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平成25年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
緒　　　　　言

　平成24年12月に、自民党が政権に復帰し、決められる政治が戻ってきたと国民の期待も膨らんできた。経済政策
においては、「アベノミックスの３本の矢」で経済の復活の兆しも見えてきた。しかし、今回の診療報酬改定では
実質マイナス改定になりました。医療従事者の待遇の改善もままなりません。
　このように医療政策、経済情勢の影響をもろに受けながらの医師会活動です。特に今年度は、公益法人移行のた
め、異例の平成25年６月16日選挙即日役員交代ということになりました。十分な申し送りもなく翌日には役員人事
の決定、日程の調整と６月中は混乱の連続でした。幸い経験豊富な役員も多く何とか乗り切り、現在は安定した運
営を行っています。
　岡山県医師会の喫緊の課題は「新会館の建設」です。設計者の選定も順調に行われ、現在は基本設計にかかって
います。理事全員が、階層構成・平面計画、大会議室、設備計画、外観・内装、歩道橋、管理・運営・セキュリ
ティ、財務のワーキンググループを構成し３月中の基本設計終了を目指して奮闘しています。詳細は会報「建設フ
ラッシュ」、別送の「レター」をお読みいただければ幸いです。それにしても、建設業界の現状は、費用の高騰を
はじめ非常に厳しいものです。消費増税も４月に迫っております。25年中に基本設計がし終了していれば数千万円
の資産減少を回避できたと悔やまれます。
　会務については、おのおのの分野で報告がありますが、今期から新たに始めた事業があります。「会長賞」もそ
の一つです。各医師会で行われている地域医療を対象にした事業に対して表彰を行うもので、今年度の選考には８
件の応募をいただき２件を優秀賞として表彰しました。また、日本医師会認定医療秘書養成講座の開設もあります。
この事業は、就実大学に委託しており、平成26年４月から講座が開設されます。診療報酬にも医療事務作業補助体
制加算が採用されており、今後、診療所への拡大が期待されます。
　さらに、国際貢献事業として、岡山大学救急医学教室と協働し、ミャンマー人医師の救急医の養成を行います。
すでに、２人の女医の来日が決定しております。
　生涯教育講座は県内各地で約1,156回開催されました。各専門医会による研修会、健診技術の向上及び標準化を
目的とする講演会、社会保険診療に係る診療報酬の解説、疑義解釈等の研修会も社会保障部を中心に開催しました。
勤務医、開業会員の協調により病診連携を密にするため病院協会との講演会も開催しました。また、県民を対象と
した県民公開講座も開催され、多数の県民が参加しております。
　関係機関との連携については、岡山県福祉部、教育庁、県警との懇談会の開催し、その他に各担当理事が担当部
局と頻繁に会談を行いました。その他、厚生局、労働局等とも定期的に会談を行いました。また、医療政策の面で
は、医療関係の県会議員との懇談会も開催しました。

〔Ⅰ〕　総 務 に 関 す る 事 項
⑴　会　　　　　員　　　　　数

　　平成26年３月31日現在　3,103名　　新入会者　160名　　退会者　160名（内 死亡29名）
　　平成25年度　物故会員氏名
　　　倉　敷　西沢ムツコ　　　赤　磐　長島　　洋　　　津山市　大桑　　修　　　岡山市　山本　昭美
　　　岡山市　宇野　忠昭　　　岡山市　鴨井　昭夫　　　倉　敷　永山　克巳　　　玉野市　貞利　庫司
　　　倉　敷　藤原　　勝　　　吉　備　福田　和夫　　　倉　敷　白石　英雄　　　赤　磐　大山　正史
　　　御　津　宗田　　範　　　都　窪　林　　　力　　　倉　敷　正吉　庸久　　　北児島　矢吹　安央
　　　岡山市　藤井　幸雄　　　西大寺　藤原　武彦　　　津山市　神尾　　彰　　　浅　口　田淵　英子
　　　玉　島　安原　晧三　　　岡山市　渡辺　洋一　　　新　見　松尾　　豊　　　岡山市　内田　善夫
　　　岡山市　岡崎　忠雄　　　真庭市　杉　　久子　　　苫田郡　岸　　敬忠　　　児　島　川野辺　登
　　　岡山大学　二宮　善文
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代議員会（第183回定例・184回臨時）　 　２回
理事会　 　49回
郡市等医師会長協議会　 　２回
選挙管理委員会　 　４回
監査人監査
監査会
五役会議　 　４回
郡市等医師会長、基金・国保審査委員、社会
　保障部員・同地区委員合同会議　 　１回
基金・国保両医科審査委員連絡会議
社会保険指導者伝達講習会
社会保障部員・同地区委員合同会議　 　８回
社会保障部員の会　 　６回
福祉部役員会　 　２回
会館監理委員会　 　３回
会館運営委員会　 　３回
会報企画委員会　 　24回
県民公開講座　 　２回
郡市地区医師会
　救急担当理事救急医療対策部会委員連絡協議会
　 　２回
　勤務医担当理事・生涯教育担当理事連絡協議会
　 　１回
　介護保険担当理事・介護保険対策委員会委員
　連絡協議会　 　２回
　学校保健担当理事・学校医部会委員連絡協議会
　 　１回
　産業保健担当理事・産業医部会委員合同会議　 　１回
部会委員会
　外科部会　 　１回
　眼科部会　 　10回
　　生涯教育講座　 　３回
　耳鼻咽喉科部会　 　１回

　　集談会　 　６回
　皮膚科部会　 　２回
　　講演会　 　３回
　小児科部会　 　２回
　　小児科医会講演会
　産婦人科部会　 　３回
　　専門医会　 　６回
　整形外科部会　 　12回
　　研修会　 　14回
　精神科部会　 　９回
　　精神科医会研修会　 　１回
　透析部会　 　４回
　　総会
　　講演会　 　１回
　脳神経外科部会　 　１回
　　講演会　 　１回
　内科部会　 　３回
　　研修会　 　８回
　学校医部会
　　研修会　 　１回
　労災部会
　岡山県損害保険医療連絡協議会　 　４回
　産業医部会
　委員会　 　２回
　研修会　 　20回
　病院部会
　スポーツ部会　 　３回
　　研修会　 　１回
　警察医部会
　　警察協力医会理事会・総会　 　１回
　　講演会
　　研修会　 　１回
　勤務医部会　 　５回

岡山県医師会会員数（平成26年３月31日現在）

　 A B C 計 　 A B C 計 　 A B C 計

岡山市 430 567 0 997 吉　備 70 49 0 119 浅　口 25 26 0 51

西大寺 49 52 0 101 高　梁 28 33 0 61 真庭市 35 39 0 74

倉　敷 206 359 0 565 新　見 17 14 0 31 苫田郡 10 9 0 19

児　島 47 39 0 86 御　津 47 36 0 83 勝田郡 8 12 0 20

玉　島 49 23 0 72 赤　磐 48 28 0 76 美作市 17 11 0 28

津山市 91 99 0 190 和　気 33 27 0 60 久米郡 8 4 0 12

玉野市 48 30 0 78 邑　久 26 11 0 37 岡山大学 0 77 0 77

笠　岡 41 44 0 85 北児島 27 13 0 40 　 　 　 　 　

井　原 24 15 0 39 都　窪 50 52 0 102 計 1,434 1,669 0 3,103

⑵　会　　　　　　　　　　　議
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　女医部会　 　４回
　有床診療所部会
　委員会　 　２回
　連絡協議会総会・役員会　 　１回
火災対策小委員会　 　２回
プライマリ・ケア部会
プライマリ・ケア学会研修会　 　１回
日医生涯教育講座　 　４回
糖尿病対策推進協議会　 　１回
糖尿病対策フォーラム　 　１回
糖尿病対策研修会　 　５回
介護保険対策委員会
学術奨励賞選考委員会　 　１回
高等学校看護連絡協議会　 　１回
救急医療研修会　 　２回
岡山外科会研修会
岡山県医師会生涯教育に関する役職員懇談会
医療事故対策委員会　 　１回
医療安全・医事紛争対策委員会
臨床検査精度管理委員会
　同　実行委員会　 　１回

新規開業医指導・福祉部説明会　 　10回
集団指導　 　４回
個別指導　 　20回
岡山県消化管精密検診施設委嘱審議会
消化管精検研究会　 　６回
消化管検診研究会　 　２回
肺がん読影研究会　 　４回
胸部疾患診断研究会講演会　 　１回
社会保険連絡会議　 　２回
厚生省岡山県出身者との懇談会　 　１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
岡山労働局との懇談会　 　１回
岡山県薬剤師会との意見交換会
四師会との懇談会　 　１回
岡山市四師会との懇談会　 　１回
四師会における南海トラフ地震対策協議会　 　３回
岡山県医療用自動車協会
　役員会　 　７回
　支部長・定時総会　 　１回
岡山県警本部との懇談会　 　１回

⑶　部 外 委 員 会

〔保健福祉課〕
岡山県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会
　審査部会（糸島）　 　２回
岡山県原子爆弾被爆者の健康管理手当等の認定に
　関する委員会（田中）　　
〔医療推進課〕
岡山県医療審議会・総会（石川）　 　１回
　　同　医療法人部会（石川・糸島）　 　３回
　　同　救急医療対策部会（石川・松山）　 　１回
精度管理専門委員会（大原・宮﨑）　 　２回
へき地医療支援会議（田中）　 　２回
へき地勤務医師等医療研修会（田中）　 　１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（（山崎））　 　１回
岡山県看護職員確保対策委員会（糸島）　 　２回
岡山県准看護師試験委員会（宮﨑）　 　３回
岡山県医療安全相談連絡協議会（清水・大原）　 　１回
おかやまDMAT運営協議会（松山）　 　２回
先端医療・介護機器を活用したリハビリテー
　ション検討委員会（沼本）　 　１回
岡山県急性心筋梗塞医療連携（道明）
岡山県周産期医療協議会（國富）
岡山県医療費適正化推進協議会（糸島）　 　１回
岡山県がん対策推進協議会（大原）　 　１回

岡山県脳卒中連携体制検討会議（田中）　 　１回
〔消防保安課〕
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検討会（松山）　 　２回
救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロール
　協議会（松山）
岡山県周産期医療協議会（國富）　 　１回
〔長寿社会課〕
岡山県介護保険制度推進委員会（江澤）　 　３回
岡山県後期高齢者広域連合懇話会（田中）　 　２回
〔健康推進課〕
岡山地域・職域保健連携推進協議会（清水）　 　１回
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　子宮がん部会（田淵）　 　１回
　　同　胃がん・大腸がん部会（田中）　 　１回
岡山県肝炎対策協議会（糸島）　 　３回
岡山県感染症対策委員会（石川・國富・田淵）　 　２回
岡山県糖尿病医療連携体制検討会議（田中）　 　２回
岡山県精神保健福祉審議会（中島）　 　１回
岡山県麻しん対策会議（國富）　 　１回
健康おかやま21推進会議（清水）　 　１回
岡山県地域・職域保健連携推進協議会（清水）　 　１回
岡山県結核対策連携会議（國富）　 　１回
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〔生活衛生課〕
岡山県食の安全・食育推進協議会（國富）
〔医薬安全課〕
岡山県血液製剤使用適性化普及委員会（清水）　 　１回
岡山県合同輸血療法委員会（清水）　 　１回
岡山県臓器移植推連絡協議会（清水）
岡山県覚せい剤等薬物乱用対策推進本部（石川）
　 　１回
岡山県難病対策協議会（山本和）
　　同　特定疾患認定審査部会（田中）　 　１回
岡山県難病相談・支援センター運営協議会（江澤）
　 　１回
岡山県麻薬中毒審査会（石津・中島洋子）
岡山県公害健康被害認定審査会（山本博・田中）
　 　８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）
　 　２回
〔子ども未来課〕
岡山県子どもを健やかに産み育てるための環境づ
　くり推進協議会（田淵）　 　３回
岡山県要保護児童対策地域協議会（中島・國富、
　田淵）　 　１回
〔県教育委員会〕
岡山県立学校等結核対策委員会（國富）　 　２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）　 　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）　 　１回
〔その他の県関係〕
岡山県防災会議（石川・松山）
岡山県文化賞等選考委員会（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（松山）　 　３回
〔厚生局岡山事務所〕
地方社会保険医療協議会（松山）　 　15回
〔その他〕
岡山県難病医療連絡協議会（神崎）　 　１回
福祉用具体験コーナー運営委員会（糸島）　 　１回
岡山県国民健康保険団体連合会理事会（道明）　 　４回
岡山県交通安全対策協議会（松山）　 　２回
岡山刑務所視察委員会（中島）　 　５回
岡山産業保健推進連絡事務所運営協議会（石川）
　　 　２回
岡山県学校保健会（石川・田中・國富）　 　２回
岡山県訪問看護ステーション連絡協議会
　（木村・江澤）　 　12回

岡山県訪問看護推進協議会（江澤）　 　２回
岡山県健康づくり財団理事会（（丹羽）・石川）　 　２回
岡山歯科衛生士会理事会（清水）　 　１回
岡山外科会幹事会（松山）　 　１回
岡山県臓器バンク理事会（（丹羽）・石川・清水）
　 　３回
　　　　〃　　評議員会（（山崎））　 　１回
岡山県アイバンク理事会（清水）
NPO法人岡山医師研修支援機構理事会（石川）　 　１回
岡山医学会　 　３回
岡山県高度情報化推進協議会（清水）
学校法人川崎学園理事会・評議員会
　（（丹羽）・　石川）　 　２回
榊原病院地域医療支援委員会（（山崎）・宮﨑）　 　２回
岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会（田中）
　 　４回
岡山医療センター地域医療支援委員会（道明）　 　４回
岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会（岡部）
　 　３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（道明・江澤）　 　１回
保険医療関係機関連絡会議（松山・道明）　 　２回
山陽時事問題懇談会
岡山医療訴訟連絡協議会（岡部・田淵）　 　１回
岡山県国際化対策連絡協議会連合会（田中）　 　１回
岡山県地域・職域件連携推進協議会（清水）　 　１回
岡山県がん診療連携協議会（大原）　 　２回
　同　緩和ケア実務者会議　 　２回
日本スポーツ振興センター広島支所業務運営委員
　会（國富）　 　１回
若年者心疾患対策協議会（石川・國富・佐藤）　 　２回
岡山県社会福祉協議会（（丹羽））　 　１回
看護師等の｢雇用の質｣の向上のための取組におけ
　る企画委員会（糸島）　 　３回
岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会（田中）　 　２回
歯科往診サポートセンター評価委員会（江澤）　 　１回
岡山県訪問看護推進協議会委員（江澤）　 　２回
糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議（田中）
　 　11回
岡山済生会総合病院地域医療支援委員会（松山）
　 　１回
岡山旭東病院地域医療支援病院運営委
　（（中村）・田淵）　 　４回
岡山赤十字病院地域医療支援専門委員会（山本和）
　 　３回
第87回日本産業衛生学会企画運営委員会（石川・
　道明）　 　３回
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⑷　主 な る 行 事

４月１日 平成25年度岡山県社会福祉協議会第１回理事会
　　３日 社会保険連絡協議会
　　４日 集団指導（登録前）
 医師国保組合第１回理事会
 Welcome研修医の会
　　６日 愛媛県医師会「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業に関する研修会」
　　13日 平成25年度　岡山県精神科医会・岡山県医師会精神科部会・岡山市医師会精神科医会合同総会及び講演

会
 第31回全日本医師卓球大会岡山大会
　　13日 議事運営協議会
　　14日 第183回岡山県医師会臨時代議員会
　　15日 岡山医療センター地域医療支援委員会
　　16日 第12回中国地方社会保険医療協議会総会
 岡山県医療用自動車協会臨時役員会
 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　17日 平成25年度医療基本法（仮称）に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会
 産婦人科部会委員会
　　18日 四師会における南海トラフ地震対策協議会
　　19日 第18回岡山県老連健康づくり推進委員会
　　20日 乳がん検診講習会
 岡山大学病院総合診療棟竣工記念行事
　　20日 岡山労災病院竣工記念祝賀会
　　21日 おかやま後楽園ウォークラリー
　　23日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県医療対策協議会
　　24日 国際化を考える会総会
 社会保険連絡協議会
　　24日 心臓病センター榊原病院2013年第１回地域医療支援病院委員会
　　25日 会計監査
 東日本大震災における被災者の支援活動等に対する厚生労働大臣感謝状伝達
 個別指導
 岡山県医師会眼科部会平成25年度第１回岡山県眼科医会理事会
　　26日 会計監査
 岡山県公害健康被害認定審査会
 岡山県教職員健康診断審査委員会
　　29日 岡山県医師会公益社団法人移行記念式典・祝賀会
５月２日 第12回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
　　７日 倉敷中央病院医療支援事業運営委員会
　　９日 集団指導（登録前）
 井原医師会定時総会
　　13日 岡山医学会役員会
　　14日 岡山県医療用自動車協会緊急役員会
 日本医師会公益社団法人移行記念祝賀会
　　16日 第１回選挙管理委員会
　　17日 第29回日本救急医学会中国四国地方会（18日まで）
 第29回日本救急医学会中国四国地方会評議員会
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　　18日 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会役員会合同役員会・総会
 玉島医師会新年度懇親会
　　19日 岡山県医療用自動車協会第65回定時支部長会　第61回定時総会
 産婦人科専門医会
 岡山対がんシンポジウム2013
 医療基本法（仮称）制定に関するシンポジウム
　　20日 会計士監査
　　21日 監事監査
 医療ネットワーク岡山協議会　平成25年度第１回会議
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　22日 五役会議
 医療ネットワーク岡山協議会第２回法人化検討委員会
 消化管精検研究会
　　23日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会理事会
 岡山県学校保健会理事会・評議員会
 平成25年度おかやま多文化共生連絡会議
 四師会による南海トラフ地震対策協議会
 岡山県警察・岡山県警察協力医会合同ブロック研修会（岡山ブロック）
　　24日 岡山県公害健康被害認定審査会
 第２回岡山県医療対策協議会
　　25日 平成25年度岡山県老人保健施設協会総会
 女医部会委員会
 西大寺医師会定時総会懇親会
　　26日 岡山医師研修支援機構第８回通常総会
 玉野市医師会懇親会
　　28日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会　　
　　29日 岡山県愛育委員会・恩賜財団母子愛育会岡山県支部平成25年度総会
 平成25年度岡山県看護師等就業協力員・看護職員確保対策連絡協議会
　　30日 第13回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 個別指導
　　31日 平成25年度岡山県交通安全対策協議会総会
６月１日 日医生涯教育協力講座セミナー（べーリンガー）
 岡山県内科医会保険研修会
 岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会
　　２日 御津医師会・赤磐医師会・北児島医師会合同「有事医師派遣制度」主旨説明会と調印式
 乳がん検診講習会
　　３日 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会
　　４日 平成25年度福祉用具展示・体験コーナー第１回運営委員会
　　５日 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
 岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　　６日 岡山県精神保健福祉協会平成25年度第１回理事会
 第１回岡山県立学校結核対策委員会
 平成25年度第１回岡山大学教育学部付属学校結核対策委員会
 平成25年度岡山県衛生管理者交流会総会
 医療ネットワーク岡山協議会第３回法人化検討委員会
 地域医療支援病院運営委員会
　　７日 BSE対策の見直しに関する説明会
 第４回日本糖尿病対策推進会議総会
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　　８日 平成25年度公益社団法人岡山県栄養士会定期総会
　　10日 第２回選挙管理委員会
　　14日 会館監理委員会
　　15日 平成25年度岡山県看護協会通常総会
　　16日 第３回選挙管理委員会
 議事運営協議会
 第184回岡山県医師会定例代議員会
　　18日 第３回がん登録部会
　　18日 岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　20日 岡山県精神保健福祉協会平成25年度通常総会
 個別指導
 岡山県病院協会平成25年度定時会員総会
　　21日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 第１回岡山県医師会糖尿病対策推進協議会
　　22日 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
　　23日 日本医師会第129回定例代議員会
　　24日 平成25年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　25日 平成25年度第１回岡山県難病医療連絡協議会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
　　26日 平成25年度第１回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 第１回新会館建設委員会
　　27日 平成25年度留置施設視察委員会任命式
 平成25年度都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会
 個別指導
 平成25年６月保険医療関係機関連絡会議
 平成25年度岡山県留置施設視察委員会第１回委員会
 岡山医療センター「地域医療連携の夕べ」
　　29日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会・通常総会
 第１回産業医部会委員会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第４回理事会
 岡山大学泌尿器科学教室開講百周年記念行事
 東備糖尿病療養指導セミナー
 岡山大学泌尿器科学教室開講百周年記念祝宴
 NPO法人救命おかやま第８回記念講演会・懇親会
 第３回備前ブロック医師会協議会
　　30日 民主党政調会長との懇談
７月１日 平成25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
 第25回岡山県がん診療連携協議会
　　２日 平成25年度第１回岡山県介護保険制度推進委員会
 医療ネットワーク岡山協議会第４回法人化検討委員会
　　３日 岡山県肝炎対策協議会および岡山県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会
　　４日 第14回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 第２回新会館建設委員会
 第87回日本産業衛生学会「第３回企画委員会」
　　５日 岡山県覚醒剤等薬物乱用対策推進本部本部会
 平成25年度総合防災訓練第１回担当者会議
　　６日 平成25年度岡山県地域産業保健センター運営連絡協議会
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 岡山県内科医会講演会
　　７日 日本臨床内科医会中国四国ブロック代表者会議・懇親会
 勤務医部会・女医部会合同総会
　　９日 岡山県介護保険関連団体協議会総会
 岡山県医療審議会（救急医療対策部会）
 岡山県医療審議会（医療法人部会）
　　11日 平成25年度第１回岡山県へき地医療支援会議
 ジャパン保険岡山との打合せ
　　12日 平成25年度岡山県自殺対策連絡協議会
　　13日 日医生涯教育協力講座セミナー
 第37回岡山スポーツ医科学研究会
 厚生労働大臣田村憲久先生を囲む会
　　14日 郡市等医師会長、基金国保審査委員、社会保障部部員地区委員合同会議
　　16日 岡山県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会（審査部会）
 岡山県医療用自動車協会第１回役員会
 平成25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」第１回幹事会
 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　17日 五役会議
　　18日 個別指導
 平成25年度第１回訪問看護推進協議会
 日本医師会介護保険委員会
 平成25年度岡山県医療安全相談連絡協議会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会訪問看護啓発懇談会
　　19日 平成25年度岡山県血液製剤使用適正化普及委員会
 岡山県糖尿病医療連携体制検討会議並びに糖尿病対策専門部会
　　20日 プライマリ・ケア研修会
 平成25年度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
　　22日 国立病院機構岡山医療センター地域医療支援委員会
　　23日 岡山刑務所視察委員会
 小児救急医療電話相談事業研修会
 第１回都道府県医師会長協議会
　　24日 第３回新会館建設委員会
 消化管精検研究会
　　25日 倉敷ケーブルテレビ　取材
 第44回全国看護高等学校研究協議大会
 平成25年度健康づくり・介護予防リーダー養成講習会
 個別指導（新規）
　　26日 岡山県公害健康被害認定審査会
 第３回岡山県教職員健康診断審査委員会”
　　27日 自由民主党岡山県支部連合会総務会及び選挙対策委員会合同会議
 産業医研修会
　　28日 第１回日本医師会　在宅医リーダー研修会　
 産婦人科部会委員会
 産婦人科専門医会
　　29日 第13回中国地方社会保険医療協議会総会
　　30日 岡山県要保護児童対策地域協議会
 平成25年度学校保健推進協議会
 平成25年度岡山県合同輸血療法委員会
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　　31日 第４回新会館建設委員会
 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
８月１日 岡山県学校保健研究大会
 第15回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 平成25年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会及びドクターヘリ出動5000回到達記念の会
　　２日 平成25年度健康づくり・介護予防リーダー養成講習会
 平成25年度総合防災訓練第２回担当者会議
　　３日 地域医療を担う医師を地域で育てるためのワークショップ
 第26回全国有床診療所連絡協議会総会
 福祉部役員会
　　４日 第26回全国有床診療所連絡協議会総会
　　６日 平成25年度「献血感謝のつどい」
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　７日 第５回新会館建設委員会
　　８日 県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会
　　９日 平成25年度岡山県感染症対策委員会
　　10日 乳がん検診講習会
 高梁医師会納涼会
　　12日 第６回新会館建設委員会
　　17日 第３回新岡山県医師会館建設準備会議
　　19日 平成25年度第１回精度管理専門委員会
 岡山県がん診療連携協議会（第11回緩和ケア実務者会議）
　　20日 乳がん検診講習会
　　21日 新会館建設委員会
 小児救急地域医師研修会
　　22日 第58回中国地区学校保健研究協義大会
 個別指導
 勤務医等環境整備事業関係者会議
　　23日 岡山県教職員健康診断審査委員会
　　24日 消化管検診講習会
 郡市等医師会介護保険担当理事・岡山県医師会介護保険部会連絡協議会
　　25日 第44回中四九地区医師会看護学校協議会
 平成25年度中国四国学校保健担当理事連絡協議会
 平成25年度中国地区学校保健・学校医大会
 岡山プライマリ・ケア学会研修会
　　26日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 平成25年度第１回岡山県准看護師試験委員会
　　27日 平成25年度第１回おかやまDMAT運営協議会
　　28日 新会館建設委員会
　　29日 個別指導
 四師会による南海トラフ地震対策協議会
　　31日 第25回全国医師会共同利用施設総会（９/ １まで）
９月２日 平成25年度がん征圧岡山県大会
　　３日 医療分野の「雇用の質」向上のための企画委員会
　　４日 新会館建設委員会
 岡山県保健福祉部との懇談
 平成25年度全国勤務医部会連絡協議会県内出演者事前打合せ会
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　　５日 第16回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
　　６日 医療ネットワーク岡山協議会第５回法人化検討委員会
 平成25年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患研修会
　　７日 救急の日講演会
 岡山県内科医会研修会
　　11日 新会館建設委員会
 会館監理委員会事前打合会
　　12日 平成25年度第１期留置施設視察
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第５回理事会
 集団指導
　　13日 平成25年度予防接種従事者研修会
 会館監理委員会
 就実大学と岡山県医師会との日医医療秘書課程調印式
　　14日 岡山県警察協力医会総会並びに特別講演会
　　15日 第８回輸入感染症講習会（16日まで）
 産婦人科専門医会
　　17日 岡山刑務所視察委員会
 岡山県医療用自動車協会第２回役員会
　　18日 新会館建設委員会
　　19日 個別指導
 平成25年度がん征圧月間　RSKイブニングニュース＜生放送＞出演
　　20日 第１回岡山県医師会館建築設計者審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　22日 平成25年度日本警察医会第１回理事会及び評議員会
 平成25年度岡山県医師会日医認定産業医制度基礎前期研修会
 第19回日本警察医会総会・学術講演会
　　23日 平成25年度岡山県医師会日医認定産業医制度基礎前期研修会
　　25日 消化管精検研究会
　　26日 第44回日本看護学会（母性看護）学術集会開会式
 川崎医科大学附属川崎病院起工式
 個別指導
　　27日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 大学医学部女性医師支援担当者連絡会議
　　28日 中国四国医師会連合総会シンポジウム
　　29日 中国四国医師会連合総会・分科会
　　30日 第３回岡山県地域医療支援センター運営委員会
 平成25年度第２回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 第87回日本産業衛生学会第５回運営委員会
10月１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プ
　　２日 新会館建設委員会
 平成25年度第１回岡山県周産期医療協議会
　　３日 社会保険指導者講習会
 留置施設視察
　　４日 社会保険指導者講習会
 食物アレルギー・アナフィラキシー対応研修会（学校保健会主催）
　　５日 プライマリケア研修会
 御津医師会「地域医療」学術シンポジウム　18：00 ～報告と感謝の集い
　　６日 県民公開講座（糖尿）
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 平成25年度日本医師会医療安全推進者養成講座講習会
　　８日 岡山刑務所視察委員会
 第２回岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
 ミャンマー国　保健大臣来日に伴う歓迎会
　　９日 平成25年度都道府県医師会検案担当理事連絡協議会
 岡山県教育庁との懇談会
　　10日 第35回産業保健活動推進全国会議
 第17回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 ロボットスーツHALリハビリテーション評価事業中間報告会
　　11日 就実大学視察
 岡山県医療審議会
 岡山県医療審議会医療法人部会
　　12日 厚生労働省岡山県関係者との懇談会
　　13日 中国四国医師会連合連絡会
 第130回日本医師会臨時代議員会
　　14日 岡山県糖尿病医療連携シンポジウム
 第22回いのちの講演会
　　15日 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　16日 新会館建設委員会
 岡山県四師会懇談会
　　17日 平成25年度郡市等医師会産業保健担当理事・産業医部会委員会合同会議
 小児救急地域医師研修会
 乳がん検診講習会関連会議
　　18日 岡山県病院協会平成25年度病院優良職員表彰式
 岡山県消化管精密検診施設委嘱審議会→中止
　　19日 日医生涯教育協力講座セミナー（第一三共）
　　20日 在宅医療実地研修会
　　21日 岡山県医師会臨床精度管理実行委員会
 岡山医療センター地域医療支援委員会
　　22日 岡山県難病対策協議会特定疾患認定審査部会
 肺がん読影研究会
 糖尿病研修会（倉敷ブロック）
　　23日 新会館建設委員会
 損害保険ジャパンとの懇談会
　　24日 小児救急地域医師研修会
 個別指導
 第５回岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 平成25年度第２回留置施設視察委員会
　　25日 岡山県公害健康被害認定審査会
 第６回岡山県教職員健康診断審査委員会
 学術奨励賞選考委員会
　　26日 岡山医師研修支援機構第29回理事会
 日本医師会「Mass Gathering Medicine」研修会
 乳がん検診講習会
 岡山県医師会女医部会小委員会
　　27日 ICLS研修会
 郡市等医師会長協議会
 小児科部会委員会



− 12 −

　　29日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 スポーツ医部会委員会
 平成25年度労災診療費算定実務研修会
 第３回死因究明推進のための勉強会
　　30日 平成25年度労災診療費算定実務研修会
 新会館建設委員会
 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
　　31日 個別指導
 臨床検査精度管理監査
 平成25年度保健衛生功労者表彰式
 医療ネットワーク岡山協議会　平成25年度第２回会議
 糖尿病研修会（岡山ブロック）
11月１日 第51回岡山県精神保健福祉大会
　　２日 岡山救急医療研究会平成25年度第２回幹事会
 第15回岡山救急医療研究会
　　４日 産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会）
　　５日 医療ネットワーク岡山設立総会
　　６日 新会館建設委員会
 岡山県警察本部との懇談会
 倉敷医師会女性医師との懇談
　　７日 第18回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 産業医実地研修会
 川崎医科大学附属病院創立40周年記念「医療連携懇話会」
　　８日 日医勤務医委員会臨床研修医部会in岡山
 全国医師会勤務医部会連絡協議会前日打合会
　　９日 第44回全国学校保健学校医大会
 全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　10日 第８回市民のための救命講習会（10：30 ～、13：30 ～）
 Junko Fukutake Hall オープニング式典
 平成25年度第60回美作医会定例総会懇親会
　　12日 岡山刑務所視察委員会
 平成25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
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　13日 平成25年度都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会
 新会館建設委員会
 第12回岡山医療訴訟連絡協議会
 岡山県肝炎対策協議会及び岡山県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会”
 岡山県医師会糖尿病対策推進フォーラム2013
　　14日 新規開業医指導
 平成25年度高等学校看護連絡協議会
 集団指導
 知事と一緒に生き活きトーク
 小児救急医療地域医師研修会
　　15日 自由民主党岡山県議団各種団体個別懇談会
　　16日 第２回岡山県地域産業保健センター運営協議会
 平成25年度「日医ITフェア」
 主治医意見書研修会
 第44回日本医師自動車団体連絡協議会
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　　17日 BDLSプロバイダーコース
 CKD県民公開講座
 産婦人科専門医会
 岡山市四師会懇親会
　　18日 新型インフルエンザ等対策関係説明会
　　19日 岡山県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会（審査部会）
 都道府県医師会長協議会
　　20日 南海トラフ大地震を想定した衛星利用実証実験（防災訓練）
 新会館建設委員会
 スポーツ医部会委員会
　　21日 個別指導
 都道府県医師会感染症危機管理担当理事連絡協議会
 平成25年度岡山県学校保健会第３回理事会並びに表彰審査会
　　22日 医療安全全国フォーラム
 産業保健・メンタルヘルス対策総合推進協議会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 ハーバード大学公衆衛生大学院武見プログラム30周年記念シンポジウムレセプション
 岡山県医師会学校医部会研修会
　　23日 民主党岡山県連との意見交換会
 岡山県内科医会研修会
　　25日 平成25年度第２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
 平成25年度第２回岡山県准看護師試験委員会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県結核対策連携会議
　　26日 平成25年度岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会
 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
　　27日 医療分野の「雇用の質」の向上のための企画委員会
 新会館建設委員会
 消化管精検研究会
　　28日 第19回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 個別指導
 「国民医療を守るための国民運動」決起集会打合会
　　29日 平成25年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
 小児救急医療電話相談検討会
 岡山県医師会自賠責研修会
 平成25年度かかりつけ医のための特定疾患研修会
　　30日 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・講演会
 平成25年度備中ブロック医師会協議会
 岡山大学内科100周年を一緒に祝おう
12月１日 地域包括ケアシステムの構築のシンポジウム
 第４回岡山MUSCATフォーラム
 岡山県医療用自動車協会　第３回役員会
　　２日 瀬戸内海放送「自由人会社人」収録
 平成25年度第３回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
　　３日 小児救急地域医師研修会
　　４日 新会館建設委員会
　　５日 岡山産業保健推進事務所及び岡山メンタルヘルス対策支援業務運営協議会
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 岡山中央病院地域連携懇親会
 平成25年度かかりつけ医のための特定疾患研修会
　　６日 日本医師会「国民医療を守るための総決起大会」
 岡山医学会役員会
　　７日 平成25年度家族計画・母体保護法指導者講習会
 勤務医部会委員・郡市等医師会生涯教育担当理事、女医部会委員連絡協議会
 郡市等医師会学校保健担当理事・学校医部会委員連絡協議会
 郡市等医師会介護保険担当理事・介護保険部会連絡協議会
 福祉部役員会
 医療事故対策委員会
 外科部会委員会
 学術奨励賞表彰式、各種表彰受賞祝賀会、各種委員会合同懇親会
　　８日 緩和ケアフォローアップ研修会
 逢沢一郎他国会議員との懇談会
　　９日 岡山県医師会創立100周年事業検討会
　　10日 岡山刑務所視察委員会
 平成25年度栄養ケア活動支援整備事業～在宅における栄養・食生活支援システム構築事業
 ～第１回評価検討委員会
 邑久医師会忘年会
　　11日 新会館建設委員会
　　12日 個別指導
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第６回理事会
 平成25年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
 「国民医療を守るための国民運動」決起集会打合会
 笠岡医師会忘年会
 平成25年度発達障害児（者）支援医師研修会
 糖尿病研修会（備前ブロック）
　　14日 第２回産業医部会委員会
 岡山県内科医会第３回研修委員会
 産婦人科部会委員会
　　15日 第57回岡山県小児保健協会総会及び研究発表会
 乳がん検診講習会
　　16日 平成25年度第２回スポーツ医・科学委員会
　　17日 衛生検査所立入検査
　　19日 個別指導
　　20日 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
　　21日 ADLSコース
 平成25年度Ai学術シンポジウム
 平成25年度女性医師支援センター事業ブロック別会議
 吉備医師会忘年会
　　22日 ADLSコース
 第２回新岡山県医師会館建設会議
　　25日 新会館建設委員会
　　26日 平成25年度第１回岡山県医療費適正化推進協議会
１月５日 平成26年度兵庫県医師会新年祝賀会
　　６日 ミャンマー訪問（１/９まで）
 岡山経済同友会平成26年新年祝賀会
　　８日 NPO全国在宅医療推進協会第14回市民公開講座運営委員長来会
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　　９日 第20回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 新規開業医指導
 倉敷医師会新年宴会
　　10日 御津医師会岡山県医師会長賞受賞祝賀会及び新年会
　　11日 平成25年度死亡時画像診断（Ai）研修会
 石井まさひろ新年祝賀会
 岡山県内科医会研修会
 岡山県病院協会平成26年新年祝賀会
　　12日 平成25年度死亡時画像診断（Ai）研修会
 基金・国保両医科審査委員連絡会議
 第14回公明党新春の集い
 社会保険指導者伝達講習会
 「国民医療を守るための国民運動」
　　15日 医療ネットワーク岡山協議会第１回理事会・懇親会
　　16日 医療推進課来会
 西大寺・瀬戸内地区産業保健連絡協議会
 平成25年度第２回岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会
 第69回国民体育大会冬季大会結団壮行式
　　17日 岡山県文化賞等選考委員会
　　18日 第176回岡山外科会　幹事会
 プライマリ・ケア研修会
 日本医師会横倉会長との懇談
 岡山県医師会新年祝賀会
　　19日 平成25年度医療事故防止研修会
 産婦人科専門医会
　　20日 岡山医療センター地域医療支援委員会
 第２回岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会
 第２回岡山県立学校結核対策委員会
 新見医師会新年会
 ゆいネット岡山第６回協議会
　　21日 都道府県医師会長協議会
 平成25年度第１回岡山県脳卒中連携体制検討会議
 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　22日 岡山県医師会設計協議会
 消化管精検研究会
　　23日 平成25年度第２期留置施設視察
 産業医研修会
 個別指導
 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
 かかりつけ医のための特定疾患研修会
　　24日 岡山県公害健康被害認定審査会
 岡山県教職員健康診断審査会
 岡山県生活習慣病対策推進会議CKD・CVD対策専門部会
　　25日 片山虎之助君を囲む新年会
 術前検査等で発見された肝炎ウイルス陽性者へのかかりつけ医対応力向上研修会
 岡山県医療用自動車協会第４回役員会
　　26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
 第14回公明党新春の集い
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 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会総会
 岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会
　　27日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
　　28日 医療分野の「雇用の質」の向上のための研修会
 第14回中国地方社会保険医療協議会総会
 肺がん読影研究会
　　29日 第69回国民体育大会冬季大会（～ 31日）
 岡山弁護士会役員との懇談会
 自民党県議との懇談会
 心臓病センター榊原病院2013年度第４回地域医療支援病院委員会
　　30日 個別指導
 岡山県学校保健研修会
 岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
　　30日 平成25年度第２回訪問看護推進協議会
　　31日 平成25年度全国メディカルコントロール協議会連絡会
 先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
２月１日 糖尿病研修会（備中ブロック）
 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連絡協議会
 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
 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会役員会合同役員会
 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会
　　２日 第46回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
　　４日 刑務所視察委員会
 平成25年度第１回岡山県がん対策推進協議会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　５日 岡山県医師会設計協議会
　　６日 第21回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 保険医療関係機関連絡会議
 平成25年度第２回岡山県へき地医療支援会議
 産業医・衛生管理者交流集会
 労災保険情報センター「医療機関のためのセミナー」
　　８日 第23回日本医師会主催「指導医のための教育ワークショップ」
 日本医師会医療情報システム協議会（９日まで）
　　９日 ICLS研修会
 平成25年度発達障害児（者）支援医師研修会
 平成25年度第２回日本警察医会理事会
　　10日 岡山県がん診療連携協議会（第12回緩和ケア実務者会議）
 五役会議
　　12日 平成25年度岡山労働局と岡山県医師会との懇談会
 岡山県糖尿病医療連携体制検討会議並びに岡山県生活習慣病対策推進会議糖尿病対策
 専門部会
 岡山県医師会設計協議会　階構成・平面レイアウトWG
　　13日 医療対話推進者養成セミナー（基礎遍）
 第27回岡山県栄養改善学会
 訪問看護ステーション連絡協議会理事会
 産業医実地研修会
 浅口介護支援専門員連絡協議会、浅口医師会合同研修会
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　　14日 第10回アスベスト対策協議会
　　15日 乳がん検診講習会
 かかりつけ医認知症対応力向上研修会
 郡市等医師会長協議会
　　16日 平成25年度母子保健講習会
 消化管検診研究会講演会
　　17日 （株）共同との第87回日本産業衛生学会打合せ
 平成25年度岡山県生活習慣病等管理指導協議会子宮がん部会
 岡山県地域医療支援センター運営委員会
　　18日 岡山県医師会設計協議会
 未来医療研究人養成拠点形成事業　キックオフシンポジウム等
 五役会議
　　19日 岡山県医師会設計協議会　階構成・平面レイアウトWG運営・管理・セキュリティー WG
 合同会議
 平成25年度岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会協議会
 平成25年度第２回精度管理専門委員会
 倉敷市連合医師会・水島産業医学研究会・岡山県医師会共催産業医学講習会
　　20日 個別指導
 平成25年度学校保健課題解決支援事業に係る第２回学校保健推進協議会
　　21日 平成25年度第２回おかやまDMAT運営協議会
 平成25年度女性医師支援事業連絡協議会
 平成25年度岡山県生活習慣病検診等管理指導協義会肺がん部会
　　22日 岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
 第５回岡山県民公開シンポジウム
 平成25年度日本医師会総合政策研究機構・日本学術会議共催シンポジウム
 鈴木幸一郎教授退官記念祝賀会
 岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
　　23日 平成25年度学校保健講習会
 小林敏郎先生叙勲受章祝賀会
 岡山大学医学部創立150周年記念事業「メンター・メンティー交流会」
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県医療審議会（医療法人部会）
　　25日 平成25年度岡山県難病対策協議会
 第４回岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　26日 岡山県難病相談・支援センター運営協議会
 第４回シンポジウム「会員の倫理・資質向上をめざして」
 岡山県医師会設計協議会　設備計画WG管理・運営・セキュリティ WG
　　27日 平成25年度　死体検案研修会
 個別指導
 玉野市医師会産業医研修会
 平成25年度第３回岡山県地域産業保健センター運営協議会
 平成25年度第３回留置施設視察委員会
 平成25年度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）
 糖尿病研修会（美作ブロック）
　　28日 岡山県教職員健康診断審査会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成25年度都道府県医師会事務局長連絡会
３月１日 胸部疾患診断研究会講演会
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　　２日 プライマリ・ケア研修会
　　３日 NPO全国在宅医療推進協会第14回市民公開講座運営委員会
　　４日 平成25年度第３回岡山県准看護師試験委員会
 小児救急地域医師研修会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
 岡山県医師会館設計協議会
 岡山県医師会館設計協議会　大会議室（ホール）WG
　　５日 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会
 小児救急医療電話相談検討会
 岡山県医師会館設計協議会　階構成・平面レイアウトWG設備設計WG管理・運営・セキュリティー

WG
　　６日 勤務医等環境整備事業関係者会議
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　７日 平成25年度臨床検査精度管理調査報告会
 第11回岡山県教職員健康診断審査委員会
 平成25年度第４回岡山県国民健康保険団体連合会理事会
　　８日 岡山県歯科衛生士会第16回理事会
　　９日 平成25年度発達障害児（者）支援医師研修会
　　10日 支払基金幹事会
　　12日 平成25年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会
 日医認定医療秘書養成に係る運営委員会
 岡山県医師会館設計協議会　階構成・平面レイアウトWG
　　13日 平成25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
 岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 平成25年度医療政策シンポジウム
 平成25年度岡山県看護職員確保対策委員会
 真庭市医師会平成25年度定時総会
　　14日 会館監理委員会
 中国四国医師会事務局長会議
 平成25年度岡山県感染症対策委員会
 平成25年度岡山県麻しん対策会議
 平成25年度栄養ケア活動整備事業第２回評価検討委員会
　　15日 アドボケーター派遣事業報告会
 日医生涯教育講座・産業医研修会
 平成25年度第２回へき地勤務医師等医療研修会
 スポーツ医部会委員会
 岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　16日 産婦人科専門医会
 在宅における栄養・食生活支援システム構築事業　第３回研修会
　　17日 平成25年度岡山県献血推進協議会
 平成25年度第３回スポーツ医・科学委員会
 岡山県児童虐待対策研究会準備委員会
 主治医意見書研修会
　　18日 岡山県医療用自動車協会第５回役員会
 岡山県医師会館設計協議会
　　19日 有床診療所の防火対策に関する説明会（TV会議）
 岡山県医師会館設計協議会　外観・内装WG事前打合せ
 医療ネットワーク岡山協議会第２回理事会
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 第１回選挙管理委員会
 岡山県医師会外科部会第６回岡山外科医会合同講演会
　　20日 平成26年度点数改正説明会
 平成25年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会
 かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
　　22日 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会合同役員会・研修会
　　23日 プライマリ・ケア学術大会
　　24日 平成26年度点数改正説明会
　　25日 平成25年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
 先端的医療・介護機器を活用したリハビリテーション推進委員会
 平成26年度点数改正説明会
 平成25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
 肺がん読影研究会
　　26日 岡山県医療対策協議会（産科医療対策部会）
 岡山県医師会館設計協議会外観・内装WG
 消化管精検研究会
　　27日 第22回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 平成25年度岡山県精神保健福祉審議会
 平成26年度点数改正説明会
 岡山産業保健推進連絡事務所運営協議会
 第87回日本産業衛生学会第８回企画運営委員会
 かかりつけ医のための特定疾患研修会
　　28日 岡山県医師会館設計協議会
 歯科往診サポートセンター評価委員会
　　29日 中国四国医師会連合常任委員会
　　30日 中国四国医師会連合連絡会
　　30日 日本医師会第131回臨時代議員会

［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（和）理事、山本（博）理事、宮﨑理事）

⑴　平成24年度日本医師会生涯教育制度単位集計と認定証取得集計の結果について
　 　平成25年10月１日付けで、平成22年度の制度改正後、初めての認定証発行となった。平成24年度の全国の平均

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。岡山県の取得単位＋CCの合計平均は全
国平均を3.7ポイント上回っていたが、昨年度と比較すると平均取得単位は0.1ポイント増加し、平均取得CCは0.4
ポイント、取得単位＋CCの合計平均は0.3ポイント減少した。

　①　全国の平均と岡山県の平均

全　国 岡山県
H24年度 H23年度 H22年度 H24年度 H23年度 H22年度

平均取得
単位 16.1 16.2 16.3 18.7 18.6 18.7

平均取得CC 15.4 15.4 15.0 16.5 16.9 16.2
取得単位+CC

合計平均 31.5 31.6 31.3 35.2 35.5 34.9
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　②　平成24年度の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 氏　名 郡市区医師会 単位合計 CC合計 単位+CC
１ 加　原　雅　教 児島医師会 376.5 78 454.5
２ 西　原　照　夫 岡山市医師会 363.0 75 438.0
３ 岩　藤　知　義 赤磐医師会 281.5 70 351.5
４ 三　谷　　　健 久米郡医師会 270.0 69 339.0
５ 則　井　　　崇 岡山市医師会 247.0 72 319.0
６ 三谷原　重　雄 倉敷医師会 231.5 68 299.5
７ 仁　科　秀　雄 玉島医師会 226.0 67 293.0
８ 市　川　弘　幸 倉敷医師会 224.5 68 292.5
９ 澤　田　　　聡 岡山市医師会 220.0 63 283.0
10 山　上　洋　治 真庭市医師会 214.5 67 281.5

※10名中８名が診療所、１名が病院、１名がその他の先生でした。

　③　認定証取得（平成22 ～ 24年度）の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 氏　名 郡市区医師 単位合計 CC合計 単位+CC
１ 三　谷　　　健 久米郡医師会 1,095.5 84 1,179.5
２ 西　原　照　夫 岡山市医師会 1,043.5 84 1,127.5
３ 加　原　雅　教 児島医師会 1,018.0 82 1,100.0
４ 則　井　　　崇 岡山市医師会 747.0 80 827.0
５ 市　川　弘　幸 倉敷医師会 698.0 82 780.0
６ 岩　藤　知　義 赤磐医師会 655.5 78 733.5
７ 白　髪　克　也 倉敷医師会 600.0 77 677.0
８ 三谷原　重　雄 倉敷医師会 598.5 75 673.5
９ − 和気医師会 509.5 78 587.5
10 仁　科　秀　雄 玉島医師会 511.0 76 587.0

※10名中７名が診療所、２名が病院、１名がその他の先生でした。
※９位の先生はお名前の掲載を辞退されました。

　④　平成24年度 取得単位、CC、単位+CCの内訳
【取得単位数別人数】

単位 診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

０ 332 329 95 756
0.5 ～ 20 849 729 138 1,716
20.5 ～ 40 274 158 25 457
40.5 ～ 60 85 34 ６ 125
60.5 ～ 80 42 19 １ 62
80.5 ～ 100 23 ８ ０ 31
100.5 ～ 400 22 ９ ２ 33

計 1,627 1,286 267 3,180
※その他・・・大学、自宅会員等
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取得単位別人数
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【取得CC数別人数】

取得CC数 診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

０ 332 329 95 756
１～５ 228 245 44 517
６～ 10 239 222 47 508
11 ～ 15 198 148 31 377
16 ～ 20 155 103 19 277
21 ～ 25 133 96 11 240
26 ～ 30 100 63 ６ 169
31 ～ 35 77 29 ４ 110
36 ～ 40 63 25 ４ 92
41 ～ 45 38 ８ ３ 49
46 ～ 50 22 ７ ２ 31
51 ～ 55 17 ６ ０ 23
56 ～ 60 10 １ ０ 11
61 ～ 65 ３ ３ ０ ６
66 ～ 70 ８ １ ０ ９
71 ～ 75 ２ ０ １ ３
76 ～ 80 １ ０ ０ １
81 ～ 84 １ ０ ０ １

計 1,627 1,286 267 3,180
※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）

０ 332 329 95 756
0.5 ～ 20 481 478 93 1052
20.5 ～ 40 347 247 48 642
40.5 ～ 60 218 130 15 363
60.5 ～ 80 101 52 ９ 162
80.5 ～ 100 59 19 ３ 81
100.5 ～ 200 78 29 ３ 110
200.5 ～ 300 ８ １ ０ ９
300.5 ～ 400 ２ １ ０ ３
400.5 ～ 500 １ ０ １ ２

500以上 ０ ０ ０ ０
計 1,627 1,286 267 3,180

※その他・・・大学、自宅会員等

　平成24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、下表の通りでした。
取得者の多い項目と少ない項目の差が激しく、一番取得者の多い項目は、前年度と同じく13「地域医療」の1,624人、
一番少ない項目は48「誤飲」の17人でした。他に取得者の少ない項目は、17「急性中毒」、56「熱傷」、58「褥瘡」、
64「肉眼的血尿」、67「多尿」、71「流・早産および満期産」で、取得者数が100人未満でした。理由としては、こ
れらのカリキュラムコードの付与された講演会等がそもそも少ないことも考えられるので、是非、会を主催される
方はこれらの結果を踏まえて、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ましたら幸いです。
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　⑤　平成24年度カリキュラムコード取得一覧表と取得者数比較

⑵　日医生涯教育講座の開催
　①　平成25年４月20日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診における視触診の意義−岡山方式を中心に− くにとみ外科胃腸科医院　院長　岡崎　邦泰
　②　平成25年６月１日（日医生涯教育協力講座セミナー「心房細動と脳梗塞」）
　　　心房細動のカテーテルアブレーション
 国際医療福祉大学大学院　教授/福岡山王病院　ハートリズムセンター長　熊谷浩一郎
　　　心房細動と脳梗塞 川崎医科大学脳卒中医学教室　教授　木村　和美
　　　Old and New　心房細動の抗凝固療法 （財）心臓血管研究所　所長・附属病院長　山下　武志
　③　平成25年６月２日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診のすすめ 赤堀病院　院長　赤堀　泰一郎
　④　平成25年７月13日（日医生涯教育協力講座セミナー「糖尿病患者さんの食習慣を考慮に入れた薬物治療」）
　　　【基調講演】　　　
　　　糖尿病の病態解明と治療の進歩 川崎医科大学特任教授（総合内科学１）加来　浩平
　　　　【糖尿病治療の最前線】
　　　　糖尿病の食事療法～最近の考え方 心臓病センター榊原病院　福田　哲也
　　　　経口糖尿病薬の使い方 岡山済生会総合病院　主任医長/糖尿病センター長　中塔　辰明
　　　　インスリン治療の実際 倉敷中央病院糖尿病内科　主任部長　松岡　　孝
　　　　【ケーススタディ：症例から学ぶ糖尿病治療】
　　　　経口治療薬の一例 岡山赤十字病院糖尿病センター長　宮下　雄博
　　　　インスリン治療の一例 岡山医療センター糖尿病・代謝内科　医長　肥田　和之
　⑤　平成25年７月27日（産業医研修会）
　　　第12次労働災害防止推進計画及び労働災害防止について 岡山労働局健康安全課長　高祖　明己
　　　海外赴任のメンタルヘルス　
 関西福祉大学社会福祉学部　社会福祉学科・大学院社会福祉学研究科　教授　勝田　吉彰
　　　産業保健の現状とこれからの課題　 日本医師会　常任理事　道永　麻里
　⑥　平成25年８月10日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診−視触診でがんを見つける− 岡山赤十字病院副院長（兼）乳腺内分泌外科部長　辻　　尚志
　⑦　平成25年８月24日（消化管検診研究会講演会）
　　　誰でもできるバリウム検査での胃がんリスク判定：ワンストップ型胃がん検診をはじめよう
 公立大学法人奈良県立医科大学放射線医学教室　助教　伊藤　高広
　　　胃がんで亡くなる人をなくすための戦略
 北海道大学大学院医学研究科がん予防内科学講座　特任教授　浅香　正博
　⑧　平成25年８月24日（在宅医療実地研修会（日医生涯教育講座））
　　　在宅医療におけるチームケアの実践−最期までお家で過ごしたいを実践するために−
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 医療法人社団プラタナス　桜新町アーバンクリニック院長　遠矢純一郎
　⑨　平成25年９月６日（平成25年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患研修会）
　　　岡山県の難病対策について 岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健対策班　総括副参事　片山　圭子
　　　岡山県難病医療連絡協議会の取り組みについて 岡山県難病医療連絡協議会　相談員　守屋さとみ
　　　内分泌疾患～日常診療で見逃さないために～ 倉敷スイートホスピタル　院長　松木　道裕
　⑩　平成25年９月７日（「救急の日」講演会）
　　　南海トラフの巨大地震による被害想定とその対策について 岡山県危機管理監　角田　保彦
　　　災害における医師会活動～ JMATを中心に～ 日本医師会常任理事　石井　正三
　⑪　平成25年10月19日（日医生涯教育協力講座セミナー「家庭血圧測定の重要性」）
　　　心血管イベントを未然に防ぐ～血圧からのアプローチ～　
 鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧内科学教授　大石　　充
　　　高血圧から拡張不全へ～何故なるの、どう治すの～ 鳥取大学医学部病態情報内科学　教授　山本　一博
　⑫　平成25年10月26日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌疫学の動向 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　講師　平　　成人
　⑬　平成25年11月４日（産業医研修会（特定検診・特定保健指導研修会））
　　　岡山県の特定健診・保健指導の現状と課題 岡山県保健福祉部健康推進課長　發坂　耕治
　　　岡山県南部健康づくりセンターにおける食事運動療法のシステム　
 岡山県南部健康づくりセンター長　沼田　健之
　　　健康づくりのための運動療法 岡山県南部健康づくりセンター　運動指導員　森下　明恵
　　　就労者の健康づくりと治療の継続 日本医師会　副会長　今村　　聡
　⑭　平成25年12月12日（発達障害児（者）支援医師研修会）
　　　支援センターでの就労支援の現状 岡山市発達障害者支援センター　ひかりんく　保健師　竹田与志子
　　　支援センターでの就労支援から「就労につながった事例、就労支援が困難な事例」
 岡山市発達障害者支援センター　ひかりんく　心理士　重廣　陽香
　　　医療センターでの就労支援の現状 岡山県精神科医療センター　心理士　内田　晃裕
　　　医療センターでの就労支援から「就労につながった事例、就労支援が困難な事例」
 岡山県精神科医療センター　医師　来住　由樹
　⑮　平成25年12月15日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診と画像診断 岡山済生会総合病院　放射線科主任医長　石原　節子
　⑯　平成26年２月１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）
　　　○学術奨励賞受賞講演
　　　　tPA静注療法を施行した中大脳動脈閉塞例におけるDWI-ASPECTS 
 川崎医科大学脳卒中医学　講師　青木　淳哉
　　　　血清可溶型KLothoの低下は慢性腎臓病患者の動脈スティフネスを規定する
　　　　独立したバイオマーカーである 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科　助教　北川　正史
　　　○日医生涯教育講座
　　　　シンポジウム「うつ病診療の勘どころ、自殺防止にむけた試み」
　　　　うつ病と自殺の疫学、身体科診療科における現状 岡山大学病院精神科神経科　講師　稲垣　正俊
　　　　うつ病診療の基本事項と精神科紹介のタイミング
 川崎医科大学精神科学　教授/川崎医科大学附属川崎病院診療科　部長　石原　武士
　　　　うつ病診療での精神科入院のタイミングと入院治療の実際
 岡山県精神科医療センター精神科　医長　耕野　敏樹
　　　　救命救急センターと自殺企図：自殺企図後の支援体制
 倉敷中央病院　救命救急センター /総合診療科　医師　高瀬　真知
　⑰　平成26年２月９日（発達障害児（者）支援医師研修会）
　　　シンポジウム「発達障害の診断の実際」乳幼児期 なのはなクリニック　笹野　京子
　　　　　　　　　　「発達障害の診断の実際」児童期 岡山県精神科医療センター　池田　　伸
　⑱　平成26年２月15日（乳がん検診講習会）
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　　　平成25年度乳がん検診講習会のまとめ くにとみ外科胃腸科医院　院長　岡崎　邦泰
　⑲　平成26年２月16日（消化管検診研究会講演会）
　　　大腸がんの早期発見と内視鏡治療の意義 岡山大学病院光学医療診療部　助教　原田　馨太
　　　適用拡大から１年−ピロリ菌除菌診療の現況と今後 岡山大学病院光学医療診療部　教授　岡田　裕之
　⑳　平成26年３月１日（岡山胸部疾患研究会講演会）
　　　岡山県における結核対策について 岡山県保健福祉部　参与　發坂　耕治
　　　石綿関連疾患の診断の現状 独立行政法人労働者健康福祉機構岡山ろうさい病院　副院長　岸本　卓巳
　　　肺聴診から学ぶ～聴診の基本とサイエンス～ 川崎医科大学呼吸器内科　主任教授　岡　三喜男
　㉑　平成26年３月９日（発達障害児（者）支援医師研修会）
　　　発達障害児（者）の触法行為、予防と介入の視点から 関東医療少年院　医務課長　桝屋　二郎
　㉒　平成26年３月15日（産業医研修会）
　　　脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について
 岡山労働局労働基準部労災補償課長　関　　健一
　　　県北における職域メンタルヘルス事例対応について 希望ヶ丘ホスピタル　院長　日笠　完治
　　　事例に学ぶ全員参加型ワークショップ（グループ討議）
　　　　「ファシリテーター」 岡山産業保健推進連絡事務所相談員・三菱化学（株）水島事業所健康
  管理センター専属産業医　成松　勇人
　　　　１）メンタルヘルス関連事例紹介と出題
 岡山産業保健推進連絡事務所相談員・旭化成ケミカルズ（株）専属産業医　　　　中村　武博
 岡山産業保健推進連絡事務所メンタルヘルス相談員・岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　２）グループ討議並びに回答作成
　　　　３）グループ発表とフロアーとの討議、講師講評
⑶　卒後臨床研修対策（糸島副会長、山本（和）理事、山本（博）理事）
　　平成25年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
　 　平成26年度２月22・23日津山中央病院健康管理センターに於いて、岡山県医師会、津山中央病院の主催により

開催した。参加者16名
⑷　岡山県医師会学術奨励賞
　 　平成25年度は下記２名が受賞し、平成25年12月７日に授与式、平成26年２月１日に三木記念ホールで受賞講演

が行われた。
　①　tPA静注療法を施行した中大脳動脈閉塞例におけるDWI-ASPECTS 
 川崎医科大学脳卒中医学　講師　青木　淳哉
　②　血清可溶型KLothoの低下は慢性腎臓病患者の動脈スティフネスを規定する
　　　独立したバイオマーカーである 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科　助教　北川　正史
⑸�　都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会
　　平成26年３月12日に日本医師会で開催され、山本（博）理事と櫻木事務員が出席した。
⑹　郡市地区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25年12月７日に三光荘で開催した。
⑺　県民公開講座
　　（糖尿病）
　　糖尿病県民公開講座『ライフスタイルを見直そう～糖尿病と上手に付き合うために～』
　　平成25年10月６日（日）11：00 ～ 16：00　岡山衛生会館「三木記念ホール」「第１、２会議室」にて開催
　①　健康相談　11：00 ～ 13：00
　　　①食事の相談（管理栄養士）、②薬の相談（薬剤師）、③歯の健康相談（歯科衛生士）、④血糖測定（看護師）
　②　パネル展示
　　◦糖尿病の歴史　・インクレチンの話　・膵島移植の話
　③　パンフレット配布
　④　食品サンプル配布
　⑤　講演会　13：00 ～ 16：00 総合司会：岡山県医師会理事　神﨑　寛子
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　　ア　「岡山県の糖尿病と医療連携体制について」 岡山県保健福祉部　参与　發坂　耕治
　　イ　「糖尿病を甘くみていませんか？」 順天堂大学　特任教授　河盛　隆造
 座長：川崎医科大学総合内科学１　特任教授　加来　浩平
　　ウ　リフレッシュタイム NPO法人teamAIR　高岡明生子
 座長：心臓病センター榊原病院　院長　岡﨑　　悟
 岡山大学病院新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
　　エ　「食事で防ごう糖尿病−“ポイント”おさえて上手にコントロール−」 平病院　栄養課課長　島本　恭子
　　オ　「糖尿病網膜症　A to Z」 岡山赤十字病院　眼科部長　中山　　正
　　カ　「知っておいて欲しい妊娠糖尿病」 岡山大学医歯薬学総合研究科産科・婦人科学 教授　平松　祐司
　　キ　質問タイム
⑻　緩和ケア研修会事業
　①　第１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
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。

　　　開催日：平成25年12月８日（日）　10：00 ～ 17：00　
　　　岡山衛生会館５階　中ホール　
　　　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　29名
　②　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。開催日を平成26年２月８・９日に予定し、定員40名を超す申込みが
あったが、２月８日に岡山県では20年ぶりとなる降雪による交通への影響のため研修会は中止となった。

⑼　産業医研修関連事業
　　◦５月９日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務１ 岡山大学大学院　地域医療支援センター助教　岩瀬　敏秀
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山労災病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位、実地１単位
　　◦６月13日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務２ 岡山大学大学院　地域医療支援センター助教　岩瀬　敏秀
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山労災病院副院長　 岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位、実地１単位
　　◦７月18日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務３ 岡山大学大学院疫学・衛生学分野　井家　克彦
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山労災病院副院長　 岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位、実地１単位
　　◦７月20日（土）産業医研修会　13：00 ～ 18：15　岡山第一生命ビル３階会議室
　　　　１．職場におけるメンタル対応総論−業務遂行レベルにもとづくメンタル対応　成果概要報告−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．三菱化学におけるメンタル対応の実際 三菱化学株式会社　産業医　神原　辰徳
　　　　３．三菱化学における健康管理規程の運用について 三菱化学株式会社四日市事業所　産業医　川瀬　洋平
　　　　４．職場でよくあるメンタル対応−判例をもとにしたケーススタディ・ディスカッション−
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 安西法律事務所　弁護士　松原　健一
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 三菱化学株式会社四日市事業所　産業医　川瀬　洋平
 三菱化学株式会社　産業医　神原　辰徳
　　　　５．職場でよくあるメンタル対応　相談事例をもとにしたロールプレイ
 安西法律事務所　弁護士　松原　健一
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 三菱化学株式会社四日市事業所　産業医　川瀬　洋平
 三菱化学株式会社　産業医　神原　辰徳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修４単位　実地１単位
　　◦７月27日（土）産業医研修会　13：30 ～ 17：00　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　１．第12次労働災害防止推進計画及び労働災害防止について 岡山労働局健康安全課長　高祖　明己
　　　　２．海外赴任のメンタルヘルス
 関西福祉大学社会福祉学部 社会福祉学科・大学院社会福祉学研究科教授　勝田　吉彰
　　　　３．産業保健の現状とこれからの課題 日本医師会常任理事　道永　麻里
　　　　　　　【単位数】基礎研修　　後期研修3.5単位
　　　　　　　　　　　生涯研修　　更新１単位　専門研修2.5単位
　　◦８月20日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　「健康管理総論」
　　　　１．職場におけるメンタル対応の考え方と実際
　　　　　　　−業務遂行レベルにもとづくメンタル対応　成果概要報告−
 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　専門研修２単位
　　◦９月12日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務４　グループワークによる事例検討４ 岡山労災病院副院長　岸本　卓巳
 岡山大学病院新医療研究開発センター助教　三橋　利晴
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地２単位
　　◦９月22日（日）、23日（月･祝）平成25年度岡山県医師会日医認定産業医基礎・前期研修会
 ９：00 ～ 17：00　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　　　　【単位数】基礎研修　前期14単位
　　◦10月10日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務５　グループワークによる事例検討５
 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
 岡山労災病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地２単位
　　◦11月４日（月・祝）特定健診・特定保健指導研修会　13：00 ～ 17：00　三木記念ホール
　　　　１．岡山県の特定健診・保健指導の現状と課題 岡山県保健福祉部健康推進課長　發坂　耕治
　　　　２．岡山県南部健康づくりセンターにおける食事運動療法のシステム　
 岡山県南部健康づくりセンター長　沼田　健之
　　　　３．健康づくりのための運動療法 岡山県南部健康づくりセンター運動指導員　 森下　明恵
　　　　４．就労者の健康づくりと治療の継続 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７日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　旭化成ケミカルズ（株）水島製造所
　　　　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
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　　◦11月16日（土）産業医研修会　13：00 ～ 18：15　岡山第一生命ビル３階会議室
　　　　１．職場におけるメンタル対応総論−業務遂行レベルにもとづくメンタル対応　成果概要報告−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．メンタル対応の実際 東京ガス株式会社　統括産業医　塚本　浩二
　　　　３．メンタル対応における健康管理規程とその運用について 東京ガス株式会社産業医　西浦　千尋
　　　　４．職場でよくあるメンタル対応　事例をもとにしたグループ・ディスカッション
 東京ガス株式会社　統括産業医　塚本　浩二
 東京ガス株式会社　産業医　西浦　千尋
 ジャパンEAPシステムズ関西支社臨床心理士　榎本　正己
 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、実地１単位
　　◦11月21日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務６　グループワークによる事例検討６
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　　高尾　総司
 岡山大学大学院　疫学・衛生学分野助教　鈴木　越治
 岡山労災病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地２単位
　　◦平成26年１月16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．労働衛生行政の動向について 岡山労働基準監督署　安全衛生課長　織田　彰彦
　　　　２．セクハラ・パワハラ対応について 森脇法律事務所　弁護士　山根　　務
　　　　　　　【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16日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院　　
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務７　グループワークによる事例検討７
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山労災病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地２単位
　　◦１月23日（木）産業医研修会　13：50 ～ 17：00　備前市立吉永病院（２階会議室）
　　　　１．粉じん測定法と正しい防じんマスク装着法について
 岡山産業保健推進連絡事務所労働衛生工学分野基幹相談員　　西出　忠司
　　　　２．過重労働・メンタルヘルス対策について
 岡山産業保健推進連絡事務所産業保健分野基幹相談員・どうみょう医院院長　道明　道弘
　　　　３．職場のメンタルヘルス（事例検討）
 岡山産業保健推進連絡事務所メンタルヘルス分野基幹相談員・河田病院副院長　山下　龍子
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位、実地１単位
　　◦２月６日（木）産業医･衛生管理者交流集会　14：00 ～ 17：00　ピュアリティまきび
　　　　１．労働衛生行政の現状と課題 岡山労働局労働基準部　健康安全課長　高祖　明己
　　　　２．心の健康問題による休職からの復帰支援 岡山労災病院心療内科･精神科部長　大月　健郎
　　　　３．職場の衛生管理上の問題を解決するために 岡山県医師会長　石川　　紘
　　　　　　　【単位数】基礎：後期２単位、実地１単位
　　　　　　　生涯：更新１単位、専門１単位、実地１単位
　　◦２月13日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　（株）クラレ岡山事業所
　　　　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13日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務８　グループワークによる事例検討８
 岡山大学大学院　疫学・衛生学分野助教　鈴木　越治
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 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山労災病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地２単位
　　◦２月19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．「産業保健活動における健康スポーツ医学の活用について」
 ライフスタイル医科学研究所所長　庄野菜穂子
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位　　生涯研修：専門２単位
　　◦２月27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．最近の労働衛生と健康診断の事後措置について　
 岡山県医師会理事・岡山産業保健推進センター相談員・どうみょう医院院長　道明　道弘
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２　生涯研修：専門２
　　◦３月４日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．メンタルヘルス対応各論１　お試し出社の是非
　　　　２．メンタルヘルス対応各論２ 安衛法改正に伴うメ  ンタルチェックへの対応　
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　　【単位数】生涯研修：更新１単位、専門１単位
　　◦３月15日（土）日医生涯教育講座・産業医研修会　13：30 ～ 18：00　三木記念ホール
　　　　１．｢脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について｣　　　
 岡山労働局労働基準部労災補償課長　関　　健一
　　　　２．基調講演「県北における職域メンタルヘルス事例対応について」
 希望ヶ丘ホスピタル院長　日笠　完治
　　　　３．「事例に学ぶ全員参加型ワークショップ」（グループ討議）
　　　　　　「ファシリテーター」 岡山産業保健推進連絡事務所相談員・三菱化学（株）水島事業所健康
  管理センター専属産業医　成松　勇人
　　　　　１）メンタルヘルス関連事例紹介と出題
　　　　　　　【出題Ⅰ】岡山産業保健推進連絡事務所相談員・旭化成ケミカルズ（株） 専属産業医　中村　武博
　　　　　　　【出題Ⅱ】岡山産業保健推進連絡事務所メンタルヘルス相談員・
 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　　２）グループ討議並びに回答作成
　　　　　３）グループ発表とフロアーとの討議、講師講評
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、実地２単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修：更新１単位、専門１単位、実地２単位
　　◦３月20日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山労災病院　　
　　　　１．事例から学ぶ産業保健実務９　グループワークによる事例検討９
 岡山大学大学院　疫学・衛生学分野　井家　克彦
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山労災病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修：実地２単位

２．部会委員会活動に関する事項

Ⅰ　専門医部会
⑴　外科部会（清水副会長、松山理事、大原理事、宮㟢理事）
　①　平成25年12月７日　岡山衛生会館
　　　外科部会委員会
　②　平成26年３月19日　岡山プラザホテル
　　　外科部会・第６回岡山外科会　合同講演会
　　　「肝癌治療の現状」 岡山済生会総合病院副院長　三村　哲重　先生
⑵　眼科部会
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　①　眼科専門医会
　　ア　平成25年７月28日
　　　１）「緑内障診断の基本～Ｃ／Ｄ比再考」 島根大学医学部眼科学講師　谷戸　正樹
　　　２）「白内障手術  トラブルシューティング」 東邦大学医療センター大森病院眼科准教授　小早川信一郎
　　　３）「日常遭遇する網膜疾患の診断と治療」 岡山大学医学部眼科教授　白神　史雄
　　イ　平成25年11月24日
　　　１）「診療に役立つ眼光学」 川崎医科大学　眼科学教室２　教授　長谷部　聡
　　　２）「網膜硝子体分野のトピックス」
 三重大学大学院医学系研究科　神経感覚医学講座　眼科学　教授　近藤　峰生
　　　３）「眼科社会保険の見方、考え方」 日本眼科医会副会長　山岸眼科医院院長　山岸　直矢
　　ウ　平成26年２月23日
　　　１）「感染性角膜炎診療ガイドライン」はいかに改訂されたか」
 鳥取大学医学部視覚病態学　教授　井上　幸次
　　　２）「記憶に残る緑内障症例」 金沢大学附属病院　臨床教授　東出　朋巳
　　　３）「黄斑疾患への硝子体手術治療update」 学校法人　聖マリアンナ医科大学　教授　高木　　均
　②　部会委員会
　　　平成25年４月25日　　平成25年５月23日　　平成25年６月27日　　平成25年７月28日　　平成25年９月26日
　　　平成25年10月24日　　平成25年11月24日　　平成26年１月23日　　平成26年２月23日　　平成26年３月27日
　③　目の愛護デー行事
　　　日本ロービジョン学会との共催で「目の健康講座」を開催した。
　　　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「知っていますか？高齢者に多い加齢黄斑変性」掲載
　　　　　　　　　「カラコン誤使用眼障害も」掲載
　　　　毎日新聞「カラコン品質に注意」掲載
　　　　津山朝日新聞「眼科豆知識　知っておきたい化学眼外傷」掲載
　④　眼科スタッフ教育
　　　第14回岡山県眼科スタッフ教育講習会を開催した。
　⑤　勤務医対策
　　　日本眼科医会全国勤務医連絡協議会に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担当委員が出席した。
　⑥　学校保健
　　　日本眼科医会全国眼科学校医連絡協議会に担当委員が出席した。
　⑦　社会保険
　　　日本眼科医会社会保険委員会に会長が出席した。
　　　日本眼科医会全国眼科審査委員連絡協議会に会長が出席した。
　　　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会長と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。
　⑧　会員福祉
　　　日本眼科医会都道府県眼科医会連絡会議に会長が出席した。
　　　日本眼科医会医療対策委員会（８月と２月）に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担当委員が出席した。
　　　　コンタクトレンズ販売管理者等の継続的研修を行った。
⑶　耳鼻咽喉科部会（岡部理事）
　①　部会委員会（１回）
　　　平成26年２月13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）
　　ア　第227回　４月28日
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　　　　日耳鼻学会岡山県地方部会学術講演会
　　イ　第228回　６月23日
　　　　　講演「本邦における鼻内手術の歴史」 東京慈恵会医科大学名誉教授　森山　　寛　先生
　　　　　　　　「アレルギ−性鼻炎の疫学」 川崎医科大学耳鼻咽喉科教授　原田　　保　先生
　　　　　報告　日耳鼻学会第39回中国四国地方部会連合保険医療委員会 渡邊　周一　先生
　　　　　　　　身体障害者福祉医療講習会・第39回補聴器キーパーソン全国会議 藤本　政明　先生
　　ウ　第229回　７月28日
　　　　　日耳鼻学会補聴器相談医資格更新のための講習会
　　　　　講演「高齢者の補聴器適合」 岡山大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科　菅谷　明子　先生
　　　　　　　　「補聴器適合の評価−補聴器適合検査の指針の実践と課題−」
　　　　　　　　「最新の補聴機器−最近の動向と最新技術の紹介−」
 信州大学医学部人工聴覚器学講座教授　岩崎　　聡　先生
　　エ　第230回　９月15日
　　　　　頭頸部がん症例提示
　　　　　　　　「術後縫合不全をきたした再発下咽頭癌の１例」 川崎医科大学耳鼻咽喉科　藤崎　倫也　先生
　　　　　　　　「喉頭平滑筋肉腫の１例」 岡山済生会総合病院耳鼻咽喉科　平井美紗都　先生
　　　　　　　　「リンパ節に節外浸潤がみとめられたが術後RTを行わず経過をみている舌癌症例」
 岡山大学耳鼻咽喉・頭頸部外科　小野田友男　先生
　　　　　　　　「喉頭温存に踏み切れなかった下咽頭癌の放射線化学療法後の再発症例」
 岡山大学耳鼻咽喉・頭頸部外科　小野田友男　先生
　　　　　　　　「舌切除（半切以下）における舌再建の必要性について」 岡山大学形成外科　松本　　洋　先生
　　　　　　　　「喉頭挙上・輪状咽頭筋切断の必要性について」 岡山大学形成外科　松本　　洋　先生
　　　　　講演「頭頸部がん難治症例への対応」 国立がん研究センタ−東病院名誉院長　海老原　敏　先生
　　オ　第231回　１月19日
　　　　　講演「頭頸部癌治療の最前線」 岡山大学耳鼻咽喉・頭頸部外科　小野田友男　先生
　　　　　　　　「頭頸部がん治療における歯科の役割」 岡山大学口腔外科（再建系）水川　展吉　先生
　　　　　報告　第８回日耳鼻学会保険医療委員会全国会議 渡邊　周一　先生
　　　　　　　　日耳鼻学会・医会協議会 田中　　徹　先生
　　　　　　　　第39回日耳鼻学会中国地方連合保険医療委員会　 渡邊　周一　先生
　　カ　第232回　３月30日
　　　　各委員会全国会議の報告、診療報酬改定伝達説明会、日耳鼻学会岡山県地方部会第40回総会
　③　鼻の日、耳の日
　　 　平成25年８月７日の第53回「鼻の日」のポスタ−配布。平成26年３月２日に第60回「耳の日の集い」を岡山

衛生会館三木記念ホ−ルにて開催した。
　　 　講演「日本のヘレンケラーと言われた我が子と共に歩んだ道」指点字考案者（盲ろう者で東京大学福島智教

授の母）福島令子氏。映画上映「あぜみちジャンピンッ」。耳の病気相談、人工内耳相談、補聴器相談、無料
聴覚検査を行った。

　④　耳鼻咽喉科未健診校の学校健診
　　　例年通り平成25年９月、10月に阿新地区を対象に実施した。
⑷　皮膚科部会（神﨑理事）
　①　部会委員会　２回開催
　　◦平成25年７月５日、平成25年12月13日
　②　講演会
　　◦平成25年７月５日
　　　「分子標的薬の皮膚障害と対策」 岡山大学病院皮膚科学教室 助教授　白藤　宜紀　先生
　　◦平成25年12月13日
　　　１．「帯状疱疹発症後に一時軽快したHIV関連乾癬」 岡山大学病院皮膚科　藤井　一恭　先生
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野　岩月啓氏先生、竹原　彩先生、青山裕美先生
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　　　２．「日常診療で出会うHIV/AIDSの特徴」
 川崎医科大学血液内科学 教授　和田　秀穂　先生
　　◦平成26年３月14日
　　　１．「フットケアUp-Date 2014」 滋賀医科大学医学部医学科皮膚科学講座　任准教授　中西　健史　先生
　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25年９月に第58回のSTI調査、

平成26年３月に第59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」後援
　　　第23回「皮膚の日の集い」（平成25年11月17日）
　　　特定疾患治療研究事業（皮膚科領域疾患）対象患者のための市民公開講座
　　　第５回患者・家族の集い
　　　　【講演】
　　　　「天疱瘡とうまくつきあうために」 岡山大学皮膚科　青山　裕美　先生
　　　　「新たに判明した膿疱性乾癬の病因と病態」 岡山大学皮膚科　岩月　啓氏　先生
　　　　「表皮水疱症の合併症」 岡山大学皮膚科　森実　　真　先生
　　　　「魚鱗癬様紅皮症Ｑ＆Ａ」 岡山大学皮膚科　山﨑　　修　先生
　⑤　各種事業への協力
　　ア　日本臨床皮膚科医会中国ブロック総会･学術講演会（平成25年７月21日）
　　イ　日本臨床皮膚科医会岡山県支部総会・特別講演（平成25年９月15日）
　　ウ　学校保健課題解決支援事業　学校保健推進協議会（平成25年７月30日・平成26年２月20日）
⑸　小児科部会（國富理事・佐藤理事）
　①　部会委員会
　　　第１回　平成25年10月27日
　　　　ア　岡山県学校保健会理事会・評議員会
　　　　イ　平成25年度岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　　　　ウ　平成25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
　　　　エ　岡山県学校保健会理事会・表彰審査会
　　　　オ　「子どもの心」対策委員会　第２回症例検討会
　　　　カ　岡山県小児救急医療電話相談事業研修会
　　　　キ　平成25年度岡山県要保護児童対策地域協議会
　　　　ク　岡山県感染症対策委員会
　　　　ケ　小児救急地域医師研修会
　　　　コ　平成25年度中国地区学校保健・学校医大会
　　　　サ　RSK取材
　　　　シ　岡山県医師会・岡山県保健福祉部との懇談
　　　　ス　平成25年度予防接種従事者研修会
　　　　セ　第８回輸入感染症講習会
　　　　ソ　平成25年度中国四国医師会連合総会
　　　　タ　平成25年度第１回岡山県周産期医療協議会
　　　　チ　食物アレルギー・アナフィラキシー対応研修会　学校保健会主催
　　　　ツ　岡山県医師会・岡山県教育庁との懇談
　　　　テ　岡山県四師会懇談会
　　　　ト　小児救急地域医師研修会
　　　第２回　平成26年３月29日
　　　　ア　小児救急地域医師研修会
　　　　イ　第44回全国学校保健学校医大会
　　　　ウ　平成25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
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　　　　エ　自由民主党岡山県議団各種個別懇談会（陳情）
　　　　オ　新型インフルエンザ等対策関係説明会
　　　　カ　都道府県医師会感染症危機管理担当理事連絡協議会
　　　　キ　岡山県医師会学校医部会研修会
　　　　ク　民主党岡山県連との意見交換会
　　　　ケ　岡山県結核対策連携会議
　　　　コ　小児救急医療電話相談検討会
　　　　サ　小児救急地域医師研修会
　　　　シ　日本医師会「国民医療を守るための総決起大会」
　　　　ス　各種委員会
　　　　セ　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
　　　　ソ　平成25年度第２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
　　　　タ　岡山県学校保健研修会
　　　　チ　先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
　　　　ツ　第46回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
　　　　テ　平成25年度母子保健講習会
　　　　ト　平成25年度日本医師会総合政策研究機構・日本学術会議共催シンポジウム
　　　　ナ　平成25年度学校保健講習会
　　　　ニ　小児救急地域医師研修会
　　　　ヌ　小児救急医療電話相談検討会
　　　　ネ　平成25年度医療政策シンポジウム
　　　　ノ　平成25年度岡山県麻しん対策会議
　　　　ハ　岡山県児童虐待対策研究会準備委員会
　②　講演会（岡山県小児科医会等と共催含む）
　　　　ア　平成25年４月７日　於　岡山コンベンションセンター
　　　　　　「小児外科のUp-to-date」 岡山大学病院小児外科教授　野田　卓男
　　　　　　小児救急地域医師研修会
　　　　ア　平成25年５月27日　於　津山鶴山ホテル
　　　　　　「小児外科よもやま話」 岡山大学病院小児外科教授　野田　卓男
　　　　イ　平成25年８月21日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　　　　「小児救急の初期対応」 岡山医療センター小児科診療部長　久保　俊英
　　　　ウ　平成25年10月17日　於　真庭リバーサイドホテル
　　　　　　「食物アレルギーとアナフィラキシーショックについて」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学　小児急性疾患学講座准教授　萬木　　章
　　　　エ　平成25年10月24日　於　高梁国際ホテル
　　　　　　「小児救急医療について」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝
　　　　オ　平成25年11月14日　於　笠岡グランドホテル
　　　　　　「小児アレルギーの救急−喘息・アナフィラキシーを中心に−」
 福山医療センター小児科部長　池田　政憲
　　　　カ　平成25年12月３日　於　津山中央病院
　　　　　　「児童虐待の対応と連携　～心身症外来で気づくこと～」 岡山大学医学部小児科講師　岡田あゆみ
　　　　キ　平成26年３月４日　於　井原市民病院
　　　　　　「救急専門医が診た小児の救急疾患」 倉敷中央病院救急科主任部長　池上　徹則
　　　　　　「小児救急における呼吸・循環の見方、および地域連携」 倉敷中央病院小児科主任部長　新垣　義夫
　③　第21回日本小児心身医学会中国四国地方会/
　　　第21回岡山小児心身症研究会
　　　　ア　平成25年５月26日　於　岡山国際交流センター
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　④　第86回日本小児科学会岡山地方会
　　　　ア　平成25年12月１日　於　岡山国際交流センター
　⑤　研修会
　　　　ア　平成25年度日医母子保健講習会
　　　　　　平成26年２月16日　於　日本医師会館
　　　　イ　平成25年度日医学校保健講習会
　　　　　　平成26年２月23日　於　日本医師会
　⑥　その他
　　　　ア　岡山県学校保健会事業に協力
　　　　イ　岡山県感染症サーベイランス事業に協力
　　　　ウ　岡山県小児救急医療電話相談事業に協力
　　　　エ　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（田淵理事）
　①　部会委員会４回開催
　　　平成25年４月17日
　　　平成25年７月28日
　　　平成25年11月17日
　　　平成25年12月14日
　②　岡山県産婦人科専門医会
　　ア　平成25年５月19日　「日本産婦人科医会のこれから」 日本産婦人科医会会長　木下　勝之
　　イ　平成25年７月28日　「ワクチンの接種率向上に向けて」 川崎医科大学産婦人科教授　中村　隆文
　　　　　　　　　　　　　「ベセスダシステムと子宮頸がん検診リコメンデーション普及」
 横浜市立大学附属病院化学療法センター長　宮城　悦子
　　ウ　平成25年９月15日　「理事長の４年間を振り返る−産婦人科の危機をいかに乗りきったか−」
 慶應義塾大学産婦人科学教室教授　吉村　泰典
　　エ　平成25年11月17日　「若い医師に伝えたい広汎子宮全摘術の工夫」
 新潟大学医学部産科婦人科学教室教授　榎本　隆之
　　オ　平成26年１月19日　「卵巣癌は早期発見できるか？」 京都大学医学部婦人科学産科学教授　小西　郁生
　　カ　平成25年３月16日　「ホルモン療法　Update」
 群馬大学大学院医学系研究科産科婦人科学教室教授　峯岸　　敬  
　③　日医主催　家族計画・母体保護法指導者講習会（12月７日）
　　　田淵理事出席
　④　日医主催　平成25年度母子保健講習会（２月17日）
　　　石川会長出席
　⑤　日医主催　母体保護法等に関する検討委員会（４月３日･ ７月24日･10月９日･ １月15日）
　　　山崎部会委員出席
　⑥　岡山県Ｂ型肝炎母子感染防止事業（妊婦及び新生児）に関する検査及び予防処置に協力した。
　⑦　先天性代謝異常検査（ガスリー法及びクレチニン症検査）に協力した。
⑺　整形外科部会
＊部会委員会：毎月第二水曜日に開催（12回）
＊研修会開催
　①　第301回：平成25年４月13日（土）　17時30分～　プラザホテル
　　　　「関節リウマチ治療の進歩　−薬物治療からリハビリまで−」
　　　　光市立光総合病院　整形外科兼リハビリテーション　部長　山本　健志　先生
　②　臨時研修会：平成25年４月20日（土）　17時30分～　プラザホテル　
　　　１）「スポーツ障害の治療や予防における運動連鎖の重要性」
　　　　　鹿屋体育大学保険管理センター教授　藤井　康成　先生
　　　２）「骨粗鬆症の診断と治療Update」
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　　　　　川崎医科大学附属病院放射線科部長　教授　曽根　照喜　先生　
　③　第302回：平成25年５月18日（土）　19時～　プラザホテル
　　　　｢関節リウマチ薬物治療の進歩｣
　　　　近藤リウマチ・整形外科クリニック院長　近藤　正一　先生
　④　第303回：平成25年６月22日（土）　18時30分～　プラザホテル
　　　　｢橈骨遠位端骨折から学ぶ骨粗鬆症　−骨折の連鎖を断ち切るために−｣　　　
　　　　産業医科大学　准教授　酒井　昭典　先生
　⑤　第304回：平成25年７月27日（土）　18時30分～　プラザホテル
　　　　｢腰椎分離症のState-of-the-Art　～診断・治療・予防法確立を目指した新展開～｣　　　
　　　　帝京大医学部附属溝口病院　准教授　西良　浩一　先生
　⑥　第305回：平成25年８月24日（土）　18時30分～　プラザホテル　
　　　　「腰部脊柱管狭窄症に対するわれわれの治療戦略　～心理評価から手術まで」
　　　　和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院
　　　　脊椎ケアセンター長（整形外科教授）　川上　守　先生　　
　⑦　第306回：平成25年９月28日（土）　18時30分～　プラザホテル
　　　　｢内科診療における高齢者慢性疼痛性疾患について｣
　　　　岡山大学大学院医歯薬学部総合研究科　
　　　　老年医学分野　教授(三朝温泉病院院長)　光延　文裕　先生
　⑧　第307回：平成25年10月19日（土）　18時30分～　プラザホテル
　　　　｢別視点からみた骨粗鬆症治療｣　　　
　　　　大阪市立大学院医学研究科高齢者運動器変性疾患制御講座　特任教授
　　　　骨リウマチ疾患探索研究所センター長　小池　達也　先生
　⑨　第308回：平成25年11月16日（土）　18時30分～　プラザホテル
　　　　｢骨粗鬆症治療薬ラッシュの中での各製剤の包括的レビュー：正しく使い分けて骨折を予防するために｣
　　　　東京大学医学部整形外科　准教授　川口　浩　先生
　⑩　第309回：平成25年12月７日（土）　18時30分～　プラザホテル
　　　　｢実践的リウマチ治療　Vol.3｣　
　　　　岡山市立市民病院　副院長　リウマチセンター長　臼井　正明　先生
　⑪　第310回：平成26年１月18日（土）　17時30分～　プラザホテル
　　　１）「ロコモとSLOC」
　　　　　日本臨床整形外科学会　理事長　藤野　圭司　先生
　　　２）「岡山県における交通事故診療の現状　−アンケートを基に−」
　　　　　岡山県医師会理事　沼本　重遠　先生
　　　３）「骨腫瘍の治療　近年の進歩」　　
　　　　　岡山大大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　生体機能再生・再建学講座(整形外科)教授　尾崎　敏文　先生
　⑫　第311回：平成26年２月15日（土）　18時30分～　プラザホテル　
　　　　「膝スポーツ損傷の治療と早期変形性関節症について」
　　　　川崎医科大学　スポーツ・外傷整形外科　教授　阿部　信寛　先生
　⑬　臨時研修会：平成26年３月３日（月）　19時30分～　プラザホテル
　　　　「次期診療報酬改定について」
　　　　㈱医療情報科学研究所　長面川さより先生
　⑭　第312回：平成26年３月23日（日）　15時30分～　プラザホテル
　　　１）「ロコモ予防で留意すべきこと」　
　　　　　大阪警察病院　院長　越智　隆弘先生
　　　２）「これからの医療を問う」　　
　　　　　日医総研　客員研究員　梅村　聡先生
　＊全国有床診療所連絡協議会　　　　　　　　　　　　　　森本委員出席
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　　全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会総会　　　森本委員出席
　　岡山県有床診療所協議会役員会・総会・講演会　　　　　森本委員出席
　　岡山県有床診療所協議会火災対策協議会小委員会　　　　森本委員出席
　＊平成25年度「運動器の10年・骨と関節の日」後援
　　テーマ：ロコモティブシンドローム
　　講演１　「ロコモとは」　　　　　　　　　　　岡山大学整形外科教授　尾㟢　敏文
　　講演２　「ロコモティブシンドロームと骨折」　岡山大学整形外科講師　野田　知之
　＊総会：平成26年３月23日
⑻　精神科部会
　①　総会の開催（平成25年４月13日）
　②　幹事会の開催（年10回　原則毎月第１木曜日）
　③　｢精神科医会ニュース」の発行（年２回）
　④　会員向けメーリングリストの運営
　⑤　講演会の開催
　　ア　平成25年４月13日（土）15：00 ～ 17：00　岡山衛生会館５階中ホール
　　　　「てんかんと運転免許証について」 岡本　基先生（岡山大学大学院保健学研究科　教授）
　　　　　司会：中島　豊爾先生（岡山県精神科医療センター　理事長）
　　イ　平成25年10月12日（土）18：00 ～ 20：00　岡山衛生会館５階中ホール
　　　　「災害時の精神保健対応の展開と平時の備え」
 金　吉晴先生（独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
 精神保健研究所災害時こころの情報支援センター長）
　　　　　司会：来住　由樹先生（岡山県精神科医療センター　副院長）
　　ウ　平成26年２月８日（土）16：00 ～ 18：00　三光荘　２階　アトリウムホール
　　　　「認知症診療のポイントと地域連携の構築」
 池田　学先生（熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学分野　教授）
　　　　司会：石津　秀樹先生（慈圭病院　研究部長）
　⑥　関係研究会及び学会への協賛、協力
　　ア　発達障害児（者）支援医師研修事業
　　　１）事例検討会　テーマ「広汎性発達障害を有する成人の就労支援について」
　　　　　平成25年12月12日　19：00 ～ 20：40
　　　　　岡山県精神科医療センター中棟４階サンクトホール
　　　　ⅰ　岡山市発達障害者支援センター　ひかりんく
　　　　　　支援センターでの就労支援の現状 黒川　明宏先生（心理士）
　　　　　　支援センターでの就労支援から
　　　　　　「就労につながった事例、就労支援が困難な事例」 重廣　陽香先生（心理士）
　　　　ⅱ　岡山県精神科医療センター　　
　　　　　　医療センターでの就労支援の現状 内田　晃裕先生（心理士）
　　　　　　医療センターでの就労支援から　　　　
　　　　　　「就労につながった事例、就労支援が困難な事例」　 来住　由樹先生（医師）
　　　　ⅲ　総合討論
　　　　　　座長：野口　正行先生（岡山県精神保健福祉センター附属診療所）
　　　２）シンポジウム「発達障害の診断の実際」
　　　　　平成26年２月９日（日）13：30 ～ 15：30
　　　　　　アークホテル岡山　２階「葵」
　　　　　　「乳幼児期」　笹野　京子先生（なのはなクリニック）
　　　　　　「児童期」　池田　伸先生（岡山県精神科医療センター）
　　　　　　座長：壺内　昌子先生（岡山市発達障害支援センター・岡山市子ども総合相談所）
　　　３）特別講演
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　　　　　平成26年３月９日（日）13：30 ～ 15：30
　　　　　　岡山衛生会館　三木記念ホール
　　　　　　　「発達障害者と触法行為、予防と介入の視点から」　 桝屋　二郎先生（関東医療少年院医務課長）
　　　　　　　座長：中島　洋子先生（まな星クリニック）　　　　　
　　　　　　　　　　来住　由樹先生（岡山県精神科医療センター）
　　イ　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　倉敷　平成26年１月30日（木）18：00 ～ 21：00　倉敷国際ホテル１階
　　　　　　　「うつ病の診断と治療について」 大月　健郎先生（岡山ろうさい病院　心療内科・精神科部長）
　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について～気分障害と自殺関連事象を交えて～」
 牧野　和紀先生（岡山県精神科医療センター）
　　　　　座長：中元　雅典先生（なかもと耳鼻咽喉科クリニック院長）
　　　　津山　平成26年３月20日（木）18：00 ～ 21：00　津山鶴山ホテル
　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」 髙山　恵子先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　　　　　　　「うつ病の診断と治療について」 藤原　裕章先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　　　　　座長：日笠　完治先生（希望ヶ丘ホスピタル院長）
　　ウ　かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　　津山　平成26年２月15日（土）14：00 ～ 17：00　津山保健センターホール
　　　　　　　「認知症の実践的対応」 引地　充先生（希望ヶ丘ホスピタル副院長）
　　　　　座長：河村　良寛先生（津山第一病院理事長）
　　エ　日本医師会生涯教育講座
　　　　　シンポジウム「うつ病診療の勘どころ、自殺防止にむけた試み」
　　　　平成26年２月１日（土）14：30 ～ 17：30　岡山衛生会館三木記念ホール
　　　１）うつ病と自殺の疫学、身体科診療科における現状 岡山大学病院精神科神経科　講師　稲垣正俊先生 
　　　　　うつ病診療の基本事項と精神科紹介のタイミング
 川崎医科大学附属川崎病院心療科　教授　石原武士先生 
　　　２）うつ病診療での精神科入院のタイミングと入院治療の実際
 岡山県精神科医療センター精神科　医長　耕野敏樹先生 
　　　３）救命救急センターと自殺企図：自殺企図後の支援体制
 倉敷中央病院総合診療科　医師　高瀬　真知先生
　　　　　　　座長：中島豊爾先生（岡山県精神科医療センター　理事長）
　⑦　学校精神保健の推進、協力及び学校医・各嘱託医の推薦
　⑧　児童・思春期問題における精神科医療面での啓発、各機関との連携
　⑨　精神科救急医療システムへの提案、協力、推進及び一般救急との連携についての検討
　⑩　精神科医への産業精神保健に関する情報提供及び研修
　⑪　「犯罪被害者支援ネットワーク」への協力（代表派遣）
　⑫　「日常生活自立支援事業」（旧「地域福祉権利擁護事業」）への協力
　　　（運営適正化委員会、苦情解決合議体、契約締結審査会）
　⑬　災害時の精神科医療体制に関する研究
　⑭　自殺予防対策への協力
　⑮　広報活動の活性化
⑼　透析医部会
　　平成25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。
　 　三者懇談会で透析通院の問題が取り上げられ、透析患者送迎の是非について県医師会に照会するとともに、岡

山県に対しては、「行政・透析医療機関・患者会が一体となった福祉有償運送法に則った福祉移送サービス制度
の確立」を文書で要望した。平成26年１月24日『福祉移送ネットワーク講座･シンポジウム』に「透析患者の送迎」
と題して発表、市町村関係者および福祉移送関係者に現状をアピールした。

　 　平成25年４月末の県下の透析患者数調査では前年に比べ40名増加して4,775名（HD4,561名、CAPD214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。
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　　会議・会合
　　　１．透析医部会委員会４回（５、９、12、１月）
　　　２．総会・保険診療についての懇談・懇親会（６月29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24日　アークホテル）
　　　４．施設防災責任者連絡協議会（11月21日　重井医学研究所）
　　　５．第１回岡山県透析保険医療懇談会（３月18日　アークホテル）
　　　６．その他
　　研修講演会
　　　１．第14回岡山県医師会透析医部会学術講演会（７月13日　ホテルグランヴィア岡山）
　　会議・出張関係
　　　１．第14回日本透析医会災害ネット会議（６月　福岡）
　　　２．第18回日本透析医会透析医療保険に関する懇談会（６月21日　福岡）
　　　３．第10回中国地区災害ネットワーク連絡会議（10月19日　広島）
　　　４．平成25年度福祉移送ネットワーク講座（１月24日　きらめきプラザ）
　　　５．その他
　　施設防災訓練
　　　１．第14回岡山県透析施設防災訓練（８月29日）
　　　２．日本透析医会主催の全国ネット防災訓練（８月30日）
　　　３．各施設の自主的防災訓練
　　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．その他
⑽　脳神経外科部会
　①　平成26年２月15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３回岡山脳神経
　　　　　　　外科医会の開催について
　　　　　２）会計報告（岡山脳神経外科医会分）について
　　　　　３）岡山脳神経外科医会役員（会長、副会長）の選考について
　　　　　４）次年度部会総会について
　　　　　５）次年度特別講演の希望者について
　　　　　６）医療連携のテーマ（関連領域トピックスなど）について
　　　　　７）その他
　②　平成26年２月15日（土）に脳神経外科部会総会を開催した。
　　　講　演：
　　　　　１）教育講演「脳卒中リスクを考慮した抗凝固療法」
 倉敷中央病院循環器内科主任部長　門田　一繁　先生
　　　　　２）特別講演「頭蓋底髄膜腫の治療方針と工夫」　
 和歌山県立医科大学　脳神経外科教授　中尾　直之　先生
　　　　　３）総　会
⑾　内科部会
　①　平成25年度岡山県内科医会総会
　　　平成25年５月18日（土）　岡山プラザホテル
　　　　記念講演：「日本人のエビデンスに基づくこれからの高血圧治療」
　　　　演　　者：日本臨床内科医会　会長　猿田　享男　先生
　②　役員会（３回）
　　　平成25年５月18日（土）　岡山プラザホテル
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　　　平成26年２月１日（土）　ホテルグランヴィア岡山
　　　平成26年３月22日（土）　岡山衛生会館　６階図書資料室
　③　研修委員会（２回）
　　　平成25年８月24日（土）　岡山衛生会館　６階図書資料室
　　　平成25年12月14日（土）　岡山衛生会館　６階図書資料室
　④　岡山県内科医会保険研修会
　　　第１回　場所：岡山衛生会館　５階　中ホール　平成25年６月１日（土）
　　　　　　　講師：中村善一先生、中島　豊先生　　
　　　　　　　演題：「レセプト審査はこう変わった：
　　　　　　　　　　　　　～コンピューター審査・突合・縦覧・横覽点検の実際～」
　　　第２回　場所：岡山衛生会館　５階　中ホール　平成26年１月11日（土）
　　　　　　　講師：氏平一郎先生
　　　　　　　演題：保険診療審査の今昔
　⑤　研修会　場所：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　ア　第１回岡山県内科医会研修会　平成25年７月６日（土）　46名
 岡山済生会総合病院　内科　塩出　純二　先生
　　　　「知っておきたい便秘と下痢の診察」
　　イ　第２回岡山県内科医会研修会　平成25年９月７日（土）　37名
 岡山済生会総合病院　内科　中塔　辰明　先生
　　　　「プラクティカル糖尿病：外来で始めるインスリン治療」～いかに開始して、いかに調整するか～
　　ウ　第３回岡山県内科医会研修会　平成25年11月23日（土）　57名
 Oneself代表理事　中西由美香、理事　中川　洋子
　　　　「こころに響く患者接遇　～挨拶から傾聴まで～」
　　エ　第４回岡山県内科医会研修会　平成26年３月22日（土）
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合診療科教授　徳田　安春　先生
　　　　「総合診療のパールズ」
　⑥　学術講演会（共催：岡山県内科医会・武田薬品工業株式会社）
　　　平成26年２月１日（土）ホテルグランヴィア岡山４階「フェニックス」　82名
 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　和田　　淳　准教授
　　　「肥満症の病態と創薬の現状」
　⑦　第30回日本臨床内科医会総会　平成25年４月14日（日）（於東京）
　⑧　第27回日本臨床内科医学会　平成25年10月13日～ 14日（神戸）
　⑨　日本臨床内科医会中四国ブロック代表者会議（鳥取県担当）　平成25年７月７日（於岡山）
　⑩　その他
　　ア　ホームページの新規更新
Ⅱ　事業目的別の部会
⑴　学校医部会（國富理事、田中理事、岡部理事、佐藤理事）
　①　学校部会研修会
　　　日時：平成25年11月22日（金）19：00～21：00
　　　場所：岡山国際交流センター　多目的ホール
　　　　　　特別講演「学校における食物アレルギーの対応について」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児急性疾患学講座 准教授　萬木　　章
　②　委員会等
　　ア　岡山県教育委員会と岡山県医師会との懇談会（10月９日　岡山衛生会館）
　　イ　学校保健推進協議会（７月30日　丸の内会館）
　　ウ　平成25年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月25日　松江市）
　　エ　平成25年度中国地区学校保健・学校医大会（８月25日　松江市）
　　オ　第44回全国学校保健・学校医大会（11月９日　秋田市）
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　　カ 　郡市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７日　岡山衛生
会館）

　　キ　平成25年度岡山県学校保健研修会（26年１月30日　三木記念ホール）
　　ク　平成25年度学校保健課題解決支援事業に係る第２回学校保健推進協議会（２月20日　丸の内会館）
　　ケ　平成25年度学校保健講習会（26年２月23日　日本医師会館）
⑵　労災（自賠責）部会
　①　労災保険情報センター（RIC）への協力
　　ア　労災診療費算定実務研修会の開催
　　　　　岡山（10月29日）
　　　　　倉敷（10月30日）
　　イ　医療機関のためのセミナーの開催
　　　　　日時：平成26年２月６日（木）19：00 ～
　　　　　場所：中ホール
　　　　　演題：医療訴訟・医事紛争の対応について
　　　　　　　　講師　平沼　直人　弁護士
　②　岡山県損害保険医療連絡協議会（四者協）の開催
　　 　自算会、損害保険協会、病院協会、岡山県医師会の四者構成の岡山県損害保険医療連絡協議会において自賠

責保険について協議した。
　　　（４月16日、７月16日、10月15日、１月21日）
　③　自賠責研修会
　　　日時：平成25年11月29日（金）19：30～
　　　場所：岡山衛生会館　中ホール
　　　演題：「交通事故診療の法的論点　−健保使用・柔整−」
　　　講師：ひびき綜合法律事務所　弁護士　羽成　守先生
⑶　産業医部会（石川会長、松山庶務担当理事、中島理事、江澤理事、山本（博）理事、大原理事、佐藤理事）
　①　産業医部会委員会
　　　第１回　６月29日（土）
　　　　（報告）
　　　　１．平成25年度部会活動方針について
　　　　２．平成25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25年３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25年度事業予定等を主として）
　　　　５．岡山産業保健推進連絡事務所の活動状況の報告
　　　　６．都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会の報告（平成25年６月３日）
　　　　７．日本医師会産業保健委員会の報告
　　　　８．岡山県地域産業保健センター事業の報告
　　　　（協議）
　　　　８．特定健診・特定保健指導制度への産業医の対応における喫緊の問題点について
　　　　９．平成24年度産業保健活動推進全国会議（10月某日）での質疑事項について
　　　　10．その他
　　　第２回　12月14日（土）
　　　　１．産業医研修会（特定健診・保健指導研修会）の報告（11/４）
　　　　２．　３事業統合に係わる岡山労働局との懇談から（11/13）
　　　　３．平成25年度第２回岡山県地域産業保健センター運営協議会の報告（11/16）
　　　　４．日医産業保健委員会（12/11）の報告
　　　　５．平成25年度下半期の日医認定産業医研修会日程
　　　　６．平成26年度産業医研修事業計画概要について
　　　　７．岡山県医師会産業医名簿（第５版）発行に関して
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　　　　８．その他
　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25年10月17日（木）　午後２時～４時
　　　場所：岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　（岡山労働局より）
　　　　１　健康安全課説明
　　　　　　平成25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25年度産業医学研修事業の進捗状況並びに今後の予定について
　　　　４　地域産業保健センターの上期活動状況について
　　　　５　岡山産業保健推進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　平成25年度岡山県地域産業保健センター事業の実施状況について
　　　　８　第35回産業保健活動推進全国会議（10/10）報告
　　　　９　「日医産業保健委員会」等、中央情勢報告
　　　　10　質疑応答
　　　　11　その他
　③　産業保健活動推進全国会議
　　　◦第35回産業保健活動推進全国会議
　　　　日時：平成25年10月10日（木）　10：30 ～ 16：00　場所：日本医師会
　④　日本医師会産業保健委員会（道明理事）　場所：日本医師会館
　　　第１回日本医師会産業保健委員会　８月28日（水）
　　　第２回日本医師会産業保健委員会　９月18日（水）
　　　第３回日本医師会産業保健委員会　12月11日（水）
⑷　スポーツ医部会（石川会長、松山庶務担当理事、沼本理事）
　　【日本医師会関連　他】
　　平成25年５月９日　日本医師会健康スポーツ医学委員会
　　平成25年６月24日　平成25年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　平成25年７月11日　日本医師会健康スポーツ医学委員会
　　平成25年７月13日　第37回岡山スポーツ医科学研究会
　　平成25年９月５日　日医健康スポーツ医学委員会（北陸体力学研究所ダイナミック）
　　平成25年11月28日　日本医師会健康スポーツ医学委員会
　　平成25年12月16日　平成25年度第２回スポーツ医・科学委員会
　　平成26年３月17日　平成25年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　【岡山県医師会】
　　①平成25年10月29日　スポーツ医部会委員会
　　②平成25年11月20日　スポーツ医部会委員会
　　　　 阿部 信寛（川崎医科大学スポーツ・外傷整形外科学教授）先生が委員長となり委員会の運営することを

承認。
　　③平成26年 ３月15日　スポーツ医部会委員会
　　　次回開催８月31日　講演内容
　　　　講師：阿部　信寛先生（川崎医科大学スポーツ・外傷整形外科学教授）
　　　　演題：ロコモティブシンドロームについて
　　　　講師：三村　由香里先生（岡山大学教育学部教授）
　　　　演題：天満屋陸上部の体調管理（栄養・水分補給など）について
　　④平成26年３月15日（土）岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
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　　　日時：平成26年３月15日（土）18：00～20：00
　　　場所：岡山衛生会館　中ホール
　　　演題１「野球選手のケガと対策　−投球障害とその他の上肢の外傷について−」
　　　　講師：名越整形外科　名越　充先生
　　　演題２：「スポーツと突然死・・・心肺蘇生とAED使用の勘所」
　　　　講師：心臓病センター榊原病院　外科部長・救急部長
　　　　　　　NPO救命おかやま　理事　津島義正先生
⑸　警察医部会
　①　岡山県警察協力医会理事会
　　　平成25年９月14日（土）総会前の午後２時から、岡山衛生会館５階第１・第２会議室で開催された。
　　　竹内岡山県警察協力医会会長の挨拶のあと報告・協議がなされた。
　　ア　平成25年度岡山県警察協力医会総会の運営について
　　イ　平成24年度会務報告
　　ウ　警察協力医の異動
　　エ　検視の状況
　　オ　各支部の報告
　②　岡山県警察協力医会総会
　　　平成25年９月14日（土）午後３時から岡山衛生会館５階中ホールで開催された。
　　　総会前に、感謝状の贈呈があった。
　　　　岡山県警察本部長　河原大輔先生、井戸俊夫先生、新津賴一先生
　　　　　　　　　　　　　小野泰生先生、山崎泰弘先生、野村良明先生
　　　　　　　　　　　　　長島　洋先生（故人）
　　　　中国管区警察局長　尾上普路先生
　　　　特別講演
　　　　｢死因究明推進の意義と課題−厚労省の施策、医療機関への期待、法医学の責務を巡って｣
 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　先生
　③ 　日本警察医総会・学術講演会・第１回理事会が平成25年９月22日（日）、シーガイアコンベンションセンター

で開催され、松山理事・田中理事が出席した。
　④ 　日本警察医会第２回理事会が平成26年２月９日（日）、羽田エクセルホテル東急で開催され、田中理事が出

席した。
　⑤ 　平成25年度都道府県医師会検案担当理事連絡協議会が平成25年10月９日（水）、日本医師会館で開催され、

松山理事が出席した。
　⑥ 　平成25年度日本医師会「死体検案研修会」が平成26年２月27日（木）、日本医師会館で開催され、松山理事

が出席した。
⑹　勤務医部会
　①　岡山県勤務医部会・女医部会合同総会
　　 　平成25年７月７日午後２時から岡山衛生会館中ホールで開催された。「就業支援とキャリア支援で全医師支

援へ−not for mam only−」（広島県医師会女性医師部会会長・日本医師会女性医師支援委員会委員　檜山桂
子先生）と題した講演の後、山本和秀理事から25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会（平成25年11月９日開
催・岡山県医師会担当）について、準備状況の報告があった。

　②　平成25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成25年11月９日（土）　岡山県　ホテルグランヴィア岡山において、岡山県医師会担当で行われ、総出席

者は393名であった。
　　　メインテーマ「勤務医の実態とその環境改善−全医師の協働にむけて」
　　　　特別講演１「日本医師会の直面する課題」 日本医師会副会長　今村　　聡　先生
　　　　特別講演２「日本の医療をめぐる問題：チーム医療を中心に」 自治医科大学学長　永井　良三　先生
　　　　パネルディスカッション「様々な勤務医の実態とその環境改善を目指して」
　　　　フォーラム「岡山からの発信−地域医療人の育成−」　　
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　③　平成25年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　　　平成25年11月29日（金）日本医師会において開催された。岡山県医師会から清水副会長が出席した。
　　ア　平成25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会の報告（岡山県）
　　イ　平成26年度担当医師会挨拶（神奈川県）
　　ウ　シンポジウム「医療事故調査制度及び新しい専門医制度」
　④　岡山県医師会勤務医部会委員会
　　　平成25年12月７日午後３時30分～　三光荘
　　　（郡市地区医師会生涯教育担当理事連絡協議会と合同）
　　　２時からの男女共同参画セミナー「勤務医のための女性医師活用術」に引き続き開催された。
⑺　女医部会（清水副会長、糸島副会長、神㟢理事）
　①　岡山県医師会女医部会委員会
　　 　第１回　平成25年５月25日（土）14時30分から岡山衛生会館・役員会議室で、岡山県医師会から２名、女医

部会から８名の出席で開催された。議題は平成24年度事業報告、平成25年度事業計画、第７回総会（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について、Doctor’s Career Café の利用、女医部会報　第
16号、第17号についてであった。

　　 　岡山県医師会女医部会小委員会　平成25年10月26日（土）15時から岡山衛生会館役員会議室で、女医部会か
ら15名が出席し開催された。議題は、平成26年度の委員について、今年度の活動予定、次年度の女医部会総会、
会報、今後の活動についてであった。

　　 　第２回　平成25年12月７日（土）15時20分から三光荘・パブリゾンで岡山県医師会から２名、女医部会か
ら８名が出席し開催された。議題は、平成26年度事業計画、平成26年度の役員、委員、女医部会報18、19号、
Enjoi通信、その他の活動、岡山大学MUSCATとの連携、Doctor’s Career Café、平成25年度事業報告につい
てであった。

　②　岡山県医師会勤務医部会・女医部会合同総会
　　　平成25年７月７日（日）14時から岡山衛生会館・中ホールで開催された。
　　 　岡山県医師会　石川会長の挨拶の後、平成24年度事業報告、平成25年度事業計画を勤務医部会については岡

山県医師会勤務医担当　山本（和）理事、女医部会については、女医部会　深田部会長が行った。
　　 　総会終了後、広島県医師会女性医師部会　部会長　檜山　桂子先生が「就業支援とキャリア支援で全医師支

援へ−not for mam only−」を講演された。
　③　第９回男女共同参画フォーラム
　　 　平成25年７月27日（土）13時から山口県総合保健会館（山口）で開催され、岡山県医師会より清水副会長、

神﨑理事、女医部会より深田部会長、清水副部会長、坂口副部会長が出席した。
　　 　まず、国際医療福祉大学副学長　桃井　眞里子先生が「より良い医療のために、より良いキャリアのために」

を講演された。その後、日本医師会男女共同参画委員会と日本医師会女性医師支援センターから事業について
報告、シンポジウム「みんなちがって、みんないい～伝えたい、豊かな医療人をめざすあなたへ～」が行われ、
最後に総合討論が行われた。

　④　平成25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25年８月22日（木）13時30分から岡山衛生会館・図書資料室で、病院協会　佐藤事務長部会長、

岡山県医療推進課　岸本氏、髙田氏、岡山大学　片岡先生、岡山大学キャリアセンター　別府氏、岡山県医師
会　清水副会長、神﨑理事、山本（博）理事、女医部会　深田部会長の出席で開催された。岡山大学キャリア
センター MUSCAT、岡山県、病院協会、岡山県医師会それぞれの平成25年度事業計画について話し合った。

　　 　第２回　平成26年３月６日（木）13時30分から岡山衛生会館・図書資料室で、病院協会　佐藤事務長部会長、
岡山県医療推進課　岸本氏、髙田氏、岡山大学　片岡先生、岡山大学キャリアセンター　別府氏、川崎医科大
学教授　森谷先生、同大学講師　佐藤先生、岡山県医師会　清水副会長、神﨑理事、女医部会　深田部会長の
出席で開催された。岡山大学キャリアセンター MUSCAT、岡山県、病院協会、岡山県医師会それぞれの平成
25年度事業報告と平成26年度事業計画について話し合った。

　⑤　大学医学部女性医師支援担当者連絡会
　　 　平成25年９月27日（金）14時から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、大学医学部

から岡山大学　片岡先生、川畑先生、川崎医科大学　森谷先生、佐藤先生が出席した。日本医師会の女性医師
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支援に関する取り組みについて発表があり、取り組み事例発表、意見交換が行われた。
　⑥　ピンクリボン運動
　　 　女性や子どもが健やかに生きることを支援する活動の一環として、10月のピンクリボン運動へ参加し、会員

へピンクリボンを購入してもらい、乳がん検診を呼びかけた。
　⑦　平成25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成25年11月９日（土）10時からホテルグランヴィア岡山・フェニックス（岡山）で開催され、約400人の

参加があった。
　　 　「勤務医の実態とその環境改善−全医師の協働にむけて」をメインテーマとして、日本医師会副会長　今村

　聡先生が「日本医師会の直面する課題」を講演、自治医科大学学長　永井　良三先生が「日本の医療をめぐ
る課題：チーム医療を中心に」を講演した。続いて、日本医師会勤務医委員会委員長　泉　良平先生が「日本
医師会勤務医委員会報告」を報告した。その後、パネルディスカッション「様々な勤務医の実態とその環境改
善を目指して」、フォーラム「岡山からの発信−地域医療人の育成」が行われた。

　⑧　第４回岡山MUSCATフォーラム
　　　「つなぐバトン−次世代・未来へ−」
　　 　平成25年12月１日（日）13時30分から岡山大学MUSCAT CUBEで開催され、岡山県医師会から石川会長、

神﨑理事、女医部会から深田部会長、金重先生が出席した。
　　 　岡山大学医療人キャリアセンター MUSCATからのMUSCATプロジェクト概要説明の後、特別講演として

「女性医療人のキャリアとその豊かな発達～各ライフサイクルにおける課題を手がかりとして～」を大阪人間
科学大学　名誉教授　服部　祥子先生が講演され、その後パネルグループディスカッション「私らしく生き
る・医療人として輝く」が行われ、岡山県医師会　神﨑理事が「Doctor’s Career Café in OKAYAMAからD
＋Muscatへ」を発表した。

　⑨ 　男女共同参画セミナー（平成25年度女性医師の勤務環境の整備に関する病院長、病院開設者・管理者への講
習会）

　　 　平成25年12月７日（土）14時から三光荘・アトリウムホールで開催され、34名の参加があった。
　　 　「勤務医の就労環境整備のための女性医師活用術」をテーマとして、日本医師会男女共同参画委員会／岡山

県医師会　神﨑　寛子理事が「女性医師が生き生き仕事を続けていくために」を講演、続いて、岡山大学大学
院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野准教授　青山　裕美先生が「今なぜ、キャリア支援が必要か？」を講演さ
れ、その後、岡山県精神科医療センター／岡山県医師会理事　中島　豊爾先生が「医師数が増えると病院経営
を圧迫する？」を講演された。

　⑩　『2020．30』推進懇話会
　　 　第１回　平成25年12月13日（金）14時から日本医師会館小講堂で開催され、岡山市医師会　金重　恵美子先

生が出席し、日本医師会の組織と事業内容、日本医師会の運営の実際、当懇話会についての説明が日本医師会
よりあった。

　⑪　平成25年度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25年12月21日（土）15時から岡山コンベンションセンター（岡山）で開催され、岡山県医師会から石川

会長、糸島副会長、神﨑理事が出席した。
　　 　日本医師会女性医師支援センターより事業について報告があり、中国四国９県の院内保育所設置状況につい

てアンケート調査の集計を発表、女性医師等就労環境改善事業の実施状況について各県から報告があった。そ
の後、日本医師会への要望、平成25年度女性医師支援事業連絡協議会の発表者について討論された。

　⑫　山陽女子ロードレース救護班への参加
　　 　平成25年12月23日（月･祝）９時半から岡山県総合グラウンド　カンコースタジアム前に設置された岡山県

医師会女医部会ブースを拠点として、参加者に女性特有がんの検診啓発チラシ300部を配布した。女医部会か
らは７名が参加した。また、表彰式では副賞の一部を岡山県医師会女医部会として授与した。

　⑬　ゆいネット岡山第６回協議会
　　 　平成26年１月20日（月）18時30分から岡山中央病院で開催され、岡山県医師会から神﨑理事、女医部会から

深田部会長、中島委員、金重委員、片岡委員が出席した。日本女医会ゆいネット活動報告の後、「十代の性の健康」
最近の活動より、岡山大学大学院保健学研究科教授　中塚　幹也先生より「性教育で何を話すのか」について
講演があり、続いてウィメンズクリニック・かみむら院長　上村　茂人先生より「メール相談から見えてきた
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若者の問題・デートDVが顕在化した若者たち」について講演された。その後協議が行われた。
　⑭　平成25年度女性医師支援事業連絡協議会
　　 　平成26年２月21日（金）14時から日本医師会館小講堂で開催され、岡山県医師会から神﨑理事が出席し、女

性医師支援センター事業ブロック別会議について各ブロック代表より開催報告があった後、質疑応答と総合討
論が行われた。

　⑮　女医部会報（第16、17号）の発行
　⑯　研修医レター「Good Doctor」（vol.7 ～9）の発行
　⑰　県医師会主催講演会での託児サービス
　⑱　学会出席時の託児サポート
⑻　救急医療対策部会（松山庶務担当理事、中島理事、國富理事、大原理事、沼本理事）
　①　平成25年度第１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　部会委員連絡協議会
　　　平成25年７月20日
　　◦岡山県の南海トラフ地震対策についての説明
　　　　演題：「南海トラフの巨大地震による被害想定等について」
　　　　講師：岡山県危機管理監　角田　保彦氏
　②　平成25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　部会委員連絡協議会
　　　平成26年２月１日
　　ア　協議「岡山県医師会・郡市等医師会災害時相互支援協定書の調印について」
　　　　 　平成25年７月20日に続き協議を行い、平成26年２月15日開催の郡市等医師会長協議会で岡山県医師会と

各郡市等医師会で各々協定書を締結することで承認を頂き平成26年４月１日付けで調印に至った。
　　イ　救急医療研修会
　　　　　今年度より新たな試みとして連絡協議会の中で標記研修会を併催することとした。
　　　　　　演題：「インシデントコマンドシステム」
　　　　　　講師：日本医師会救急災害医療対策委員会委員
 九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座災害・救急医学分野　特任助教　永田　高志先生
　③　都道府県救急災害医療担当理事連絡協議会　平成25年６月27日
　　ア　災害医療について・JMAT活動・災害時医療救護協定
　　イ　災害医療研修
　　　◦地域における災害医療体制構築・医師会における災害対応組織づくり
　　ウ　JMAT携行医薬品リストVer1.0の発出
　④　日本医師会「Mass Gathering Medicineに関する研修会」
　　　平成25年10月26日
　　 　米国の災害医療専門家を招いてテロ対策等集団災害を中心とした研修会を行うことによって、全国の医師会

における災害医療体制の充実、災害対応能力の向上に資することを目的で開催された。
　⑤　四師会による南海トラフ地震対策協議会
　　ア　平成25年４月18日
　　　　　協議：「 南海トラフ地震対策協議会運営規程」及び「災害時の医療救護活動に関する協定書」について

協議をし、承認された。平成25年６月１日付けで調印に至った。
　　イ　平成25年８月29日
　　　　　説明：「南海トラフの巨大地震による被害想定と求められる防災対策について」
　　　　　講師：岡山県危機管理課　防災対策班　総括参事　桒村　功士氏
⑼　有床診療所部会
　　　４月７日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第１回役員会（東京）
　　　８月３日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第２回役員会（神戸）
　　　８月３日～４日　第26回全国有床診療所連絡協議会総会（神戸）
　　　11月13日　　　　平成25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）
　　　　　30日　　　　第１回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総会（役員会議室）
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　　　　　　　　　　　岡山県有床診療所協議会講演会（図書資料室）
　　　12月１日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第３回役員会（東京）
　　　　　24日　　　　第１回岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　１月17日　　　　第２回岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　　　26日　　　　第２回岡山県医師会有床診療所部会委員会（応接室）
　　　　　26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（役員会議室）
　　　　　　　　　　　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（中ホール）
　　　　　26日　　　　第３回岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　３月19日　　　　有床診療所の防火対策に関する説明会（TV会議）
　　　　　23日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第４回役員会（東京）
⑽　介護保険部会
　①　第１回郡市等医師会介護保険担当理事・岡山県医師会介護保険部会委員連絡協議会
　　　８月24日
　　１）在宅医療実地研修会
　　　　演題：「在宅医療におけるチームケアの実践　～最後までお家で過ごしたいを実践するために～」
　　　　講師：医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック　院長　遠矢　純一郎先生
　　　　今回より新たな試みとして標記研修会を連絡協議会の中で併催することとした。
　　２）報告事項
　　３）介護保険部会の今後の運営について、介護保険のしおりの執筆について
　②　第２回郡市等医師会介護保険担当理事・岡山県医師会介護保険部会委員連絡協議会
　　　　12月７日
　　　報告事項
　　　「介護保険制度を取り巻く状況−地域包括ケアシステムの構築−」についての説明　江澤理事
⑾　プライマリ・ケア部会（田中理事・道明理事）
　　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　岡山プライマリ・ケア学会研修会（部会と共催）
　　◦第１回講座
　　　平成25年７月20日（土）14：00 ～　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　テーマ「東日本大災害　病院を大津波が襲った日
　　　　TIME誌「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた医師−
 丸森町国民健康保険丸森病院内科医長　菅野　　武
　　◦認知症
　　　平成25年10月５日（土）14：00 ～　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　テーマ：在宅で認知症を支える⑷
　　　　基調講演：「認知症の早期発見・対応・支援の方法」 川崎医科大学神経内科学教室 教授　砂田　芳秀
　　　　「グループディスカッション」
　　　　　①　認知症を早期に発見するための工夫
　　　　　②　早期認知症ケアのあり方（医師とのかかわり方）
　　　　　③　認知症を地域で支えるとは
　　◦実践シンポジウム
　　　平成26年１月18日（土）　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　テーマ「地域包括ケアシステムの中でのプライマリ・ケアの役割」
　　　　講演「介護保険制度改革　～要支援者を取り巻く動きを中心に～」
 岡山県保健福祉部長寿社会課課長　古南　篤子
　　　　【シンポジウム】
　　　　　①　「行政の立場から」 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭 
　　　　　②　「ケアマネジャーの立場から」 あゆむ介護相談事業所　管理者　大原　由照 
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　　　　　③　「かかりつけ医の立場から」 御津医師会　会長　森脇　和久 
　　　　　④　「デイサービス事業者の立場から」 特別養護老人ホーム愛光苑 施設長　筒井　恵子 
　　◦岡山プライマリ・ケア学会第20回学術大会
　　　平成25年３月24日（日）　岡山衛生会館５階　中ホールほか　
　　　　テーマ：新しい医療介護の創生　～ QOLの向上をめざして～
　　　　記念講演：「地域包括ケアとソーシャル・キャピタル」 島根大学 副学長　塩飽　邦憲 
　　◦医療福祉塾（ケアマネ・介護職のための小人数の塾）
　　　　部会・岡山プライマリ・ケア学会・岡山県介護支援専門員協会共催
　　　　岡山市　４月、６月、10月、12月　開催
　　　　浅口市　６月、９月、12月　開催

３．医学会に関する事項

⑴　岡山県医師会学術奨励賞
　 　平成25年度は下記２名が授与された。平成25年12月７日に授与式、平成26年２月１日に三木記念ホールで受賞

講演が行われた。
　①　「tPA静注療法を施行した中大脳動脈閉塞例におけるDWI-ASPECTS」
 川崎医科大学脳卒中医学　講師　青木　淳哉　先生
　②　「血清可溶型Klothoの低下は慢性腎臓病患者の動脈スティフネスを規定する独立したバイオマーカーである」
 岡山大学病院　腎臓・糖尿病・内分泌内科　助教　北川　正史　先生

４．地域医療・保健対策に関する事項

⑴　精密検診従事者講習会
　◦消化管検診研究会講演会（日医生涯教育講座）
　　日　時：平成25年８月24日（土）　午後２時～５時
　　場　所：岡山衛生会館　三木記念ホール　
　　講演・講師
　　　｢誰でもできるバリウム検査での胃がんリスク判定
　　　　；ワンストップ型胃がん検診をはじめよう｣
 公立大学法人奈良県立医科大学放射線医学教室助教　伊藤　高広　先生
 座長　草加病院院長　草加　勝康　　　
　　　｢胃がんで亡くなる人をなくすための戦略｣
 北海道大学大学院医学研究科がん予防内科学講座特任教授　浅香　正博　先生
 座長　岡山県医師会理事　田中　茂人　　　
　　日　時：平成25年２月16日（日）　午後２時～５時
　　場　所：岡山衛生会館　三木記念ホール　
　　講演・講師
　　　１．「大腸がんの早期発見と内視鏡治療の意義」 岡山大学病院光学医療診療部　助教　原田　馨太　先生
　　　２．「適用拡大から１年−ピロリ菌除菌診療の現況と今後」
 岡山大学病院光学医療診療部　教授　岡田　裕之　先生
　◦岡山胸部疾患研究会講演会（日医生涯教育講座）
　　日　時：平成26年３月１日（土）　午後２時～５時
　　場　所：岡山衛生会館 三木記念ホール
　　　　　　「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対策課課長　發坂　耕治　先生
　　　　　　「石綿関連疾患の診断の現状」
 独立行政法人労働者健康福祉機構　岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳　先生
 座長　岡山県医師会理事　田中　茂人　　　
　　　　　　「肺聴診から学ぶ　～聴診の基本とサイエンス～」
 川崎医科大学呼吸器内科主任教授　岡　三喜男　先生
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 座長　岡山県健康づくり財団附属病院院長　西井　研治　　　
⑵　特定疾患（江澤理事）
　 　本年度も岡山県の委託により「岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患研修会」を開催した。25年度は特

定疾患のうち「内分泌疾患」をテーマに取り上げた。
　①　平成25年９月６日（金）倉敷国際ホテル（23名）
　　ア　「岡山県の難病対策について」 岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健対策班総括副参事　片山　圭子
　　イ　「岡山県難病医療連絡協議会の取り組みについて」 岡山県難病医療連絡協議会 相談員　守屋さとみ
　　ウ　「内分泌疾患　～日常診療で見逃さないために～」
 川崎医療福祉大学臨床栄養学科特任教授　倉敷スイートホスピタル院長　松木　道裕
　②　平成25年11月29日（金）岡山プラザホテル（20名）
　　ア　「岡山県の難病対策について」 岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健対策班総括副参事　片山　圭子
　　イ　「岡山県難病医療連絡協議会の取り組みについて」 岡山県難病医療連絡協議会 相談員　守屋さとみ
　　ウ　「下垂体の疾患について」 　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
　③　平成25年12月５日（木）笠岡医師会館（８名）
　　ア　「岡山県の難病対策について」 岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健対策班総括副参事　片山　圭子
　　イ　「岡山県難病医療連絡協議会の取り組みについて」 岡山県難病医療連絡協議会 相談員　守屋さとみ
　　ウ　「内分泌疾患　～日常診療で見逃さないために～」
 川崎医療福祉大学臨床栄養学科特任教授　倉敷スイートホスピタル院長　松木　道裕
　④　平成26年１月23日（木）高梁国際ホテル（27名）
　　ア　「岡山県の難病対策について」 岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健対策班総括副参事　片山　圭子
　　イ　「岡山県難病医療連絡協議会の取り組みについて」 岡山県難病医療連絡協議会　守屋さとみ
　　ウ　「内分泌疾患　～日常診療で見逃さないために～」
 川崎医療福祉大学臨床栄養学科特任教授　倉敷スイートホスピタル院長　松木　道裕
　⑤　平成26年３月27日（木）津山鶴山ホテル（30名）
　　ア　「岡山県の難病対策について」 岡山県保健福祉部医薬安全課特定保健対策班総括副参事　片山　圭子
　　イ　「岡山県難病医療連絡協議会の取り組みについて」 岡山県難病医療連絡協議会 相談員　守屋さとみ
　　ウ　「内分泌疾患　～日常診療で見逃さないために～」
 川崎医療福祉大学臨床栄養学科特任教授　倉敷スイートホスピタル院長　松木　道裕
⑶　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。
⑷　肝疾患対策事業
　研修会の開催
　 　手術や分娩、IVR（Interventional Radiology）等の実施前の検査（以下「術前検査等」という。）で発見されたＢ型・

Ｃ型肝炎ウイルス陽性者または肝炎ウイルス陽性者と既に認知はされているが、これまで肝炎専門診療を受けて
いない患者に対して、院内の肝炎専門診療科への受診または院外の肝炎専門医療機関への受診に繋げるための医
療機関内の体制整備の必要性を普及啓発した。

　①　研修会名：術前検査等で発見された肝炎ウイルス陽性者へのかかりつけ医対応力向上
　　　研修会（肝疾患診療従事者事業）
　②　日時：平成26年１月25日（土）　14：00 ～ 16：00
　③　会場：ホテルグランヴィア岡山　３階 クリスタルの間
　④　演題・講師：
　　ア　「非肝臓専門科による肝炎スクリーニング検査陽性患者に対する岡山大学病院の取り組み 」
 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　先生
　　イ　「裁判上の医師の説明義務からみた保健指導義務
　　　　～術前検査等において、肝炎ウイルス陽性と判明した場合の説明の必要性とその説明範囲に関する考察～」
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 弁護士　森脇　　正　先生
　　ウ　「肝疾患診療連携体制の確保について」 岡山県保健福祉部健康推進課　主幹　三島　和幸　氏　
　⑤　参加人数：67名
⑸　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　倉敷　平成26年１月30日（木）18：00 ～ 21：00　倉敷国際ホテル１階
　　　　　「うつ病の診断と治療について」 大月　健郎先生（岡山ろうさい病院　心療内科・精神科部長）
　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について　～気分障害と自殺関連事象を交えて～」
 牧野　和紀先生（岡山県精神科医療センター）
 座長：中元　雅典先生（なかもと耳鼻咽喉科クリニック院長）
　　津山　平成26年３月20日（木）18：00 ～ 21：00　津山鶴山ホテル
　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」 髙山　恵子先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　　　　　「うつ病の診断と治療について」 藤原　裕章先生（希望ヶ丘ホスピタル）
 座長：日笠　完治先生（希望ヶ丘ホスピタル院長）
⑹　医療・介護「連携シートむすびの和」推進事業（岡山県委託事業）
　　３年目の事業として
　　平成25年４月17日　学会役員・むすびの和作業部員合同会議
　　　　　　６月６日　作業部会
　　　　　　７月25日　晴れやかネットプレゼンテーション
　　　　　　８月25日　地域包括ケアシステムの推進研修会
　　　　　　　　　　　岡山衛生会館　５階中ホール　
　　　　　　　　　　　「地域包括ケアシステムと医療介護連携」　　
 公立みつぎ総合病院名誉院長・特別顧問　御調町保健福祉管理者　山口　　昇
　　　　　　10月25日　県医療推進課と打合せ
　　　　　　11月18日　作業部会
　　平成26年１月31日　作業部会
　　　　　　３月２日　医療介護連携への新たな広がり　−出会う・つながる・支え合う−
　　　　　　　　　　　岡山プラザホテル　本館「吉備の間」　
　　　　　　　　　　　基調講演「おうみ在宅医療連携シートの実際」 大津市医師会　理事　西山　順博　先生
　　　　　　１月末～３月　井笠地区：晴れやかネット在宅医療・在宅連携試行事業
　　　　　　２月末～３月　岡山地区　むすびの和在宅介護連携試行事業
　　　　　　３月　　　　　県医療推進課と拡張事業について打合せ
　　　　　　３月　　　　　まとめ集発行
⑺　岡山県医師会糖尿病対策推進協議会
　①　委員による会議を１回開催、年間の活動について協議した。
　　◦平成25年６月21日（金）14：00　役員会議室
　②　糖尿病県民公開講座『ライフスタイルを見直そう～糖尿病と上手に付き合うために～』
　　　平成25年10月６日（日）11：00 ～ 16：00　岡山衛生会館「三木記念ホール」「第１、２会議室」にて開催
　　　健康相談　11：00 ～ 13：00
　　　　①食事の相談（管理栄養士）、②薬の相談（薬剤師）、③歯の健康相談（歯科衛生士）、④血糖測定（看護師）
　　　２）パネル展示
　　◦糖尿病の歴史　・インクレチンの話　・膵島移植の話
　　　３）パンフレット配布
　　　４）食品サンプル配布
　　　５）講演会　13：00 ～ 16：00 総合司会：岡山県医師会理事　神﨑　寛子
　　　　ⅰ　「岡山県の糖尿病と医療連携体制について」 岡山県保健福祉部　参与　發坂　耕治
　　　　ⅱ　「糖尿病を甘くみていませんか？」 順天堂大学　特任教授　河盛　隆造
 座長：川崎医科大学総合内科学１　特任教授　加来　浩平
　　　　ⅲ　リフレッシュタイム NPO法人teamAIR　高岡明生子
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 座長：心臓病センター榊原病院　院長　岡﨑　　悟
 岡山大学病院新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
　　　　ⅳ　「食事で防ごう糖尿病−“ポイント”おさえて上手にコントロール−」
 平病院　栄養課課長　島本　恭子
　　　　ⅴ　「糖尿病網膜症　A to Z」 岡山赤十字病院　眼科部長　中山　　正
　　　　ⅵ　「知っておいて欲しい妊娠糖尿病」 岡山大学医歯薬学総合研究科産科・婦人科学 教授　平松　祐司
　　　　ⅶ　質問タイム
　③　岡山県糖尿病医療連携シンポジウム～糖尿病の克服を目指して～
　　　平成25年10月14日（日）13：00 ～ 16：20　ホテルグランヴィア岡山にて開催
 座長：心臓病センター榊原病院　院長　岡﨑　　悟
 岡山大学病院新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
　　　特別講演「糖尿病治療のアルゴリズム−世界の動向−」 東京慈恵会医科大学　名誉教授　田嶼　尚子
　　　基調講演「糖尿病対策ナンバーワンをめざす徳島県のチャレンジ」
 徳島大学糖尿病臨床・研究開発センター　教授　松久　宗英
　　　講　演 座長：倉敷中央病院　糖尿病内科　主任部長　松岡　　孝
 岡山済世会総合病院　糖尿病センター　センター長　中塔　辰明
　　　　　　　　「岡山県糖尿病医療連携ネットワークの構築を目指して」
 岡山大学病院新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
　　　　　　　　「真庭市の糖尿病の病診連携について」 落合病院内科　高橋　　泰
　　　　　　　　「多職種連携における在宅糖尿病対策」 塚本内科医院　院長　塚本　眞言
　　　講　演 座長：岡山赤十字病院　糖尿病センター　センター長　宮下　雄博
 岡山医療センター　糖尿病・代謝内科　医長　肥田　和之
　　　　　　　　「糖尿病患者を支援するメディカルスタッフの活動」
 心臓病センター榊原病院　糖尿病看護認定看護師　吉沢　祐子
　　　　　　　　「岡山県における栄養ケアステーション」
 中国学園大学　現代生活部人間栄養学科　教授　多田　賢代
　　　会の終わりに　「糖尿病医療に進む道」 心臓病センター榊原病院　岡﨑　　悟
　④　岡山県医師会糖尿病対策推進フォーラム2013
　　　平成25年11月13日（水）19時から　岡山プラザホテルにて開催 
　　ア　講演 座長　岡山大学病院副看護師長糖尿病看護認定看護師　大橋　睦子
　　　　「岡山県糖尿病医療連携体制におけるメディカルスタッフの活動」
 心臓病センター榊原病院保健師主任糖尿病看護認定看護師　吉沢　祐子
　　イ　教育講演 座長　心臓病センター榊原病院院長　岡﨑　　悟
　　　　「岡山県における糖尿病地域連携システムの構築」 岡山大学病院新医療研究開発センター教授　四方　賢一
　　ウ　特別講演 座長　川崎医科大学特任教授（総合内科学１）　加来　浩平
　　　　「高齢者糖尿病と認知症」 北播磨総合医療センター病院長　横野　浩一
　⑤　糖尿病研修会
　　 　県内各地区にて下記３講座を開催ブロック郡市地区医師会、岡山県医師会、岡山県医師会糖尿病対策推進協

議会、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、看護師対象）
　　　　「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　廣田　大昌
　　　Ｃ講座（看護師対象）
　　　　「糖尿病看護に関するレクチャーと相談会」糖尿病看護認定看護師
　　　ア　倉敷ブロック　平成25年10月22日（火）ホテル日航倉敷
　　　イ　岡山ブロック　平成25年10月31日（木）岡山衛生会館
　　　ウ　備前ブロック　平成25年12月12日（木）玉野市総合保健福祉センター
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　　　エ　備中ブロック　平成26年２月１日（土）サンロード吉備路
　　　オ　美作ブロック　平成26年２月27日（木）津山鶴鳴ホテル
　⑥ 　岡山県糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業岡山県糖尿病医療連携体制（ネットワーク）の愛称、ロゴマー

クデザインの募集
　⑦　岡山県糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業への協力
　⑧　世界糖尿病デー啓発活動への賛同
　⑨　岡山県糖尿病診療計画の改正と研修計画等について協議
⑻　各種協議・研究会
　　Ａ．全国有床診療所連絡協議会
　　　　４月７日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第１回役員会（東京）
　　　　８月３日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第２回役員会（神戸）
　　　　　　３日～４日　第26回全国有床診療所連絡協議会総会（神戸）
　　　　11月13日　　　　平成25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）
　　　　　　30日　　　　第１回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総会（役員会議室）
　　　　　　　　　　　　岡山県有床診療所協議会講演会（図書資料室）
　　　　12月１日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第３回役員会（東京）
　　　　　　24日　　　　第１回岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　　１月17日　　　　第２回岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　　　　26日　　　　第２回岡山県医師会有床診療所部会委員会（応接室）
　　　　　　26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（役員会議室）
　　　　　　　　　　　　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（中ホール）
　　　　　　26日　　　　第３回岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　　３月19日　　　　有床診療所の防火対策に関する説明会（TV会議）
　　　　　　23日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成25年度第４回役員会（東京）
　　Ｂ．平成25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　　 　平成25年11月９日（土）　岡山県　ホテルグランヴィア岡山において、岡山県医師会担当で行われ、総出

席者は393名であった。
　　　　メインテーマ「勤務医の実態とその環境改善−全医師の協働にむけて」
　　　　　　特別講演１「日本医師会の直面する課題」 日本医師会副会長　今村　　聡先生
　　　　　　特別講演２「日本の医療をめぐる問題：チーム医療を中心に」 自治医科大学学長　永井　良三先生
　　　　パネルディスカッション「様々な勤務医の実態とその環境改善を目指して」
　　　　　　フォーラム「岡山からの発信−地域医療人の育成−」　　
　　Ｃ．卒後臨床研修対策
　　　　平成25年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
　　　 　平成26年２月22・23日、津山中央病院健康管理センターに於いて、岡山県医師会、津山中央病院の主催に

より開催した。参加者：16名
　　D．その他
　⑴　感染症予防対策
　　① 　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25年度もこの制度が継続してい
る。

　　　◦平成26年３月１日～７日　子ども予防接種週間
　　② 　新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第２条第７号に規定する「指定地方公共機

関」として岡山県から指定される。
　　　◦平成26年１月21日「新型インフルエンザ等対策訓練」
　　　　 　新型インフルエンザ等対策措置法第12条に基づく訓練であり、政府の訓練と連携し国、県、市町村、指

定（地方）公共機関等の連絡体制の確認等により、新型インフルエンザ等対応における制度上の手続き及
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び役割に関する知識を深める事を目的として行なわれた。
　　③　岡山県立学校、市立学校、岡山大学教育学部付属学校結核対策委員会
　　　◦ 平成25年度第１回岡山県立学校結核対策委員会　平成25年６月６日　健康づくり財団にて開催され、國富

理事が出席した。
　　④　平成25年度感染症対策委員会
　　　　平成25年８月９日　三光荘にて開催され、石川会長が出席した。
　　⑤　平成25年度岡山県感染症対策委員会及び性感染症専門部会
　　　◦平成26年３月14日　岡山衛生会館５階中ホールにて開催され、石川会長、國富理事、田淵理事が出席した。
　　　◦平成25年度麻しん対策会議
　　　　平成26年３月14日　岡山衛生会館５階中ホールにて開催され、國富理事が出席した。
　　⑥　平成25年９月15・16日「第８回輸入感染症講習会」神戸大学で開催され、國富理事が出席した。
　　⑦　平成25年11月18日「新型インフルエンザ等対策関係説明会」三光荘にて開催され、國富理事が出席した。
　　⑧ 　平成25年11月21日「都道府県医師会感染症危機管理担当理事連絡協議会」日本医師会館にて開催され、國

富理事が出席した。
　⑵　公害保健（山本（博）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23年度末に40,015
人、平成24年度末に38,767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23年度末の県内認定者数は、
備前市49人、玉野市33人、倉敷市1,293人。平成24年度末には備前市46人、玉野市32人、倉敷市1,240人。若
干の減少がみられる。平成25年度の備前保健所での審査会は、中田会長、谷本副会長、藤田副会長のもと年
度８回審査会が開催された。

　⑶　へき地医療支援（田中理事）
　　　平成25年度第１回岡山県へき地医療支援会議
　　　日時：平成25年７月11日（木）　14：00～
　　　場所：岡山済生会総合病院西館１階第１会議室
　　　　１．開会
　　　　２．あいさつ
　　　　３．委員紹介
　　　　４．議事
　　　　　⑴　平成24年度へき地医療支援機構事業の実績について
　　　　　⑵　平成25年度へき地医療支援機構事業の実施について
　　　　　⑶　地域医療支援センターの設置について
　　　　　⑷　自治医科大学卒業医師の勤務状況について
　　　　　⑸　その他
　⑷　卒後臨床研修対策（糸島副会長、山本（和）理事、山本（博）理事）
　　１）平成25年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
　　　 　平成26年２月22・23日、津山中央病院健康管理センターに於いて、岡山県医師会、津山中央病院の主催に

より開催した。参加者：16名
　⑸　NPO医師研修支援機構（糸島副会長） 
　　 　NPO医師研修支援機構に糸島が理事長として参加し、岡山県医師会、岡山県、岡山大学と協調しながら2013

年度に以下の事業を行いました。
　　① 　医学生や研修医等を対象とした地域医療体験事業として：１）地域医療体験実習を３名が水島協同病院と

長谷川紀念病で行いました。２）済生丸体験実習を笠岡市北木島７名と犬島で11名が１泊２日で行いました。
　　② 　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ー等事業：１）岡山マッチングプラ

ザ2014。**65施設が参加し、参加者総数は*459名でした。２）マッチングプラザ＠WEB。３）医師研修セミナー
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２回。４）地域医療研究会シンポジウム
　　③ 　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：１）

マッチング情報発信と専門医養成のためのガイド本作成。２）ハワイ大学地域医療研修助成　学生２名 
　　④ 　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・医師を対象とした卒後キャリアアップ支

援事業：１）ハワイ大学指導員研修助成。NPOから１名、岡山県医師会の助成２名　２）研修医OSCE-
Okayama cup 2013-。３）シミュレーション基盤型教育セミナー　FUNSIMJ-。12名参加　４）MpSim 岡
山でハワイ大学SimTikiシミュレーションセンターで行われているコースの完全日本語訳つきのオリジナル
コース　５）臨床研修指導医養成講座　岡山県医師会と

　　⑤ 　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　87+17名　２）NPO岡山医師研修支援機構ホームページ　アクセス数16万　３）医師
求人情報ページの新設　４）プラチナ倶楽部　 

　　⑥ 　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。２）生涯教育の情報提供；岡山県
医師会ホームページの生涯教育検索システムをリンクして情報提供。３）レジナビへの参加：大阪と東京。

　　⑦　事業を達成するための各委員会：１）総務・企画・地域医療委員会、理事会、総会。
　　⑧ 　地域医療部会；参加会員は100名を越え、毎月40名以上の会員が参加して研修しいている。５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）。

　　⑨ 　刊行物：専門医へのロードマップ、活動報告書、リーフレット

５．地域福祉対策に関する事項

⑴　介護保険（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山庶務担当理事、江澤理事、田中理事、道明理事）
　①　在宅医リーダー研修会
　　ア　第１回日本医師会　在宅医リーダー研修会７月28日
　　　◦ 地域医師会を中心とした在宅医療の推進に関心があり、医師会において伝達研修会の講師等の活動をリー

ダーとして実践して頂ける医師会員を対象に行われた。
　　イ　日医生涯教育講座・在宅医療実地研修会　10月20日ホテルグランヴィア岡山
　　　　第１部　伝達講習会　（平成25年７月28日　日医在宅医リーダー研修会）
　　　　伝達講習会では、岡山県内で在宅医療に尽力されている先生方に講師依頼を行った。
　　　　　１）「在宅医療と地域包括システム」 秋山　正史　藤戸クリニック　院長
　　　　　２）「退院支援・調整」 秋山　正史　藤戸クリニック　院長
　　　　　３）「かかりつけ医と多職種協働」 塚本　眞言　塚本内科医院　院長
　　　　　４）「高齢者の在宅医療」 中村　幸伸　つばさクリニック　院長
　　　　　５）「介護保険制度の活用」 木村　丹　木村医院　院長
　　　　　６）「かかりつけ医と後方支援」
　　　　　７）DVD上映「かかりつけ医の在宅医療超高齢化社会−私たちのミッション」
　　　　第２部　講演
　　　　　１）「かかりつけ医機能と基本理念」 日本医師会常任理事　鈴木　邦彦　先生
　　　　　２）「かかりつけ医に求められる在宅医療／在宅医療の過去・現在・未来」
 全国在宅療養支援診療所連絡会会長　医療法人社団つくし会　新田クリニック　院長　新田　國夫　先生
　　　　　３）ディスカッション 鈴木　邦彦　先生、新田　國夫　先生、江澤　和彦　理事、道明　道弘　理事
　②　岡山県介護保険推進委員会
　　　平成25年度第１回岡山県介護保険制度推進委員会　７月２日
　　　岡山県介護予防市長村支援委員会　２月17日
　　　平成25年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会　３月25日
　　　平成25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　３月25日
　③　岡山県介護保険関連団体協議会
　　　岡山県介護保険関連団体協議会総会　７月９日
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　④　主治医意見書研修会
　　　＜岡山県医師会＞　
　　　平成26年３月17日　ピュアリテイまきび
　　ア　「主治医意見書について」 岡山県医師会理事　江澤　和彦理事
　　イ　「2014年診療報酬改定のポイント及び対応策」（19：30 ～ 21：00）
 株式会社ヘルスケア経営研究所 副所長　酒井麻由美　氏
　　　＜津山医師会＞　主治医意見書研修会　11月16日
　　　＜浅口医師会＞　主治医意見書・在宅医療実地研修会　２月13日
　⑤　訪問看護ステーション連絡協議会
　　　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会理事会　５月23日
　　　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会　６月29日
　　　平成25年度岡山県訪問看護ステーション連絡協議会通常総会　６月29日
　　　平成25年度第１回訪問看護推進協議会　７月18日
　　　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第５回理事会　９月12日
　　　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第６回理事会　12月12日
　　　平成25年度第２回訪問看護推進協議会　１月31日
　　　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第７回理事会　２月13日
⑵　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　平成26年２月15日（土）　14：00 ～ 17：00　津山保健センターホール
　　　　　　「認知症の実践的対応」 引地　充先生（希望ヶ丘ホスピタル副院長）
 座長：河村　良寛先生（津山第一病院理事長）
　②　認知症サポート医養成研修
　　　名古屋３名、京都会場１名、計４名推薦した。

６．学校保健対策・母子保健対策に関する事項

⑴　学校医部会（國富理事、田中理事、岡部理事、佐藤理事）
　①　学校部会研修会
　　　日時：平成25年11月22日（金）　19：00～21：00
　　　場所：岡山国際交流センター　多目的ホール
　　　　　　特別講演「学校における食物アレルギーの対応について」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児急性疾患学講座　准教授　萬木　　章
　②　委員会等
　　ア　岡山県教育委員会と岡山県医師会との懇談会（10月９日　岡山衛生会館）
　　イ　学校保健推進協議会（７月30日　丸の内会館）
　　ウ　平成25年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月25日　松江市）
　　エ　平成25年度中国地区学校保健・学校医大会（８月25日　松江市）
　　オ　第44回全国学校保健・学校医大会（11月９日　秋田市）
　　カ 　郡市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７日　岡山衛生

会館）
　　キ　平成25年度岡山県学校保健研修会（26年１月30日　三木記念ホール）
　　ク　平成25年度学校保健課題解決支援事業に係る第２回学校保健推進協議会（２月20日　丸の内会館）
　　ケ　平成25年度学校保健講習会（26年２月23日　日本医師会館）
⑵　日医母子保健講習会
　①　平成25年度日医母子保健講習会　平成26年２月16日　於　日本医師会館
　②　平成25年度日医学校保健講習会　平成26年２月23日　於　日本医師会館　
⑶　小児救急医療医師研修会
　①　平成25年５月27日　於　津山鶴山ホテル 「小児外科よもやま話」岡山大学病院小児外科教授　野田　卓男
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　②　平成25年８月21日　於　介護老人保健施設くろかみ
 「小児救急の初期対応」岡山医療センター小児科診療部長　久保　俊英
　③　平成25年10月17日　於　真庭リバーサイドホテル
　　　「食物アレルギーとアナフィラキシーショックについて」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学　小児急性疾患学講座准教授　萬木　　章
　④　平成25年10月24日　於　高梁国際ホテル
　　　「小児救急医療について」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝
　⑤　平成25年11月14日　於　笠岡グランドホテル
　　　「小児アレルギーの救急−喘息・アナフィラキシーを中心に−」 福山医療センター小児科部長　池田　政憲
　⑥　平成25年12月３日　於　津山中央病院
　　　「児童虐待の対応と連携　～心身症外来で気づくこと～」 岡山大学医学部小児科講師　岡田あゆみ
　⑦　平成26年３月４日　於　井原市民病院
　　　「救急専門医が診た小児の救急疾患」 倉敷中央病院救急科主任部長　池上　徹則
　　　「小児救急における呼吸・循環の見方、および地域連携」 倉敷中央病院小児科主任部長　新垣　義夫
⑷　発達障害児（者）支援医師研修事業
　①　事例検討会　テーマ「広汎性発達障害を有する成人の就労支援について」
　　　平成25年12月12日　19：00 ～ 20：40
　　　岡山県精神科医療センター中棟４階サンクトホール
　　ア　岡山市発達障害者支援センター　ひかりんく
　　　　　支援センターでの就労支援の現状 黒川　明宏先生（心理士）
　　　　　支援センターでの就労支援から
　　　　「就労につながった事例、就労支援が困難な事例」 重廣　陽香先生（心理士）
　　イ　岡山県精神科医療センター　　
　　　　医療センターでの就労支援の現状 内田　晃裕先生（心理士）
　　　　医療センターでの就労支援から　　　　
　　　　「就労につながった事例、就労支援が困難な事例」 来住　由樹先生（医師）
　　ウ　総合討論 座長：野口　正行先生（岡山県精神保健福祉センター附属診療所）
　②　シンポジウム「発達障害の診断の実際」
　　　平成26年２月９日（日）　13：30 ～ 15：30
　　　アークホテル岡山　２階「葵」
　　　「乳幼児期」 笹野　京子先生（なのはなクリニック）
　　　「児童期」 池田　　伸先生（岡山県精神科医療センター）
 座長：壺内　昌子先生（岡山市発達障害支援センター・岡山市子ども総合相談所）
　③　特別講演
　　　平成26年３月９日（日）　13：30 ～ 15：30
　　　岡山衛生会館　三木記念ホール
　　　「発達障害者と触法行為、予防と介入の視点から」 桝屋　二郎先生（関東医療少年院医務課長）
 座長：中島　洋子先生（まな星クリニック）
 来住　由樹先生（岡山県精神科医療センター）
⑸　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。出生数の減少で、少子高齢化が進行している。特に、15歳～ 64歳の生産年齢の減少に問題がある。
政府も喫緊の課題として、次世代の育成に取り組んでいる。日本医師会も「子育て支援フォーラム」を年間４回
実施して、少子化対策としての児童虐待に取り組んでいる。

　 　出生前遺伝学的検査NIPT（NonivasivePrenatalTest）による、妊婦血液でのダウン症診断が、今年度の４月
から、一部の特定医療機関で開始されることになった。遺伝学的説明、遺伝カウンセリングがこの検査には不可
欠であり、対象を限定して、マススクリーニングにはすべきでない。この検査結果での人工妊娠中絶の問題もあり、
運用には、慎重を期さねばならない。体外受精・胚移植（IVF-ET）技術は、革新的な不妊治療として導入され、
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瞬く間に全世界に普及していった。この治療を行う医師の資格を、母体保護法指定医と同様に、認定制度にする
法制化が進んでいる。

　 　周産期医療に関しては、国立病院機構岡山医療センター（総合周産期母子医療センター）が、平成25年４月よ
りNICU18床を15床に、GCU32床を22床に減縮するとした。その対応策が考えられているが、極めて憂慮すべき
事態である。

７．救急災害医療に関する事項（松山庶務担当理事）

⑴　「救急の日」講演会　　平成25年９月７日
　①　「南海トラフの巨大地震による被害想定とその対策について」 岡山県危機管理監　角田　保彦　氏　 
　②　「災害における医師会活動～ JMATを中心に～」 日本医師会常任理事　石井　正三　先生
⑵　救急医療研修会
　①　ICLSコース　平成25年10月27日、平成26年２月９日
　②　市民のための救命講習会　平成25年11月10日
　③　第３回BDLS岡山プロバイダーコース　平成25年11月17日　
　④　第１回ADLS岡山プロバイダーコース　平成25年12月20日、21日
　　 　ADLSプロバイダーコースの地方開催は初の試みだったが、コース運営には、井上貴博先生をはじめとした

川崎医科大学救急科のスタッフの方々と岡山県医師会が主催をし、NDLSグローバルトレーニングセンター日
本事務局の皆様方に、多大なるご協力とご尽力を頂いた。

　　 　岡山県医師会としては、救急担当者・メディカルのみならず災害発生時に災害対策本部長として指揮を執る
郡市医師会長にも救急研修会等に積極的に参加し来るべき災害に備えて頂きたい。そのために「救急の日」講
演会及び救急医療研修会を開催している。特にBDLS、ADLSプロバイダーコースはJMAT養成プログラムの
位置づけをして行っている。

⑶　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ロールワーキンググループ　第１回検討会　平成25年６月５日
　② 　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２回検討会　平成25年10月１日
　③　平成25年度全国メディカルコントロール協議会連絡会　平成26年１月31日
　④　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３回検討会　平成26年２月５日
　⑤　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26年２月27日
⑷　医療審議会
　　岡山県医療審議会（救急医療対策部会）　平成25年７月９日
⑸　岡山救急医療研究会
　①　岡山救急医療研究会平成25年度第１回幹事会　平成25年７月17日
　②　岡山救急医療研究会平成25年度第２回幹事会　平成25年11月２日
　③　第15回岡山救急医療研修会　平成25年11月２日
⑹　防災訓練
　 　南海トラフ大地震を想定した衛星利用実証実験（防災訓練）平成25年11月20日日本医師会と宇宙航空研究開発

機構（JAXA）及び情報通信研究機構（NICT）が実施。テレビ会議で出席をした。
⑺　DMAT
　①　平成25年度第１回おかやまDMAT運営協議会　平成25年８月27日
　②　平成25年度第２回おかやまDMAT運営協議会　平成26年２月21日
⑻　ドクターヘリ
　①　平成25年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会及び
　　　ドクターヘリ出動5000回到達記念の会　平成25年８月１日
　②　平成25年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成26年３月20日
⑼　その他
　　第29回日本救急医学会中国四国地方会評議会　平成25年５月17日
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８．社会保障対策に関する事項（松山社会保障部長、道明社会保障部副部長）

　　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25年４月24日に開催、平成25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25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
　　 　節電対策のため今年度も平成25年10月に開催された。平成25年度の社会保険指導者講習会のテーマは「高血

圧診療のすべて」で10月３日・４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、道
明社会保障部副部長、他３名が聴講した。

　　 　伝達講習会は平成26年１月12日午後に岡山衛生会館三木記念ホールにおいて開催し、松山社会保障部長、道
明社会保障部副部長、田中理事、江澤理事、佐藤理事、村上基金医科医療顧問が会員に対して周知を図った。

　③　保険指導
　　　昨年と同様に各種指導が行われた。
　　ア　集団指導
　　　１ ）初期卒後臨床研修の開始にあたり、岡山県保険医登録前及び新規登録保険医の集団指導として岡大（出

席90名）には４月４日、川崎医科大学（出席36名）には５月９日にそれぞれ出向いて指導を行った。
　　　２ ）新規登録保険医について９月12日中ホールにおいて指導があり、倉敷中央病院等の新規登録保険医31人

を対象に行われた。
　　　　 　開会に引き続き、岡山県医師会社会保障部長松山と道明社会保障部副部長が「保険診療について」の講

演を行い、中国四国厚生局岡山事務所から、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険医療につい
て−保険診療の基礎的な概要−」、岡山県保健福祉部長寿社会課より「保険医療について−公費負担制度、
要介護認定に係る主治医意見書の作成等について」の説明が行われた。

　　　３ ）指定更新保険医療機関174（出席144）及び新規指定保険医療機関20（出席16）の集団指導は、岡山県医
師会、中国四国厚生局岡山事務所、岡山県、支払基金、国保連合会による５者による指導で、岡山衛生会
館三木記念ホールに於いて11月14日指導対象の計194保険医療機関が出席をした。松山社会保障部長、道
明社会保障部副部長より「保険診療について」の講演を行い、指導内容は中国四国厚生局岡山事務所から「保
険医療機関及び保険医療療養担当規則」、「保険診療について①（保険診療の基礎的な概要等）」、岡山県保
健福祉部長寿社会課から「保険診療について②（公費負担医療、要介護認定に係る主治医意見書の作成等
について）」、支払基金、国保連合会から診療報酬請求の留意事項についての説明があり、適正な保険診療
が行われるための指導を努めた。

　　イ　個別指導（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委嘱の資格で保険指導医として指導を行った。

　　　 　本年度の指導回数20回（新規個別指導11回、個別指導９回）指導医療機関数は病院２件、診療所80件であっ
た。指導は主に岡山衛生会館第１・２会議室で行なわれた。

　　ウ　集団的個別指導
　　　　本年度も集団的個別指導は行われなかった。
　　エ　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26年２

月13日、２月26日に２病院に対して行われ地区委員が立会をした。
　　オ　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が、今年度は実
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施がなかった。
　　カ　診療報酬改定時集団指導
　　　 　県医師会による平成26年度診療報酬改定説明会と中国四国厚生局及び岡山県による平成26年度診療報酬改

定時集団指導が同一日同一会場で併催された。３月20日は高梁市文化交流館、同24日、25日三木記念ホール、
27日は津山文化センターで開催された。県医師会説明会では、「日医　平成26年度診療報酬改定について[概
要版]」を使用して行われ、改定時集団指導では中国四国厚生局より「平成26年度診療報酬改定に係る施設
基準等（療養担当規則を含む）」、岡山県から「難病医療費助成制度の改革について」の説明が行われた。

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、今年度は総会（広島）２回、岡山部会12回行われた。
　②　社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　 　平成25年７月及平成26年１月を除き毎月１回（今年度は８月、10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
　　 　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（今年度２月休会）。
　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14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12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25年度中国四国医師会連合総会
　　　第１分科会「医療保険（労災・自賠責等を含む・介護保険」
　　　９月28日、29日広島市において開催された。（第1368号）
　⑦　社会保障部研修会
　　　今年度より新たな試みとして医療問題研究会として合同会議の中で標記研修会を併催することとした。
　　◦平成25年度第４回（平成25年９月８日　日医生涯教育講座）
　　　演題：「医師のキャリアアップシステム～専門員制度の導入～」
　　　講師：独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　移植センター長　診療部長　田中　信一郎先生
　　◦平成25年度第６回（平成25年12月７日）
　　　演題：「岡山県の在宅医療関係事業等について」
　　　講師：岡山県保健福祉部医療推進課　主任　土橋　酉紀氏
　　◦平成25年度第７回（平成26年２月９日）
　　　演題：「医療提供体制に関する岡山県の諸計画」
　　　講師：岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭氏
　　◦平成25年度第８回（平成26年３月16日）
　　　演題：「岡山県地域医療支援センターの紹介」
　　　講師：糸島　達也副会長
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。
　　◦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。
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　　◦情報の伝達を図り、会員の指導・啓発に努める。
　　◦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。
　　 　診療報酬点数・薬価基準改正、介護保険の諸施策等が医師会或いは医師会員に及ぼす影響について必要に応

じ、医療問題研究会を開催し、広く医療に関する問題を討議する。これについて「過疎地・中山間地域におけ
る医療機関による患者送迎」について社会保障部での協議､岡山県医師会員への意識調査などの結果、岡山県
医師会における紳士協定は尊重しつつ、医療機関による患者送迎は認めるべきとする結論を得た。

　　 　このことにより理事会に提言書を上申し平成25年度第１回郡市等医師会長協議会（H25.10.27）で協議をし、
「各医療機関の諸般の事情に委ねる」ことになった。

　　 　また、「降圧剤ディオバン使用について社会保障部員・地区委員の意識調査」について行い回答は、使用を
続けている24件、使用を中止する15件、未回答１件であった。この第４回合同会議では、「ディオバン」の臨
床研究の“偽装”について問題提起を行っていたがノバルティス社に説明責任があることは明確であり、ノバ
ルティス社のガバナンス部門の責任者に社会保障部での説明を求める文書を提出することを了承があったため
第７回合同会議（H26.2.9）の中でノバルティスファーマ（株）本社コンプライアンス本部取締役本部長　永
田　修氏から「ディオバン問題の説明」を受けた。
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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
　６月22日　中国四国医師会連合常任委員会・連絡会（東京パレスホテル）
　９月28日　中国四国医師会連合総会シンポジウム（リーガロイヤルホテル広島）
　　　29日　中国四国医師会連合総会・分科会（リーガロイヤルホテル広島）
　10月13日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　３月14日　中国四国医師会事務局長会議（シェラトンホテル広島）
　　　29日　中国四国医師会連合常任委員会・連絡会（東京パレスホテル）
　　　30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３日　日本医師会母体保護法等に関する検討委員会（山崎副会長）
　　　11日　日本医師会労災・自賠責委員会（中村理事）
　　　17日　日本医師会産業保健委員会（道明理事）
　　　17日　平成25年度医療基本法（仮称）に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会（清水副会長）
　　　26日　日本医師会勤務医委員会・男女共同参画委員会合同会議（清水副会長）
　５月９日　日本医師会健康スポーツ医学委員会（土井理事）
　　　14日　日本医師会公益社団法人移行記念祝賀会（丹羽会長、山崎副会長）
　　　16日　日本医師会介護保険委員会（木村専務理事）
　　　30日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　６月３日　都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会（中村理事）
　　　７日　日本糖尿病対策推進会議総会（田中理事）
　　　13日　日本医師会労災・自賠責委員会（中村理事）
　　　23日　第129回日本医師会定例代議員会（清水副会長、糸島副会長、道明理事、江澤理事）
　　　26日　日本医師会産業保健委員会（道明理事）
　　　27日　都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会（松山理事）
　７月23日　都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　　　　都道府県医師会長協議会日医連執行委員会合同懇親会（石川会長）
　　　28日　第１回日本医師会在宅医リーダー研修会（道明理事、江澤理事）
　８月１日　日本医師会労災・自賠責委員会（沼本理事）
　　　９日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　28日　日本医師会産業保健委員会（道明理事）
　９月５日　日医健康スポーツ医学委員会（北陸体力学研究所ダイナミック）（石川会長）
　　　18日　日本医師会産業保健委員会（道明理事）
　　　27日　大学医学部女性医師支援担当者連絡会議（神﨑理事）
　10月３日　社会保険指導者講習会（道明理事、江澤理事、佐藤理事）
　　　４日　社会保険指導者講習会（松山理事、田中理事）
　　　６日　平成25年度日本医師会医療安全推進者養成講座講習会（清水副会長、山本（博）理事）
　　　９日　都道府県医師会検案担当理事連絡協議会（松山理事）
　　　10日　第35回産業保健活動推進全国会議（松山理事、江澤理事）
　　　13日　第130回日本医師会臨時代議員会（清水副会長、糸島副会長、道明理事）
　　　17日　日本医師会労災・自賠責委員会（沼本理事）
　　　25日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　26日　日本医師会「Mass Gathering Medicine」研修会（松山理事）
　11月13日　都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会（田中理事）
　　　19日　都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　20日　南海トラフ地震を想定した衛星利用実証実験（防災訓練）TV会議（松山理事）
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　　　21日　都道府県医師会感染症危機管理担当理事連絡協議会（國富理事）
　　　22日・23日　ハーバード大学公衆衛生大学院武見プログラム30周年記念シンポジウム（清水副会長）
　　　28日　日本医師会健康スポーツ医学委員会（石川会長）
　　　29日　都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会（清水副会長）
　12月６日　日本医師会「国民医療を守る総決起大会」（國富理事、沼本理事、佐藤理事）
　　　７日　平成25年度家族計画・母体保護法指導者講習会（田淵理事）
　　　11日　日本医師会産業保健委員会（道明理事）
　　　11日　日本医師会日医認証局の運営に係る情報担当理事及び事務局担当者向け連絡協議会（清水副会長）
　　　12日　都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会（岡部理事）
　　　12日　日本医師会労災・自賠責委員会（沼本理事）
　　　21日　平成25年度Ai学術シンポジウム（清水副会長）
　１月11日　平成25年度死亡時画像診断（Ai）研修会（松山理事）
　　　19日　平成25年度医療事故防止研修会（岡部理事）
　　　21日　都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　　　　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、松山理事）
　２月７日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　８日・９日　日本医師会医療情報システム協議会（清水副会長）
　　　16日　平成25年度母子保健講習会（石川会長、國富理事、佐藤理事）
　　　20日　平成25年度日本学校保健事業報告会（田中理事）
　　　21日　平成25年度女性医師支援事業連絡協議会（神﨑理事）
　　　22日　平成25年度日本医師会総合政策研究機構・日本学術会議共催シンポジウム（松山理事、國富理事）
　　　23日　平成25年度学校保健講習会（田中理事、國富理事、佐藤理事）
　　　26日　第４回シンポジウム「会員の倫理・資質向上をめざして」（岡部理事）
　　　27日　平成25年度死体検案研修会（松山理事）
　３月５日　都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会（松山理事、田中理事、道明理事、江澤理事）
　　　７日　平成25年度臨床検査精度管理調査報告会（島村監事）
　　　12日　都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会（山本（博）理事）
　　　13日　平成25年度医療政策シンポジウム（田中理事、國富理事）
　　　30日　第131回日本医師会臨時代議員会（清水副会長、糸島副会長、道明理事）
⑶　他府県医師会
　４月６日　愛媛県医師会「医療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業に関する研修会」　愛媛県（清水副会長）
　　　16日　第12回中国地方社会保険医療協議会総会　広島県　（松山理事）
　５月17日　第29回日本救急医学会中国四国地方会　島根県　（松山理事）
　　　19日　 医療基本法（仮称）制定に関するシンポジウム　広島県（丹羽会長、清水副会長、木村専務理事、國

富理事、神﨑理事）
　７月27日　日本医師会第９回男女共同参画フォーラム　山口県（清水副会長、神﨑理事）
　　　29日　第13回中国地方社会保険医療協議会総会　広島県（松山理事）
　８月３日・４日　第26回全国有床診療所連絡協議会総会　兵庫県（田中理事）
　　　24日･25日　第44回中四九地区医師会看護学校協議会　福岡県（糸島副会長）
　　　25日　平成25年度中国四国学校保健担当理事連絡協議会
　　　　　　平成25年度中国地区学校医大会　島根県（石川会長、田中理事、國富理事、佐藤理事）
　８月31日・９月１日　第25回全国医師会共同利用施設総会　神奈川県（田中理事）
　９月15日･16日　第８回輸入感染症講習会　兵庫県（國富理事）
　　　22日　平成25年度日本警察医会総会・学術講演会　宮崎県　（松山理事）
　10月12日　厚生労働省岡山県関係者との懇談会　東京都（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事、神﨑理事）
　11月９日　第44回全国学校保健・学校医大会　秋田県（田中理事、國富理事、佐藤理事）
　１月５日　平成26年兵庫県医師会新年祝賀会　兵庫県（石川会長）
　　　28日　第14回中国地方社会保険医療協議会総会　広島県（松山理事）
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　　　29日～ 31日 第69回国民体育大会冬季大会　栃木県（松山理事）
　２月１日･ ２日　第46回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会　兵庫県（石川会長、國富理事、佐藤理事）
　　　９日　平成25年度第２回日本警察医会理事会　東京都（田中理事）
⑷　医療従事者対策
　　養成機関関連　　
　①　平成25年度岡山県看護師等就業協力員・看護職員確保対策連絡協議会
　　　平成25年５月29日（水）に看護会館にて開催された。（山崎副会長）
　　　◦報告　１．平成24年度看護師等就業協力員活動報告
　　　　　　　２．岡山県病院看護職員調査報告
　　　　　　　３．平成25年度看護職員確保対策事業
　　　　　　　４．ナースセンターの利用状況と課題
　　　　　　　５．看護就職フェア・看護進路ガイダンスについて
　　　◦討議　 テーマ「看護職員確保対策連絡協議会における活動について−看護就職フェア・看護進学ガイダン

スを中心に−」
　②　第44回全国看護高等学校研究協議大会
　　　平成25年７月25日（木）・26日（金）に倉敷アイビースクエア・倉敷市民会館にて開催された。（石川会長）
　　　◦テーマ「高等学校における看護基礎教育に求められるものを考える～看護実践能力の向上を目指して～」
　③　第44回中四九地区医師会看護学校協議会
　　　平成25年８月24日（土）・25日（日）にリーガロイヤルホテル小倉にて開催された。（糸島副会長）
　　　◦特別講演１「看護師養成教育の優位性と可能性−看護基礎教育の大学化の中での専門学校の役割」
 前東京都立北多摩看護専門学校　校長　松原　定雄　先生
　　　◦特別講演２「翔び立て明日へ、人を支え、支えられる」
 笑医塾塾長／医学博士　外科医　高柳　和江　先生
　　　◦シンポジウム「医師会看護学校−その使命とは−」 厚生労働省医政局看護課長　岩澤　和子　氏　
 日本医師会常任理事　藤川　謙二　先生
 前東京都立北多摩看護専門学校　校長　松原　定雄　先生
 長崎市医師会看護専門学校　校長　井手　政利　先生
 　日本看護協会常任理事　川本理恵子　氏　
　④　平成25年度第１回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成25年８月26日（月）に岡山市内にて開催された。（宮崎理事）
　　　◦議題　１．平成25年度岡山県准看護師試験の実施について
　　　　　　　２．問題作成と審査方法について
　　　　　　　３．試験委員の問題作成分担等について
　⑤　第44回日本看護学会（母性看護）学術集会開会式
　　　平成25年９月26日（木）に岡山コンベンションセンターにて開催された。（石川会長）
　　　◦テーマ「支えあう命と心～つなぐ看護の手、地域の和、社会の絆～」
　⑥　平成25年度高等学校看護連絡協議会
　　　平成25年11月14日（木）に岡山衛生会館役員会議室にて開催された。（糸島副会長）
　　　◦報告と協議　１．卒業生の進路状況について
　　　　　　　　　　２．看護職員確保対策について
　　　　　　　　　　３．看護師等学校養成所について
　　　　　　　　　　４．准看護師試験・看護師試験の結果
　　　　　　　　　　５．岡山県内新規採用看護職員について
　　　　　　　　　　６．高等学校看護教育の現状と課題
　⑦　平成25年度第２回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成25年11月25日（月）に岡山市内にて開催された。（宮崎理事）
　　　◦議題　平成25年度岡山県准看護師試験問題事前審査について
　⑧　平成25年度第３回岡山県准看護師試験委員会
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　　　平成26年３月４日（火）に岡山市内にて開催された。（宮崎理事）
　　　◦議題　１．平成25年度岡山県准看護師試験結果について
　　　　　　　２．合格発表について
　⑨　平成25年度岡山県看護職員確保対策委員会
　　　平成26年３月13日（木）に岡山衛生会館第１会議室にて開催された。（糸島副会長）
　　　◦議題　看護職員の需給状況及び確保対策等について

　　 　未就業看護師等の就業促進事業として昭和50年10月１日に岡山県ナースバンク事業が発足され、昭和51年度
より本会会報へ「ナースバンク情報」（現ナースセンター情報）として登録者の情報を掲載している。１回の
掲載は平均19名（最小１名、最大88名）で、かなりの頻度で利用されており成果をあげていると聞いている。

⑸　医療関係者斡旋事業
　①　岡山県医師会女医部会委員会
　　 　第１回　平成25年５月25日（土）14時30分から岡山衛生会館・役員会議室で、岡山県医師会から２名、女医

部会から８名の出席で開催された。議題は平成24年度事業報告、平成25年度事業計画、第７回総会（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について、Doctor’s Career Café の利用、女医部会報　第
16号、第17号についてであった。

　　 　岡山県医師会女医部会小委員会　平成25年10月26日（土）15時から岡山衛生会館役員会議室で、女医部会か
ら15名が出席し開催された。議題は、平成26年度の委員について、今年度の活動予定、次年度の女医部会総会、
会報、今後の活動についてであった。

　　 　第２回　平成25年12月７日（土）15時20分から三光荘・パブリゾンで岡山県医師会から２名、女医部会から
８名が出席し開催された。議題は、平成26年度事業計画、平成26年度の役員、委員、女医部会報　18、19号、
Enjoi通信、その他の活動、岡山大学MUSCATとの連携、Doctor’s Career Café、平成25年度事業報告につい
てであった。

　②　岡山県医師会勤務医部会・女医部会合同総会
　　　平成25年７月７日（日）14時から岡山衛生会館・中ホールで開催された。
　　 　岡山県医師会　石川会長の挨拶の後、平成24年度事業報告、平成25年度事業計画を勤務医部会については岡

山県医師会勤務医担当　山本（和）理事、女医部会については、女医部会　深田部会長が行った。
　　 　総会終了後、広島県医師会女性医師部会　部会長　檜山　桂子先生が「就業支援とキャリア支援で全医師支

援へ−not for mam only−」を講演された。
　③　第９回男女共同参画フォーラム
　　 　平成25年７月27日（土）13時から山口県総合保健会館（山口）で開催され、岡山県医師会より清水副会長、

神﨑理事、女医部会より深田部会長、清水副部会長、坂口副部会長が出席した。
　　 　まず、国際医療福祉大学副学長　桃井　眞里子先生が「より良い医療のために、より良いキャリアのために」

を講演された。その後、日本医師会男女共同参画委員会と日本医師会女性医師支援センターから事業について
報告、シンポジウム「みんなちがって、みんないい～伝えたい、豊かな医療人をめざすあなたへ～」が行われ、
最後に総合討論が行われた。

　④　平成25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25年８月22日（木）13時30分から岡山衛生会館・図書資料室で、病院協会　佐藤事務長部会長、

岡山県医療推進課　岸本氏、髙田氏、岡山大学　片岡先生、岡山大学キャリアセンター　別府氏、岡山県医師
会　清水副会長、神﨑理事、山本（博）理事、女医部会　深田部会長の出席で開催された。岡山大学キャリア
センター MUSCAT、岡山県、病院協会、岡山県医師会それぞれの平成25年度事業計画について話し合った。

　　 　第２回　平成26年３月６日（木）13時30分から岡山衛生会館・図書資料室で、病院協会　佐藤事務長部会長、
岡山県医療推進課　岸本氏、髙田氏、岡山大学　片岡先生、岡山大学キャリアセンター　別府氏、川崎医科大
学教授　森谷先生、同大学講師　佐藤先生、岡山県医師会　清水副会長、神﨑理事、女医部会　深田部会長の
出席で開催された。岡山大学キャリアセンター MUSCAT、岡山県、病院協会、岡山県医師会それぞれの平成
25年度事業報告と平成26年度事業計画について話し合った。

　⑤　大学医学部女性医師支援担当者連絡会
　　 　平成25年９月27日（金）14時から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、大学医学部
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から岡山大学　片岡先生、川畑先生、川崎医科大学　森谷先生、佐藤先生が出席した。日本医師会の女性医師
支援に関する取り組みについて発表があり、取り組み事例発表、意見交換が行われた。

　⑥　ピンクリボン運動
　　 　女性や子どもが健やかに生きることを支援する活動の一環として、10月のピンクリボン運動へ参加し、会員

へピンクリボンを購入してもらい、乳がん検診を呼びかけた。
　⑦　平成25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成25年11月９日（土）10時からホテルグランヴィア岡山・フェニックス（岡山）で開催され、約400人の

参加があった。
　　 　「勤務医の実態とその環境改善−全医師の協働にむけて」をメインテーマとして、日本医師会副会長　今村

　聡先生が「日本医師会の直面する課題」を講演、自治医科大学学長　永井　良三先生が「日本の医療をめぐ
る課題：チーム医療を中心に」を講演した。続いて、日本医師会勤務医委員会委員長　泉　良平先生が「日本
医師会勤務医委員会報告」を報告した。その後、パネルディスカッション「様々な勤務医の実態とその環境改
善を目指して」、フォーラム「岡山からの発信−地域医療人の育成」が行われた。

　⑧　第４回岡山MUSCATフォーラム
　　　「つなぐバトン−次世代・未来へ−」
　　 　平成25年12月１日（日）13時30分から岡山大学MUSCAT CUBEで開催され、岡山県医師会から石川会長、

神﨑理事、女医部会から深田部会長、金重先生が出席した。
　　 　岡山大学医療人キャリアセンター MUSCATからのMUSCATプロジェクト概要説明の後、特別講演として

「女性医療人のキャリアとその豊かな発達～各ライフサイクルにおける課題を手がかりとして～」を大阪人間
科学大学　名誉教授　服部　祥子先生が講演され、その後パネルグループディスカッション「私らしく生き
る・医療人として輝く」が行われ、岡山県医師会　神﨑理事が「Doctor’s Career Café in OKAYAMAからD
＋Muscatへ」を発表した。

　⑨ 　男女共同参画セミナー（平成25年度女性医師の勤務環境の整備に関する病院長、病院開設者・管理者への講
習会）

　　　平成25年12月７日（土）14時から三光荘・アトリウムホールで開催され、34名の参加があった。
　　 　「勤務医の就労環境整備のための女性医師活用術」をテーマとして、日本医師会男女共同参画委員会／岡山

県医師会　神﨑　寛子理事が「女性医師が生き生き仕事を続けていくために」を講演、続いて、岡山大学大学
院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野准教授　青山　裕美先生が「今なぜ、キャリア支援が必要か？」を講演さ
れ、その後、岡山県精神科医療センター／岡山県医師会理事　中島　豊爾先生が「医師数が増えると病院経営
を圧迫する？」を講演された。

　⑩　『2020．30』推進懇話会
　　 　第１回　平成25年12月13日（金）14時から日本医師会館小講堂で開催され、岡山市医師会　金重　恵美子先

生が出席し、日本医師会の組織と事業内容、日本医師会の運営の実際、当懇話会についての説明が日本医師会
よりあった。

　⑪　平成25年度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25年12月21日（土）15時から岡山コンベンションセンター（岡山）で開催され、岡山県医師会から石川

会長、糸島副会長、神﨑理事が出席した。
　　 　日本医師会女性医師支援センターより事業について報告があり、中国四国９県の院内保育所設置状況につい

てアンケート調査の集計を発表、女性医師等就労環境改善事業の実施状況について各県から報告があった。そ
の後、日本医師会への要望、平成25年度女性医師支援事業連絡協議会の発表者について討論された。

　⑫　山陽女子ロードレース救護班への参加
　　 　平成25年12月23日（月･祝）９時半から岡山県総合グラウンド　カンコースタジアム前に設置された岡山県

医師会女医部会ブースを拠点として、参加者に女性特有がんの検診啓発チラシ300部を配布した。女医部会か
らは７名が参加した。また、表彰式では副賞の一部を岡山県医師会女医部会として授与した。

　⑬　ゆいネット岡山第６回協議会
　　 　平成26年１月20日（月）18時30分から岡山中央病院で開催され、岡山県医師会から神﨑理事、女医部会から

深田部会長、中島委員、金重委員、片岡委員が出席した。日本女医会ゆいネット活動報告の後、「十代の性の健康」
最近の活動より、岡山大学大学院保健学研究科教授　中塚　幹也先生より「性教育で何を話すのか」について
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講演があり、続いてウィメンズクリニック・かみむら院長　上村　茂人先生より「メール相談から見えてきた
若者の問題・デートDVが顕在化した若者たち」について講演された。その後協議が行われた。

　⑭　平成25年度女性医師支援事業連絡協議会
　　 　平成26年２月21日（金）14時から日本医師会館小講堂で開催され、岡山県医師会から神﨑理事が出席し、女

性医師支援センター事業ブロック別会議について各ブロック代表より開催報告があった後、質疑応答と総合討
論が行われた。

　⑮　女医部会報（第16、17号）の発行
　⑯　研修医レター「Good Doctor」（vol.7 ～９）の発行
　⑰　県医師会主催講演会での託児サービス
　⑱　学会出席時の託児サポート

２．広報に関する事項（糸島副会長・山本（博）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、国会議員、県会議員、岡山県担当者と意見
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とOMA Letterを定期
的に発行している。また新たに緊急時連絡に活用できるソーシャルネットワークサービス（SNS）「プラタナス
の木陰」の運用を開始した。
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。
　　ア　糖尿病県民公開講座　参加者　400人
　　　　『ライフスタイルを見直そう～糖尿病と上手に付き合うために～』
　　　　平成25年10月６日（日）11：00 ～ 16：00　岡山衛生会館「三木記念ホール」「第１、２会議室」にて開催
　　　１）健康相談　11：00 ～ 13：00
　　　　ⅰ　食事の相談（管理栄養士）、②薬の相談（薬剤師）、③歯の健康相談（歯科衛生士）、④血糖測定（看護師）
　　　２）パネル展示　　・糖尿病の歴史　・インクレチンの話　・膵島移植の話
　　　３）パンフレット配布
　　　４）食品サンプル配布
　　　５）講演会　13：00 ～ 16：00
　　　　　総合司会：岡山県医師会理事　神﨑　寛子
　　　　ⅰ　「岡山県の糖尿病と医療連携体制について」 岡山県保健福祉部　参与　發坂　耕治
　　　　ⅱ　「糖尿病を甘くみていませんか？」 順天堂大学　特任教授　河盛　隆造
 座長：川崎医科大学総合内科学１　特任教授　加来　浩平
　　　　ⅲ　リフレッシュタイム NPO法人teamAIR　高岡明生子
 座長：心臓病センター榊原病院　院長　岡﨑　　悟
 岡山大学病院新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
　　　　ⅳ　「食事で防ごう糖尿病−“ポイント”おさえて上手にコントロール−」
 平病院　栄養課課長　島本　恭子
　　　　ⅴ　「糖尿病網膜症　A to Z」 岡山赤十字病院　眼科部長　中山　　正
　　　　ⅵ　「知っておいて欲しい妊娠糖尿病」 岡山大学医歯薬学総合研究科産科・婦人科学　教授　平松　祐司
　　　　ⅶ　質問タイム
　　イ　CKD（慢性腎臓病）県民公開講座　参加者　233人
　　　　平成25年11月17日（日）
　　　　岡山衛生会館　三木記念ホール、エントランス、中ホール、会議室、他 
　　　　主催：岡山県医師会
　　　　共催：岡山県生活習慣病対策推進会議 CKD・CVD対策専門部会、岡山大学病院
　　　１）血圧測定コーナー、検尿コーナー、パネル展示
　　　　　相談コーナー：食事の相談（管理栄養士）、薬の相談（薬剤師）、健康相談（腎臓専門医）
　　　２）講演会：三木記念ホール（敬称省略）
　　　　　司会：岡山大学病院　病院長　槇野　博史
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　　　　　開会の挨拶　岡山県医師会　会長　石川　紘
　　　　　　　　　　　岡山県保健福祉部　参与　發坂　耕治
　　　　　CKD（CVD）について（腎臓専門医）
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学　教授　前島　洋平
 病診連携について：岡山市医師会　副会長　佐藤　涼介
　　　　　生活・食事療法について（管理栄養士）
 川崎医療福祉大学医療技術学部　臨床栄養学科　准教授　武政　睦子
　　　　　透析・腎移植について（腎臓専門医） 重井医学研究所附属病院　院長　福島　正樹
　　　３）Q&Aコーナー
　　　　　進行役：川崎医科大学　腎臓・高血圧内科学　主任教授 　柏原 直樹
　　　　　腎臓専門医：独立行政法人国立病院機構岡山医療センター腎臓内科医長　太田　康介
　　　　　循環器専門医： 岡山大学大学院医歯薬学総合研究CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学　助教　

吉田　賢司
　　　　　管理栄養士：川崎医療福祉大学医療技術学部　臨床栄養学科　准教授　武政　睦子
　　　　　かかりつけ医：岡山市医師会　副会長　佐藤　涼介
　　　　　保健師：岡山県保健福祉部健康推進課健康づくり班　技師（保健師）　岩井　直子
　　　　　開会の挨拶：岡山県医師会　理事　松山 正春
　②　国民医療を守るための総決起集会　　　　　　平成26年１月12日　
　③　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25年９月４日（水）
　　　岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会　　　平成25年10月９日（水）
　　　岡山県警察本部と岡山県医師会との懇談会　　平成25年11月６日（水）
　　　岡山県四師会懇談会　　　　　　　　　　　　平成25年10月16日（水）
　　　地区医師会との懇談　　　　　備中ブロック：平成25年11月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　玉野市医師会：平成25年５月26日
　　　　　　　　　　　　　　　　　備前ブロック：平成25年６月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　美作ブロック：平成26年３月27日
⑵　対内的な活動
　①　県医師会報の発行　　毎月２回、計24回
　　　OMA　Letterの発行　２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、女性医師コーナー

などの記事を掲載した。「OMA Letter」では新会館建設に関する最新情報などを掲載した。
　②　会報企画委員会　　計24回
　③　県医師会ホームページ　他団体主催の講演会・勉強会の開催予定を掲載。
　④　Facebook「プラタナスの木陰　岡山県医師会」　
　⑤　SNS「プラタナスの木陰」運用開始　

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。
　　　◦医療ネットワーク岡山における日医認証局HPKI認証カード発行
　②　会議・研修会
　　　25年４月３日　第１回　医療ネットワーク岡山協議会　法人化検討委員会
　　　　　５月21日　第１回　医療ネットワーク岡山協議会
　　　　　５月22日　第２回　医療ネットワーク岡山協議会　法人化検討委員会
　　　　　６月６日　第３回　医療ネットワーク岡山協議会　法人化検討委員会
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　　　　　７月２日　第４回　医療ネットワーク岡山協議会　法人化検討委員会
　　　　　９月６日　第５回　医療ネットワーク岡山協議会　法人化検討委員会
　　　　　10月31日　第２回　医療ネットワーク岡山協議会
　　　　　11月５日　一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会　設立総会
　　　　　12月11日　第１回　一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会　理事会
　　　26年２月８日　日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　２月９日　日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　３月19日　第２回　一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会　理事会
　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人医療ネットワーク岡山（愛称：晴れやかネット）
　　　平成26年３月17日現在
　　　　　　　　　　開示施設　　　　　　　　　49機関
　　　　　　　　　　閲覧施設　　　　　　　　438施設
　　　　　　　　　　日医認証カード申し込み　　62人
　　　25年11月16日（土）日医ITフェア　第１回晴れやかネット研究会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三光荘　アトリウムホール

〈内訳〉
病　院 36施設 61名
診療所 18施設 21名
行　政 ４名　 ４名

ベンダー ８社　 10名
その他 ２名

出席者計 98名

　　　25年12月11日（水）
　　　◦ 平成25年度日医認証局の運営に係る情報担当理事及び事務局担当者向け連絡協議会
　　　26年２月22日（土）第２回岡山県民公開医療シンポジウム　三木記念ホール　
　　　　〈参加者〉
　　　　　病院関係者　　165名
　　　　　一　　　般　　127名
　　　　　岡　山　県　　　2名
　　　　　合　　　計　　294名

４．産業保健対策

　① 　平成22年度より地域産業保健センター事業が都道府県単位で労働局より一括委託されている。【平成24年度
は岡山市（単独事業委託）を除く６センターで運用された】平成25年度においては、岡山市を含め県内７セン
ターの事業運用を実施し、各センターの事業実施状況を基に実施計画を作成、県内７センターにおける事業の
推進状況の把握、委託費の配分を行い健全な運営に努めた。

　② 　例年通り岡山労働局・岡山産業保健推進センター・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。

　③ 　平成20年４月一部改正の労働安全衛生法関連で、全ての長時間労働者への医師の面接指導の義務化に鑑み、
本年度も実地研修会を含む大々的なメンタルヘルス研修会を１回開催したほか、一般研修会でもメンタルヘル
ス対策を含む研修を随時加えた。これに加え　生涯研修を対象に岡山産業保健推進センター・労災病院の主催
で数回開催された。

　④ 　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労災病院の主
催で開催された。

　⑤ 　特定健診・特定保険指導は６年目を迎え、予定通り参酌標準評価が実施されたが、医師会員が直接影響を受
ける医師国保組合はペナルティ−をクリアーすることができた。しかし、受診率の低迷、保健指導における要
積極的支援対象者の受診率も伸びず、これらを対象として改善策模索の為に本年も集中研修会を開催した。

　⑥ 　日医認定産業医制度のうち、今年度は前期基礎研修会を開催し、本会主催が義務付けられている基礎後期研
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修会の実施にも努めた。

５．労災・自賠責医療対策

　①　労災診療費算定実務研修会
　　　岡山（10月29日）
　　　倉敷（10月30日）
　②　医療機関のためのセミナーの開催
　　　日時：平成26年２月６日（木）　19：00 ～
　　　場所：中ホール
　　　演題：医療訴訟・医事紛争の対応について
　　　　　　講師　平沼　直人　弁護士
　③　岡山県損害保険医療連絡協議会（四者協）
　　 　自算会、損害保険協会、病院協会、岡山県医師会の四者で自賠責保険について協議した。（４月16日、７月16日、

10月15日、１月21日）
　④　自賠責研修会
　　　日時：平成25年11月29日（金）　19：30 ～
　　　場所：中ホール

６．臨床検査精度管理事業

　　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25年度の

精度管理サーベイを実施した。
　　　　勧奨施設数　　150　　　
　　　　参加施設数　　135
　②　クロスチェックの実施
　　 　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、県内の病病、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25年８月20日（火）：試料発送
　　　平成25年９月２日（月）：平成25年度サーベイ成績提出　締め切り
　　　平成25年10月21日（月）：臨床検査精度管理実行委員会
　　　平成25年10月27日（日）：速報会・講演会
　　　平成26年３月31日（月）：平成25年度精度管理調査報告書発送

７．関係機関連絡運営

⑴　岡山県保健福祉部との懇談　
　　平成25年９月４日（水）　17：30 ～　中ホール
　①　保育サービス等の充実予算額の突出に関して　　
　②　病児保育及び発達障害児について　　
　③　地域医療ビジョンについて
　　　地域支援事業の現状について　　
　④　風疹ワクチン接種について　　　　　　
　⑤　医療費適正化について（要望）　　　
　⑥　「在宅医療連携拠点事業」等の事業について
　⑦　新型インフルエンザ等対策について
　⑧　肝炎対策について
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　⑨　結核対策について
　⑩　糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業について
　⑪　地域包括ケアシステムの構築に向けて
⑵　岡山県教育庁との意見交換会
　　平成25年10月９日（水）　17：00 ～　第１、２会議室
　①　事業再点検に関する有識者会議について　　　　　
　②　心電図自動解析事業について　　　　　　　
　③　学校検尿の県下統一について　　　　　　　
　④　学校長からの診断書記載事項変更の要請について　
　⑤　メンタルヘルス不調者について
　　　フィジカル休職者について　　　　　　　　　
　⑥　通学途上での自転車事故の賠償保険制度について（要望）
　　　学校での怪我の医療機関受診について（要望）　　
　⑦　岡山県医師会への要望
⑶　岡山労働局との連絡会議
　　　平成26年２月12日（水）岡山衛生会館　５階　中ホール
　　岡山労働局から
　　　①　医療機関の勤務環境改善に係るワンストップの相談支援体制の構築
　　　　ア　医療勤務環境改善支援センター（仮称）について
　　　②　来年度以降の産業保健事業（案）について
　　　　ア　産業保健を支援する事業の在り方の見直し（案）
　　　　イ　産業保健活動総合支援事業の業務内容（案）
　　　　ウ　産業保健活動総合支援事業の標準的な実施体制
　　　　　　都道府県産業保健総合支援センター（仮）・地域産業保健センター（仮）の構成員図式について
　　　③　労働災害の発生状況
　　　　ア　平成25年分死傷災害発生状況（速報値）について
　　　　イ　死亡災害発生状況（速報値）並びに発生状況35件について
　　　　ウ 　スローガン「平成26年１～３月は『労働災害防止強化期間』あなたの作業、安全ですか？基本に返っ

て再確認！」について
　　　④　労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要
　　　　ア　受動喫煙の防止対策の充実・強化について
　　　　イ 　型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加（粉じん作業場における電動ファン付き呼吸用保護

具について
　　　　ウ　メンタルヘルス対策の充実・強化について
　　　⑤　労災レセプト電算処理システムについて
　　　⑥　労災レセプトのオンライン請求について
　　　⑦　オンライン請求開始までの手続きについて
　　　⑧　妊娠･出産･育児改正休業等を理由とする不利益取り扱いに係わる相談の状況について
　　　⑨　母性健康管理について
　　　⑩　平成24年度職場におけるセクハラに係わる相談の受理状況について
　　岡山県医師会から
　　　⑪　平成25年度岡山県医師会産業医部会活動の概要
　　　　ア　第２回岡山県医師会産業医部会委員 （12/14）報告
　　　⑫　第２回岡山県地域産業保健センター運営協議会（11/16）の報告
　　　⑬　産業保健総合支援センターに係わる県医師会関連人事について
⑷　岡山県警察本部との懇談会
　　日時：平成25年11月６日㈬18;00 ～
　　場所：岡山プラザホテル



− 69 −

⑸　歯科医師会、薬剤師会、その他
　①　岡山県歯科医師会
　②　岡山県薬剤師会
　③　岡山県看護協会
　④　岡山県四師会懇談会
　　　日時：平成25年10月16日（水）18：30 ～
　　　場所：岡山プラザホテル
　⑤　四師会における南海トラフ地震対策協議会
　　ア　日時：平成25年４月18日（木）14：00 ～
　　　　場所：図書資料室
　　イ　日時：平成25年５月23日（木）15：00 ～
　　　　場所：図書資料室
　　ウ　日時：平成25年８月29日（木）15：00 ～
　　　　場所：図書資料室
　⑥　岡山市四師会懇親会
　　　日時：平成25年11月17日（日）18：30 ～
　　　場所：岡山アークホテル
⑹　岡山大学、川崎医科大学、その他
　　４月20日　岡山大学病院総合診療棟竣工記念行事（丹羽会長）
　　５月30日　川崎学園理事会・評議員会（丹羽会長）
　　６月29日　岡山大学泌尿器科学教室開講百周年記念行事（石川会長）
　　９月26日　川崎医科大学附属川崎病院竣工式（石川会長）
　　11月７日　川崎医科大学附属病院創立40周年記念「医療連携懇話会」（石川会長）
　　11月30日　岡山大学内科100周年を一緒に祝おう（清水副会長）
　　１月16日　川崎学園懇親会（石川会長）
　　２月23日　岡山大学医学部創立150周年記念事業「メンター・メンティー交流会」（糸島副会長、神﨑理事）
　　３月24日　川崎学園理事会（石川会長）

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25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年々増加し、25年度現在、学校数で3.9％、児童数で4.3％に実施されている。

　　平成25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　56,113件
　　　小中学校　心音図検査　36,595件
　 　解析データは光ディスクに収録蓄積されており、すでに 220万件に達している。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。

９．小児救急医療電話相談に関する事項

　 　小児救急電話相談は平成16年に開始され、土曜と日・祝祭時の夜５時間（18 ～ 23時）を小児科医が輪番で担
当した。その後、平日の夜４時間（19 ～ 23時）まで拡充され、その時間帯を看護師が担当した。

　 　毎年相談件数は増加し、25年度には8,262件の相談があった。相談の電話をかけても話し中が多く、実際に相
談できた件数はその約半分となっている現状だったので、25年９月１日から電話回線を２回線とした。これと同
時に小児科医の担当は日曜日のみとした。

　 　相談の結果、受診しないで問題が解決されたのは25％、翌日に受診することになった場合が30％、当日に病院
を救急受診した場合が17％であった。電話相談に対する患者の満足度は85％であった。しかし一方では、電話で
の相談なのでアドバイスをする際に不安に感じたり、相談者に決定を要求されてトラブルになりかけたこともあ
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る。やはり最終的な決定は親に任せるのがいいと考えている。
　 　高齢や多忙のためか辞めていく医師もあり、26年４月１日からは看護師の新規参加者を募り、看護師のみで運

営することになった。これからは電話相談担当の看護師に対する研修会をより充実して、安心して電話相談を担
当してもらえるようにすることが課題である。

10．地域産業保健センターに関する事項

　 　本事業は平成22年度から平成25年度までの４年間、厚生労働省（岡山労働局）の委託事業として、県下７セン
ターを統括して岡山県医師会が事業運営を実施して来た。しかし、産業保健事業に係る国の検討委員会報告答申
を受けて、平成26年度より産業保健三事業（地域産業保健センター事業、メンタルヘルス対策支援事業、産業保
健推進センター事業）を一元化することとなり、従来の産業保健推進センターが一部組織を新たにした「産業保
健活動総合支援事業」として労働者健康福祉機構が運営することとなった。即ち、平成26年度より従来の「都道
府県産業保健推進センター」は新たに「都道府県産業保健総合支援センター」と名称を替えて運営されることと
なった。

　　◦岡山県地域産業保健センター運営協議会
　　◦第１回岡山県地域産業保健センター運営協議会
　　　　日時：平成25年６月28日（土）　14：00 ～ 15：00　場所：図書資料室
　　◦第２回岡山県地域産業保健センター運営協議会
　　　　日時：平成25年11月16日（土）　14：00 ～ 15：00　場所：役員会議室
　　◦第３回岡山県地域産業保健センター運営協議会
　　　　日時：平成26年２月27日（木）　14：00 ～ 15：30　場所：役員会議室

［Ⅲ］公益関係機関助成等事業（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

　◦岡山医学会が主催する講演会助成　
　◦健康づくり財団主催のがん征圧大会への助成
　◦日本臨床皮膚科医会中国ブロック総会・学術講演会開催助成
　◦第41回日本集中治療医学会学術集会開催助成
　◦第６回JATEC倉敷プロパイダーコース開催助成
　◦岡山医師研修支援機構：ハワイ大学研修費助成
　◦第87回日本産業衛生学会開催助成

２．関係団体に対する助成金

　◦岡山県病院協会：医療関係講演会・研修会開催費用の助成
　◦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
　◦倉敷看護専門学校：卒後研修、学内研修会費用等への助成
　◦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
　◦郡市地区医師会：25医師会が行う講演会・研修会に対して助成
　◦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
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［Ⅳ］貸室事業（収１）

１．岡山衛生会館の運営に関する事項

⑴　岡山衛生会館監理委員会　　　　
　①　定例委員会
　　 　４半期毎に年３回（６月14日、９月13日、３月14日）開催し、管理運営の基本的事項を協議し適切な管理運

営に努めた。
⑵　経理状況　　　　　　　　　
　①　収入について　　　　
　　 　施設設備使用料収入額確保に向けて、ねばり強く利用促進に努め、今年度は利用件数・収入額ともほぼ前年

度実績を確保することができた。
　　　引き続き利用促進・収入額確保に向けて地道に取り組むこととしている。
　②　支出について　　　　　　　　　　
　　　会館独自に節電（省エネ）対策に取組み、「光熱水費」の節減に努めた。
　　 　会館運営に支障のない範囲において、会館職員の「週休日の振替」を試行し、職員の健康増進・疲労回復に

つなげるとともに、人件費の縮減にも努めた。
　　　全体としては、節約等による執行残により次年度に繰越すことができた。　　　　　
⑶　施設設備の整備状況　　　　　　　　　
　①　年次計画による修繕工事　　　
　　ア　不良電気設備修繕　　　　　　　　　イ　消火器取替　　　　　　　　　　　　　　　   
　②　その他年次計画以外の修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ア　非常放送用設備バッテリー充電器　　イ　５階女子便所詰まり抜き　　　
　　ウ　三木記念ホール等煙感知器取替　　　エ　残留塩素計センサー交換　　
　　オ　三木記念ホールＶベルト交換　　　　カ　管理人室エアコン修理　　
　③　総合損害保険適用に係る修繕工事　　　　　　　　　　　　
　　ア　北階段６階踊場ガラス破損修理　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑷　平成25年度３月末現在の施設貸出及び施設設備使用料収入状況　　　　　　　
　①　平成26年３月末現在施設貸出状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；件）

区　分 本年度 前年度 前年対比 区　分 本年度 前年度 前年対比

一　般 117 138 84.8% 医師会 475 423 112.3%

県庁･学会 188 200 94% 合　計 780 761 102.5%

　②　平成26年３月末現在施設設備使用料収入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；千円）

区　分 本年度 前年度 増　減 区　分 本年度 前年度 増　減

一　般 4,577 4,434 　　143 医師会 12,099 10,124 1,975

県庁･学会 6,078 7,365 △1,287 合　計 22,754 21,923 　　831
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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

　　会員福祉に関する事項
⑴　福祉部の概況
　 　公益法人初年度の本年も福祉部の各制度は前年度同様の運営を行った。新しい医師会館の建設が進んでいるが、

福祉部会計からの資金についてこれまで同様に注視している。また、これまで以上の会員福利に尽力すべく、制
度について会報等で広報した。所得補償保険制度は長期休診に備えたいという会員の声に応え、補償期間５年の
タイプを用意することとし、平成26年７月更新時にスタートした。グループ生命保険制度では引き続き加入促進
の方策を練っている。

　 　また、岡山医師協同組合と連携し、組合員（岡山市在住者に限られている）以外も利用できる賛助会員制度の
広報を行い、岡山医師協同組合のサービスを適宜会報掲載している。

　 　ドクターバンクの運営については、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共同で
運用するべく協議を重ねた。
⑵　各事業の現況（平成26年１月31日現在）
　①　福祉部災害見舞金制度　

加　入　者
台風・豪雨
火 災 被 害

　562人　　（1,810口）
　0件　　　　０円
　0件　　　　０円

　②　福祉部団体所得補償保険制度

全員加入部分
　　加　入　者
　　給　　　付
　　傷害死亡一時金

1,330人
16人
０人

1,584,001円（内持出分　０円）
　　　　　　　　0円

任意加入部分
　　加　入　者

　　給　　　付　

Ａ会員　471人

Ｂ会員　81人

26人

（Ａ型　2,471口）
（Ｂ型　1,809口）
（Ｃ型　　565口）
（Ｄ型　　374口）
（Ｅ型　　241口）
（Ｆ型　　102口）

（Ａ型　　441口）
（Ｂ型　　112口）
（Ｃ型　　201口）
（Ｄ型　　　20口）
（Ｅ型　　　68口）
（Ｆ型　　　７口）

49,733,333円

　③　福祉部弔慰金制度

加　入　者　 3,106人
　　　　Ａ　会　員
　　　　元Ａ会員
　　　　Ｂ　会　員
　　　　Ｃ　会　員

1,435人
295人

1,376人
０人

死亡支払弔慰金 31人 9,000,000円
　　　　Ａ　会　員
　　　　元Ａ会員
　　　　Ｂ　会　員

９人
17人
５人

4,500,000円
4,250,000円
　250,000円

旧第１制度
預り分配金 ９人 　350,080円
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　④　福祉部グループ保険制度

加　入　者
　　Ａ　会　員 500万

300万
349人 （1,293口）
　１人 （　　１口）

　　Ｂ　会　員 500万
300万

　69人 （　307口）
　１人 （　　１口）

　　配　偶　者 500万
300万

121人 （　227口）
　７人 （　　７口）

　　子　　　供 400万 　33人 （　　33口）

　　　平成25.4.1 ～ 26.1.31

新規加入者 増　額 減　額 脱退者

Ａ会員 500万
300万

２人（15口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

35人（75口）
０人（０口）

16人（36口）
０人（０口）

Ｂ会員 500万
300万

１人（８口）
０人（０口）

２人（３口）
０人（０口）

３人（３口）
０人（０口）

８人（23口）
０人（０口）

　　　（脱退者内訳）　　

脱　退 76才脱退 死亡脱退

Ａ　会　員 ８人（20口） ７人（14口） １人（２口）

Ｂ　会　員 ４人（16口） ３人（５口） １人（２口）

支払保険金合計 ３人 35,000,000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

２人
１人
０人
０人
０人
０人
０人

25,000,000円（５口）
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口）

平成25年度資格喪失者 15人

　⑤　主として勤務医、従業員を対象の３つの「ローン制度」の利用状況
 （平成25年４月～平成26年１月末）
　　　　開業資金ローン
　　　　　　紹介受付　　０件　　　相談中　　０件　　　融資実行　　０件
　　　　育英・オートローン
　　　　　　紹介受付　　０件　　　相談中　　０件　　　融資実行　　０件
　　　　従業員オートローン
　　　　　　紹介受付　　０件　　　相談中　　０件　　　融資実行　　０件
　⑥　「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25年１月末で
　　 　前者は求人医療機関66施設、求職医師４名が登録している。平成25年度の紹介斡旋は３件で、成立０件であっ

た。
　　 　一方、後者は求人医療機関42施設、求職医師６名の登録があり、平成54年度の紹介斡旋は３件、成立は０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25年８月３日（会報第1364号）
　　　◦平成24年度福祉部会計決算報告
　　　◦平成25年度福祉部会計現況報告（平成25年４月１日～６月30日）
　　　◦福祉部団体所得補償保険制度における平成24年度実績と25年度加入状況について
　　　◦個人情報漏洩保険制度（医賠責保険付帯特約）の平成24年度実績と25年度加入状況について
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　　　◦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
　　　◦開業資金ローン、育英･オートローン、従業員オートローンの運用状況
　　　◦ドクターバンク・女性医師バンク事業の現況について
　　　◦医療融資協定の利率、独立行政法人福祉医療機構貸付利率の推移
　　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況
　　　◦新規入会会員に対するグループ保険制度の加入勧誘について
　　　◦日立キャピタルとの開業資金ローン等に関する契約の継続について
　　　◦岡山医師協同組合との業務連携について
　　　◦ドクターバンク事業について
　②　第２回福祉部役員会開催
　　　平成25年12月７日（会報第1373号）
　　　◦平成25年度福祉部会計現況報告（平成25年11月末日現在）
　　　◦第１回新岡山県医師会館建設会議からの話題とその後の経過について
　　　◦郡市等医師会長協議会での話題から
　　　◦開業資金ローン､育英･オートローン､従業員オートローンの運用状況
　　　◦ドクターバンク事業・女性医師バンク事業の現況
　　　◦医療融資協定の利率、（独）福祉医療機構貸付利率の推移
　　　◦新規開業会員の福祉部制度（任意）への加入状況
⑷　医療融資関係
　①　独立行政法人福祉医療機構（旧社会福祉・医療事業団）貸付利率（平成25年12月13日改定）
　　ア　新築資金　　　　　　　　　　　年　利　　1.10％
　　イ　乙種増改築資金　　　　　　　　年　利　　1.50％
　　ウ　介護老人保健施設の全資金　　　年　利　　1.10％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会報第1372号）
　②　中国銀行との医療融資協定の利率（平成20年12月２日改定）
　　　医療融資協定の利率

融　資　期　間 変更後融資利率 変更前融資利率
１　年　以　内 1.925％～ 2.225％ 2.125％～ 2.425％
１年超～５年以内 2.050％～ 2.350％ 2.250％～ 2.550％
５年超～ 10年以内 2.300％～ 2.600％ 2.500％～ 2.800％
10年超～ 15年以内 2.550％～ 2.850％ 2.750％～ 3.050％
15年超～ 20年以内 2.800％～ 3.050％ 3.000％～ 3.250％
20年超～ 25年以内 3.050％～ 3.300％ 3.250％～ 3.500％

 （会報第1252号）　　　　　　　　　　　

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25年度に解決された件数は15件で未解決は13件である。
　②　平成25年度中国四国医師会連合総会　シンポジウム・各分科会（医事紛争）
　　　平成25年９月28日（土）、29日（日）に広島県担当でリーガロイヤルホテル　広島で開催。
　③　医事紛争対策委員会
　　 　平成25年12月７日（土）に岡山衛生会館６階応接室で開催し、岡部理事と顧問弁護士２名で未解決事例につ

いて話し合った。
　④　平成25年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
　　 　平成25年12月12日（木）に日本医師会３階小講堂で開催され本会から岡部理事が出席した。
　⑤　平成25年度医療事故防止研修会
　　　平成26年１月19日（日）に日本医師会で開催され本会から岡部理事が出席した
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［Ⅵ］管理部門

１．理事会
　　毎週水曜日　計49回開催
２．代議員会
　①　第183回岡山県医師会臨時代議員会
　　　日時：平成25年４月14日（日）　14：00 ～
　　　場所：三木記念ホール
　　　◦議長、副議長選挙
　　　◦平成25年度公益社団法人岡山県医師会事業計画
　　　◦平成25年度公益社団法人岡山県医師会収支予算
　②　第184回岡山県医師会定例代議員会
　　　日時：平成25年６月16日（日）　10：00 ～
　　　場所：三木記念ホール
　　　◦岡山県医師会役員等の任期満了に伴う次期役員等を選出する選挙
　　　◦平成24年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
　　　◦平成24年度公益社団法人岡山県医師会収支決算
３．郡市等医師会長協議会
　①　10月27日（日）13：30 ～　三光荘
　　ア　岡山県医師会新会館土地購入について
　　イ　岡山県医師会は公益法人に移行し、透明性・公開性が広く求められていると思います
　　ウ　岡山県医師会　土地購入及び新会館建設について
　　エ　会館土地追加購入にいて
　　オ　新会館建設の進捗状況について
　　カ　新会館建設今後の予定について･･･下水付け替え、電柱撤去等
　　キ　プロポーザル型建設設計者選定に係る費用について
　　ク　日医認定医療秘書養成について
　　ケ　ミャンマー救急医招聘について
　　コ　医学部新設の反対声明について
　　サ　「岡山県医師会会長賞」について
　　シ　医療機関等による患者送迎について
　　ス　大規模災害時の郡市等医師会間の協定について
　　セ　岡山県医師会への入会案内について
　　ソ　ディオバンの使用について
　②　２月15日（土）15：00 ～　中ホール
　　ア　２代議員からの「請求書」の扱いについて
　　イ　新会館建設について
　　ウ　第185回岡山県医師会代議員会（選挙）の開催について
　　エ　医療提供体制に関する新たな財政支援体制（基金）について
　　オ　岡山県医師会・郡市等医師会災害時相互支援協定（案）について
　　カ　岡山県医師会新会館について
　　キ　本会会員が診療報酬を不正請求したとして詐欺の疑いで逮捕されたことについて
　　ク１）新会館建設委員会のプロポーザル審査委員会の選定基準・選定方法をお教え下さい
　　　２）今年９月に立ち上がる新規審査委員の選定基準・選定方法をお教え下さい
　　　３）津山での医師逮捕の件
４．郡市等医師会への役員出張
　　５月９日　井原医師会定時総会（丹羽会長、山崎副会長）
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　　　　18日　玉島医師会新年度懇親会（丹羽会長、木村専務理事）
　　　　25日　西大寺医師会定時総会懇親会（丹羽会長、清水副会長、山崎副会長、木村専務理事）
　　　　26日　玉野市医師会懇親会（丹羽会長、清水副会長、山崎副会長）
　　８月10日　高梁医師会納涼会（石川会長、清水副会長）
　　　　20日　乳がん検診講習会　倉敷市（松山理事）
　　　　21日　小児救急地域医師研修会　新見（國富理事）
　　９月６日　かかりつけ医のための特定疾患研修会　倉敷市（江澤理事）
　　10月17日　小児救急地域医師研修会　真庭市（國富理事）
　　　　22日　糖尿病研修会（倉敷ブロック）　倉敷市（田中理事）
　　　　24日　小児救急地域医師研修会　高梁市（國富理事）
　　　　31日　糖尿病研修会（岡山ブロック）　岡山市（田中理事）
　　11月２日　岡山救急医療研究会　真庭市（松山理事）
　　　　６日　倉敷医師会助成医師との懇談　倉敷市（神﨑理事）
　　　　10日　美作医会定例総会懇親会　津山市（石川会長、清水副会長、糸島副会長）
　　　　14日　小児救急地域医師研修会　笠岡（國富理事）
　　　　30日　備中ブロック医師会協議会　高梁（石川会長、松山理事、神﨑理事）
　　12月10日　邑久医師会忘年会（石川会長、松山理事）
　　　　12日　笠岡医師会忘年会（石川会長、糸島副会長、松山理事）
　　　　12日　糖尿病研修会（備前ブロック）　玉野市（田中理事）
　　　　21日　吉備医師会忘年会（石川会長、糸島副会長、松山理事）
　　１月９日　倉敷医師会新年宴会（石川会長）
　　　　10日　 御津医師会岡山県医師会長賞受賞祝賀会及び新年会（石川会長、清水副会長、松山理事、神﨑理事、

田中理事、山本（博）理事、大原理事、佐藤理事）
　　　　20日　新見医師会新年会（石川会長）
　　　　23日　かかりつけ医のための特定疾患研修会　高梁（江澤理事）
　　２月１日　糖尿病研修会（備中ブロック）吉備　（田中理事）
　　　　27日　玉野市医師会産業医研修会（道明理事）
　　　　27日　糖尿病研修会（美作ブロック）津山市（田中理事）
　　３月４日　小児救急地域医師研修会　井原市（國富理事）
　　　　13日　真庭市医師会定時総会（石川会長、糸島副会長、松山理事）
　　　　20日　診療報酬改定説明会　高梁（松山理事、道明理事、江澤理事）
　　　　27日　診療報酬改定説明会　津山（松山理事、道明理事、江澤理事）
　　　　27日　かかりつけ医のための特定疾患研修会　津山市（江澤理事）


