
「岡山県医師会認定かかりつけ医研修会」のご案内 
（地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会） 

 

1．開 催 日  令和元年 10 月 20 日（日） 10:00～18:00  

2．会   場  岡山県医師会館 三木記念ホール 

3．主   催  岡山県医師会 

4．対  象  医師 

5．定  員  300名 

6．申 込 先  岡山県医師会 地域医療課 

         TEL 086-250-5111  FAX 086-251-6622 

URL http://www.okayama.med.or.jp/ 

         E-MAIL chiiki@po.okayama.med.or.jp 

7．申込期限  令和元年 9月 2日（月）～ 10月 4日（金）まで 

        定員となり次第締め切らせていただきます。 

8．申込方法  岡山県医師会ホームページ（http://www.okayama.med.or.jp/）よりお申込みい

ただくか、受講申込書により FAXでお申し込み下さい。 

            ホームページトップページ内の「トピックス」または、 

TOP ＞  岡山県医師会の活動 ＞  かかりつけ医制度 

 

9．受講票の送付 10 月 8 日（火）以降に受講票をお送りいたします。研修会当日必ずご持参ください。 

10．単  位  岡山県医師会認定かかりつけ医制度        ：新規・更新研修 

日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修（関連研修）：2単位 

        日医生涯教育カリキュラムコード          ：7 単位（10CC） 

11．お願い 

・昼食は各自でご準備ください。 

・会員専用駐車場の台数に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

「岡山県医師会認定かかりつけ医研修会」 
（地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会） 

受講申込書 
 

FAX：086-251-6622  E-MAIL：chiiki@po.okayama.med.or.jp 

（ふりがな）   

お 名 前   

医籍登録番号  生年月日  

医療機関名   

住   所 

 〒 

電 話 番 号   

 

10/20(日) 

 お申込フォーム  

（Web からお申込できます） 

https://forms.gle/

tHsPherSqdYQqpEn8 

https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8
https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8
https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8
https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8
https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8
https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8
https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8
https://forms.gle/tHsPherSqdYQqpEn8


 

 

12．プログラム 

開催日：令和元年 10 月 20 日（日） 

10:00 (１) 開会・挨拶（5 分）    岡山県医師会長 松山 正春 
生涯教育制度 
CC：単位 

 (２) 講 義  

10:10 １．認知症（60 分） 
CC29：1 

 
砂田 芳秀（川崎医科大学 神経内科学 教授） 

11:10 ２．糖尿病（60 分） 
CC76：1 

 利根 淳仁（岡山大学病院糖尿病センター 助教） 

12:10   ＜ 休憩・昼食 ＞（40 分）  

12:50 ３．脂質異常症（60 分） 
CC75：1 

 肥田 和之（独 立 行 政 法 人国立医療機構岡山医療センター 糖尿病・代謝内科 医長） 

13:50 ４．高血圧症（60 分） 
CC74：1 

 中村 一文（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科  循環器内科学 准教授） 

14:50 ５．禁煙指導（30 分） 
CC11：0.5 

 西井 研治（岡山県健康づくり財団附属病院 院長） 

15:20 ６．死体検案（30 分） 
CC81：0.5 

 松山 正春（岡山県医師会 会長） 

15:50   ＜ 休憩 ＞（5 分）  

15:55 ７．健康相談（30 分） 
CC4：0.5 

 江田 純子（岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長） 

16:25 ８．在宅医療（30 分） 
CC80：0.5 

 江田 純子（岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長） 

16:55 ９．介護保険（30 分） 
CC13：0.5 

 三石 哲也（岡山県介護支援専門員協会 理事） 

17:25 10．服薬管理（30 分） 
CC73：0.5 

 服部 真幸（岡山県薬剤師会 地域包括ケア対策委員会委員） 

17:55 （３）閉会・挨拶（5 分）     

18:00 （４）終了  

※内容等が変更となる場合があります。                （01.8.1 現在） 



2019年度「岡山県医師会認定かかりつけ医研修会」並びに 

「日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修会」開催日程 
 

1．岡山県医師会認定かかりつけ医研修会(地域包括診療加算・地域包括診療料に係る かかりつけ医研修会) 

開催日 会場 定員 備考 

2019年 5月 19日（日） 真庭リバーサイドホテル 80名 映像研修 

2019年 8月 25日（日） 岡山県医師会館 300名 日医同時中継・動画配信 

2019年 10月 20日（日） 岡山県医師会館 300名  

2019年 11月 14日（木） 岡山県医師会館 100名 映像研修 

 

2．日医かかりつけ医機能研修制度 応用研修会 

開催日 会場 定員 備考 

2019年 5月 26日（日） 岡山県医師会館 300名 日医同時中継・動画配信 

2019年 7月 28日（日） 津山保健センター 60名 映像研修 

2019年 9月 16日（月祝） 岡山県医師会館 300名 映像研修 

2019年 11月 7日（木） 岡山県医師会館 100名 映像研修 

 

※開催日程等は変更となる場合がありますのでご了承願います。 

※研修会は受講申込みが必要です。各研修会の「ご案内」にてお申し込みください。 

 

 

 

 

 岡山県医師会認定かかりつけ医制度  

最前線で地域医療を支えている「かかりつけ医」が普及し、地域医療の中核となることで在宅

医療の質が向上し、地域包括システムが構築されると考えられます。「かかりつけ医」に必要な

知識や情報を共有し、「かかりつけ医」のスキルの向上と標準化を目的とする研修を実施する。 

※本制度で実施する研修会は「地域包括診療加算・地域包括診療料に係る かかりつけ医研修会」

の内容を含んでいます。（ 地域包括診療加算および地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾

患の指導に係る適切な研修」の一部にあたります。） 

 日医かかりつけ医機能研修制度  

今後のさらなる少子高齢社会を見据え、地域住民から信頼される「かかりつけ医機能」の

あるべき姿を評価し、その能力を維持・向上するための研修を実施する。 

 

詳しくは、岡山県医師会ホームページをご覧ください。 

 

    http://www.okayama.med.or.jp/ 

（ TOP ＞  岡山県医師会の活動 ＞  かかりつけ医制度  ） 

 

 

岡山県医師会 検索 

http://www.okayama.med.or.jp/activity/kakaritukeiseido.html

