事）
　　　15日 第２回日医救急医療対策委員会（松山副会長）
　　　22日 国民医療を守るための総決起大会（田中理事）
　12月２日 平成29年度家族計画・母体保護法指導者講習会（田淵理事）
　　　６日 日医生涯教育推進委員会（松山副会長）
　　　６日 平成29年度情報通信訓練/衛星利用実証実験　近畿大震災想定訓練（TV会議）（松山副会長）
　　　７日 平成29年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会（TV会議）（合地理事）
　　　８日 第５回日医男女共同参画委員会（神﨑理事）
　　　15日 第３回日医救急災害医療対策委員会（松山副会長）
　　　22日 日医第６回介護保険委員会（懇親会）（江澤理事）
　　　22日 平成29年度都道府県医師会地域医療構想担当理事連絡協議会（清水副会長）
　　　23日 平成29年度死体検案研修会（基礎）（松山副会長）
　１月12日 日医勤務医委員会（清水副会長）
　　　16日 平成29年度第３回都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　16日 都道府県医師会長協議会・日医連執行委員会合同新年会（石川会長、松山副会長）
　　　31日 日医第７回介護保険委員会（江澤理事）
　２月２日 日医男女共同参画委員会（神﨑理事）
　　　３日 平成29年度日本医師会医療情報システム協議会（～４日）（合地理事）
　　　４日 第38回日本医師会医療秘書認定試験（清水副会長）
　　　７日 日医年金委員会（沼本理事）
　　　８日 第７回日医産業保健委員会（石川会長）
　　　９日 第６回「日本医師会赤ひげ大賞」表彰式・レセプション（石川会長）
　　　14日 平成29年度女性医師支援事業連絡協議会（神﨑理事）
　　　16日 第５回日医国際保健検討委員会（清水副会長）
　　　16日 平成29年度医療政策シンポジウム（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　　　16日 横倉義武会長世界医師会長就任祝賀会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　　　17日 日本医師会ハーバード大学武見太郎記念国際シンポジウム（清水副会長）
　　　18日 母子保健講習会（國富理事、佐藤理事）
　３月２日 平成29年度臨床検査精度管理報告会（島村監事）
　　　５日 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会（TV会議）（松山副会長、江澤理事、佐藤理事、合地理事）
　　　７日 第19回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会（江澤理事）
　　　７日 平成29年度都道府県医療事故調査等支援団体等連絡協議会合同協議会（清水副会長）
　　　９日 平成29年度都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会（松山副会長）
　　　11日 学校保健講習会（國富理事、佐藤理事）
　　　14日 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会（ＴＶ会議）（佐藤理事）
　　　14日 日医生涯教育委員会（松山副会長）
　　　25日 第141回日医臨時代議員会（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事、中島理事、國富理事）
⑶　他府県医師会
　７月１日 第30回全国有床診療所連絡協議会（～２日）　大分市（石川会長、松山副会長）
　　　９日 原中勝征先生叙勲受章を祝う会　水戸市（石川会長）
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　　　22日 第13回男女共同参画フォーラム　名古屋市（神﨑理事）
　８月19日 第48回中四九地区医師会看護学校協議会（～ 20日）　熊本市（松山副会長）
　９月１日 第27回全国医師会共同利用施設総会（～３日）　大分市（石川会長、佐藤理事、合地理事）
　　　14日 2017年CMAAO東京総会　東京都（清水副会長）
　　　23日 平成29年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会常任委員会、定例総会　広島市（清水副会長）
　　　24日 熊本県医師会新会館落成記念内覧会・祝賀会　熊本市（石川会長）
　10月21日 平成29年度全国医師会勤務医部会連絡協議会　札幌市（清水副会長、山本理事、合地理事）
　11月２日 医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」、勉強会　高松市（清水副会長）
　　　16日 第21回日本医業経営コンサルタント協会広島大会（～ 17日）　広島市（松山副会長）
　　　18日 平成29年度第48回全国学校保健・学校医大会　津市（國富理事、佐藤理事、片山理事、藤本理事）
　　　18日 第48回全国学校保健・学校医大会都道府県医師会連絡会議　津市（國富理事）
　12月17日 香川県医師会多職種連携先進地視察　倉敷市、高梁市（松山副会長、江澤理事）
　　　17日 広島県医師会との懇談会　広島市（石川会長、清水副会長、松山副会長、大原理事）
　２月３日  若年者心疾患・生活習慣病対策協議会平成29年度理事会、評議員会　名古屋市（石川会長、國富理事、

佐藤理事）
　　　３日  若年者心疾患・生活習慣病対策協議会第50回総会・参加役員懇親会　名古屋市（石川会長、松山副会

長、國富理事、佐藤理事）
　　　３日  若年者心疾患・生活習慣病対策協議会平成29年度役員総会　名古屋市（石川会長、國富理事、佐藤理事）
　２月４日 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会第50回総会　名古屋市（石川会長、國富理事、佐藤理事）
　　　９日 厚生労働省主催医療計画策定研修会　東京都（松山副会長、江澤理事）
　３月24日 全国医療秘書学院連絡協議会平成29年度第２回常任委員会及び運営委員会　東京都（清水副会長）
⑷　医療従事者対策
　　養成機関関連
　①　平成29年度　第１回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成29年８月４日（金）に岡山県庁にて開催された。（宮﨑理事）
　　　議題　１）委員長の選出について
　　　　　　２）平成29年度岡山県准看護師試験の実施について
　　　　　　３）問題作成と審査方法等について
　　　　　　４）試験委員の問題作成分担等について
　　　　　　５）災害時の試験日変更に伴う問題作成について
　②　第48回中国四国九州地区医師会看護学校協議会
　　　平成29年８月19日（土）・20日（日）にホテル日航熊本にて開催された。（松山副会長）
　　　シンポジウム「医師会立看護学校の現状と展望～とくに准看護師課程の存在意義について～」
　　１）「看護師養成機関の現状と看護職員確保の方策及び今後の准看護師制度維持の意義」
 厚生労働省医政局　看護課長　島田　陽子　氏
　　２）「准看護師制度の意義と日本医師会の活動方針について」 日本医師会常任理事　釜萢　　敏　氏
　　３）「地域における看護養成機関の現状と今後の准看護師制度の意義について」
 藤川病院　理事長　藤川　謙二　氏
　　運営委員会（学校運営アンケート報告、討議）
　③　平成29年度高等学校看護連絡協議会
　　　平成29年８月24日（木）に岡山県医師会館にて開催された。（石川会長、宮﨑理事）
　　　協議　１）卒業生の進路状況について
　　　　　　２）看護師試験・看護師試験の結果等について 
　　　　　　３）高等学校看護教育の現状と課題
　④　平成29年度　第２回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成29年11月10日（金）に岡山県庁にて開催された。（宮﨑理事）
　　　議題　平成29年度岡山県准看護師試験問題について
　⑤　平成29年度岡山県看護職員確保対策委員会
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　　　平成30年３月14日（水）に岡山県分庁舎にて開催された。（宮﨑理事）
　　１）看護職員の需給状況及び確保対策等について
　　Welcome研修医の会
　　◦ 岡山県医師会とNPO法人岡山医師研修支援機構の主催により、平成29年４月から臨床研修を開始する研修

医を対象に、医療倫理をテーマにしたオリエンテーションを行った。
　　　日　時：平成29年４月６日（木）午後５時～
　　　場　所：岡山県医師会　三木記念ホール・401会議室
　　　参加者：初期研修医190人、指導医他67人
⑸　医療関係者斡旋事業
　①　平成29年度勤務医等環境整備事業関係者会議並びに女性医師等支援会議
　　 　第１回　平成29年10月５日（木）に岡山県医師会館502会議室で、岡山県病院協会から佐藤事務長会代表幹事、

岡山県保健福祉部医療推進課より斎藤氏、岡山大学医療人キャリアセンター MUSCATより別府氏、川崎医科
大学より森谷先生、女医部会より坂口部会長、県医師会より清水副会長、神﨑理事、藤本理事の出席で開催し
た。岡山県病院協会、岡山県、岡山大学キャリアセンター MUSCAT、川崎医科大学、岡山県医師会それぞれ
の平成29年度事業計画等について話し合った。

　　 　第２回　平成30年２月１日（木）に岡山県医師会館502会議室で、岡山県病院協会から難波会長、佐藤事務
長会代表幹事、岡山県保健福祉部医療推進課より斎藤氏、岡山大学医療人キャリアセンター MUSCATより別
府氏、川崎医科大学より森谷先生、女医部会より坂口部会長、県医師会より清水副会長、神﨑理事、藤本理事
の出席で開催した。岡山県病院協会、岡山県、岡山大学キャリアセンター MUSCAT、川崎医科大学、岡山県
医師会それぞれの平成30年度事業計画等について話し合った。

　②　平成29年度女性医師支援事業連絡協議会
　　 　平成30年２月14日（水）に日本医師会館大講堂で開催され、岡山県医師会から神﨑理事が出席した。女性医

師支援センター事業ブロック別会議の総括や特徴的、先進的な取り組みについての各ブロック代表の発表があ
り、その後質疑応答と総合討論が行われた。

　③　研修医レター「Good Doctor」（vol.17、18）の発行
　④　県医師会主催講演会での託児サービス
　⑤　学会出席時の託児サポート
　　 　（子育て中の医師がキャリアアップのために学会、セミナー等で研鑽する機会を増やすため、平成26年10月

より託児支援事業を岡大MUSCATと協働して行うこととした。また、適用範囲を大学院授業・研修会まで拡
大し、より多くの子育て中の医師のキャリアアップのサポートができるようにした。）

　⑥　マタニティ白衣のレンタル
　⑦　学童保育支援事業
　⑧　保育施設検索システムの更新

２．広報に関する事項（神﨑理事・山本理事）　
　 　対外的には岡山県医師会の活動と方針の理解を得るように県民公開講座の開催、岡山県担当者、関係団体と意

見交換を行った。対内的には会員に情報を提供・伝達し、会員の意見を掲載する県医師会報を発行している。ホー
ムページではスマートフォンでも閲覧可能となり最新情報のアップを迅速に行うようにした。
⑴　対外的な広報活動
　①　県民公開講座　　県医師会員を含む県民を対象に公開講座を開催した。
　　１）第９回岡山県民公開医療シンポジウム　　参加者　300人
　　　　「『健康長寿』で広げよう幸せの輪‼
　　　　　　　　−医学に基づいた健康長寿の秘訣を伝授！−」
　　　　日時：平成30年１月27日（土）　13：30 ～ 16：15
　　　　場所：三木記念ホール
　　　　主催：岡山県病院協会・岡山県医師会
　　２）スポーツ県民公開講座　　　参加者　190人
　　　　日時：平成30年２月４日（日）　14：00 ～ 16：00
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　　　　場所：三木記念ホール
　　　　講演　「緊張とプレッシャー　～オリンピックとメダルと私～」　森末　慎二　先生
　　３）女性の健康週間県民公開講座　　参加者　370人
　　　　「認知症を知ろう　～認知症には、早めの予防と正しい対処を！～」
　　　　日時：平成30年３月11日（日）　13：30 ～ 15：30
　　　　場所：三木記念ホール
　　４）CKD（慢性腎臓病）県民公開講座　　参加者　270人
　　　　「腎臓−影の支配者−」
　　　　～ CKD・CVDの診断、疫学、検査、治療、日常生活上の注意について～
　　　　日時：平成30年３月21日（水・祝）　13：30 ～ 15：30
　　　　場所：三木記念ホール
　②　懇談会・意見交換会　　　
　　　　岡山県保健福祉部と岡山県医師会との懇談会　平成29年７月19日（水）　
　　　　岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会　　　平成29年８月30日（水）
　　　　岡山県四師会懇談会　　　　　　　　　　　　平成29年10月28日（土）
　　　　県知事との懇談　　　　　　　　　　　　　　平成30年１月17日（水）
　　　　岡山労働局と岡山県医師会との懇談会　　　　平成30年１月24日（水）
　　　　岡山弁護士会との懇談　　　　　　　　　　　平成30年１月31日（水）
　　　　郡市等医師会との懇談　　　　　
⑵　対内的な広報活動
　①　県医師会報の発行　毎月２回、計24回
　　 　県医師会報には従来どおり、会議録、研修会案内、県からの連絡事項、視点、会員の声、保障部だより、地

域包括ケアネットワーク、女性医師コーナー、豆知識などの記事を掲載した。
　②　会報企画委員会　　計25回　 
　　　（「設立70周年記念式典・祝賀会」の掲載記事確認のため、臨時委員会１回を含む）
　③　県医師会ホームページ　　
　　 　主要なお知らせ、本会並びに他団体主催の講演会・勉強会の開催予定、生涯教育開催予定、入会・会員向け

サービス、医師会活動、勤務医・研修医・医学生向け、法人情報等を掲載。その他、三木記念ホール等貸室案
内を引き続き掲載し、本年度からは「岡山県医師会の歴史」を新たに設けた。

　④　ナースセンター情報の掲載

３．情報化推進

⑴医療情報
　①　情報化に向けた環境基盤整備
　　ア　会員と医師会を結ぶ情報網について。
　　イ　会員医療機関の情報化推進について。
　　　◦日医認証カードの発行
　②　会議・研修会
　　　平成29年５年24日　医療ネットワーク岡山協議会　第１回理事会
　　　　　　　６月28日　医療ネットワーク岡山協議会　平成29年度定時会員総会
　　　　　　　11月15日　医療ネットワーク岡山協議会　第２回理事会
　　　平成30年２月３日　平成29年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　　　２月４日　平成29年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　　　３月14日　医療ネットワーク岡山協議会　第３回理事会
　　　平成30年２月281日現在
　　　　　　　医療ネットワーク岡山（愛称：晴れやかネット）
　　　　　　　開示施設　　　　　　　　51機関
　　　　　　　閲覧施設　　　　　　　　441施設
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　　　　　　　平成30年３月１日現在
　　　　　　　日医認証カード申し込み　71件　
⑵　各種アンケート調査
　◦STI患者数調査
皮膚科部会会員及び総合病院泌尿器科（岡大、川大を含む）を対象に、平成29年３月に第65回のSTI調査、平成29
年９月に第66回のSTI調査を、それぞれ１ヶ月間を調査期間として実施した。

４．産業保健対策

⑴ 　（独）労働者健康安全機構の下で、平成25年度まで旧称産業保健推進センターが展開していた産業保健３事業
を一元化する目的で設置された、傘下の47都道府県産業保健総合支援センターの管理下で、県内７地域産業保健
センターの事業運用は実施されて４年が経過した。

　 　当岡山産業保健総合支援センターにおける所長・運営主幹職１名には本会執行部役員が委嘱就任し、新制度に
より派生した諸課題に対処しつつ、これまでの実施状況を基に29年度実施計画を作成、７地域産業保健センター
事業の円滑化に努めた。

⑵ 　岡山産業保健総合支援センターを加え、例年通り岡山労働局・岡山県労働基準協会・岡山労災病院他の関係団
体との連携協力により産業保健活動並びに産業保健研修事業を円滑に実施した。

⑶ 　平成27年12月１日より50人以上の事業所におけるストレスチェック制度実施が義務付けられ、既に施行が始
まって２年半が経過した。本会所属の専属並びに嘱託産業医はストレスチェック、その結果として抽出された高
ストレス者に対する面談指導など中枢的な役割を果たしている。部会としては円滑な同制度実施に向け、厚労省
や有識者を招請して主として面談指導に係わる研修を随時実施した。

⑷ 　厚労省は「治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を平成28年２月に公表した。本件に対し産業医
はがん並びに慢性疾患治療中の対象労働者について、労働者本人の意向を尊重しつつ、事業主に対して情報提供
又は助言を行う等、協力を行うこととなった。産業医の役割については岡山大学病院・岡山労災病院設置の窓口
相談との連携が主業務となっており、一般診療所に対しての最初の受け皿の役目も引き受けている。本会は本件
に係わる２回の研修会を既に開催した。

⑸ 　認定被害者が漸増を続けるアスベスト健康被害対策としてのじん肺診断、救済申請方法並びにレントゲン読影
実習は専ら岡山労災病院・岡山産業保健総合支援センターの主催で開催した。

⑹ 　特定健診・特定保健指導は10年目（２クール最終年）を迎え、同時に受診率・改善率をースにした参酌標準対
応への支援制度が一昨年度より実施段階に入っている。この中で受診率は微増傾向が続いているが、保健指導に
おける要積極的支援対象者の受診率は相変わらず低迷している。特定健診・特定保健指導に特化した集中研修会
は本年度も11月に開催した。

５．労災・自賠責医療対策

⑴　労災診療算定実務研修会
　　岡山会場（11月20日）
　　倉敷会場（11月21日）
⑵　岡山損害保険医療連絡協議会（５月18日）
　 　岡山県医師会、岡山県病院協会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構岡山自賠責損害調査事務所の四者

で自賠責保険について協議した。

６．臨床検査精度管理事業

⑴　県医師会臨床検査精度管理委員会の活動
　①　臨床検査精度管理サーベイの実施
　　 　県内の医療機関附属検査室、健診センター及び県内で営業している商業検査所を対象として、平成29年度の

精度管理サーベイを実施した。
　　　　勧奨施設数　155　　　
　　　　参加施設数　129
　②　クロスチェックの実施
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　　 　県内各医療圏内の主要病院と検査センター 99施設を対象として、検査データの互換性を推進する目的で、
平成16年10月から開始したクロスチェックを継続実施した（月１回）。これにより、県内の病院、病診連携等
地域医療の連携展開に大いに寄与した。

　③　日程経過
　　　平成29年８月22日（火）：試料発送
　　　平成29年９月５日（火）：平成28年度サーベイ成績提出　締め切り
　　　平成29年10月17日（火）：臨床検査精度管理実行委員会
　　　平成29年10月29日（日）：速報会・講演会
　　　平成30年３月31日（土）：平成29年度精度管理調査報告書発送
⑵　岡山県精度管理専門委員会
　 　県知事委嘱の委員会で、平成29年度も従来の路線を継承して、以下の事業を企画実施した。
　① 　県内で検査を実施している医師会検査センター及び商業検査センターについて、精度管理の実施状況を監査

するために立ち入り検査を実施した。
　② 　日常検体を用いてのブラインド調査、クロスチェック、既知試料を用いてのオープン検査の実施及び県医師

会の精度管理サーベイの参加要請等を行い、精度調査を実施した。
　③　委員会開催日
　　◦平成29年度第１回精度管理専門委員会
　　　平成29年８月４日　ピュアリティまきびにて開催、宮﨑・大原理事が出席した。
　　◦平成29年度第２回精度管理専門委員会
　　　平成30年２月５日　ピュアリティまきびにて開催、宮﨑・大原理事が出席した。
⑶　岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
　　　第１回委員会　平成29年６月27日　 岡山県医師会館５階502会議室にて開催、大原、宮﨑理事、島村監事が

出席した。
　　　第２回委員会　平成29年10月17日　岡山県医師会館５階502会議室にて開催、大原、宮﨑理事が出席した。
⑷　平成29年度臨床検査精度管理調査報告会
　　平成30年３月２日　日本医師会館で開催され、島村監事が出席した。

７．関係機関連絡運営

⑴　岡山県保健福祉部との懇談
　　平成29年７月19日（水）16：30 ～　401会議室
　①　県下市町村の糖尿病性腎症重症化予防事業の実施状況について　
　②　特定医療費（指定難病）受給者証の申請・更新申請に係る臨床調査個人票について
　③　専門医制度における都道府県協議会の設置について　　　　　　　　 
　④　「基金」の活用に関する一つの提案　　　　　　　　　　　　　　　　
⑵　岡山県教育庁との懇談
　　平成29年８月30日（水）17時～　401会議室
　①　学校における熱中症対策について　　　　　　　　 　　　　　
　②　教育現場での過重労働とメンタルヘルス休職について　　　　　
　③　禁煙教育について　　　　　
　④　がん教育について　
　⑤　学校での健康教育の現状　
　⑥　食物アレルギーを有する生徒の給食について
　⑦　中高生への性教育の現状について
⑶　岡山労働局との連絡会議
　　平成30年１月24日（水）岡山県医師会館　402会議室
　　（岡山労働局から）
　①　労働災害の発生状況
　　１）平成29年分死傷災害発生状況（速報値）について
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　　２）死亡災害発生状況（速報値）並びに発生状況18件について
　②　介護福祉施設における労働災害の傾向について
　③　事業場における治療と職業生活の両立支援について
　④　ストレスチッェクの実施状況について
　⑤　産業医制度に係る見直しについて
　⑥　脳・心臓疾患、精神障害、石綿による疾病の労災認定
　⑦　働き方改革実現に向けた岡山労働局の取組について
　⑧　ハローワークの長期療養者に対する就職支援について
　⑨　平成29年度産業保健関係助成金のご案内
　⑩　石綿ばく露歴などのチェック表について
　⑪　労災レセプト電算処理システムについて
　　（岡山県医師会から）
　⑫　平成29年度岡山県医師会産業医部会活動の概要
　　１）第39回産業保健活動推進全国会議（９/28）報告
　　２）第６回日本医師会産業保健委員会（11/９）報告
　　３）第２回岡山県医師会産業医部会委員（12/２）報告
　⑬　平成29年度岡山県医師会日医認定産業医研修会報告
　⑭　平成30年度日医認定産業医研修会
　⑮　全国並びに岡山県に於ける日医認定産業医数の動向について
⑷　岡山県医師会と岡山弁護士会との懇談会
　　平成30年１月31日（水）　16：15 ～　岡山県医師会館　特別会議室
⑸　歯科医師会、薬剤師会、その他
　①　平成29年度 岡山県四師会懇談会
　　　平成29年10月28日（水）19：30 ～　岡山プラザホテル
　② 　５月25日　　 岡山県愛育委員連合会・恩賜財団母子愛育会岡山県支部平成29年度総会並びに研修会（式典）（石

川会長）
　③　６月３日　 　岡山県看護協会平成29年度通常総会（石川会長）
　④　８月27日　　岡山市四師会懇親会（石川会長）
⑹　岡山大学、川崎医科大学、その他
　　岡山大学病院総合診療棟西棟竣工記念行事（式典・見学会・祝賀会）（５/14）（石川会長）
　　岡山大学病院の医療安全に係る外部監査委員会（６/22、12/５）（石川会長）
　　岡山医学会役員会（５/８、12/13）（石川会長、松山副会長）
　　岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会総会合同懇親会（６/３）
　　川崎学園理事会・評議員会（５/26、１/15、３/26）（石川会長）
　　メディカルカフェ in かわさき（９/28）（神﨑理事）

８．心電図自動解析センターに関する事項

　 　心電図自動解析センターは、昭和60年４月の開所以来順調に運営され、県内児童生徒並びに成人の心臓検診に
大きく貢献してきている。昭和62年より加えられた心音図検査も、平成28年度では、小中学校１年生で99％に達
し、また、小学校４年生の心電図検査も一部実施されている。

　　平成29年度における解析数は以下の通りである。
　　小中高校　心電図検査　　53,021件
　　小中高校　心音図検査　　34,284件
　 　解析データは光ディスクに収録蓄積されており、既に260万件に達している。医療機関、検診機関からの過去

の記録照会の求めに対しては、プライバシー保護を考慮しつつ適宜対応を図っている。経理的には順調に運営さ
れている。
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９．特定感染症検査等事業

⑴　肝炎ウイルス検査事業
　 　肝炎ウイルスに感染している者を早期に発見し、早期治療につなげるため、肝炎ウイルス検査希望者の利便性

のよい、医療機関において無料の肝炎ウイルス検査事業を岡山県、岡山市に協力して行なう。
　 　肝炎ウイルス検査は、検査結果陽性者が肝炎専門医療機関による治療へと結びつくよう県が指定する肝炎専門

医療機関において実施した。
⑵　風しん抗体検査助成事業
　 　主として先天性風しん症候群の予防のため、医療機関において風しん抗体検査を行うことにより、予防接種が

必要である者を効率的に抽出し、予防接種の検討を促すことを目的として、平成26年度から風しん抗体検査助成
事業を実施。医療機関において無料の風しん抗体検査事業を岡山県、岡山市、倉敷市に協力して行なった。

10．水銀血圧計等回収事業

　 　平成25年10月に水俣市において、水銀に関する水俣条約が採決された。この条約では、水銀の供給、使用、排出、
廃棄等の各段階で総合的な対策に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球規模の水銀汚染の防
止を目指すものである。廃棄の水銀においては、環境上適正な方法で水銀廃棄物を管理することとされている。

　 　現在、医療機関で使用・保管されている水銀血圧計等は、液体の水銀を含有していることから、その取り扱い
には注意が必要であり、使用されなくなった後の退蔵品については、将来的な不適切処理のリスクを低減するた
め短期間に集中的に回収・処分していくことが望ましい事から、岡山県医師会では、郡市等医師会とタッグを組
み、退蔵する水銀血圧計等の回収スキームを構築し水銀計、水銀体温計の回収を行うこととし、平成28年度・29
年度の二年間で不要になった水銀血圧計 3,957台、水銀体温計4,823台、詰替用水銀21,975gを自主回収した。

　 　すでに全ての水銀血圧計等をこの回収事業で回収済みの医療機関も多く、この度の回収事業をもって医師会で
の回収事業は終了した。

平成29年度補助事業・委託事業等

公益２．医療情報対策事業

事　業　名 収入額（円） 補助・委託団体等
国民医療を守るための国民運動の展開に係る活動事業 500,000 日本医師会
女性医師復職支援事業 471,053 日本医師会
女性医師復職支援事業 1,700,000 岡山県
小児救急地域医師研修事業 1,584,377 岡山県
小児救急医療電話相談事業 34,538 岡山県
医院継承バンク事業 491,000 岡山県
肝炎ウイルス検査事業 11,308,584 岡山県、岡山市
風しん抗体検査事業 13,748,598 岡山県、岡山市、倉敷市
岡山県医師会心電図自動解析センター事業 1,000,000 岡山県教育委員会
臨床検査精度管理事業 1,811,000 岡山県臨床検査技師会

公益２　合計 32,649,150 　

［Ⅲ］公益関係機関助成事業（公３）

１．団体、学会等が主催する講演会・研修会に対する補助金

⑴　岡山医学会が主催する講演会助成
⑵　健康づくり財団主催のがん征圧大会への助成
⑶　岡山医師研修支援機構：ハワイ大学研修費助成

２．関係団体に対する助成金

⑴　岡山県病院協会：医療関係講演会・研修会開催費用の助成
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⑵　児島医師会（児島准看護専門学校）：研修会開催費用、学外への研修費用等の助成
⑶　倉敷看護専門学校：卒業研修、学内研修会費用等への助成
⑷　岡山県薬剤師会：薬剤に関しての情報収集活動に対する助成
⑸　郡市地区医師会：25医師会が行う講演会・研修会に対しての助成
⑹　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会：訪問看護コールセンターおかやま活動に対する助成

３．会館貸室事業

◦Ⅳ貸室事業（収１）に併記

平成29年度補助事業・委託事業等

公益３．公益関係機関助成等事業

事　業　名 収入額（円） 補助・委託団体等
医師会立准看護師養成所助成金 360,000 日本医師会

公益３　合計 360,000 　

［Ⅳ］貸室事業（収１）

１．岡山県医師会館の管理運営に関する事項

⑴　施設設備の維持管理
　① 　新築２年目の岡山県医師会館の、施設設備の保守管理業務、警備業務及び清掃業務をビル管理会社に委託し、

適切な維持管理に努めた。
　②　無人となる夜間は、セキュリティ会社に警備を委託し不測の事態に備えた。
　③　管理運営については、入居団体との連携を図った。
　④　利便性のさらなる向上を図るため、緊急修繕を行った。
　　１）２Fステージ控室床シート張替工事
　　２）２F、５F間仕切壁コーナーガード設置工事
　　３）１Fピロティ常夜灯追加工事
　　４）三木記念ホール補聴システム導入
　　５）401会議室プロジェクター更新・天井据付工事
　　６）402会議室プロジェクター更新・天井据付工事
　　７）三木記念ホール空調改修工事
⑵　駐車場の利用
　① 　医師会員用として整備した駐車場の利用については、希望者に事前発行したICカード（会員用発行実績125枚、

累計651枚）により、医師会員の利用に供するとともに、ICカードによる駐車場利用のさらなる周知を図った。
　②　駐車場の管理運営は、ビル管理会社に委託し、ICカードを有しない医師会員の利用に供した。
⑶　貸出施設設備の利用状況
　 　交通至便な立地やグレードの高い施設設備を有する、三木記念ホールや各会議室などの貸出施設設備の利用促

進に取り組んだ。
　①　平成30年３月末現在施設設備利用状況　

区　 　分
平成29年度 　　　平成28年度

利用件数 利用料収入額 利用件数 利用料収入額
件 千円 件 千円

一般・学会 131 17,421 79 9,873
医療関係・県庁等  　 540 11,691 393 　　 6,679

県医師会 　387 　　　　　− 　　339
合　計 1,058 　 29,112 　　811 　 16,552
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［Ⅴ］会員福祉対策事業（他１）

１．福祉部に関する事項

⑴　福祉部の概況
　◦ 団体所得補償保険制度の均一補償制度については、会員間の平等を保つためと、高額な保険料を支払っている

があまり利用されていないことを考え合わせ、平成29年７月１日をもって廃止とした。また、傷害死亡一時金
支払制度については、平成29年７月31日から、保険金額を20万円から50万円に引き上げることとなり、一人当
たりの保険料が100円から250円に増額となった。

　◦ 各種団体契約保険の集金事務費については、来年度から岡山県医師会が全ての郡市等医師会の集金事務を行い、
集金事務費の全額が岡山県医師会に納められることとなり、集金事務費の取り扱いの適正化を図った。（改正
保険業法により保険代理店自身に対し法令等遵守のための保険募集体制整備の義務化）

　　なお、平成29年度分の集金事務費については、従前どおりの運用とした。
　◦ 昨年度に引き続き、加入率の漸減が懸念されているグループ生命保険制度の加入推進につとめ、同じく団体扱

生命保険制度、集団扱損害保険制度についても、会員福祉の一環として制度の広報を行った。また、団体扱生
命保険制度については、保険会社が１社追加されることとなり10社となった。

　◦ ドクターバンク事業は、NPO法人岡山医師研修支援機構・岡山県地域医療支援センターと協定を結び４年目
となるが、情報共有を行いながら順調に進んでいる。

　　平成29年度は、新たな求職者登録が５名、求人登録が17件であった。
　◦ 平成29年度は、医院承継に関するセミナーを２回開催した。
　　平成29年８月19日（土）岡山県医師会館　402会議室
　　　「医療を取り巻く法的環境　−医療訴訟−」
　　　（講師：森脇法律事務所 弁護士 森脇 正 氏）　
　　平成29年11月11日（土）岡山県医師会館 401会議室
　　　「医療法人化のメリット・デメリットと～それぞれの事業承継事例と注意点～」
　　　（講師：税理士法人グッド・フェイス・パートナーズ 代表社員・税理士 板谷 一郎 氏）
⑵　各事業の現況（平成30年１月31日現在）
　①　福祉部災害見舞金制度　

加入者
台風・落雷・豪雨

火災被害

1,559人
　  1件
　  0件

（472口）
2,333円
　  0円

　②　福祉部団体所得補償保険制度

全員加入部分
給　　　付

傷害死亡一時金
加　入　者
給　　　付

８人

11,473人
１人

1,037,667円（内持出分　０円）

200,000円
任意加入部分
加　入　者 Ａ会員　　413人 （Ａ型　1,765口）

（Ｂ型　1,567口）
（Ｃ型　　315口）
（Ｄ型　　263口）
（Ｅ型　　449口）
（Ｆ型　　294口）

Ｂ会員　　76人 （Ａ型　　242口）
（Ｂ型　　　58口）
（Ｃ型　　127口）
（Ｄ型　　　10口）
（Ｅ型　　　91口）
（Ｆ型　　　53口）

給　　　付　 18人 63,123,334円
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　③　福祉部グループ生命保険制度

加　入　者

　　Ａ　会　員
500万
300万

272人 （　932口）
　　0人 （　　0口）

　　Ｂ　会　員
500万
300万

　56人 （　232口）
　　2人 （　　2口）

　　Ｃ　会　員
500万
300万

　　1人 （　　3口）
　　0人 （　　0口）

　　配　 偶　者　
500万
300万

　89人 （　167口）
　6人 （　　6口）

　　子　　　供 400万 　16人 （　16口）

　　　平成29.4.1 ～ 30.1.31

新規加入者 増　額 減　額 脱退者

Ａ会員
500万
300万

１人（８口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

29人（45口）
０人（０口）

17人（36口）
０人（０口）

Ｂ会員
500万
300万

４人（30口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

９人（15口）
０人（０口）

８人（16口）
０人（０口）

Ｃ会員
500万
300万

１人（３口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

　　　（脱退者内訳）　　

任意脱退 76才脱退 死亡脱退
Ａ　会　員 ６人（17口） 11人（19口） ０人（０口）
Ｂ　会　員 ３人（６口） ４人（８口） １人（２口）
Ｃ　会　員 ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口）

　　　平成29年度資格喪失者（76才脱退・死亡）　　16 人

支払保険金合計 １人 10,000,000円　　　　
病気死亡支払保険金
配偶者病気死亡支払保険金
子供病気死亡支払保険金
災害死亡支払保険金　
高度障害支払保険金
入院給付金　　
障害給付金

１人
０人
０人
０人
０人
０人
０人

10,000,000円（２口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円　　　
　　　　０円　　　

　④　岡山県医師会会員向け割賦・リースの運用状況について（平成29年４月～平成29年９月末）
　　　紹介受付　０件、 融資実行　０件、 商談進行中　０件、 商談中止　０件　
　　　※平成29年９月末で事業終了
　⑤ 　「ドクターバンク事業・女性医師バンク事業」の現況について、平成30年２月末現在では、ドクターバンクは、

求人医療機関57施設、求職医師４名が登録している。
　　 　紹介斡旋・成立は０件であった。
　　 　一方、女性医師バンクは、求人医療機関36施設、求職医師４名の登録があり、紹介斡旋は３件で、成立は１

件であった。
⑶　役員会の記録
　①　第１回福祉部役員会開催
　　　平成29年８月５日（会報第1460号）
　　　（報　告）
　　◦平成28年度 福祉部会計決算報告
　　◦平成29年度 福祉部会計現況報告
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　　◦福祉部団体所得補償保険制度における平成28年度実績と平成29年度加入状況について
　　◦個人情報漏えい保険制度（医賠責保険付帯特約）の平成28年度実績と平成29年度加入状況について
　　◦福祉部グループ生命保険制度並びに日医医師年金制度に係る加入推移について
　　◦岡山県医師会会員向け割賦・リースの運用状況について
　　◦ドクターバンク事業・女性医師バンク事業の現況について
　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況について
　　　（協　議）
　　◦各種団体契約保険の集金事務費の取扱いについて
　　◦ 「会員福祉の手引き（団体所得補償保険制度関係箇所）」の【一部改定版】冊子を岡山県医師会報（８/10号）

へ同封することについて
　②　福祉部臨時役員会開催
　　平成29年10月14日（会報第1465号）
　　　（協　議）
　　◦各種団体契約保険の集金事務費の取扱いについて
　③　第２回福祉部役員会開催
　　　平成29年12月９日（会報第1469号）
　　　（報　告）
　　◦平成29年度 福祉部会計現況報告（平成29年11月末日現在）
　　◦岡山県医師会会員向け割賦・リースの運用状況について
　　◦ドクターバンク事業・女性医師バンク事業の現況について
　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況について
　　　（協　議）
　　◦平成29年度の各種団体契約保険の集金事務費のお支払いについて
　　◦台風被害に対する福祉部災害見舞金制度からの給付について
　　◦集団扱損害保険（自動車・火災保険）の指定代理店以外の会員の割引について
　　◦団体長期障害所得補償保険について
　　◦団体扱生命保険への「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命」参入について
　　◦福祉部グループ生命保険制度について
　　◦新商品の提案について
　　　（医療業務妨害行為対応費用保険・介護サポートプラン〈新・団体医療保険〉）

２．医事紛争対策に関する事項

⑴　医療安全・医事紛争対策委員会
　①　平成29年度に解決された件数は10件で、未解決は14件である。
　②　日本医師会主催「医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」・「勉強会」
　　　平成29年11月２日（木）に高松のレグザムホールで開催され、本会から清水副会長、合地理事が出席した。
　③　平成29年度中国四国医師会連合総会 医事紛争研究会
　　 　平成29年11月５日（日）に徳島県担当でホテルグランヴィア岡山にて開催され、本会から石川会長、清水副

会長、松山副会長、合地理事、田淵理事、片山理事が出席した。
　④　平成29年度都道府県医師会 医事紛争担当理事連絡協議会
　　　平成29年12月７日（木）に日本医師会３階小講堂で開催され、本会から合地理事が出席した。
　⑤　医事紛争対策委員会
　　 　平成29年12月９日（土）に岡山県医師会館７階応接室で開催し、合地理事、顧問弁護士で未解決事案等につ

いて話し合った。
　⑥　平成29年度Ａｉ学術シンポジウム
　　　平成29年８月５日（土）～６日（日）に日本医師会で開催され、本会から國富理事が出席した。
　⑦　第16回岡山医療訴訟連絡協議会
　　　平成29年２月１日（木）に岡山地方裁判所で開催され、本会から合地理事、片山理事が出席した。
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　⑧　岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
　　 　平成30年３月１日（木）に岡山県医師会館で、医療事故調査等支援団体（15団体）の代表者が出席し、医療

事故調査制度の現況報告、支援団体の支援内容について協議した。本会からは、石川会長、清水副会長、合地
理事、片山理事が出席した。

　⑨　平成29年度都道府県医師会医療事故調査等支援団体等連絡協議会合同協議会
　　　平成30年３月７日（木）に日本医師会で開催され、本会から清水副会長が出席した。
⑵　自浄作用活性化委員会
　　◦日本医師会主催、ワークショップ｢会員の倫理・資質向上をめざして｣への参加。
　　　平成29年６月２日（金）に日本医師会で開催され、本会から清水副会長が出席した。

［Ⅵ］管理部門
１．理事会

　　毎週水曜日　計48回開催

２．代議員会

⑴　第191回岡山県医師会臨時代議員会
　　日時：平成29年４月16日（日）14：00 ～
　　場所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　◦岡山県医師会代議員会議長及び副議長の選挙
　　◦平成29年度公益社団法人岡山県医師会事業計画
　　◦平成29年度公益社団法人岡山県医師会収支予算
　　◦会長諮問「理事会の体制検討について」報告
　　◦岡山県医師会福祉部団体所得補償保険制度規約（福祉部第３制度）の改正について
　　◦岡山衛生会館解体工事完了に伴う経費の精算について
　　◦岡山県医師会代議員会決議の件
⑵　第192回岡山県医師会定例代議員会
　　日時：平成29年６月18日（日）14：00 ～
　　場所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　◦平成28年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
　　◦理事会の新体制について
　　◦平成28年度公益社団法人岡山県医師会決算認定の件

３．郡市等医師会長協議会

⑴　10月14日（土）14：00 ～　401会議室
　①　県医師会から
　　１）平成29年度第２回都道府県医師会長協議会の報告
　　２）理事会制度について
　　３）各種団体契約保険の集金事務費の取扱いについて　　
　　４）平成29年度水銀血圧計等回収事業実績報告について　 
　　５）岡山県医師会設立70周年記念式典・祝賀会の概要について
　　６）平成29年度岡山県医師会会長賞推薦のお願い
　　７）岡山県医師会報「会員の声」執筆依頼について
　②　郡市等医師会から
　　８）救急車の適正利用について　
　　９）社会保障・税一体改革での消費増税財源の使途変更について　
　　10）集団的個別指導について
⑵　２月24日（土）14：30 ～　401会議室
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　①　県医師会から
　　１）平成29年度第３回都道府県医師会長協議会の報告
　　２）平成29年度第２回岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会の報告
　　３）核戦争防止国際医師会議岡山県支部への入会のお願いについて
　　４）岡山県医師会設立70周年記念式典及び祝賀会出席のお礼、記念広告のお知らせ
　②　郡市等医師会から
　　５）インフルエンザ治癒証明書発行の必要性について　
　　６）第２期データヘルス計画での特定健診事業について
　　７）消費税増税と控除対象外消費税について　　　　　　　　　　　　　　　　
　　８）『持ち分あり』医療法人の今後について

４．郡市等医師会への役員出席

　４月８日 玉島医師会新年度懇親会（石川会長、清水副会長）
　　　15日 備前ブロック医師会協議会（清水副会長、松山副会長）
　５月11日 井原医師会定時総会懇親会（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事）
　　　27日 御津医師会定時総会後の懇親会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　　　28日 玉野市医師会懇親会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　６月３日 第70回西大寺医師会定時総会懇親会（松山副会長）
　　　22日 平成29年度真庭市医師会定時総会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　８月２日 倉敷市と倉敷市連合医師会とのサミット（石川会長）
　　　５日 高梁医師会納涼会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　10月22日 吉備医師会70周年記念式典（石川会長、松山副会長）
　　　29日 岡山市医師会設立70周年記念祝典・講演・祝宴（石川会長、松山副会長、神﨑理事）
　11月５日 美作医会定例総会（石川会長、松山副会長）
　　　11日 備中ブロック医師会協議会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　　　12日 高梁医師会設立70周年記念式（石川会長、清水副会長）
　　　19日 児島医師会設立70周年記念祝賀会（石川会長、松山副会長）
　12月２日 吉備医師会忘年会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　　　12日 邑久医師会忘年会（石川会長、松山副会長）
　　　14日 笠岡医師会忘年会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　　　21日 浅口医師会忘年会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　１月11日 倉敷医師会新年会（石川会長、清水副会長、松山副会長、佐藤理事）
　　　20日 御津医師会「報告と感謝の集い」（石川会長）
　　　22日 新見医師会新年会（石川会長）
　２月21日 倉敷市連合医師会・水島産業医学研修会岡山県医師会共催産業医学講習会（石川会長）
　　　24日 備中地区医師会協議会（石川会長、佐藤理事）
　　　25日 倉敷医師会チャリティーコンサートピンクリボン2018（石川会長）

５．岡山県医師会設立70周年記念事業

⑴　記念式典
　　日時：平成30年１月14日（日）11：00 ～
　　場所：三木記念ホール
　　◦来賓祝辞　日本医師会長、世界医師会長　横倉　義武　
　　　　　　　　　厚生労働大臣　　　　　　　加藤　勝信　
　　◦表彰　　　在任10年以上郡市等医師会長　他
　　◦記念講演　日本医師会長、世界医師会長　横倉　義武　
⑵　記念祝賀会
　　日時：平成30年１月14日（日）13：30 ～
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　　場所：ホテルグランヴィア岡山
　　◦参加者　224名
⑶　その他
　　◦「岡山県医師会の歴史」刊行
　　◦絵画購入（I氏賞受賞者作品）
　　◦新聞広告掲載


