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平成26年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
緒　　　　　言

　安倍政権が推し進めている経済政策によって経済環境は改善され、税収も次第に増えている。しかし、この状況
は、一部の大企業に限定されており、医療を取り巻く環境は決して改善されているとは言えない。
　期待された平成26年度診療報酬改定も、消費税増税分を差し引いても、実質マイナス改定となった。さらに、医
師不足、看護師不足など医療機関は存亡の危機に立たされているといっても過言ではない状況にある。追い打ちを
かけるように、平成27年度介護報酬改定は、消費税増税を見送った結果、大幅な減額が行われた。介護事業におい
ても医療機関同様、がけっぷちに立たされている。
　このように決して良い環境とはいいがたい状況においても会員の先生方はプロフェショナルオートノミーにより
真摯に日常診療に取り組み、地域医療を支えて頂いていることに感謝したい。
　さて、岡山県医師会には、平成27年３月31日現在、3,119人の会員がいる。内訳をみると、Ａ会員１，441人、Ｂ会員１，
678人で勤務会員が開業会員を上回っている。一昔前には、開業医の医師会とみられていたが、今後は、勤務会員
と調整を取りながらの医師会運営が求められる。
　平成26年度の岡山県医師会は、新会館建設を中心に動いてきた。平成26年10月３日に行われた、第２回岡山県医
師会館施工者選定委員会において、施工者を（株）大本組に決定し、その後一か月におよぶ調整をへて11月には契
約にこぎ着けた。平成27年１月９日に起工式を執り行い、現在は基礎工事を行っている。きわめて順調に工事が進
んでおり、平成28年２月末の竣工が待たれる。
　会館建設と並んで、今年度の重要案件であった集団的個別指導の再開については、会員の全ての方には同意は得
られなかったが平成27年３月12日に集団的個別指導を行った。全国で岡山県と広島県のみが集団的個別指導を行っ
ていなかったが、広島県も同時期に再開を決定した。
　生涯教育については、生涯教育講演会・研修会は年間１，100回以上開催され多数の会員に参加していただいた。
その結果、約８割の会員は年間10ポイント以上の単位を取得されていることが分かった。
　国際貢献事業として、平成26年４月16日にミャンマーから２人の女性医師を招聘し、岡山大学病院高度救急救命
センターで氏家教授のもと３か月間の救急医療研修を行った。その間、日本臨床救急医学会、倉敷中央病院救急セ
ンターなどを視察し、川崎医科大学救命救急センターではドクヘリに搭乗した。また、５月連休に行われた岡山県
医療用自動車協会主催研修旅行に参加し、３・11の記憶の生々しい被災地の視察を行い南三陸町の志津川防災庁舎
跡に合掌する姿はさすが仏教国と感じられた。彼女たちは、現在ヤンゴン中央病院で救急医療の指導者として活躍
している。

〔Ⅰ〕　総 務 に 関 す る 事 項
⑴　会　　　　　員　　　　　数

　　平成27年３月31日現在　3,119名　　新入会者163名　　退会者212名（内 死亡39名）
　　平成26年度　物故会員氏名
　　　岡山市　沼田　健之　　　笠　岡　山縣　　昭　　　岡山市　亀山　英之　　　岡山市　小林　　豊
　　　岡山市　名越　　孜　　　岡山市　柴田　俊之　　　岡山市　今野　達也　　　玉　島　出宮　美克
　　　児　島　岡田　由夫　　　津山市　上野　英高　　　玉　島　谷口　　堯　　　倉　敷　三浦　　洋
　　　西大寺　渡辺　友邦　　　御　津　三村　　一　　　岡山市　栢菅　　昇　　　都　窪　田中　基介
　　　真庭市　廣恵　俊雄　　　岡山市　藤原　純夫　　　岡山市　近藤喜恵子　　　倉　敷　三宅　康夫
　　　倉　敷　平岡　達也　　　倉　敷　福間　一雅　　　岡山市　佐藤　亀弘　　　都　窪　木村　志郎
　　　井　原　菅　　嘉彦　　　北児島　板野　恒之　　　岡山市　大森　純郎　　　岡山市　廣瀬　英軌
　　　岡山市　寺本　　滋　　　岡山市　依田　忠雄　　　都　窪　山崎　良平　　　津山市　淀川　正和
　　　岡山市　佐々木邦朗　　　岡山市　沼田　尹典　　　倉　敷　佐々木哲朗　　　倉　敷　岩本　末治
　　　笠　岡　鳥越　正之　　　岡山市　江草　安彦　　　津山市　赤堀和一郎　
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岡山県医師会会員数（平成27年３月31日現在）

　 A B C 計 　 A B C 計 　 A B C 計

岡山市 438 568 ０ 1,006 吉　備 71 51 ０ 122 浅　口 25 26 ０ 51

西大寺 50 51 ０ 101 高　梁 28 33 ０ 61 真庭市 35 40 ０ 75

倉　敷 204 370 ０ 574 新　見 16 15 ０ 31 苫田郡 10 ９ ０ 19

児　島 47 42 ０ 89 御　津 47 35 ０ 82 勝田郡 ８ 14 ０ 22

玉　島 50 21 ０ 71 赤　磐 49 30 ０ 79 美作市 17 11 ０ 28

津山市 90 100 ０ 190 和　気 32 28 ０ 60 久米郡 ８ ６ ０ 14

玉野市 48 31 ０ 79 邑　久 28 11 ０ 39 岡山大学 ０ 71 ０ 71

笠　岡 41 44 ０ 85 北児島 26 13 ０ 39 　 　 　 　 　

井　原 23 14 ０ 37 都　窪 50 44 ０ 94 計 1,441 1,678 ０ 3,119

⑵　会　　　　　　　　　　　議

代議員会（第185回定例・186回臨時）　 　２回
理事会　 　48回
郡市等医師会長協議会　 　２回
選挙管理委員会　 　２回
議事運営協議会　 　２回
会計士監査　 　１回
監事監査　 　１回
五役会議　 　７回
新岡山県医師会館建設会議　 　３回
岡山県医師会館設計協議会　 　16回
岡山県医師会館建設総合定例会議　 　３回
郡市等医師会長、基金・国保両医科審査委員、
　社会保障部部員・同地区委員合同会議　 　６回
基金・国保両医科審査委員連絡会議　 　１回
社会保険指導者伝達講習会　 　１回
社会保障部部員・同地区委員合同会議　 　９回
社会保障部部員の会　 　５回
社会保障研修会　 　１回
福祉部役員会　 　２回
会館監理委員会　 　２回
会報企画委員会　 　24回
郡市地区医師会
　救急担当理事救急医療対策委員連絡協議会　 　１回
　勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協議会
　 　１回
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　 　５回
　　眼科部会・眼科医会理事会　 　８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　 　３回
　　講演会　 　３回
　小児科部会　 　２回
　産婦人科部会
　　専門医会　 　６回
　整形外科部会　 　12回
　　研修会　 　13回
　精神科部会　 　10回
　　理事会　 　１回
　　講演会　 　３回
　透析医部会　 　３回
　　総会　 　１回
　　講演会　 　１回
　　懇談会　 　１回
　脳神経外科部会　 　１回
　　部会・医会総会　 　１回
　内科部会　 　５回
　　研修会　 　４回
　　総会　 　１回
学校医部会
　　研修会　 　１回
　労災（自賠責）部会
　　岡山県損害保険医療連絡協議会　 　４回
　　自賠責研修会　 　１回
　産業医部会
　　委員会　 　２回
　　研修会　 　27回
　スポーツ医部会　 　２回
　　委員会　 　３回
　警察医部会
　　警察協力医会理事会・総会　 　１回
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　　研修会　 　１回
　勤務医部会　 　２回
　女医部会　 　３回
　有床診療所部会
　　委員会　 　２回
　　講演会　 　１回
　　連絡協議会・役員会　 　１回
火災対策委員会　 　１回
地域包括ケア部会　 　１回
講演会　 　２回
会議　 　２回
プライマリ・ケア部会
プライマリ・ケア学会合同役員会　 　１回
プライマリ・ケア学会合同会議　 　１回
プライマリ・ケア学会合同研修会　 　１回
プライマリ・ケア学会実践シンポジウム　 　１回
プライマリ・ケア学会　第22回学術大会　 　１回
プライマリ・ケア講座　 　１回
日医生涯教育講座　 　３回
CKD県民公開講座　 　１回
糖尿病県民公開講座　 　１回
糖尿病対策推進フォーラム　 　１回
学術奨励賞選考委員会　 　１回
医療事故対策委員会　 　１回
医療安全講演会　 　１回
日医ＩＴフェア　 　１回
岡山県民公開医療シンポジウム　 　１回
Welcome研修医の会　 　１回
主治医意見書研修会　 　４回
自賠責研修会　 　１回
臨床検査精度管理実行委員会　 　２回
新規開業医指導　 　９回
集団指導　 　１回
集団指導・集団的個別指導　 　１回

個別指導　 　21回
監査　 　６回
消化管精検研究会　 　６回
消化管検診研究会講演会　 　２回
肺がん読影研究会　 　９回
小児救急医療電話相談検討会　 　３回
小児救急地域医師研修会　 　４回
母体保護法指定医師研修会　 　１回
母体保護法指導者講習会　 　１回
母体保護法指定医師審査委員会　 　１回
乳がん検診講習会　 　６回
緩和ケア研修会　 　３回
在宅医療を本音で語る会　 　２回
日医新基準説明会　 　２回
社会保険連絡会議　 　１回
勤務医等環境整備事業関係者会議　 　２回
発達障害児（者）支援医師研修会　 　３回
かかりつけ医のための心の健康対応力向上研修会
　 　２回
かかりつけ医認知症対応力向上研修会　 　２回
かかりつけ医のための特定疾患研修会　 　３回
岡山県保健福祉部との懇談会　 　２回
岡山県教育庁との懇談会　 　１回
岡山県警本部との懇談会　 　１回
岡山労働局との懇談会　 　１回
岡山県四師会との懇談会　 　１回
岡山市四師会との懇談会　 　１回
中国四国厚生局、岡山県との懇談会　 　２回
岡山県介護支援専門員協会との懇談会　 　１回
岡山県医療用自動車協会
　役員会　 　４回
　支部長・定時総会　 　１回
　グルメ＆ワインの会　 　１回

⑶　部 外 委 員 会

〔保健福祉課〕
岡山県社会福祉審議会（石川）　 　１回
　　同　身体障害者福祉専門分科会審査部会
　　　　（糸島）　 　１回
岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会（石川）　 　１回
〔医療推進課〕
岡山県医療審議会医療法人部会（石川・糸島）　 　２回
　　同　救急医療対策部会（石川・松山）　 　２回
岡山県医療対策協議会（石川）　 　２回
精度管理専門委員（大原・宮﨑）　 　２回
へき地医療支援会議（合地）　 　１回

へき地勤務医師等医療研修会（合地）　 　１回
ドクターヘリ運航調整委員会（石川・松山）　 　１回
岡山県看護職員確保対策連絡協議会（糸島）　 　１回
岡山県准看護師試験委員会（宮﨑）　 　３回
おかやまDMAT運営協議会（松山）　 　１回
岡山県急性心筋梗塞医療連携体制検討会議（田中）
　 　２回
岡山県周産期医療協議会（國富）　 　１回
岡山県がん対策推進協議会（大原）　 　１回
岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　（糸島）　 　１回
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　　同　研修会（糸島）　 　１回
〔長寿社会課〕
岡山県介護保険制度推進委員会（江澤）　 　４回
　　同　介護サービス評価部会（江澤）　 　１回
岡山県国民健康保険審査会（田中）　 　１回
〔健康推進課〕
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会（石川）
　　同　子宮がん部会（田淵）　 　１回
　　同　肺がん部会（清水）　 　１回
　　同　乳がん部会（松山）　 　１回
岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　（石川・國富・田淵・寺島）　 　１回
岡山県肝炎対策協議会（糸島）　 　１回
岡山県感染症対策委員会（石川・國富・田淵）　 　１回
岡山県麻しん風しん対策会議（國富）　 　２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）
岡山県結核対策連携会議（國富）　 　１回
岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
　（江澤）　 　３回
岡山県母子保健評価委員会（田淵）　 　１回
〔生活衛生課〕
岡山県食の安全・食育推進協議会（國富）　 　１回
〔医薬安全課〕
岡山県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）
岡山県覚醒剤等薬物乱用対策推進本部（石川）
岡山県公害健康被害認定審査会（山本）　 　８回
岡山県献血推進協議会（石川）　 　１回
〔障害福祉課〕
岡山県発達障害者支援体制整備検討委員会（中島）
　 　３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）　 　１回
岡山県要保護児童対策地域協議会
　（中島・國富、田淵）　 　１回
〔消防保安課〕
救急搬送体制連絡協議会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）　 　４回
〔県教育委員会〕
岡山県立学校結核対策委員会（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）　 　４回
岡山県学校保健推進協議会（國富・神﨑）　 　２回
がんの教育総合支援事業に係るがんの教育推進協
　議会（國富）　 　２回

平成28年度全国高等学校総合体育大会岡山県実行
　委員会（石川）　 　１回
〔その他の県関係〕
岡山県防災会議（石川・松山）　 　１回
岡山県文化賞等選考委員会（石川）
おかやま多文化共生連絡会議（田中）
岡山県スポーツ医科学委員会（松山）　 　２回
県南東部圏域救急医療体制推進協議会（松山）
　　 　１回
おかやまマラソン実行委員会（石川）　 　１回
　　同　医事救護部会委員会（松山）　 　２回
〔厚生局岡山事務所〕
中国地方社会保険医療協議会（松山・佐藤）　 　15回
〔その他〕
岡山県難病医療連絡協議会（神﨑）　 　１回
福祉用具展示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（田中）
　　 　３回
岡山県交通安全対策協議会（松山）
岡山刑務所視察委員会（中島）　 　６回
岡山産業保健総合支援センター運営協議会（石川）
　　 　２回
岡山県学校保健会（石川・田中・國富）　 　３回
岡山県訪問看護ステーション連絡協議会（江澤）
　　 　５回
岡山県訪問看護推進協議会（江澤）　 　１回
岡山県健康づくり財団理事会（石川）　 　２回
　　同　評議員会（石川・清水）　 　１回
岡山歯科衛生士会理事会（清水）
岡山県臓器バンク理事会（石川・清水）　 　２回
岡山県アイバンク理事会（清水）
岡山医学会（石川・松山）　 　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（石川）　 　２回
榊原病院地域医療支援病院委員会（宮﨑）　 　４回
岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会（田中）
　 　４回
岡山医療センター地域医療支援委員会（寺島）　 　４回
岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会（岡部）
　 　１回
倉敷中央病院地域支援事業運営委員会（江澤）　 　４回
岡山県介護保険関連団体協議会（江澤）　 　２回
保険医療関係機関連絡会議（松山・江澤）　 　２回
山陽時事問題懇談会（石川）　 　２回
岡山医療訴訟連絡協議会（岡部・寺島）　 　１回
岡山県がん診療連携協議会（大原）　 　１回
若年者心疾患対策協議会（石川・國富・佐藤）
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　 　３回
岡山県社会福祉協議会（石川）　 　２回
医療分野の｢雇用の質｣の向上のための企画委員会
　（糸島）　 　３回
雇用均等行政推進員会議（清水）　 　１回
糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定
　例協議会（田中）　 　８回
岡山済生会総合病院地域医療支援委員会（松山）
　 　４回
岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会（田淵）
　 　４回
岡山赤十字病院地域医療支援専門委員会（山本）
　 　３回
岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　（神﨑）　 　４回
第87回日本産業衛生学会企画運営委員会（石川）
　 　１回
岡山県医師国保組合理事会（石川・田中）　 　５回
岡山県地域医療支援センター運営委員会（石川）

　 　２回
岡山県社会保険診療報酬支払基金幹事会（糸島）
　 　11回
医療ネットワーク岡山理事会（石川・清水・松山・
　神﨑・江澤・大原）　 　３回
岡山県精神保健福祉協会（田中）　 　３回
岡山県アスベスト対策協議会（佐藤）　 　１回
岡山救急医療研究会（石川・松山）　 　２回
空路利用を推進する会理事会（清水）
岡山県医用工学研究会（大原）　 　３回
労災診療費算定実務研修会（松山）　 　１回
岡山県生活習慣病対策推進会議（松山）　 　２回
　　同　　糖尿病対策専門部会（田中）　 　１回
認知症疾患医療連携協議会（中島）　 　１回
岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　（清水）　 　６回
岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議
　（石川）　 　３回
岡山画像センター理事会（石川）

⑷　主 な る 行 事

４月３日 社会保険医療担当者集団指導
 Welcome研修医の会
　　５日 第３回新岡山県医師会館建設会議
 整形外科部会研修会
 玉島医師会新年度懇親会
　　６日 社会保障部員の会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
　　９日 整形外科部会委員会
 新規開業医指導
　　10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
　　11日 都道府県医師会地域医療ビジョン担当理事連絡協議会
　　12日 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講演会
　　13日 中国四国医師会連合会長会議
　　14日 支払基金幹事会
 第２回選挙管理委員会
　　15日 岡山県医療用自動車協会臨時役員会
 健康づくり財団来会
　　16日 ミャンマー研修医来会
 社会保険連絡協議会
 神奈川県医師会地域医療支援センター設置に向けた意見交換会
 診療報酬改定Q&A作成会議
　　17日 第22回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 岡山県医師会館設計協議会　階構成・平面レイアウトWG
 岡山県医師会館設計協議会　階構成・平面レイアウト、大会議室合同WG
　　18日 岡山プライマリ・ケア学会合同役員会
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　　19日 山陽新聞創刊135周年「感謝の集い」
　　20日 第３回選挙管理委員会
 議事運営協議会
 第185回岡山県医師会臨時代議員会
　　21日 精神科理事会
　　22日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県社会福祉審議会
 肺がん読影研究会
　　23日 ミャンマー医師来会
　　24日 世界医師会東京理事会（24日～ 26日）
 第２回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 個別指導
 第87回日本産業衛生学会第９回企画運営委員会
 岡山県損害保険医療連絡協議会
 岡山県医師会眼科部会委員会
　　25日 ミャンマー医師との交流会（シンポジウム）
 都道府県医師会新たな財政支援制度担当理事連絡協議会
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　26日 岡山市長　大森雅夫　就任祝賀会
 乳がん検診講習会
　　27日 耳鼻咽喉科集談会
　　30日 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
５月１日 岡山医学会役員会
　　７日 シンポジウム「「医療で目指す一番住みたい県　岡山」実現に向けて」
　　８日 新規開業医指導
 井原医師会定時総会懇親会
　　10日 第５回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会開会式
 岡山県医師会女医部会委員会
 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会合同役員会
 平成26年度岡山県内科医会総会
 地域包括ケアフォーラム
　　11日 日本医師会横倉会長講演会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
　　12日 支払基金幹事会
 有床診療所協議会第５回火災対策委員会
　　13日 平成26年度第１回岡山県医師会透析医部会委員会
　　14日 平成26年度医療事業功労者表彰式
 岡山県医師会館設計協議会（第７回）、レイアウトWG、ホールWG
 岡山旭東病院　地域医療支援病院運営委員会
 整形外科部会委員会
　　15日 会計士監査
 平成26年度「訪問看護師養成講習会」開講式
　　16日 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業会議
 平成26年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会
　　17日 整形外科部会研修会
　　18日 第２回日本医師会在宅医療支援フォーラム
 「平成26年度在宅医療支援のための医師研修会」
 岡山県医療用自動車協会第66回定時支部長会第62回定時総会
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 母体保護法指定医師研修会
　　19日 監事監査
　　20日 平成28年度全国高等学校総合体育大会第１回岡山県実行委員会総会
 岡山県地域医療支援センター運営委員会
 医療ネットワーク岡山第１回理事会
　　21日 第87回日本産業衛生学会（25日まで）
 日本医師会（JMA）・米国研究製薬工業協会（PhRMA）共催シンポジウム
　　22日 岡山県学校保健会理事会
 個別指導
 平成26年度訪問看護ステーション連絡協議会第１回理事会
 第87回日本産業衛生学会地域交流集会（市民公開）
 小児救急地域医師研修会
 眼科部会委員会
　　23日 第30回日本救急医学会中国四国地方会評議員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　24日 日本救急医学会中国四国地方会
 第87回日本産業衛生学会
 平成26年度岡山県老人保健施設協会総会
 西大寺医師会定時総会懇親会
　　25日 玉野市医師会懇親会
　　26日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 精神科５月定例会
　　27日 岡山県愛育委員連合会総会
 岡山県臓器バンク理事会
 肺がん読影研究会
　　28日 岡山県医師会館設計協議会（第８回）、財務WG
 消化管精検研究会
　　29日 個別指導
 岡山県精神保健福祉協会理事会
 川崎学園理事会・評議員会、九曜学園理事会・評議員会
 岡山経済同友会平成26年度第１回通常総会
　　30日 RSK感謝の集い
 平成26年度第１回全国メディカルコントロール協議会連絡会
　　31日 岡山県医師会介護保険部会と岡山県介護支援専門員協会との懇談会
 全国メディカルコントロール連絡協議会
６月１日 横倉義武日本医師会会長候補選挙対策本部事務所開き
　　２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検討会
　　３日 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　４日 岡山県栄養改善協議会総会並びに創立50周年記念式典
 岡山県医師会館設計協議会（第９回）、レイアウトWG、ホールWG、設備WG
 平成26年度岡山県麻しん風しん対策会議
　　５日 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
 平成26年度岡山県医師会眼科部会委員会
　　６日 ミャンマー研修医来会
　　７日 岡山対がんシンポジウム2014
 日医生涯教育協力講座（COPD）
 岡山県内科医会第３回保険研修会
 岡山医学会・鶴翔会・岡山大学関連病院長会・懇親会
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　　８日 社会保障部員の会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
 岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　９日 支払基金幹事会
　　10日 岡山刑務所視察委員会
　　11日 岡山県医師会館設計協議会（第10回）、レイアウトWG、ホールWG、設備WG
 整形外科部会委員会
　　12日 新規開業医指導
 岡山県健康づくり財団理事会
 平成26年度第１回福祉用具展示・体験コーナー運営委員会
 平成26年度岡山県衛生管理者交流会総会
 NPO全国在宅医療推進協会第14回市民公開講座第５回運営委員会
　　13日 日本医療マネジメント学会学術総会開会式
 会館監理委員会
 平成26年度第１回岡山県立学校結核対策委員会
 平成26年度岡山大学教育学部附属学校（結核対策委員会）
 日本医療マネジメント学会学術総会懇親会
　　14日 岡山県臓器バンク講演会
 乳がん検診講習会
 第２回岡山県医師会内科部会、岡山県内科医会役員合同役員会
　　15日 平成26年度岡山県看護協会通常総会
　　16日 中国地方社会保険医療協議会総会
 精神科６月定例会
　　17日 岡山県医師会臨床検査制度管理実行委員会
 小児救急医療電話相談事業検討会
 岡山衛生会館の運営等にかかる意見交換会
　　18日 岡山県医師会館 設計協議会（第11回）、レイアウトWG、ホールWG、設備WG
　　19日 岡山県精神保健福祉協会通常総会
 個別指導
 日本学校保健会平成26年度第１回定時評議員会および学校保健関係者の交流会
 真庭市医師会定時総会
　　20日 平成26年度第１回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 平成26年度岡山県看護連盟総会
　　21日 岡山県病院協会定時会員総会
 医療ネットワーク岡山協議会平成26年度定時会員総会
 整形外科部会研修会
 透析医部会総会・透析医療保険懇談会・懇親会
 岡山県警・岡山県警察協力医会岡山ブロック研修会
　　22日 議事運営協議会
 第186回岡山県医師会定例代議員会
　　23日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県介護保険関連団体協議会平成26年度総会及び幹事会
 岡山県医師会裁定委員会・新旧裁定委員懇談会
　　24日 肺がん読影研究会
　　26日 個別指導
 平成26年度看護職員確保対策連絡協議会・岡山県看護師等就業協力員連絡会議
 岡山県医師国保組合第２回理事会
 岡山県健康づくり財団評議員会
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 平成26年６月保険医療関係機関連絡会議
 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 眼科部会委員会
　　27日 岡山県母子保健評価委員会
 中国四国医師会連合連絡会
　　28日 中国四国医師会連合連絡会
 日本医師会第132回定例代議員会
 おぎゃっと21　健康相談コーナー
 整形外科部会臨時研修会
 中国四国医師会連合祝賀会
 備前ブロック医師会協議会
　　29日 中国四国医師会連合 連絡会
 平成26年度産業保健実践講習会
 日本医師会第133回臨時代議員会
 糖尿病診療−最新の動向　−医師・医療スタッフ向け研修講座−
 おぎゃっと21　健康相談コーナー
　　30日 新たな財政支援制度にかかる事業者ヒアリング
７月１日 平成26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
 平成26年度第１回岡山県急性心筋梗塞医療連携体制検討会議
　　２日 岡山県医師会館 設計協議会（第12回）、外観内装WG、設備WG
　　３日 岡山県学校保健会理事会・表彰審査会
 岡山県介護保険関連団体協議会総会
　　４日 平成26年度総合防災訓練第１回担当者会議
　　５日 産業医部会委員会
 岡山県医師会勤務医部会・女医部会合同総会
 特定医療法人万成病院創立60周年記念小林孫兵衛記念医学財団
 第22回研究助成金授与式
 岡山県医療用自動車協会第１回役員会
　　６日 平成26年度日本臨床内科医会中国四国ブロック代表者会議
 全国在宅医療推進協会第14回市民公開講座
　　７日 RSKラジオ「おかやま朝まるステーション1494」出演①
 第１回岡山県児童虐待対策協議会
　　８日 RSKラジオ「おかやま朝まるステーション1494」出演②
 岡山県医療審議会医療法人部会
 岡山県医療審議会救急医療対策部会
 平成26年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　９日 RSK・岡山県健康づくり財団との打合せ
 整形外科部会委員会
　　10日 平成26年度岡山県留置施設視察委員会任命式及び第１回会議
 日本医学会特別シンポジウム
 新規開業医指導
 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　12日 第５回岡山県内科医会研修会
 NPO救命おかやま　2014講演会および懇親会
 第15回岡山県医師会透析医部会学術講演会
　　13日 郡市等医師会長、基金国保両医科審査委員、社会保障部部員同地区委員合同会議
　　14日 支払基金幹事会
 岡山医療センター地域医療支援委員会
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　　15日 平成26年度第１回岡山県訪問看護推進協議会
 平成26年度第１回訪問看護啓発懇談会
 平成26年度第１回岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　16日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
 岡山県医師会館設計協議会（第13回）、外観内装WG
 新旧役員歓送迎会
　　17日 医療分野の「雇用の質」の向上のための企画委員会
 第８回岡山済生会病院地域医療支援委員会
 第１回学校保健推進協議会
 岡山救急医療研究会平成26年度第１回幹事会
 平成26年度岡山県生活習慣病対策推進会議・CKD・CVD対策専門部会第１回会議
　　18日 平成26年度雇用均等行政推進員会議
 中国四国厚生局岡山事務所来会
 皮膚科部会委員会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　19日 産業医研修会
 第27回全国有床診療所連絡協議会総会　岐阜大会（総会・特別講演・懇親会）
 岡山県医師国保組合第118回組合会
 津山中央病院創立60周年記念式典
　　20日 第27回全国有床診療所連絡協議会総会　岐阜大会
　　22日 肺がん読影研究会
　　23日 消化管精検研究会
　　24日 個別指導
 第25回産業医・産業看護全国協議会第１回企画運営・運営実行合同委員会
 勤務医等環境整備事業関係者会議
 岡山医療センター名誉院長・院長就任祝賀会
　　25日 岡山県要保護児童対策地域協議会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 第４回岡山県教職員健康診断審査委員会
　　26日 第10回男女共同参画フォーラム
 全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成26年度第１回常任委員会
 整形外科部会研修会
　　27日 第２回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
 眼科部会委員会
 岡山県医師会眼科部会・第167回岡山県眼科医会総会並びに生涯教育講座
 産婦人科専門医会
　　28日 第１回精度管理専門委員会
 平成26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総会及び記念講演会
 岡山県血液製剤使用適正化普及委員会
 精神科７月定例会
　　29日 岡山刑務所視察委員会
 第１回がんの教育推進協議会
 日本医師会役員披露パーティ
 タバコフリー委員会
　　30日 平成26年度第１回岡山県広域特別支援連携協議会及び岡山県発達障害者支援体制検討委員会
 新たな財政支援制度にかかる都道府県個別ヒアリング
 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
　　31日 岡山県学校保健研究大会
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 個別指導
 第３回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
８月２日 福祉部役員会
 高梁医師会納涼会
　　４日 献血感謝の集い
 平成26年度総合防災訓練第２回担当者会議
 第16回中国地方社会保険医療協議会総会
　　５日 倉敷市と倉敷連合医師会とのサミット
　　６日 RSKとの打合せ
 岡山県医師会館設計協議会（第14回）、外観内装WG、管理運営セキュリティ WG
 岡山県医師会館設計協議会　管理・運営・セキュリティ WG
　　７日 県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会
 ネットワーク構築勉強会
　　９日 乳がん検診講習会
 第４回新岡山県医師会館建設会議
　　11日 平成26年度第１回岡山県介護保険制度推進委員会
 平成26年度介護保険関連団体協議会第１回事務局会議
 支払基金幹事会
　　17日 プライマリ・ケア講座
　　18日 岡山県医師会館設計協議会　財務WGコスト検討会
　　20日 RSKとの打合せ
 小児救急地域医師研修会
 整形外科部会委員会
　　21日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 個別指導
 第２回認知症疾患医療連携協議会
 平成26年度おかやまDMAT運営協議会
　　23日 第45回中四九地区医師会看護学校協議会・懇親会
 整形外科部会研修会
 倉敷医師会との懇談会
　　24日 平成26年度中国四国学校保健担当理事連絡会議
 岡山市医師会総合メディカルセンター設立50周年記念行事
 平成26年度中国地区学校保健・学校医大会
　　25日 平成26年度第１回岡山県准看護師試験委員会
 岡山県がん診療連携協議会
　　26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
 平成26年度岡山県合同輸血療法委員会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　27日 「小児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業」説明会
 岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会
　　28日　 日本医師会女性医師バンク「新任コーディネーターオリエンテーション」
 個別指導
 訪問看護ステーション連絡協議会第２回理事会
 第26回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 平成26年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会
 岡山県医師会館設計協議会　財務WGコスト検討会
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　　29日 第１回岡山県医師会館施工者選定委員会
　　30日 第19回中国四国医師会共同利用施設等連絡協議会
 消化管検診研究会講演会
 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
　　31日 平成26年度総合防災訓練
 BDLSプロバイダーコース
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修伝達講習会
 岡山市四師会懇親会
９月１日 平成26年度岡山県食の安全・食育推進協議会
 「故三木知事没後50年顕彰事業」パネルディスカッション「未来へ語り継ぐ、三木行治」
　　２日 中国ブロック地域包括・在宅介護支援センター協議会職員研修
 がん征圧岡山県大会
 岡山県防災会議及び岡山県石油コンビナート等防災本部合同会議
 RSK「イブニング５時」出演
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　３日 ハワイ大学地域医療研修2014（４日まで）
 岡山県医師会館設計協議会（第15回）
 岡山県医師会館設計協議会（第16回）
 岡山県保健福祉部と岡山県医師会との懇談会
　　４日 日本医師会職員研修「第１回 医療の諸課題研修会」
 メディカルカフェ in かわさき
 小児救急地域医師研修会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　６日 平成26年度都道府県災害医療コーディネート研修（８日まで）
 認知症研修会（プケ）
 小児科部会委員会
　　８日 支払基金幹事会
 岡山大学と岡山県医師会との懇談会
　　９日 岡山県医師会館現場説明会
　　10日 岡山赤十字病院「地域連携懇親会」
 整形外科部会委員会
　　11日 平成26年度第Ⅰ期留置施設視察（総社、玉島）
 新規開業医指導
　　12日 会館監理委員会
 第１回岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議
　　13日 地域包括ケア部会
　　14日 NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第20回記念大会全国の集い in 岡山2014開会式
 社会保障部員の会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
　　15日 NPO在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク第20回記念大会全国の集い in 岡山2014
　　16日 岡山刑務所視察委員会
 第１回都道府県医師会長協議会
 日本医師会笠井常任理事来会（講演）
　　18日 平成26年度「訪問看護師養成講習会」閉講式
 平成26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
 第１回女性医師支援委員会
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 中国薬科大学国際医療薬商学院歓迎レセプション
　　19日 平成26年度第１回岡山県難病医療連絡協議会
　　20日 「総合医を育て地域住民の安心を守る会」第６回市民フォーラム
 一般財団法人操風会創立60周年記念式典
 岡山県医師会精神科部会・岡山県精神科医会講演会
　　21日 第235回岡山県耳鼻咽喉科集談会・補聴器相談医更新のための講習会
 産婦人科専門医会
　　22日 岡山県医療対策協議会第２回新たな財政支援制度検討部会
 精神科９月定例会
　　23日 広島県医師会幹部との懇談会
　　24日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 消化管精検研究会
　　25日 個別指導
 第28回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　26日 岡山県公害健康被害認定審査会
 大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会
 第６回岡山県教職員健康診断審査委員会
　　27日 中国四国医師会連合総会（常任委員会、特別講演、懇親会）
 整形外科部会研修会
　　28日 中国四国医師会連合総会（総会、分科会）
　　30日 電話相談検討会、研修会
10月１日 日本医師会横倉会長訪問
 第58回社会保険指導者講習会
 平成26年度第２回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 日本医師会第１回産業保健委員会
　　２日 平成26年度学校環境衛生・薬事衛生研究協議会（３日まで）
 第58回社会保険指導者講習会
　　３日 岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
 岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
 NPO法人FOT認証10周年記念チャリティ企画「現代国際絵画展」レセプションパーティ
 第２回岡山県医師会館施工者選定委員会
　　４日 岡山県医師会医師会内科部会・岡山県内科医会役員合同会議
 整形外科部会研修会
　　５日 平成26年度日本医師会医療安全推進者養成講座
　　７日 岡山刑務所視察委員会
　　８日 岡山県医師会館設計協議会（第17回・18回）
 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
 岡山県医師会館設計協議会　財務WGコスト検討会
 川崎医科大学附属川崎病院 第１回開放病床運営委員会
 整形外科部会委員会
　　９日 平成26年度第２回　医療分野の「雇用の質」の向上のための企画委員会
 第36回産業保健活動推進全国会議
 平成26年度第Ⅰ期留置施設視察（岡山西、岡山南）
 新規開業医指導
 糖尿病総合管理医認定・更新研修会
 岡山県損害保険医療連絡協議会
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　　11日 平成26年度岡山県有床診療所協議会役員会・総会
 御津医師会「地域医療」学術シンポジウム及び報告と感謝の集い
 岡山県有床診療所協議会講演会
　　12日 社会保障部員の会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
　　14日 支払基金幹事会
　　15日 都道府県医師会難病・小児慢性特定疾病担当理事連絡協議会
　　16日 医療ネットワーク岡山協議会ベンダー向け説明会
 郡市等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
　　17日 第17回中国地方社会保険医療協議会総会
 日本医師会勤務医委員会
　　18日 ADLS岡山プロバイダーコース
 乳がん検診講習会
 郡市等医師会長協議会
 岡山県医師会館設計協議会　財務WGコスト検討会
　　19日 ADLS岡山プロバイダーコース
 第32回糖尿病診療−最新の動向　医師・医療スタッフ向け研修講座
 警察協力医会理事会・総会
　　20日 平成26年度労災診療費算定実務研修会
 岡山医療センター　地域医療支援委員会
 精神科10月定例会・岡山県医師会精神科部会委員会
　　21日 平成26年度労災診療費算定実務研修会
 岡山県医療用自動車協会第２回役員会
 岡山県地域医療支援センター運営委員会
　　22日 岡山県医師会館設計協議会　管理・運営・セキュリティ WG
　　23日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 個別指導
 第４回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 岡山県医師国保組合第３回理事会
 平成26年度留置施設視察委員会第２回会議等
 第29回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 岡山県眼科部会平成26年度第６回岡山県眼科医会理事会
　　24日 岡山県病院協会平成26年度病院優良職員表彰式
 岡山県公害健康被害認定審査会
 日本医師会第１回救急災害医療対策委員会
 平成26年度全国医師会勤務医部会連絡協議会前日打合会並びに懇親会
　　25日 平成26年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　26日 平成26年度災害拠点病院医療救護要員研修会
　　28日 平成26年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 医療審議会（医療法人部会）
 平成26年度岡山県透析医部会・岡山県保健福祉部・岡山県腎協　三者懇談会
 学術奨励賞選考委員会
 肺がん読影研究会
　　29日 岡山県医師会館設計協議会　管理・運営・セキュリティ WG
 損保ジャパンとの懇談会
 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
　　30日 個別指導



− 15 −

 岡山県精神保健福祉協会第２回理事会
 平成26年度岡山県保健衛生功労者の知事表彰・部長表彰受賞者の決定及び岡山県保健衛生功労者表彰式
 第68回（平成26年度）日本赤十字社病院長連盟定期総会夕食会
 糖尿病総合管理医認定・更新研修会
11月１日 郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急医療対策委員連絡協議会
　　２日 産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会）
　　３日 ICLSコース
 第９回市民のための救命講習会（午前の部10：30 ～、午後の部14：00 ～）
　　４日 岡山県医師会裁定委員会
　　５日 岡山県医師会館設計協議会（第19回）
 平成26年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会
 日本医師会第１回介護保険委員会
　　６日 みちのくALERT2014
 平成26年度岡山県学校保健会第３回理事会並びに表彰審査会
 託児共同運営事業打合せ
 おかやまマラソン実行委員会（仮称）設立総会
 岡山日蘭協会設立総会・記念パーティ
　　８日 第45回全国学校保健学校医大会
 岡山救急医療研究会第16回学術総会
 倉敷市連合医師会主催　医療法務セミナー
 第45回全国学校保健・学校医大会「会長招宴」
　　９日 岡山県耳鼻咽喉科集談会
 社会保障部員の会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
 難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度における「指定医」等の要件についての県による説明会
　　10日 支払基金幹事会
 岡山県体育協会加盟競技団体交流会
　　11日 岡山県医師会糖尿病対策推進フォーラム
　　12日 岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
 医療ネットワーク岡山協議会平成26年度第５回理事会
 岡山県警本部長他との懇談会
 整形外科部会委員会
　　13日 産業医実地研修会
 岡山県病院協会平成26年度第７回医事研究会（請求事務疑義研究会）
 日本医師会女性医師バンク西日本センター第２回コーディネーター連絡会
　　14日 自由民主党各種団体個別懇談会
　　15日 日本禁煙学会学術総会
 岡山県栄養士会法人設立30周年記念式典及び祝賀会
 第45回日本医師会自動車団体連絡協議会
　　16日 皮膚の日の集い
 緩和ケアフォローアップ研修会
 山陽女子ロードレース大会
 第54回栃木県総合医学会
 平成26年度日本医師会医療事故防止研修会
 平成26年度第61回美作医会定例総会懇親会
　　17日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
 精神科11月定例会
 岡山プライマリ・ケア学会第22回学術大会準備委員会
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　　18日 平成26年度第２回岡山県准看護師試験委員会
 中国四国厚生局来会
 第２回都道府県医師会長協議会
 小児救急地域医師研修会
　　19日 岡山県医師会館設計協議会（第20回）
 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
　　20日 第52回岡山県精神保健福祉大会
 個別指導
 平成26年度第１回岡山県国民健康保険審査会
 産業医実地研修会
 おかやまマラソン実行委員会医事救護部会委員会
　　21日 県知事との懇談会
　　22日 平成26年度備中ブロック医師会協議会・懇親会
 整形外科部会研修会
　　23日 糖尿病県民公開講座
 岡山県医師会眼科部会・平成26年度第７回岡山県眼科医会理事会
 岡山県医師会眼科部会・第168回岡山県眼科医会並びに生涯教育講座
 産婦人科専門医会
　　25日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 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
　　26日 平成26年度第２回岡山県広域特別支援連携協議会及び発達障害者支援体制検討委員会
 平成26年度岡山県四師会懇談会
 消化管精検研究会
　　27日 個別指導
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会理事会
　　28日 第26回NPO法人日本リハビリテーション看護学会学術大会開会式
 岡山県公害健康被害認定審査会
 第26回NPO法人日本リハビリテーション看護学会学術大会懇親会
　　29日 内科医会研修会
 民主党岡山県総支部連合会「意見交換会」
 平成26年度吉備医師会忘年会
　　30日 平成26年度女性医師支援センター事業ブロック別会議（近畿ブロック）
 医療安全講演会
12月２日 岡山県獣医師会との協定書調印式
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　３日 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会打合せ
 岡山県医師会プライマリ・ケア部会、岡山プライマリ・ケア学会合同会議
　　４日 平成26年度第１回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
 岡山医学会役員会
 岡山中央病院地域医療支援病院委員会
　　５日 第２回日本医師会産業保健委員会
 岡山県医師会皮膚科部会委員会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　６日 平成26年度家族計画・母体保護法指導者講習会
 第５回岡山MUSCATフォーラム
 女医部会委員会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
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 勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協議会
 福祉部役員会
 医療事故対策委員会
 外科部会委員会
 学校保健担当理事・学校医部会委員連絡協議会
 学術奨励賞・会長賞表彰式、各種表彰受賞祝賀会、各種委員会合同懇親会
 整形外科部会研修会
　　８日 支払基金幹事会
 母体保護法指定医師審査委員会
　　９日 岡山刑務所視察委員会
 日医テレビ健康講座打合せ
 NPO救命おかやま第２回理事会
 邑久医師会忘年会
　　10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）：テレビ会議
 日本医師会・日本医学会合同シンポジウム「子宮頸がんワクチンについて考える」
 岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 平成26年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
 整形外科部会委員会
　　11日 地域包括診療加算、地域包括診療料の施設基準の要件に係る研修会補講
 新規開業医指導
 日本医師会第１回国際保健検討委員会
 笠岡医師会忘年会
　　12日 「岡山県国民医療推進協議会」代表者打ち合せ会
 小児救急医療電話相談検討会
　　13日 地域包括ケア部会設立記念講演会
 会報1400号記念座談会
　　14日 乳がん検診講習会
　　15日 平成26年度第２回スポーツ医・科学委員会
 精神科12月定例会
　　16日 平成26年度岡山県社会福祉協議会第３回理事会
 医療勤務環境改善支援センターに係る岡山労働基準部長との面談
　　17日 平成26年度第３回岡山県介護保険制度推進委員会
 岡山県結核対策連携会議
　　18日 平成26年度第２期留置施設視察
 個別指導
 第31回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 女性医師支援に関する相談
　　19日 平成26年度第８回岡山県教職員健康診断審査委員会
 平成26年度岡山県感染症対策委員会
　　20日 緩和ケア研修会
 かかりつけ医認知症対応力向上研修会
 日本医師会・地域がん登録全国協議会共催がん登録推進法に関するシンポジウム
 女性医師支援センター事業ブロック別会議
　　21日 緩和ケア研修会
 第５回新岡山県医師会館建設会議
　　22日 地域医療構想策定のための準備会
　　23日 平成26年度Ai学術シンポジウム
 広島県医師会との懇談会
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　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
　　25日 住民説明会
 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 平成26年度高等学校看護連絡協議会
　　26日　 岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
１月５日 仕事始めの式
 岡山経済同友会平成27年新年祝賀互礼会
　　８日 監査
 新規開業医指導
 第３回日本医師会産業保健委員会（テレビ会議）
 岡山県損害保険医療連絡協議会
 倉敷医師会新年宴会
　　９日 新岡山県医師会館起工式
 支払基金幹事会
 第２回日本医師会勤務医委員会
　　10日 平成26年度都道府県医師会「警察活動に協力する医師の部会（仮称）」連絡協議会・学術大会
 産業医部会委員会
 岡山県病院協会平成27年新年祝賀会
 内科保険研修会
　　11日 兵庫県医師会平成27年新年祝賀会
 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
 岡山県国民医療推進協議会主催「国民医療を守るための国民運動」決起集会
　　12日 岡山県耳鼻咽喉科集談会
 岡山プライマリ・ケア学会　実践シンポジウム
　　13日 岡山県医師会透析医部会委員会
　　14日 日本医師会第２回介護保険委員会
 日本医師会第２回女性医師支援委員会
 医療介護総合確保基金事業の提案打合せ会
 整形外科部会委員会
　　15日 国民医療を守るための総決起大会
 メディカルカフェ inかわさき
　　16日 川崎学園及び九曜学園理事会及び合同懇親会
 平成26年度第２回岡山県生活習慣病対策推進会議　CKD・CVD対策専門部会
　　17日 岡山県医師会新年祝賀会
 整形外科部会研修会
　　18日 産婦人科専門医会
 医療事故調査制度に関するシンポジウム
 かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　19日 岡山医療センター地域医療支援委員会
 第２回岡山県立学校結核対策委員会
 精神科１月定例会
　　20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）
 電話相談研修会
 第３回都道府県医師会長協議会
 都道府県医師会長協議会・日医連執行委員会合同新年会
　　21日 日医ITフェア打合せ
 かかりつけ医のための特定疾患研修会
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　　22日 県民医療シンポジウム打合せ
 個別指導
 産業医・衛生管理者交流集会
 平成26年度留置施設視察委員会第３回会議
 岡山県医師会眼科部会・平成26年度第８回岡山県眼科医会理事会
　　23日 日本医師会第２回救急災害医療対策委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　24日 学術奨励賞受賞講演並びに日医生涯教育協力講座セミナー（泌尿器）
 自賠責研修会
 岡山県医療用自動車協会第３回役員会
 岡山県医師会会長賞受賞記念会
　　25日 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会
 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会役員会
 岡山県医師会有床診療所部会委員会
　　26日 JPと会報発送費についての打合せ
 第２回岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議
 岡山ゆいネット協議会
　　27日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 （公社）岡山県医師会館建設工事に伴う暴力団等排除対策協議会発足式
 地域包括ケア運営会議
 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（第３回）
 山陽時事問題懇談会
 かかりつけ医のための特定疾患研修会
 肺がん読影研究会
　　28日 日本医師会医療安全対策委員会
 第13回岡山医療訴訟連絡協議会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第１回）
 平成26年度第１回岡山県周産期医療協議会
 中国四国医師会連合総会プロジェクト委員会
 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
 消化管精検研究会
　　29日 監査
 平成26年度医療分野の「雇用の質」の向上のための研修会
 岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 岡山県学校保健研修会
 岡山県医師国保組合第４回理事会
 第11回岡山県アスベスト対策協議会
 岡山県医療勤務環境改善支援センター第１回運営協議会
 在宅医療を本音で語る会
 新見医師会新年会
　　30日 平成26年度「看護職のWLB推進フォローアップワークショップ」
 女性医師支援センター第２回「2020.30」推進懇話会
　　31日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 平成26年度死亡時画像診断（Ai）研修会
 岡山大学メディカルセンター構想講演会
 岡山県警察音楽隊第21回定期コンサート
 へき地勤務医師等医療研修会
 平成26年度学術研究委員長会議及び学校検診に関する情報交換の場
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 若年者心疾患対策協議会平成26年度理事会
 若年者心疾患対策協議会第47回総会・参加役員懇親会
２月１日 平成26年度死亡時画像診断（Ai）研修会
 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会第47回総会会員総会
 第６回岡山県民公開医療シンポジウム
　　３日 岡山刑務所視察委員会
　　４日 主治医意見書研修会
 岡山県内科医会との懇談
　　５日 平成27年２月保険医療関係機関連絡会議
 平成26年度第２回岡山県へき地医療支援会議
 第31回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
 在宅医療を本音で語る会
　　６日 全国児童青年精神科医療施設協議会第45回研修会
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
 ピンクリボン運動2015　第１回会議
　　７日 乳がん検診講習会
 地域包括ケア部会合同会議
 岡山県医師会脳神経外科部会委員会
 岡山県医師会脳神経外科部会総会ならびに第４回岡山脳神経外科医会総会
 第２回晴れやかネット研究会
 岡山県医師会地域包括ケア部会記念講演会
 日医テレビ健康講座　収録
　　８日 社会保障部員の会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
 術前検査等で発見されたB型・C型肝炎ウイルス陽性者への説明に関する医師の義務　～裁判例から考

える～
　　９日 平成26年度第１回岡山県がん対策推進協議会
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との懇談会
 支払基金幹事会
 平成26年度第２回精度管理専門委員会
　　10日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
　　12日 監査
 平成26年度日医総研シンポジウム
 新規開業医指導
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第４回理事会
 生活保護法による個別指導
 発達障害児（者）支援医師研修会
　　13日 一般財団法人医療関連サービス振興会第24回シンポジウム
　　14日 平成26年度認知症サポート医養成研修会（第５回）　15日まで
 郡市等医師会長協議会
 NPO法人岡山県精神科医会・岡山県医師会精神科部会講演会
 平成26年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会（岡山）
 整形外科部会研修会
　　15日 糖尿病診療−最新の動向−医師・医療スタッフ向け研修講座−
 ICLSコース
　　16日 平成26年度岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会　子宮がん部会
 平成26年度がんの教育総合支援事業に係る第２回がんの教育推進協議会
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 精神科２月定例会
　　17日 平成26年度岡山空港航空機事故総合訓練
 岡山県臓器バンク理事会
 生活保護法による個別指導
 岡山県地域医療支援センター運営委員会
 かかりつけ医のための特定疾患研修会
　　18日 岡山県医師会館建設総合定例会議（第２回）
 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
 整形外科部会委員会
 耳鼻咽喉科委員会
　　19日 かかりつけ医心の健康対応力向上研修会
 個別指導
 岡山弁護士会との打合せ
 平成26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
 岡山県医療審議会医療法人部会
 岡山県医療審議会救急医療対策部会
 平成26年度第３回岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
 日医新基準説明会
　　20日 平成26年度第４回岡山県介護保険制度推進委員会
 岡山県難病医療連絡協議会
 第４回日本医師会産業保健委員会
 平成26年度第２回岡山県急性心筋梗塞医療連携体制検討会議
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
 主治医意見書の書き方研修会並びに浅口医師会と浅口介護支援専門員連絡協議会合同研修会
　　21日 日医ITフェア
 岡山プライマリ・ケア学会、岡山県医師会プライマリ・ケア部会合同研修会
 岡山県医師会内科部会、岡山県内科医会合同役員会
 岡山県医師会内科部会、岡山県内科医会合同研修会
　　22日 平成26年度母子保健講習会
 耳の日の集い
 発達障害児（者）支援医師研修会
 岡山県医師会眼科部会岡山県眼科医会理事会
 消化管検診研究会講演会
 岡山県医師会眼科部会岡山県眼科医会生涯教育講座
　　23日 コンプライアンス委員会設置に関する検討打合会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 小児救急医療電話相談検討会
 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
　　25日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 岡山労働局と岡山県医師会との懇談会
 岡山画像診断センター理事会
　　26日 監査
 平成26年度死体検案研修会（基礎）
 岡山県医用工学研究会第３回役員会、シンポジウム、交流会
 平成26年度岡山県社会福祉協議会第３回理事会
 支払基金中央本部難波審議役来会
 赤磐医師会病院増改築棟完成記念祝賀会
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　　27日 監査
 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成26年度都道府県医師会事務局長連絡会
 平成26年度女性医師支援事業連絡協議会
 皮膚科部会委員会
 皮膚科部会講演会
　　28日 平成26年度学校保健講習会
 第24回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術大会
 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る研修会
 岡山県医師国保組合第119回組合会
３月１日 第24回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術大会
 介護報酬改定説明会
　　２日 おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第２回）
 医療介護総合確保基金に係る事業提案打ち合わせ会
 主治医意見書研修会
　　３日 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　４日 第16回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会→テレビ会議
 平成26年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会
　　５日 日本医師会女性医師バンク西日本センターコーディネーター連絡会
 平成26年度医療政策シンポジウム
 平成26年度第３回岡山県准看護師試験委員会
 鈴木健三記念医科学応用研究財団第67回学術講演会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
 日医新基準説明会
　　６日 平成26年度臨床検査精度管理調査報告会
 平成26年度第12回岡山県教職員健康診断審査委員会
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　７日 臨床試験講習会
 胸部疾患診断研究会講演会
　　８日 社会保障部員の会
 第15回岡山県肝炎医療従事者研修会
 社会保障部部員同地区委員合同会議
 社会保障部研修会
　　９日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との懇談会
 支払基金幹事会
 岡山大学病院　看護研究・教育センター講演会
　　10日 岡山産業保健総合支援センター運営協議会
 平成26年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　11日 医療ネットワーク岡山協議会平成26年度第６回理事会
 整形外科部会委員会
　　12日 かかりつけ医心の健康対応力向上研修会
 集団指導・集団的個別指導
 第32回糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会→中止
　　13日 会館監理委員会
 日本医師会第３回救急災害医療対策委員会
 岡山県糖尿病医療連携体制検討会議及び岡山県生活習慣病対策推進会議糖尿病対策専門部会
　　14日 主治医意見書研修会（津山）
 岡山県医師会スポーツ医部会委員会
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 岡山県医師会スポーツ医学再研修会
　　15日 腎臓デー 2015 in おかやま：CKD（慢性腎臓病）啓発イペント
 第１回岡山県医療勤務環境改善支援センター研修会
 発達障害児（者）支援医師研修会
 産業医研修会
　　16日 平成26年度岡山県看護職員確保対策委員会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会　肺がん部会
 精神科３月定例会
　　17日 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
 平成26年度岡山県献血推進協議会
　　18日 平成26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
 監査
 平成26年度日本学校保健会会長会議
 学校検尿マニュアル作成委員会
 コンプライアンス委員会設置検討打合せ会
 学校医部会研修会
　　19日 個別指導
 岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 都道府県医師会地域医療構想（ビジョン）担当理事連絡協議会
 勤務医等環境整備事業関係者会議
 平成26年度ドクターヘリ運航調整委員会
 第２回日本医師会国際保健検討委員会
 平成26年度岡山県麻しん風しん対策会議
　　21日 岡山プライマリ・ケア学会 第22回学術大会
 小児科部会委員会
　　22日 産婦人科専門医会
　　23日 第１回岡山県保健医療計画策定協議会・地域医療構想部会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
 肺がん読影研究会
　　25日 日本医師会第３回介護保険委員会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第３回）
 消化管精検研究会
 歯科往診サポートセンター評価委員会
　　26日 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 平成26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）
 岡山県医師国保組合第５回理事会
 川崎学園理事会
 平成26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
 岡山県医師会眼科部会、岡山県眼科医会理事会
　　27日 岡山県健康づくり財団理事会
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　28日 日医生涯教育協力講座セミナー（糖尿病）
 全国医師会医療秘書学院連絡協議会常任委員会
 中国四国医師会連合常任委員会
 中国四国医師会連合連絡会
　　29日 中国四国医師会連合連絡会
 第134回日本医師会臨時代議員会
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 第238回岡山県耳鼻咽喉科集談会・第41回総会
 整形外科部会研修会
　　30日 平成26年度岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会

［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）

１．生涯教育に関する事項（山本理事、合地理事、寺島理事、宮﨑理事）

⑴　平成25年度日本医師会生涯教育制度単位集計結果について
　 　平成26年10月１日付けで、平成25年度日本医師会生涯教育制度単位取得証が発行された。平成25年度の全国平

均と岡山県の平均及び岡山県医師会会員上位10名は、下表の通り。岡山県の平均は昨年度と比較すると、取得単
位は0.4ポイント増加し、CCは0.1ポイント減少。取得単位＋CCの合計は0.3ポイント増加となった。

　①　全国の平均と岡山県の平均

全　国 岡山県
H25年度 H24年度 H23年度 H25年度 H24年度 H23年度

平均取得単位 15.7 16.1 16.2 19.1 18.7 18.6
平均取得CC 15.2 15.4 15.4 16.4 16.5 16.9

取得単位+CC
合計平均 30.9 31.5 31.6 35.5 35.2 35.5

※岡山県の平均取得単位数は日医集計確定前の為、誤差が生じる可能性があります。

　②　平成25年度の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 郡市等医師会 単位合計 CC合計 単位+CC
１ 三　谷　　　健 462.5 78 540.5
２ 加　原　雅　教 430.0 82 512　　
３ 岩　藤　知　義 350.5 76 426.5
４ 倉 敷 医 師 会 員 298.0 73 371　　
５ 則　井　　　崇 292.5 71 363.5
６ 市　川　弘　幸 281.5 69 350.5
７ 仁　科　秀　雄 272.5 76 348.5
８ 西　原　照　夫 256.0 72 328　　
９ 澤　田　　　聡 234.0 72 306　　
10 白　髪　克　也 222.0 64 286　　

※10名中９名が診療所、１名がその他の先生でした。
※４位の先生はお名前の掲載を辞退されました。

　③　平成23 ～ 25年度の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 郡市等医師会 単位合計 CC合計 単位+CC
１ 三　谷　　　健 1,174　　 83 1,257　　
２ 加　原　雅　教 1,164　　 83 1,247　　
３ 西　原　照　夫 　　966　　 82 1,048　　
４ 岩　藤　知　義 839.5 80 　　919.5
５ 則　井　　　崇 　　781　　 81 862
６ 市　川　弘　幸 　　762.5 81 　　843.5
７ 倉 敷 医 師 会 員 　　708　　 79 787
８ 仁　科　秀　雄 　　634.5 79 　　713.5
９ 白　髪　克　也 　　604.5 77 　　681.5
10 和 気 医 師 会 員 562 77 639

※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。
※７位と10位の先生はお名前の掲載を辞退されました。
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　④　平成25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）

０ 358 290 116 764
0.5 ～ 20 859 638 161 1,658
20.5 ～ 40 276 126 31 433
40.5 ～ 60 84 49 5 138
60.5 ～ 80 37 11 3 51
80.5 ～ 100 17 11 1 29
100.5 ～ 400 29 5 2 36

400以上 1 1 0 2
計 1,661 1,131 319 3,111

【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）

０ 358 290 116 764
１～５ 201 182 52 435
６～ 10 253 209 54 516
11 ～ 15 215 139 40 394
16 ～ 20 158 98 23 279
21 ～ 25 135 84 12 231
26 ～ 30 98 60 10 168
31 ～ 35 68 24 4 96
36 ～ 40 67 24 2 93
41 ～ 45 45 8 2 55
46 ～ 50 20 5 1 26
51 ～ 55 19 4 0 23
56 ～ 60 7 0 2 9
61 ～ 65 6 0 0 6
66 ～ 70 2 0 0 2
71 ～ 75 6 2 1 9
76 ～ 80 2 1 0 3
81 ～ 84 1 0 0 1

計 1,661 1,131 319 3,111
※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）

0 358 290 116 764
0.5 ～ 20 465 401 108 974
20.5 ～ 40 381 226 57 664
40.5 ～ 60 206 112 24 342
60.5 ～ 80 101 54 4 159
80.5 ～ 100 71 21 6 98
100.5 ～ 200 62 23 2 87
200.5 ～ 300 10 3 1 14
300.5 ～ 400 5 1 0 6
400.5 ～ 500 2 1 0 3

計 1,661 1,131 319 3,111
※その他…大学、自宅会員等
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　平成26年度の会員のカリキュラムコード取得項目別に人数を比較すると、下表のとおりとなった。
　取得者の多い項目と少ない項目の差が激しく、一番取得者の多かった項目は前年度と同じく、13「地域医療」の
1,587人で、一番少なかった項目は、48「誤飲」の14人であった。他に、取得者の少なかった項目は、17「急性中毒」、
56「熱傷」、64「肉眼的血尿」、71「流・早産および満期産」で、のべ取得者数が100人未満であった。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。

⑤　平成25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26年４月26日（乳がん検診講習会）
　　　乳がんリスクからみた簡単な疫学と初めての画像検査 総合病院水島協同病院外科医長　石部　洋一
　②　平成26年５月28日（消化管精検研究会／消化管検診研究会）
　　　消化管症例報告 岡山済生会総合病院内科診療部長　吉岡　正雄
　③　平成26年６月７日（日医生涯教育協力講座セミナー）
　　　COPDの知られざる実態−COPD ってなに？
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科学准教授　金廣　有彦
　　　なぜCOPDの治療は必要なのか？ COPD治療UPDATE まつお内科クリニック　院長　松尾　圭祐
　　　パネルディスカッション「われわれが明日からできること」
　④　平成26年６月14日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診の現状−受診率の向上に向けて− 岡山大学　乳腺・内分泌外科教授　土井原博義
　⑤　平成26年７月19日（産業医研修会）
　　　福祉サービスにおける労働安全衛生のリスクマネジメント
 川崎医療福祉大学　医療福祉学部医療福祉学科　教授　田口　豊郁
　　　有機溶剤使用職場での健康管理について
 旭化成ケミカルズ水島製造所健康管理センター　産業医　中村　武博
　　　メンタルヘルス事例検討（グループ討議）
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科疫学・衛生学分野　講師　高尾　総司
　⑥　平成26年度８月９日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診と超音波検査 川崎医科大学総合外科学教室　准教授　中島　一毅
　⑦　平成26年８月17日（プライマリ・ケア講座）
　　　環境放射線とその健康影響 公益財団法人放射線影響研究所　理事長　大久保　利晃
　⑧　平成26年８月30日（消化管検診研究会講演会）
　　　胃Ｘ線検診の現状と今後 東京都がん検診センター消化器内科医長　小田　丈二



− 27 −

　　　がん対策としての大腸がん検診の現状と展望
 国立がん研究センター　がん予防・検診研究センター　斉藤　　博
　⑨　平成26年８月30日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　天満屋陸上部の体調管理～栄養・水分補給について 岡山大学大学院教育学研究科　教授　三村　由香里
　　　ロコモティブシンドロームについて
 川崎医科大学スポーツ外傷整形外科学教授　川崎医科大学附属川崎病院整形外科部長　阿部　信寛
　⑩　平成26年９月24日（消化管精検研究会／消化管検診研究会）
　　　消化管症例報告 川崎医科大学附属川崎病院　内科　末廣　満彦
　⑪　平成26年10月13日（かかりつけ医機能強化のための研修）
　　　健康相談、在宅医療、認知症、服薬管理、禁煙指導、介護保険、高血圧症、脂質異常症、糖尿病
 医療法人社団つくし　理事長　新田　國夫　他８名
　⑫　平成26年10月18日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌診療における最近のキーワード　ある乳腺外科医の乳房触診について
 岡山赤十字病院副院長（兼）乳腺・内分泌外科部長　辻　　尚志
　⑬　平成26年10月19日（平成26年度岡山県警察協力医会総会並びに特別講演会）
　　　死亡診断と死体検案 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野助教　三浦　雅布
　⑭　平成26年11月２日　産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会）
　　　岡山県の特定健診・保健指導の現状 岡山県保健福祉部健康推進課参事　山野井尚美
　　　岡山県健康づくり財団における健康づくりの課題 岡山県健康づくり財団理事　發坂　耕治
 健康づくりのための栄養指導　岡山県南部健康づくりセンター管理栄養士　豊田加奈子
　　　特定健診及び保健指導に対する国・日医の方針 日本医師会副会長　今村　　聡
　⑮　平成26年11月26日（消化管精検研究会／消化管検診研究会）
　　　消化管症例報告 岡山医療センター消化器科医長　山下　晴弘
　⑯　平成26年11月30日（医療安全講演会）
　　　法制化された事故調査制度について−医療者として対応すべきこと−
 一般社団法人日本医療安全調査機構中央事務局長　木村　壯介
　　　オープンディスカッション「医療事故調査における地域の支援体制づくり」
　⑰　平成26年12月14日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌検診の現況 岡山済生会総合病院　診療部長（放射線科）　石原　節子
　⑱　平成27年１月11日（日医生涯教育講座・第58回社会保険指導者伝達講習会）
　　　痛みの概念と歴史 岡山県医師会理事　大原　利憲
　⑲　平成27年１月24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協力講座セミナー）
　　　〇学術奨励賞受賞講演
　　　　１）進行期肺腺癌におけるXAGE1（GAGED2a）免疫と予後
 川崎医科大学呼吸器内科学講座講師　大植　祥弘
　　　　２）血管内治療時代における高齢者に対する弓部全置換術の検討
 心臓病センター榊原病院　心臓血管外科　外科主任医長　平岡　有努
　　　〇日医生涯教育協力講座セミナー
　　　　「かかりつけ医のための泌尿器疾患診療のポイント」
　　　　日常における排尿障害診療のポイント 日本大学医学部泌尿器科学系主任教授　髙橋　　悟
　　　　パネルディスカッション
　　　　「プライマリ・ケアにおける泌尿器科診療のコツ」　　　
　　　　１）一般実地医家の立場から 安田内科医院院長　安田　英己
　　　　２）泌尿器科開業医の立場から みやびウロギネクリニック院長　井上　　雅
　　　　３）アンチエイジングと泌尿器科疾患 川崎医科大学泌尿器科教授　永井　　敦  
　　　　４）尿検査の重要性 岡山労災病院泌尿器科部長　那須　良次
　　　　５）総合討論
　⑳　平成27年２月７日（乳がん検診講習会）



− 28 −

　　　乳癌～最近の動向と検診 川崎医科大学　病院長　園尾　博司
　㉑　平成27年２月12日（発達障害児（者）支援医師研修会）
　　　事例検討会「広汎性発達障害青年事例」
　　　『長い引きこもりとホームレス後に単身生活送る20歳代男性の一例』
　　　　１）ホームレス支援 NPO法人「岡山・ホームレス支援きずな」　豊田佳菜枝
　　　　２）診断 岡山県精神科医療センター医師　来住　由樹
　　　　３）就労準備 岡山県精神科医療センター臨床心理士　西村　大樹
　　　　４）就労 岡山障害者職業センター職業カウンセラー　松澤　康平
　　　　５）生活支援 岡山県精神科医療センター訪問看護師　石神　弘基
　㉒　平成27年２月22日（発達障害児（者）支援医師研修会）
　　　「成人期の発達障害」
　　　　１）ASD問題の診断と支援 岡山県精神科医療センター　来住　由樹
　　　　２）ADHD問題の診断と支援 長崎大学精神科准教授　今村　　明
　㉓　平成27年３月７日（胸部疾患診断研究会講演会） 　
　　　岡山県における結核対策について 岡山県保健福祉部健康推進課参事　山野井尚美
　　　肺癌検診の昨今の話題／精度管理から低線量CT検診まで   
 独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立成人病センター　　　　　　
 　がん予防情報センター　疫学予防課長　中山　富夫
　　　肺がん治療の進歩−分子標的治療の展開− 帝京大学医学部　内科学講座腫瘍内科　病院教授　関　　順彦
　㉔　平成27年３月15日（発達障害児（者）支援医師研修会）
　　　「小中学生の学習障害（LD）の診断と支援」
　　　　１）読み書き障害の臨床  岡山大学病院小児神経科　助教　岡　　牧郎
　　　　２）認知特性に応じた学習支援 なのはなクリニック・あかり塾　清水久仁子
　㉕　平成27年３月15日（産業医研修会）
　　　全国並びに岡山県における精神疾患ほかの労災認定状況
 岡山労働局労働基準部労災補償課長　下平　修一
　　　簡易作業環境測定の実際 株式会社 山陽放送サービス健康事業部長　横溝　　浩
　　　職域におけるメンタルヘルス不調～事例、精神科主治医との連携など～
 岡山赤十字病院精神神経科部長　中島　　誠
　　　産業保健の動向−ストレスチェック制度の実施に向けて− 日本医師会常任理事　羽鳥　　裕
　㉖　平成27年３月28日（日医生涯教育協力講座セミナー）
　　　「新しいステージを迎えた糖尿病医療」
　　　　糖尿病薬物治療の最新の話題
 京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学　教授　稲垣　暢也
　　　　心血管事故を予防する新たな糖尿病治療戦略
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体制御学講座（循環器内科学）教授　伊藤　　浩
　　　　糖尿病に合併する消化器病の代表−脂肪肝−
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科　准教授　高木章乃夫
⑶　卒後臨床研修対策（糸島副会長・山本博理事）　１）平成26年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
　　 　平成26年10月10.11.12日、倉敷中央病院に於いて、VHJ機構の主催、岡山県医師会、倉敷中央病院、NPO法

人岡山医師研修支援機構の共催により開催した。参加者：31名
⑷�　郡市等医師会勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協議会を平成26年12月６日に岡山衛生会館５F中ホー

ルで開催した。
⑸�　都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会が平成26年３月４日に日本医師会で開催され、山本理事と赤堀事

務員が出席した。
⑹　岡山県医師会学術奨励賞及び岡山県医師会会長賞
　①　岡山県医師学術奨励賞
　　 　平成26年度は下記２名に授与された。平成26年12月６日に授与式、平成27年１月24日に三木記念ホールで受
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賞講演が行われた。
　　◎　「進行期肺腺癌におけるXAGE1（GAGED2a）免疫と予後との関連」
 川崎医科大学呼吸器内科学講座　講師　大植　祥弘
　　◎　「欠陥内治療時代における高齢者に対する弓部全置換術の検討」
 心臓病センター榊原病院心臓血管外科　外科主任医長　平岡　有努
　②　岡山県医師会会長賞
　　　平成26年度は下記２団体に授与され、平成26年12月６日に授与式が行われた。
　　◎　児島医師会「命のバトン」推進委員会
　　◎　真庭市医師会胃がん検診部
⑺　NPO岡山医師研修支援機構
　 　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平成

26年度に以下の事業を行った。
　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・矢

掛町国民健康保険病院・岡山西大寺病院で行った。２）済生丸体験実習を笠岡市北木島７名と白石島で17名が
１泊２日で行った。

　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は68施設が参加し、参加者総数は547名であった。２）マッチングプラザ＠WEB。３）医師研修セミナー
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３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３名、岡山県医師会の助成２名　２）研修医OSCE Okayama 
cup 2014。３）シミュレーション基盤型教育セミナー　FUN Sim（Fundamentals of Simulation Training） 14
名参加　４）MapSim （Mnagement and Programming for Simulation Training） 岡山にてハワイ大学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　36名参加　５）看
護師対象シミュレーション教育研修　ハワイ大学にて11名参加　６）臨床研修指導医養成講座　岡山大学病院
で開催42名の参加　７）AMLS（Advanced Medical Life Support）を岡山大学病院で開催19名の参加。

　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　研修医153名+指導医57名　２）NPO岡山医師研修支援機構ホームページ　アクセス数34万　３）
医師求人情報ページの更新　４）プラチナ倶楽部　マッチ者あり。

　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。

　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議論を繰り広げる。平成27年１月

開催にて第100回を迎えた。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
⑻　県民公開講座
　（糖尿病）
　①　糖尿病県民公開講座『糖尿病をよく知ろう～新たな時代の糖尿病医療～』
　　 　平成26年11月23日（日）11：00 ～ 16：00　岡山衛生会館「三木記念ホール」「中ホール、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
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　　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
　　　ア　【基調講演】「ここまで進歩した糖尿病治療」
 近畿医科大学医学部　内分泌・代謝・糖尿病内科主任教授　池上　博司
　　　イ　【講演１】「誰でも出来る糖尿病食のこつ」
 岡山大学病院　臨床栄養部 副部長　栄養管理室　室長　坂本八千代
　　　ウ　【講演２】「糖尿病と生活習慣」 香川大学医学部衛生学　准教授　宮武　伸行
　　　エ　【特別講演】「糖尿病と認知症」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学　教授　阿部　康二
　　　オ　【質問タイム】
⑼　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26年11月16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　30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。日本緩和医療学会の緩和ケア研修推進部会が策定したマニュアルに
沿って、平成26年12月20・21日の二日間にわたり岡山県医師会主催で開催し、28名の医師が受講した。全行程
の修了者には、岡山県医師会長と厚生労働省健康局長両名の記名捺印された「修了証書」が交付された。

⑽　認定スポーツ医研修会
　①　平成26年度第１回スポーツ医部会委員会　平成26年８月30日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　講演１．「天満屋陸上部の体調管理～栄養・水分補給について」
　　　　講師：岡山大学大学院教育学研究科教授　三村　由香里先生
　　　講演２．「ロコモティブシンドロームについて」　19：00 ～ 20：00
　　　　講師：川崎医科大学スポーツ外傷整形外科科学　教授
　　　　　　　川崎医科大学附属川崎病院　整形外科　部長　阿部　信寛先生 　　
　②　平成26年度第２回スポーツ医部会委員会　平成27年３月14日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　講演１．「脊髄損傷とスポーツ」
　　　　講師：独立行政法人労働者健康福祉機構　
　　　　　　　　吉備高原医療リハビリテーションセンター院長　徳弘　昭博先生 
　　　講演２．「野球肩・肘『しょうがい』」
　　　　講師：岡山大学院医歯薬学総合研究科 整形外科学　助教　島村　安則先生
　　　【その他】
　　　平成26年７月８日　平成26年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　　平成26年12月15日　平成26年度第２回スポーツ医・科学委員会
　　　平成27年３月10日　平成26年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　　平成26年11月６日　おかやまマラソン実行委員会（仮称）設立総会
　　　平成26年11月20日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会委員会
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　　　平成27年３月２日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第２回）
⑾　産業医研修関連事業
　　◦５月15日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ルール・業務遂行レベルにもとづくメンタル対応（原則編）　
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修２単位
　　◦６月12日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ルール・業務遂行レベルにもとづくメンタル対応（応用編）
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修２単位
　　◦７月５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．メンタルヘルス各論　
　　　　　　労働安全衛生法改正にともなうメンタルヘルスチェックへの対応
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．健康診断事後措置各論
　　　　　　　−就業管理者が安全配慮を果たすために− 東京ガス株式会社　統括産業医　塚本　浩二
　　　　３．健康診断事後措置の実際
　　　　　　　−糖尿病コントロール不良社員への運転制限についての議論−
 東京ガス株式会社　産業医　西浦　千尋
　　　　４．メンタルチェックへの対応　グループワーク 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
 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
　　　　５．糖尿病社員への運転制限の是非を問う（パネルディスカッション）
 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
 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
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新研修１単位　専門研修３単位　実地１単位
　　◦７月17日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．自らメンタル難渋事例を生み出さないための視点
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位、実地１単位
　　◦７月19日（土）産業医研修会　14：00 ～ 17：30　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　１．福祉サービスにおける労働安全衛生のリスクマネジメント
　　　　　　　−福祉施設・医療機関における産業保健活動− 川崎医療福祉大学医療福祉学部教授　田口　豊郁
　　　　２．有機溶剤使用者への健康対策
 旭化成ケミカルズ㈱水島製造所健康管理センター産業医　中村　武博
　　　　３．メンタルヘルス対応 難渋事例の検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 三菱化学㈱水島事業所健康管理センター産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】基礎研修　後期研修２単位　実地研修1.5単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　専門研修２単位　実地研修1.5単位
　　◦８月７日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタル指針４つのケアの負の側面について考える
　　　　２．グループワークによる事例検討
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 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位　実地１単位
　　◦８月17日（日）産業医研修会　13：30 ～ 15：30　中ホール
　　　　１．職場における環境放射線とその健康影響
 公益財団法人放射線影響研究所理事長　大久保　利晃
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修２単位
　　◦８月26日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．ルール・業務遂行レベルにもとづくメンタル対応（原則編）
 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18日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタルヘルス対応　環境調整の是非について
　　　　２．グループワークによる事例検討 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
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位　実地１単位
　　◦10月９日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタルヘルス対応　家族との関わり方
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位　実地１単位
　　◦10月25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．健康管理総論１：本人中心の健康管理とは 三菱化学株式会社産業医　川瀬　洋平
 三菱化学株式会社産業医　神原　辰徳
　　　　２．健康管理総論２：会社中心の健康管理とは IHI呉事業所産業医　新見　亮輔
 岡山大学大学院　疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　３．グループディスカッション（ディベート準備）
　　　　　　　−本人中心の健康管理と会社中心の健康管理の対比と整理−
 岡山大学大学院　疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 三菱化学株式会社産業医　川瀬　洋平
 三菱化学株式会社産業医　神原　辰徳
 IHI呉事業所産業医　新見　亮輔
　　　　４．模擬ディベート　それぞれの立場から
　　　　　　（本人中心の健康管理推進グループと会社中心の健康管理推進グループの対抗）
 三菱化学株式会社産業医　川瀬　洋平
 三菱化学株式会社産業医　神原　辰徳
 岡山大学大学院　疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 IHI呉事業所産業医　新見　亮輔
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門３単位、実地２単位
　　◦11月２日（日）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・特定保健指導の現状 岡山県保健福祉部健康推進課参事　山野井尚美
　　　　２．保健事業等からみた健康づくりの課題と対策について
　　　　　　　～効果的な相談・指導を行うために～ 岡山県健康づくり財団保健部部長　發坂　耕治
　　　　３．健康づくりのための栄養指導～働く世代に効果的な栄養指導を目指して～
　　　　　　　 岡山県南部健康づくりセンター管理栄養士　豊田加奈子
　　　　４．最近の産業保健をめぐる状況 日本医師会副会長　今村　　聡    
　　　　　　　【単位数】基礎後期　４単位、生涯専門　４単位
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　　◦11月13日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　三菱化学㈱水島事業所
　　　　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
　　◦11月13日（木）産業医実地研修会　19：00～21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタルヘルス対応　お試し出社と軽減勤務
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野助教　鈴木　越治
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯専門１単位　生涯実地１単位
　　◦11月20日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　扶桑薬品工業㈱岡山工場
　　　　１．職場の衛生管理体制および健康管理の実情について
　　　　２．職場巡視と事後討論
　　　　　　　【単位数】基礎実地2.5単位　生涯実地2.5単位
　　◦12月11日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタルヘルス対応　現職復帰の是非
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位　実地１単位
　　◦平成27年１月15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．直近の労働衛生関係法令の改正について 岡山労働基準監督署　安全衛生課長　織田　彰彦
　　　　２．労務士から見たメンタルヘルスについて あきた労務管理事務所　労務士　穐田　恒雄
　　　　　　　【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15日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院　　
　　　　１．メンタルヘルス対応　労働安全衛生法改正（メンタルチェック）への対応
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新研修１単位　実地１単位
　　◦１月22日（木）産業医・衛生管理者交流集会　13：30 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．改正安全衛生法の概要について 岡山労働局労働基準部　健康安全課長　高祖　明己
　　　　２．職場におけるコミュニケーションスリルアップ講座
 あいさつコンサルタント・コミュニケーションアドバイザー　河内　理恵
　　　　　　　【単位数】基礎研修　後期2.5単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新１単位、専門1.5単位
　　◦２月12日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタルヘルス対応　安全配慮義務にかかる大いなる誤解
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位　実地１単位
　　◦２月18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．アルコール依存症と最近のトピックス 医療法人社団信和会高嶺病院精神科医長　田中　増郎
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位　生涯研修：専門２単位
　　◦２月24日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．ルール・業務遂行レベルにもとづくメンタル対応（応用編）
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦２月26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
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　　　　１．職域における過重労働とメンタルヘルス対策について 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15日（日）日医生涯教育講座・産業医研修会　13：30 ～ 17：30　三木記念ホール
　　　　１．全国並びに岡山県における精神疾患ほかの労災認定状況
 岡山労働局労働基準部労災補償課長　下平　修一
　　　　２．簡易作業環境測定の実際 ㈱山陽放送サービス健康事業部長　横溝　　浩
　　　　３．職域におけるメンタルヘルス不調　～事例、精神科主治医との連携など～
 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　４．産業保健の動向−改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施に向けて−
 日本医師会常任理事　羽鳥　　裕
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期３単位、実地１単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修：更新１単位、専門２単位、実地１単位
　　◦３月19日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院　　
　　　　１．メンタルヘルス対応　やってはいけないこと
　　　　２．グループワークによる事例検討 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
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門研修１単位　実地１単位

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）
　①　平成26年12月６日　岡山衛生会館
　　　外科部会委員会
⑵　眼科部会
　①　眼科専門医会
　　１）平成26年７月27日
　　　ア　「治療に苦慮する様々な角膜疾患について～眼表面疾患に対する診断・治療のコツ～」 
 東邦大学医療センター大森病院眼科 教授　堀　　裕一
　　　イ　「IOL縫着術から強膜内固定術へ」
 順天堂大学医学部附属静岡病院眼科 教授　太田　俊彦
　　　ウ　「超高齢者の眼科手術の問題点」  久留米大学医学部眼科学講座 教授　山川　良治
　　２）平成26年11月23日
　　　ア　「眼科勤務医の諸問題」 日本眼科医会 副会長　白井正一郎
　　　イ　「奈良県の病診連携 −往復連携パスを用いた方法−」 奈良県立医科大学 准教授　松浦　豊明
　　　ウ　病診連携シンポジウム「緑内障における病診連携を考える」
　　　　　シンポジスト：家木良彰、小林かおり、成田亜希子、石原理恵子、辻　　優、小林嘉延、井口俊太郎
　　３）平成27年２月22日
　　　ア　「視覚障害になった患者さんに眼科で伝えて欲しいこと
　　　　　　　～視覚障害センターと盲学校から～」 岡山県視覚障害者センター所長　川田　忠茂
 岡山県立岡山盲学校　利守　展子
　　　イ　「大阪大学医学部　眼科学教室脳神経感覚器外科学　講師」
 大阪大学医学部　眼科学教室脳神経感覚器外科学　講師　生野　恭司
　　　ウ　「生体染色による眼表面疾患の観察ポイント　ドライアイ？薬剤性？それとも瞬目関連疾患？」
 愛媛県大学医学部眼科学教室　准教授　白石　　敦
　②　部会委員会
　　　平成26年４月24日　　平成26年５月22日　　平成26年６月５日　　平成26年７月27日　　平成26年９月25日
　　　平成26年10月23日　　平成26年11月23日　　平成27年１月22日　　平成27年２月22日　　平成27年３月26日
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　③　目の愛護デー行事
　　　岡山地区、倉敷地区で老人ホーム検診、医療相談を行った。
　　　啓蒙記事の広報を行った。
　　　山陽新聞「知らないと怖い！カラーコンタクトレンズ」掲載
　　　津山朝日新聞「眼科豆知識　スマートフォンとブルーライト」掲載
　④　講習会
　　　第25回中国四国眼科コ・メディカル講習会
　　　平成26年度中国四国ブロック講習会
　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
　①　部会委員会（１回）
　　　平成27年２月18日に部会委員会を開催した。
　②　岡山県耳鼻咽喉科集談会（６回）
　　１）第233回　４月27日
　　　　第14回日耳鼻学会岡山県地方部会学術講演会
　　２）第234回　６月８日
　　　　　講演「摂食・嚥下障害における言語聴覚士（ST）の関わり−事例と、訓錬の選択について−」
 岡山大学病院医療技術部リハビリテーション部門　古西　隆之
　　　　　　　　「耳鼻科診療所で診る嚥下障害」 藤田耳鼻咽喉科医院院長　藤田　　彰
　　　　　報告　日耳鼻学会・医会協議会 田中　　徹
　　３）第235回　９月21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　「補聴器の適応判断と装用後の聴覚管理」
　　　　　　　「補聴器適合検査」
　　　　　　　「補聴器周辺機器・支援機器」
 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科言語聴覚療法専攻教授　佐野　　肇
　　　　報告　日本耳鼻咽喉科学会第39回中国四国地方部会連合保険医療委員会 前田　　学
　　　　　　　第40回全国身体障害者福祉医療講習会・第20回補聴器キーパーソン全国会議 藤本　政明
　　　　　　　第39回医事問題セミナー 秋定　　健
　　４）第236回　11月９日
　　　　講演「難聴高齢者への対応」 岡山大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科教授　西﨑　和則
　　　　　　　「突発性難聴診療の現況−診断ガイドライン作成に向けて−」
 岩手医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科主任教授　佐藤　宏昭
　　　　報告　日耳鼻学会保険医療委員会全国協議会  宇野　欽哉
　　５）第237回　１月12日
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　　　　講演「耳鼻咽喉科領域における消毒薬の適正使用」 川崎医科大学附属川崎病院耳鼻咽喉科　福辻　賢治
　　　　　　　「めまいの手術は楽しい」 奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科教授　北原　　糺
　　６）第238回　３月29日
　　　　各委員会全国会議の報告、日耳鼻学会岡山県地方部会第41回総会
　③　鼻の日、耳の日
　　 　平成26年８月７日の第54回「鼻の日」のポスタ−配布。平成27年２月22日に第61回「耳の日の集い」を岡山

県総合福祉会館にて開催した。
　　 　講演「架け橋　聞こえなかった3.11」今村彩子先生。映画上映「珈琲とエンピツ」。耳の病気相談、人工内耳相談、

補聴器相談、無料聴力検査を行った。
　④　耳鼻咽喉科未健診校の学校健診
　　　例年通り阿新地区を対象に実施した。
⑷　皮膚科部会（神崎理事）
　①　部会委員会　２回開催
　　◦平成26年７月18日、平成26年12月５日
　②　講演会
　　◦平成26年７月18日
　　　「皮膚リンパ腫の最近の話題」 岡山大学病院皮膚科学教室助教　濱田　利久
　　◦平成26年12月５日
　　　「重症薬疹の診断と治療　−アップデート」 杏林大学皮膚科学教室教授　狩野　葉子
　　　（岡山衛生会館と吉備医師会館をWEBにてオンライン放映を開催）
　　◦平成27年２月27日
　　　「乾癬外用療法ウラ！オモテ！手抜き治療のすゝめ」
 医療法人 社団廣人会　札幌皮膚科クリニック副院長　瘡・創傷治癒研究所　安部　敏正
　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26年９月に第60回のSTI調査、

平成27年３月に第61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24回「皮膚の日の集い」（平成26年11月16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
　　　　　「健やかな肌を保つスキンケア～各年代で起こりやすい肌トラブルとその対策～」
 東北大学病院皮膚科講師　菊池　克子
　　　第６回患者・家族の集い
　　　【専門員による後援・質疑応答、個別相談】 岡山大学病院皮膚科　岩月　啓氏
 岡山大学病院皮膚科　青山　裕美
 岡山大学病院皮膚科　山﨑　　修
 岡山大学病院皮膚科　森実　　真
　⑤　各種事業への協力
　　ア　日本臨床皮膚科医会岡山県支部総会・特別講演（平成26年９月21日）
　　イ　学校保健課題解決支援事業　学校保健推進協議会
　　　　（平成26年７月17日・平成26年２月19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26年９月６日
　　１）第２回日本医師会・米国研究製薬工業協会共催シンポジウム
　　２）小児救急地域医師研修会
　　３）平成26年度岡山県麻しん風しん対策会議
　　４）平成26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
　　５）平成26年度小児救急医療電話相談事業検討会
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　　６）おぎゃっと21 小児科健康相談
　　７）第１回岡山県児童虐待対策協議会
　　８）平成26年度岡山県要保護児童対策地域協議会
　　９）平成26年度がんの教育総合支援事業
　　　第１回がんの教育推進協議会
　　10）第61回岡山県学校保健研究大会
　　11）岡山県医師会主催　小児救急地域医師研修会
　　12）平成26年度中国四国学校保健担当理事連絡会議・平成26年度中国地区学校保健・学校医大会
　　13）岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会
　　14）平成26年度岡山県食の安全・食育推進協議会
　　　第２回　平成27年３月21日
　　１）岡山県保健福祉部と岡山県医師会との懇談会
　　２）小児救急地域医師研修会
　　３）平成26年度中国四国医師会連合総会
　　４）小児救急医療電話相談事業検討会・研修会
　　５）平成26年度第45回全国学校保健・学校医大会
　　６）自民党各種団体個別懇談会
　　７）小児救急地域医師研修会
　　８）各種委員会
　　９）民主党岡山県総支部連合会「意見交換会」
　　10）日本医師会・日本医学会合同シンポジウム
　　11）小児救急電話相談事業検討会
　　12）平成26年度岡山県結核対策連携会議
　　13）平成26年度第２回岡山県立学校結核対策委員会・岡山大学附属学校結核対策委員会
　　14）小児救急医療電話相談研修会
　　15）平成26年度第１回岡山県周産期医療協議会
　　16）平成26年度岡山県学校保健研修会
　　17）若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
　　18）先天性代謝異常等検査精密検査機関等連絡会議
　　19）日医総研シンポジウム
　　20）平成26年度がんの教育総合支援事業に係る第２回がんの教育推進協議会
　　21）平成26年度学校保健課題解決支援事業第２回学校保健推進協議会
　　22）平成26年度母子保健講習会
　　23）平成26年度学校保健講習会
　　24）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症例の診療に係る研修会
　　25）学校検尿マニュアル作成委員会
　　26）学校医研修会
　　27）岡山県児童虐待対策協議会特別講演会
　②　講演会（岡山県小児科医会等と共催含む）
　　１）平成26年４月６日　於　岡山コンベンションセンター
　　　　「小児期のヘリコバクター・ピロリ感染症−臨床に役立つ知識を中心に」
 兵庫県医科大学地域総合医療学准教授　奥田真珠美
　　　　「小児の慢性痛に対する考え方（CRPSを中心に）」 岡山大学病院麻酔科蘇生科助教　西江　宏行
　　２）平成26年10月26日（日）　於　岡山コンベンションセンター
　　　　「小児プライマリ・ケアと小児科医の役割～小児科専門医の岐路～」
 山口県小児科医会会長　たはらクリニック院長　田原　卓浩
　　　　「小児がん医療の将来像」 岡山大学小児血液・腫瘍科／大学院保健学研究科　小田　　慈
　　　　小児救急地域医師研修会
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　　３）平成26年５月22日　於　高梁国際ホテル
　　　　「食物アレルギーとアナフィラキシーへの対応」
 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26年８月20日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　　「小児救急疾患」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝
　　５）平成26年９月４日　於　笠岡グランドホテル
　　　　「感染症と予防接種～最近の話題から」 川崎医科大学附属川崎病院小児科部長　中野　貴司
　　６）平成26年11月18日　於　井原市民病院
　　　　「小児救急医療のピットフォール」
 川崎医科大学 小児科学准教授　川崎医科大学附属病院小児科副部長　大野　直幹
　③　第22回岡山小児心身症研究会
　　１）平成26年７月６日　於　岡山大学病院内　マスカットホール
　④　第87回日本小児科学会岡山地方会
　　１）平成26年12月７日　於　岡山国際交流センター
　⑤　研修会
　　１）平成26年度日医母子保健講習会
　　　　平成27年２月22日　於　日本医師会館
　　２）平成26年度日医学校保健講習会
　　　　平成27年２月28日　於　日本医師会
　⑥　岡山県児童虐待対策協議会特別講演会
　　１）平成27年３月21日　於　岡山大学病院内　マスカットホール
　⑦　その他
　　１）岡山県学校保健会事業に協力
　　２）岡山県感染症サーベイランス事業に協力
　　３）岡山県小児救急医療電話相談事業に協力
　　４）岡山県小児救急地域医師研修事業に協力
⑹　産婦人科部会（田淵理事）
　①　母体保護法指定医師審査員会開催
　　　平成26年12月８日
　②　婦人科専門医会・母体保護法指定医師研修会
　　１）平成26年５月18日　「生命倫理と出生前診断」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室准教授　増山　　寿
　　　　　　　　　　　　　「改正母体保護法について」 公益社団法人日本医師会　常任理事　今村　定臣
　　２）平成26年７月27日　「骨盤腔の開放と後腹膜腔の展開を再考する−受精と着床の場の機能再建−」
 金沢大学医薬保健研究域医学系分子移植学教授　藤原　　浩
　　３）平成26年９月21日　「腫瘍発生母地としてのミュラー管を考える」
 九州大学医学部産婦人科教授　加藤　聖子
　　４）平成26年11月23日　「エストロゲンの働きを理解する−進化の視点から−」
 千葉大学大学院医学研究院・生殖医学教授　生水真紀夫
　　５）平成27年１月18日　「子宮頸がん検診の課題とHPV検査の有効性評価」
 慶應義塾大学医学部産婦人科教授　青木　大輔
　　６）平成27年３月22日　「快適で安全な妊娠出産のために」
 東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座生殖内分泌学分野教授　藤井　知行
　③　日医主催　家族計画・母体保護法指導者講習会（12月６日）
　　　田淵理事出席
　④　日医主催　平成26年度母子保健講習会（２月22日）
　　　石川会長出席
　⑤　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。
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　⑥　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
　①　総会開催（平成27年３月29日）
　②　部会委員会：毎月第二水曜日開催（12回）
　③　研修会
　　１）第313回：平成26年４月５日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「関節リウマチ診療における留意点−診断・治療・安全対策のポイント−」
 岡山済生会総合病院　リウマチ・膠原病センター長　山村　昌弘　先生
　　２）第314回：平成26年５月17日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「ここまで使える関節エコー　～関節リウマチ、外傷での応用～」
 倉敷中央病院　内分泌代謝・リウマチ内科　副医長　三崎　健太　先生
　　３）第315回：平成26年６月21日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「ロコモティブシンドロームとその意義」
 江戸川病院慶友人工関節センター　センター長　泉田　良一　先生
　　４）臨時研修会：平成26年６月28日（土）　17時30分～　岡山プラザホテル
　　　ア　「骨粗鬆症性骨折の問題点」 倉敷中央病院整形外科主任部長　松下　　睦　先生
　　　イ　「骨粗鬆症治療の新たな展開　～リエゾンサービスの現状と課題～」
 鳥取大学医学部保健学科教授　荻野　　浩　先生
　　５）第316回：平成26年７月26日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「スポーツ膝外傷治療の現状と課題」 兵庫医科大学 主任教授　吉矢　晋一　先生
　　６）臨時研修会日時： 平成26年８月２日（土）17時20分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　ア　「尿酸と血管内皮機能」 広島大学原爆放射線医科学研究所再生医科学部門教授　東　　幸仁　先生
　　　イ　「痛風治療 Update」
 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター整形外科教授　桃原　茂樹　先生
　　７）第317回：平成26年８月23日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「膝スポーツ外傷と傷害の治療」 弘前大学医学部整形外科教授　石橋　恭之　先生
　　８）第318回：平成26年９月27日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「CRPSの診断と治療」 広島県障害者リハビリテーションセンター　所長　水関　隆也　先生
　　９）第319回：平成26年10月４日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「ステロイド性骨粗鬆症の診断と治療」 医療法人社団誠和会牟田病院　名誉院長　名和田　新　先生
　　10）第320回：平成26年11月22日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「骨粗鬆症性圧迫骨折における最近の治療進歩」
 関西医科大学附属滝井病院　整形外科　教授　齋藤　貴徳　先生
　　11）第321回日時：平成26年12月６日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「知っておきたい腰痛診療のコツとピットフォール」 我汝会えにわ病院　副院長　佐藤　栄修　先生
　　12）第322回：平成27年１月17日（土）　17時30分～　岡山プラザホテル
　　　ア　「骨粗鬆症性椎体骨折に対する低侵襲手術療法」
 高知大学医学部附属病院整形外科病院　教授　武政　龍一　先生
　　　イ　「整形外科半世紀の光陰：優れたメンター・リーダーたちに恵まれて」
 順天堂大学整形外科学　名誉教授　山内　裕雄　先生
　　13）第323回：平成27年２月14日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　　「軟部腫瘍の初期診療−ガイドラインから見た注意点−」
 秋田大学大学院医学部研究科保健学専攻理学療法学講座　教授　岡田　恭司　先生
　　14）第324回：平成27年３月29日（日）　15時15分～　岡山プラザホテル
　　　ア　「手の外科治療のピットフォール」 産業医科大学　整形外科　教授　酒井　昭典　先生
　　　イ　「肩腱板断裂の診断と治療戦略−最近のトレンド−」
 マツダ病院　整形外科　主任部長　菊川　和彦　先生
　④　岡山県有床診療所協議会　森本委員出席
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　⑤　岡山県損害保険医療連絡協議会（四者協議会）（３回）
　⑥　平成26年度「運動器の10年・骨と関節の日」（後援）
　　　平成26年10月５日（日）於：国際交流センター
　　　　テーマ　「ロコモティブシンドロームの要因としての上・下肢の痛みとしびれ」
　　　　演　者　尾﨑　敏文　教授　　田中　雅人　准教授　　吉岡　哲　先生（参加者：184名）
⑻　精神科部会
　①　総会の開催（平成26年４月12日）
　②　定例会の開催（年11回　原則毎月第３月曜日）
　③　｢精神科医会ニュース」の発行（年３回）
　④　会員向けメーリングリストの運営
　⑤　講演会の開催
　　１）平成26年４月12日（土）　15：00 ～ 17：00　岡山衛生会館５階中ホール
　　　　「災害精神医学と被災地発の次世代精神医療の未来図」
 東北大学災害科学国際研究所　災害医学研究部門　災害精神医学分野　教授　富田　博秋　先生
　　　　　司会：来住由樹先生（岡山県精神科医療センター　副院長）
　　２）平成26年９月20日（土）　15：00 ～ 17：00　岡山衛生会館５階中ホール
　　　　「人類史というスケールから見たコミュニケーション」
 岡山大学大学院社会文化科学研究科　教授　北村　光二　先生
　　　　　司会：中島豊爾先生（岡山県精神科医療センター　理事長）
　　３）平成27年２月14日（土）　15：00 ～ 17：00　岡山衛生会館５階中ホール
　　　　「性同一性障害の子どもと学校」 　岡山大学大学院保健学研究科　教授　中塚　幹也　先生
　　　　　司会：松本洋輔先生（岡山大学医歯薬学総合研究科精神神経病態学教室　助教）
　⑥　関係研究会及び学会への協賛、協力
　　１）発達障害児（者）支援医師研修事業
　　　ア　事例検討会　広汎性発達障害青年事例
　　　　　「長いひきこもりとホームレス後、就労し単身生活をおくる20歳代男性の一例」
　　　　　平成27年２月12日（木）　19：00 ～ 20：45　岡山県精神科医療センター中棟４階サンクトホール
　　　　　事例発表：
　　　　　　ⅰ　ホームレス支援　 NPO法人岡山・ホームレス支援きずな　豊田佳菜枝
　　　　　　ⅱ　診断 岡山県精神科医療センター　医師　来住　由樹
　　　　　　ⅲ　就労準備 岡山県精神科医療センター　臨床心理士　西村　大樹
　　　　　　ⅳ　就労 岡山障害者職業センター　職業カウンセラー　松澤　康平
　　　　　　ⅴ　生活支援 岡山県精神科医療センター　訪問看護師　石神　弘基
　　　　　司会：壺内　昌子（岡山市発達障害者支援センター）　
　　　　　　　　今出　大輔（おかやま発達障害者支援センター）
　　　イ　講演　「成人期の発達障害」
　　　　　平成27年２月22日（日）　13：00 ～ 16：00
　　　　　アークホテル岡山　３階「牡丹」
　　　　　　ⅰ　ASD問題の診断と支援 岡山県精神科医療センター　副院長　来住　由樹
　　　　　　ⅱ　ADHD問題の診断と支援 長崎大学精神科　准教授　今村　　明
　　　　　司会：中島　洋子（まな星クリニック）           
　　　　　　　　野口　正行（岡山県精神保健福祉センター）
　　　ウ　講演　「小中学生の学習障害（LD）の診断と支援」
　　　　　平成27年３月15日（日）　13：00 ～ 16：00
　　　　　ピュアリティまきび３階「橘」
　　　　　　ⅰ　読み書き障害の臨床 岡山大学病院小児神経科　助教　岡　　牧郎
　　　　　　ⅱ　認知特性に応じた学習支援 なのはなクリニック・あかり塾　清水久仁子
　　　　　司会：笹野　京子（なのはなクリニック）       
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　　　　　　　　土岐　淑子（岡山県精神科医療センター）
　　　エ　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　　倉敷　平成27年２月19日（木）　18：00 ～ 21：00　
　　　　　　　　倉敷市休日夜間急患センター
　　　　　　　　「うつ病の診断と治療について」 岡山県精神科医療センター　耕野　敏樹　先生
　　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」 岡山県精神科医療センター　牧野　和紀　先生
　　　　　津山　平成27年３月12日（木）　18：00 ～ 21：00　津山保健センター
　　　　　　　　「うつ病の診断と治療について」 希望ヶ丘ホスピタル　藤原　裕章　先生
　　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」 岡山県精神科医療センター　大重　耕三　先生
　　　オ　かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　　　津山　平成26年12月20日（土）　15：00 ～ 18：00　津山慈風会記念ホール
　　　　　　　　「認知症の早期発見・早期対応」
　　　　　　　　「美作圏域における認知症疾患医療センターの果たす役割」 積善病院副院長　近藤　啓子　先生
　　　カ　病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　　〈岡山会場〉平成27年２月20日：ピュアリティまきび３階「橘」
　　　　⑴　目的　編
　　　　　　講師：川崎医科大学 精神科学教室
　　　　　　　　　川崎医科大学附属川崎病院 心療科 部長（教授）　石原　武士先生
　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　　　　　精神神経病態学（神経精神医学）　准教授　寺田　整司先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　講師：川崎医科大学 精神科学教室
　　　　　　　　　川崎医科大学附属川崎病院 心療科 部長（教授）石原　武士先生
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　〈岡山会場〉平成27年３月６日：岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　⑴　目的　編
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　　　　　精神神経病態学（神経精神医学）　准教授　寺田　整司先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　〈倉敷会場〉平成27年３月24日：倉敷ロイヤルアートホテル地下１階フィレンツェ　　　　　　　
　　　　⑴　目的　編
　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦　
　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　　　　　　精神神経病態学（神経精神医学）　准教授　寺田　整司先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦　
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　〈津山会場〉平成27年３月27日：津山市総合福祉会館「中会議室」
　　　　⑴　目的　編
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　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：川崎医科大学 精神科学教室
　　　　　　　　　川崎医科大学附属川崎病院 心療科　部長（教授）石原　武士先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　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26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。
　 　10月19日、メルパルク岡山で「岡山県腎臓病協議会設立40周年記念大会」が開催された。会員から寄付を募り、

大会助成金108万円などの支援協力を行った。
　 　平成26年９月９日付けで岡山県腎臓病協議会と岡山県医師会透析医部会の連名で伊原木岡山県知事宛に「障害

者・難病患者通院システム構築協議会」設立についての要望書を提出した。三者懇談会では、通院システムの構
築について透析患者のみならず障害者など通院困難者全体の問題として取り組んで行くことを改めて確認し、各
市町村で開催されている自立支援協議会にこの問題を提示することとした。

　 　平成26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（HD 4,561名、CAPD 214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。

　　会議／会合
　　　①　透析医部会委員会３回（５、９、１月）
　　　②　総会・懇親会（６月21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28日　アークホテル）
　　　④　施設防災責任者会議（11月20日）
　　　⑤　その他
　　研修講演会
　　　①　第15回岡山県医師会透析医部会学術講演会（７月12日　ホテルグランヴィア岡山）
　　会議・出張関係
　　　①　第15回日本透析医会災害ネット会議（６月13日　神戸）
　　　②　第19回日本透析医会透析医療保険に関する懇談会（６月13日　神戸）
　　　③　第11回中国地区災害ネットワーク連絡会議（10月25日　広島）
　　　④　岡山県腎臓病協議会40周年式典（10月19日）
　　　⑤　第２回岡山県透析保険医療懇談会（３月17日　アークホテル）
　　　⑥　その他
　　施設防災訓練
　　　①　第15回岡山県透析施設防災訓練（８月28日）
　　　②　日本透析医会主催の全国ネット防災訓練（９月１日）
　　　③　各施設の自主的防災訓練
　　その他
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　　　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（関連学会の支援）
⑽　脳神経外科部会
　①　平成27年２月７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４回岡山脳神経外科医会総会の開催について
　　　　　２）会計報告（岡山脳神経外科医会分）
　　　　　３）岡山脳神経外科医会役員（会長、副会長）について
　　　　　４）次年度開催予定
　　　　　　　会場予約：平成28年２月６日（土）、平成28年２月13日（土）
　　　　　５）次年度特別講演の希望者について
　　　　　６）次年度教育講演（関連領域）のテーマと演者について
　　　　　７）その他
　②　平成27年２月７日（土）に脳神経外科部会総会を開催した。
　　　講　演：
　　　　　１）医療連携「医療保険の問題点について」 岡山済生会総合病院脳神経外科部長　三好　康之　先生
　　　　　２）特別講演「大型脳動脈瘤に対する挑戦」　 兵庫医科大学脳神経外科教授　吉村　紳一　先生
　　　　　３）総　会
⑾　内科部会
　①　平成26年度岡山県内科医会総会　
　　　日時：５月10日　場所：岡山プラザホテル
　　　　記念講演
　　　　演題「地域包括ケアと今後の医療」
　　　　講師：厚生労働省保健局　医療課長　宇都宮　啓　先生
　　　　座長：岡山県内科医会理事 　江澤和彦
　②　岡山県内科医会・岡山県医師会内科部会　合同講演会
　　１）日時：平成26年６月７日（土）　岡山衛生会館 ５階 中ホール　
　　　　演題：「「平成26年度診療報酬改正について」
　　　　講師：中村善一先生　　
　　２）日時：平成27年１月10日（土）　岡山衛生会館　５階　中ホール　
　　　　演題：「平成26年度診療報酬掻いて改定の総括と今後の方向性」
　　　　講師：日本臨床内科医会常任理事　社会保険部医療・介護保険委員会　清水惠一郎　先生
　　３）日時：平成26年７月12（土）　岡山衛生会館 ５階 中ホール
　　　　演題：「循環器身体所見のとり方と考え方」
　　　　講師：徳島文理大学保健福祉学部臨床工科 教授　福田　信夫　先生
　　４）日時：平成26年11月29日（土）　岡山衛生会館 ５階 中ホール
　　　　演題：「知っておきたい咳嗽の話し」
　　　　講師：川崎医科大学附属川崎病院総合内科Ⅰ（呼吸器内科）教授　沖本　二郎　先生
　　５）日時：平成27年３月28日（土）　岡山衛生会館５階 中ホール
　　　　演題：「ジェネラルマインドで実践！臨床推論」
　　　　講師　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　地域医療人材育成（寄付講座）教授　片岡　仁美　先生
　③　学術講演会　
　　１）（岡山県内科医会・岡山臨床整形外科医会・帝人ファーマ株式会社）
　　　　日時：平成26年８月２日（土）　ホテルグランヴィア岡山
　　　　演題：「尿酸と血管内皮機能」
　　　　講師：広島大学原爆放射線医科学研究所 再生医科学部門 教授　東　　幸仁　先生
　　２）（共催：岡山県内科医会・武田薬品工業株式会社）
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　　　　日時：平成27年２月21日（土）　岡山プラザホテル４階　鶴鳴の間
　　　　演題：「やる気の沸いてくる糖尿病ケア」
　　　　講師：国立病院機構 京都医療センター　臨床研究センター　予防医学研究室　室長　坂根　直樹　先生
　④　その他
　　１）第32回日本臨床内科医会総会
　　　　平成26年４月13日（日）（於　東京）
　　２）第28回日本臨床内科医学会
　　　　平成26年10月12日・13日　（於　盛岡市）
　　３）委員会開催（４回）
　　　　平成26年５月10日（土）　平成26年６月14日（土）
　　　　平成26年10月４日（土）　平成27年２月21日（土）  

Ⅱ　事業目的別の部会
⑴　学校医部会（田中・國富・佐藤理事）
　①　学校医部会研修会
　　　日時：平成27年３月18日（水）19：00～20：30
　　　場所：岡山衛生会館５階　中ホール
　　　特別講演「発達障害、包括的な理解」
　　　　　　　　中国学園大学 子ども学部子ども学科　教授　荻野　竜也　先生
　②　委員会等
　　１）岡山県教育委員会と岡山県医師会との懇談会（８月27日　岡山衛生会館）
　　２）学校保健推進協議会（７月17日　丸の内会館）
　　３）岡山県学校保健研究大会（７月31日　津山文化センター）
　　４）平成26年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月24日　広島市）
　　５）平成26年度中国地区学校保健・学校医大会（８月24日　広島市）
　　６）第45回全国学校保健・学校医大会（11月８日　金沢市）
　　７ ）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６日　岡山衛生

会館）
　　８）平成26年度岡山県学校保健研修会（27年１月29日　三木記念ホール）（２月19日　丸の内会館）
　　９）平成26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
　　10）平成26年度学校保健講習会（27年２月28日　日本医師会館）
　③　日医母子・学校保健講習会
　　１）平成26年度日医母子保健講習会　平成27年２月22日　於 日本医師会館
　　２）平成26年度日医学校保健講習会　平成27年２月28日　於 日本医師会館
⑵　労災（自賠責）部会
　①　労災診療算定実務研修会
　　　岡山会場（10月20日）
　　　倉敷会場（10月21日）
　②　岡山損害保険医療連絡協議会
　　 　岡山県医師会、岡山県病院協会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構岡山自賠責損害調査事務所の四

者で自賠責保険について協議した（４月24日、７月10日、10月９日、１月８日）。
　③　日医新基準説明会
　　　岡山会場（２月19日）
　　　倉敷会場（３月５日）
　　　「日医新基準」の説明について
　　　講師：損保料率機構岡山自賠責損害調査事務所
　　　　　　医療インスペクター　荒井　藤男　氏
　　１）自賠責診療報酬基準案
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　　２）自賠責診療報酬基準案　レセプト作成の注意事項
　　３）請求事例
　　　　事例と請求誤り
　　４）普及促進と「日医新基準システム」モニター利用のご案内
　④　岡山県医師会自賠責研修会　１月24日
　　　【自賠責保険講習】
　　　　演題：自動車保険（共済）損害調査のしくみ
　　　　講師：岡山自賠責損害調査事務所　所長　亀井　敏孝　氏
　　　【学術講習】
　　　　演題：自賠責と医業類似行為
　　　　講師：厚生労働省 柔道整復療養費検討専門委員会委員
　　　　　　　愛媛県臨床整形外科医会会長　
　　　　　　　愛媛県医師会理事
　　　　　　　相原整形外科　院長　相原　忠彦　先生
⑶　産業医部会（石川会長、松山庶務担当理事、江澤理事、山本理事、佐藤理事）
　①　産業医部会委員会
　　　第１回　７月５日（土）
　　　　（報告）
　　　　１）平成26年度部会活動方針について
　　　　２）平成26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26年５月現在）
　　　　４）各地域産業保健センターの活動状況について（平成26年度事業予定等を主として）
　　　　５）岡山県地域産業保健センターの事業報告
　　　　６）岡山産業保健総合支援センターの発足、３事業一元化について
　　　　（協議）
　　　　７）３センター事業の一元化に係わる諸課題について
　　　　８）平成26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
　　　　９）その他
　　　第２回　１月10日（土）
　　　　１）産業医研修会（特定健診・保健指導研修会）の報告（11 ／２）
　　　　２）第１回岡山県地域産業保健センター全体会議（運営主幹会議）の報告（11 ／ 27）
　　　　３）第２回日医産業保健委員会（12 ／５）の報告
　　　　４）平成26年度下半期の日医認定産業医研修会日程
　　　　５）平成27年度産業医研修事業計画概要について
　　　　６）岡山県医師会産業医名簿（第５版）発行に関して
　　　　７）嘱託産業医報酬額について（協議））　　　　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26年10月16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26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26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）各地域産業保健センターの上期活動状況について
　　　　５）岡山産業保健総合支援センターの活動状況について
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　　　　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）第36回産業保健活動推進全国会議（10 ／９）の報告
　　　　８）岡山県医師会産業医名簿第５版発行の進捗状況について
　　　　９）第１回日医産業保健委員会（10 ／１）の報告
　　　　10）質疑応答
　　　　11）その他
　③　産業保健活動推進全国会議
　　　◦第36回産業保健活動推進全国会議
　　　　日時：平成26年10月９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（石川会長）　場所：日本医師会館
　　　第１回日本医師会産業保健委員会　10月１日（水）
　　　第２回日本医師会産業保健委員会　12月５日（金）
　　　第３回日本医師会産業保健委員会　１月８日（木）TV会議
　　　第４回日本医師会産業保健委員会　２月20日（金）
⑷　スポーツ医部会（石川会長・松山庶務担当理事・沼本理事）
　　【岡山県医師会】
　①　平成26年度第１回スポーツ医部会委員会　平成26年８月30日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　　講演１．「天満屋陸上部の体調管理～栄養・水分補給について」
　　　　　講師：岡山大学大学院教育学研究科教授　三村由香里先生       　
　　　　講演２．「ロコモティブシンドロームについて」19：00 ～ 20：00
　　　　　講師：川崎医科大学スポーツ外傷整形外科科学　教授
 川崎医科大学附属川崎病院　整形外科　部長　阿部　信寛　先生
　②　平成26年度第２回スポーツ医部会委員会　平成27年３月14日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　　講演１．「脊髄損傷とスポーツ」
　　　　　講師：独立行政法人労働者健康福祉機構
　　　　　　　　　吉備高原医療リハビリテーションセンター 院長　徳弘　昭博　先生 
　　　　講演２．「野球肩・肘『しょうがい』」
　　　　　講師：岡山大学院医歯薬学総合研究科 整形外科学　助教　島村　安則　先生
　　　【その他】
　　　　平成26年７月８日　平成26年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　　　平成26年12月15日　平成26年度第２回スポーツ医・科学委員会
　　　　平成27年３月10日　平成26年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　　　平成26年11月６日　おかやまマラソン実行委員会（仮称）設立総会
　　　　平成26年11月20日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会委員会
　　　　平成27年３月２日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第２回）
⑸　警察医部会
　①　警察医部会委員会及び岡山県警察協力医会理事会
　 　平成26年10月19日（日）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。26年度よ

り警察医部会委員会を再編成し、警察との更なる連携と部会の活性化を図る。第一回目となる今回は岡山県警察
協力医会理事会と同時開催とした。

　　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。
　　１）平成26年度岡山県警察協力医会総会の運営について
　　２）平成25年度会務報告
　　３）会員の異動
　　４）検視の状況
　　５）各支部の報告
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　　６）岡山県警察医部会の活性化について
　　７）都道府県医師会「警察活動に協力する医師の部会（仮称）」への参加要請
　②　岡山県警察協力医会総会
　　　平成26年10月19日（日）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　　藤田琢二先生、花房捷夫先生、三島宜哉先生、塩田哲也先生、岡田富朗先生
　　　　中国管区警察局長　　源佑一郎先生　作野和人先生
　　　特別講演
　　　　｢死亡診断と死体検案｣ 岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科法医学分野助教　三浦　雅布　先生
 　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　教授　宮石　　智　先生
　③ 　平成26年度都道府県医師会「警察活動に協力する医師の部会（仮称）」連絡協議会・学術大会が平成27年

１月10日（土）、日本医師会館で開催され、松山理事が出席した。
　④ 　平成26年度死亡時画像診断（Ai）研修会が平成27年１月31日、２月１日の２日にわたって日本医師会館で開

催され、松山理事が出席した。
⑹　勤務医部会
　①　「Welcome研修医の会」
　　　平成26年４月３日（木）　午後３時　ホテルグランヴィア岡山
　　１）「医療倫理−研究不正を考える−」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生命倫理学分野教授　　粟屋　剛先生
　　２）レセプション　NPO法人岡山医師研修支援機構と共催
　②　岡山県勤務医部会・女医部会合同総会
　　　平成26年７月５日午後２時から岡山衛生会館中ホールで開催された。
　　１）「とりだい病院のワークライフバランスへの取り組み」
 鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センター　谷口美也子　先生
　　２）「大阪府医師会における勤務医部会活動」
 大阪府医師会勤務医部会参与・日本医師会代議員　　　　　　　　　
 大阪市立大学大学院医学研究科病理病態学教授　上田真喜子　先生
　③　平成26年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成26年10月25日（土）　神奈川県　横浜ベイシェラトン＆タワーズにおいて、神奈川県担当で行われ、清

水副会長・山本博道理事・合地明理事が出席した。
　④　岡山県医師会勤務医部会委員会
　　　平成26年12月６日午後３時　岡山衛生会館中ホール
　　　（郡市地区医師会生涯教育担当理事連絡協議会と合同）
　⑤ 　岡山県医師会担当で開催した「平成25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会」の報告書を作成し、参加者に

配布した。
⑺　女医部会
　①　岡山県医師会女医部会委員会
　　 　第１回　平成26年５月10日（土）14時30分から岡山衛生会館・役員会議室で、県医師会から２名、女医部会

から11名の出席で開催された。議題は、役員改選、平成25年度事業報告、平成26年度事業計画、第８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（山陽ロードレース救護班への参加、ピン
クリボン運動、山陽新聞へのコーナー記事掲載）、保育支援事業等についてであった。

　　 　第２回　平成24年12月６日（土）15時から岡山衛生会館・図書資料室で県医師会から１名、女医部会から15
名が出席し開催された。議題は、委員の任期について、岡大MUSCATとの連携、平成27年度事業計画等につ
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26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・管理者等への講習会）
　　 　平成26年７月５日（土）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　清水副会長の挨拶の後、平成25年度事業報告、平成26年度事業計画を、勤務医部会について
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は岡山県医師会勤務医担当　清水副会長、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、鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センター　副センター長・助教の谷口美也

子先生が「とりだい病院のワークライフバランスへの取り組み」について、日本医師会勤務医委員会委員／同
男女共同参画委員会委員／大阪府医師会勤務医部会参与／大阪市立大学大学院医学研究科病理病態学教授　上田
真喜子先生が「大阪府医師会における勤務医部会活動」についてそれぞれ講演された。

　③　第10回男女共同参画フォーラム
　　 　平成26年７月26日（土）日本医師会館（大講堂）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、坂口副部会長、渡邉副部会長、松香委員、片岡委員、佐藤委員が出席した。
　　 　最初に、日本医師会長横倉義武先生が「日本医師会の男女共同参画の10年の歩み」について基調講演をされ、

その後、日本医師会男女共同参画委員会と女性医師支援センターから事業についての報告、座談会「医療界に
おける男女共同参画の推進に向けて」が行われ、最後にシンポジウム及び総合討論が行われた。

　④　大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会
　　 　平成26年９月26日（金）14時から日本医師会館大講堂で開催され、岡山県医師会から清水副会長と神﨑理事、

女医部会から片岡委員、佐藤委員、岡山大学MUSCATから勅使河原先生が出席し、日本医師会常任理事　笠
井英夫先生から日本医師会の女性医師支援に関する取り組みについて報告があった後、長崎大学、奈良県立医
科大学、東京医科大学、日本小児科学会の事例発表、日本医師会女性医師支援委員会の女性医師支援に関する
アンケート調査」の報告が行われ、最後に意見交換が行われた。

　⑤　山陽女子ロードレース救護班への参加
　　 　平成26年11月16日（日）９時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県医師会女医

部会ブースを拠点として、参加者に風疹予防のパンフレット（岡山県健康推進課作成）、乳がん・子宮頸がん
検診啓発チラシ（岡山県健康づくり財団のご協力により作成）、バンドエイドをセットした200部を配布した。
女医部会から、深田部会長、金重委員、松香委員、永山委員、片岡委員の５名が参加した。医務室の利用は１
名のみであった。

　⑥　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26年12月20日（土）15時から岡山コンベンションセンターで開催され、県医師会から石川会長、糸島副

会長、神﨑理事、女医部会委員５名が出席した。
　　 　最初に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、続いて岡山県医師会　神﨑理事より

中国四国９県の産休・育休中の代替医師確保の状況についてのアンケート調査結果の発表、中四国各県におけ
る女性医師支援活動報告があった。その後、平成27年度女性医師支援センター事業中国四国ブロック会議の担
当県及び平成26年度女性医師支援事業連絡協議会の発表県を協議の上、どちらも岡山県に決定し、最後に日本
医師会への要望について討論された。

　⑦　『2020.30』推進懇話会
　　 　第１回　平成26年10月４日（土）14時から日本医師会館小講堂で開催され、女医部会から渡邉副部会長と佐

藤委員が出席した。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。

　　 　第２回　平成27年１月30日（金）14時から日本医師会館小講堂で開催され、女医部会より佐藤委員が出席し、
「医師会が直面する問題とそれに対する取り組み」をテーマに、日本医師会横倉義武会長が「日本医師会の医
療政策」について、日本日本医師会道永麻里常任理事が「勤務医の健康支援」についてお話された後、質疑応
答が行われた。

　⑧　ピンクリボン運動（10月）
　　 　乳がん検診啓発ポスター・リーフレットを全女医部会員へ配布し、ピンクリボングッズ（ステッカー、ピン

バッジ）の販売を行った。
　⑨　女医部会報（第18、19号）の発行
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26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連絡協議会　平成26年11月１日
　　１）岡山県災害医療コーディネーターについての説明
　　　　講師：岡山県保健福祉部医療推進課　地域医療体制整備班主事　尾崎　尚樹
　　　 　災害医療コーディネーターは、岡山県医師会及び災害拠点病院から推薦を受けた、統括DMATの資格を
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持つ者及び岡山県の医療の現状に精通し、県内外の関係機関との調整等を円滑に行うことができる者として
いる。そうした考えを踏まえて、岡山県医師会から４人、統括DMATから14人、その他１人の計19人がコー
ディネーターに選出された。県医師会からのコーディネーターは、内田耕三郎（岡山市医師会）、薄元亮二（津
山市医師会）、遠藤彰（新見市医師会）と松山正春（岡山県医師会）の各先生である。②協議事項

　　　郡市等医師会災害医療コーディネーターの選任について
　　　 　岡山県災害医療コーディネート機能は、岡山県災害対策本部、保健所管轄区域での地域医療災害会議、市

町村対策本部の３層構造が理想であるが、現在のところ県と保健所管轄区域の二層構造で行われる。いずれ
にしても、郡市等医師会会長または救急担当理事がコーディネート機能を発揮すべきであると考えているの
で、どうかよろしくお願いする。

　　２）救急医療研修会
　　　　連絡協議会の中で標記研修会を併催した。
　　　　　演題：「救急医療とドクターヘリ」
　　　　　講師：川崎医科大学救急医学教室　教授　荻野　隆光
　②　都道府県救急災害医療担当理事連絡協議会　平成26年９月18日
　　１）救急医療を巡る諸問題について 日本医師会常任理事　石井　正三
　　２）メディカルコントロール体制強化と地域連携について
 厚生労働省医政局地域医療計画課　救急・周産期医療対策室長　西嶋　康浩
　　３）救急医療について（MC体制の強化と地域連携）～「救急」に係る消防庁施策の動向～
 消防庁消防・救急課救急企画室　救急専門官・課長補佐　寺谷　俊康
　③　日本医師会救急災害医療対策委員会
　　１）日本医師会第１回救急災害医療対策委員会　平成26年10月24日
　　２）日本医師会第２回救急災害医療対策委員会　平成27年１月23日
　　３）日本医師会第３回救急災害医療対策委員会　平成27年３月13日
　④　平成26年度第１回都道府県災害医療コーディネート研修　　　　　　　　　　　　
　　 　都道府県災害医療コーディネート研修が、９月６日から３日間に渡って日本医師会３階小講堂で開催された。

本研修の目的は、都道府県庁の災害対策本部内の医療本部内における、医療調整班の立ち上げとその運用に関
する知見を習得し、議論により課題を明確にし、所属の都道府県における災害医療体制の改善を図ることであ
る。併せて緊急時行動計画の策定に関する知見を習得する。今回の研修には、和歌山県、岡山県、広島県、山
口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県から合計47人が参加した。職種
は、DMAT隊員、県医師会員、大学救急医学教室等からの医師、各県から救急災害担当職員であった。

　　 　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　救急医療研修会
　　１）ICLSコース　　　　　　　　　　　　　　平成26年11月３日、平成27年２月15日
　　２）第９回市民のための救命講習会　　　  　平成26年11月３日
　　３）第４回BDLS岡山プロバイダーコース　　平成26年８月31日　
　　４）第２回ADLS岡山プロバイダーコース　　平成26年10月18日、19日
　　　 　ADLSプロバイダーコースの地方開催は岡山県のみでありコース運営には、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ている。

　　　 　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。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。

　⑥　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26年６月２日
　　２）救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ　　　　　　　　
　　　　第２回検討会　平成26年10月８日
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　　３）平成26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５月30日～６月１日
　　４）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３回検討会　　平成27年１月27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27年３月26日
　⑦　医療審議会
　　　岡山県医療審議会（救急医療対策部会）平成26年７月８日、平成27年２月19日
　⑧　岡山救急医療研究会
　　１）岡山救急医療研究会平成26年度第１回幹事会　　平成26年７月17日
　　２）岡山救急医療研修会第16回学術総会   平成26年11月８日
　⑨　防災訓練
　　１）平成26年度総合防災訓練　平成26年８月31日
　　２）南海トラフ大地震を想定した衛星利用実証実験：テレビ会議平成26年12月10日
　　　 　南海トラフ大地震を想定し、衛星を利用した実証実験が12月10日午後１時から、宇宙航空研究開発機構

（JAXA）と情報通信研究機構（NICT）の協力により日医会館で行われた。全国の都道府県医師会がテレビ
会議システムで結ばれ、本会から担当の松山理事が参加した。20XX年12月10日、23時、高知県室戸岬沖を
震源とするM9.0の地震が発生、徳島、高知県に大規模津波が発生するとともに建物、ライフライン、人的
に甚大な被害が出たとの想定。通常のインターネット環境が機能停止したため超高速インターネット衛星「き
ずな」の送受信アンテナを徳島、高知、広島の各県医師会館に設置。各医師会間での情報の共有、JMATの
派遣による被災地の支援体制の一体感を体験するのが狙い。この日は、災害が発生した際の日医・被災医師
会間での協議、日医から都道府県医師会ヘのJMAT派遣要請、被災医師会からの現地報告など“その時”に
備え、日医と都道府県医師会とがテレビ会議を通じて確認した。岡山県医師会は、福岡県、兵庫県医師会と
ともにJMAT派遣医師会に指定。松山理事は、本番さながらにビブスを着用、「南海トラフ大地震が発生し
た際には岡山県医師会は迅速に支援出動する。『DMAT』は２チームを結成して対応している」と日医から
の問い掛けに答えた。

　　３）平成26年度岡山空港航空機事故総合訓練　平成27年２月17日
　⑩　DMAT
　　１）平成26年度おかやまDMAT運営協議会　平成26年８月21日
　⑪　ドクターヘリ
　　１）平成26年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成26年８月28日
　　２）平成26年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成26年３月19日
　⑫　その他
　　１）第30回日本救急医学会中国四国地方会評議会　平成26年５月23日
　　２）県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会　平成26年８月７日
⑼　有床診療所部会
　　有床診療所部会
　　　５月12日　　　　岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　７月19日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成26年度役員会（岐阜）
　　　７月19日～20日　第27回全国有床診療所連絡協議会総会（岐阜）
　　　10月11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）
　　　平成27年
　　　１月25日　　　　第２回岡山県医師会有床診療所部会委員会（応接室）
　　　１月25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）
　　　２月26日　　　　有床診療所スプリンクラー設置補助申請の説明会
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⑽　地域包括ケア部会
　 　岡山県医師会では、介護保険部会を発展的に改組し、『地域包括ケア部会』を常設部会として新設した。地域

包括ケアでは、保険者や自治体の進める地域包括ケアシステムの構築に関する基本方針が、同一の目的の達成た
めに、地域内の専門職や関係者が共有される状態、即ち、「規範的統合」を推進することが重要とされている。
岡山県にも色々な特色のある地域が存在し、各地域に馴染む地域包括ケアシステムの構築が急務となっている。
郡市等地区医師会がリーダーシップを発揮し、一歩踏み出すことによって、各地域の地域包括ケアが前進し、「規
範的統合」も推進する。『地域包括ケア部会』としては、岡山県の郡市等地区医師会が積極的に地域包括ケアシ
ステムの構築に取り組めるよう最大限サポートし、オール岡山で取り組む。

　 　「地域包括ケア部会」においては、会員皆様の意見を結集し、地域包括ケアの推進へ向けた積極的な活動を展
開できればと考えている。地域包括ケア部会のキックオフとなる今年度第１回会議は、平成26年９月13日に開催
をした。

　①　地域包括ケア部会会議　９月13日
　　　今年度の地域包括ケア部会の運営について
　　　「在宅医療を担う医療機関の人材育成事業」実施要領
　　１）在宅医療及び介護等多職種との連携に関する研修会
　　　　会議内容：順次部員、地区委員からの報告発表
　　　ア　現状と課題の把握、成功・失敗事例の把握
　　　イ　実践的な改善策の提案
　　２）在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所の現状と課題等に関する検討
　　　 　県内各ブロック（岡山、倉敷、備前、備中、美作）単位で在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所の担当

者出席のもと会議開催
　　　（郡市地区医師会と連携）
　　　ア　在宅医療の各ブロックの実績集計
　　　イ　医療・介護連携の各ブロックの実態、
　　　ウ　現状と課題の把握、成功・失敗事例の把握
　　　エ　実践的な改善策の提案等
　　　オ　新たなる財政支援制度（基金）について
　　　　◦在宅医療
　　　　◦かかりつけ医の養成・確保する事業について
　②　地域包括ケア部会設立記念講演会
　　　待ったなし！地域包括ケア−急性期・慢性期医療から介護までオール岡山総力を挙げて−
　　　　平成26年12月13日：岡山衛生会館三木記念ホール
　　　　主催：岡山県医師会・岡山県介護保険関連団体協議会
　　　　　第１部　シンポジウム
　　　　　　１）地域包括ケアの実現に向けて 小出　尚志　先生
　　　　　　２）認知症を切り口にした地域ケアネットワークの構築 作本　修一　先生
　　　　　　３）地域包括ケアシステムが老人保健施設を活用する方法 藤本　宗平　先生
　　　　　　４）地域のために“打つ手を尽くす”！ 中溝　善久　氏　
　　　　　　５）地域包括ケアの実現に向けて 訪問看護の立場から 菅﨑　仁美　氏　
　　　　　　６）地域包括ケアシステムの中での通所介護の役割 清水　芳可　氏　
　　　　　　７）地域包括ケアの実現に向けて ケアマネジャーの実状と課題 佐藤呼津恵　氏　
　　　　　第２部　特別講演
　　　　　　進化を続ける地域包括ケア−医療介護総合確保促進に向けて−
 慶応義塾大学　名誉教授　田中　　滋　先生
　③　地域包括ケア部会会議・地域包括ケア部会設立記念講演会　
　　　平成27年２月７日　ホテルグランヴィア岡山４F　フェニックス
　　１）他団体委員の加入について
　　２）来年度の活動計画について
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　　　ア　地域包括ケア部会　会議開催について　
　　　イ　地域包括ケアコーディネーター配置（2014年度基金事業）
　　　　　４月以降必要に応じて専任、専従を行う。
　　　ウ　市町担当者・郡市地区医師会地域包括ケア協同推進支援事業
　　　　　（在宅医療を担う医療機関の人材育成事業）
　　　エ　岡山県医師会かかりつけ医認定事業（2014年度基金事業）
　　　　　認定システム（要綱）の作成、プライマリ・ケア部会と共同で開催
　　　オ　岡山地域包括ケア・地域医療構想研究会設置
　　　　◦県医師会のシンクタンク機能とする。
　　　　◦有識者のアドバイザー専任・国・県等行政の政策共有、現状と課題の報告
　　　　◦急性期・亜急性期／回復期・慢性期医療連携、在宅医療推進、医療介護連携促進等
　　　　◦医療・介護アクセスの検討
　　　　◦在宅医療グループ診療体制構築推進に向けた提言
　　　　◦当部会への報告・提案等
　　　カ　講演会開催
　　　　　　講師：厚生労働省医政局・保険局
　　　キ　必要に応じて事業を実施
　　　　　地域包括ケア部会設立記念講演会
　　　　　　演題　今後の医療保険政策の動向
　　　　　　講師　厚生労働省大臣官房　企画官（保険局医療課併任）　佐々木　健　先生　　
　④　在宅医療を本音で語る懇談会～在宅医療の光と影を検証する～
　　　平成27年１月29日　岡山会場　ピュアリティまきび３階「橘」
　　　平成27年２月５日　津山会場　津山鶴山ホテル
　　　◦行政の立場から　 岡山県保健福祉部医療推進課長　則安　俊昭
　　　◦医療提供の立場から　 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　◦意見交換
　⑤　岡山県医師会介護保険部会と岡山県介護支援専門員協会との懇談会
　　　平成26年５月31日　ピュアリティまきび
　　◦岡山県介護支援専門員協会から岡山県医師会への提案・質問・要望について
　　◦岡山県医師会から岡山県介護支援専門員協会への質問・要望等
　　　○臨時岡山県医師会介護保険部会
　　　　地域包括ケア部会を設立することの説明
　⑥　主治医意見書研修会
　　　〈新見医師会〉平成27年２月４日
　　　〈浅口医師会〉平成27年２月20日
　　　　主治医意見書の書き方研修会並びに浅口医師会・浅口介護支援専門員連絡協議会　合同研修会
　　　〈岡山県医師会〉平成27年３月１日　介護報酬改定講演会
　　　　演題：地域包括ケアシステム構築推進と平成27年度介護報酬改定
　　　　講師：厚生労働省老健局老人保健課長　迫井　正深　先生
　　　〈津山市医師会〉平成27年３月２日
　⑦　かかりつけ医機能強化研修会～第２回　日本医師会　在宅医リーダー研修会～　　　
　　 　かかりつけ医機能強化研修会～第２回日本医師会在宅医リーダー研修会～が、10月13日、超高齢社会を迎え

ている中で、在宅でも医療が適切に受けることができる体制を構築し、かかりつけ医を支援することを目的と
して日医会館大講堂で開催された。

　　 　また、同日テレビ会議システムを利用して岡山コンベンションセンター、地域医療人育成センターおかやま
（MUSCAT CUBE）で「地域包括診療加算、地域包括診療料の施設基準の要件に係る研修会」を両会場で開
催した。

　⑧　日本医師会介護保険委員会
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　　　日本医師会第１回介護保険委員会　11月５日
　　　日本医師会第２回介護保険委員会　１月14日
　　　日本医師会第３回介護保険委員会　３月25日
　⑨　岡山県介護保険制度推進委員会
　　　第１回岡山県介護保険制度推進委員会　８月11日
　　　第２回岡山県介護保険制度推進委員会　10月28日
　　　第３回岡山県介護保険制度推進委員会　12月17日
　　　第４回岡山県介護保険制度推進委員会　２月20日
　　　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26日
　⑩　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平成26年度総会及び幹事会　６月23日
　　　岡山県介護保険関連団体協議会総会　７月３日
　⑪　訪問看護ステーション連絡協議会
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第１回理事会　５月22日
　　　平成26年度岡山県訪問看護推進協議会・訪問看護啓発懇談会　７月15日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第２回理事会　８月28日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会　11月27日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第４回理事会　２月12日
　⑫　その他
　　　全国在宅医療推進協会第14回市民公開講座
　　　平成26年７月６日：岡山衛生会館三木記念ホール
　　　第１部　記念講演　　　　
　　　　演題　自分らしい旅立ちを設計しませんか！
　　　　講師　医療法人よつば会 ながい内科クリニック院長　永井　宏先生　　　　　　
　　　第２部　１．シンポジウム
　　　　①　看取りまで支える在宅医療～自分らしい最期を迎えるために～ 佐藤医院院長　佐藤　涼介　先生
　　　　②　よりよい時を過ごすために～訪問看護にできること～　
 岡山訪問看護ステーション看護協会主任　佐山　純子　氏　
　　　　③　看取りにおけるケアマネジャーの役割 おちあい居宅介護支援事業所　土屋　幸子　氏　
　　　　④　小規模多機能施設でのご家族と職員での看取り～ありがとう～
 小規模多機能型介護施設マザーズ　安藤　民子　氏　
　　　　⑤　夫を在宅で看取って 寺岡　可江　氏　
⑾　プライマリ・ケア部会（江澤・佐藤・田中理事）
　　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26年８月17日（日）14：00 ～　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　「環境放射線とその県境影響」 公益財団法人放射線影響研究所 理事長　大久保利晃
　　◦認知症
　　　平成26年９月６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⑸
　　　　「認知症の初期集中支援のあり方」 兵庫県立大学大学院経営研究科　教授　筒井　孝子
　　◦実践シンポジウム
　　　平成27年１月12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とプライマリ・ケア
　　　　　　　　　～新たな制度改革の中でこれから地域をどう支えるか？」
　　　　基調講演「地域包括ケアシステムの課題」 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科　教授　増田　雅暢
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　　　　【シンポジウム】
　　　　テーマ「これからの地域包括ケアを考える」
　　　　　①　岡山市保健福祉局医療政策推進課 地域ケア総合推進センター設置準備室室長　小野克美昭 
　　　　　②　岡山県介護支援専門員協会 事務局長　髙塚　賢士 
　　　　　③　岡山プライマリ・ケア学会役員　木村丹
　　　　　　　「人口12,000人の町で取り組む地域包括ケア」 
　　　　　④　総社市社会福祉協議会 事務局長　佐野裕二 
　　◦研修会
　　　平成27年２月21日（土）　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　テーマ「居住系施設での幸せな看取り」
　　　　基調講演「介護施設での幸せな看取り」 岡山大学大学院保健学研究科　教授　松岡　順治
　　　【シンポジウム】
　　　　　①　㈱アイリーフ 愛ファミリー天瀬　施設長　平谷のり子 
　　　　　②　サービス付き高齢者向け住宅 アップルウッド西大寺　施設長代理　櫻井　謙治 
　　　　　③　グループホームこまくさ 管理者　山下　洋子
　　　【グループワーク】
　　　　　④　岡山プライマリ・ケア学会第22回学術大会
　　　　　　　平成27年３月21日（土・祝）　岡山衛生会館５階　中ホールほか　
　　　　テーマ：地域包括ケアシステムの構築　～最期まで住み慣れたまちで生きる～
　　　　記念講演：「幸福な長寿社会を実現するために～克服すべき課題とその解決法～」
 岡山県プライマリ・ケア学会 役員　岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭 
　　　　　⑤　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　９月　開催
　　　　　　　浅口市　　　　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26年度は下記２名に授与された。平成26年12月６日に授与式、平成27年１月24日に三木記念ホールで受

賞講演が行われた。
　①　「進行期肺腺癌におけるXAGE1（GAGED2a）免疫と予後との関連」
 川崎医科大学呼吸器内科学講座　講師　大植　祥弘
　②　「欠陥内治療時代における高齢者に対する弓部全置換術の検討」
 心臓病センター榊原病院心臓血管外科　外科主任医長　平岡　有努

４．地域医療・保健対策に関する事項

⑴　特定健診・特定保健指導
　　昨年と同様、被用者保険及び岡山県医師国民健康保険組合と集合契約を行った。
⑵　精密検診従事者講習会
　◦消化管検診研究会講演会（日医生涯教育講座）
　　①　日　時：平成26年８月30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
　　　　　１）｢胃Ｘ線検診の現状と今後｣ 東京都がん検診センター　消化器内科医長　小田　丈二　先生
 座長　草加病院院長　草加　勝康　　　
　　　　　２）｢がん対策としての大腸がん検診の現状と展望｣
 国立がん研究センター　がん予防・検診研究センター　斎藤　　博　先生
 座長　岡山大学病院光学医療診療部教授　岡田　裕之　　　
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　　②　日　時：平成27年２月22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）「胃がん・大腸がん検診−現状と今後」  川崎医科大学消化管内科学講師　鎌田　智有　先生
　　　　　２）「医療をかえるCTコロノグラフィー」 川崎医科大学消化管内科学講師　松本　啓志　先生
　　　　　３）「ABC評価とピロリ菌感染−知っておきたい知識と目指すもの」
 川崎医科大学 総合臨床医学教室准教授　井上　和彦　先生
　◦胸部疾患診断研究会（日医生涯教育講座）
　　　日　時：平成27年３月７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推進課参事　山野井尚美　先生
　　１）「肺がん検診の昨今の話題／精度管理から低線量CT検診まで」
 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター　　　
 がん予防情報センター 疫学予防課長　中山　富夫　先生
　　２）「肺がん治療の進歩−分子標的治療の展開−」
 帝京大学医学部　内科学講座腫瘍内科 病院教授　関　　順彦　先生
⑶　乳がん検診講習会　
　①　平成26年４月26日（土）：岡山衛生会館　三木記念ホール
　　　「乳がんリスクからみた簡単な疫学と初めての画像検査」 水島協同病院　外科医長　石部　洋一
　②　平成26年６月14日（土）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　「乳がん検診の現状　−受診率の向上に向けて−」 岡山大学　乳腺・内分泌外科教授　土井原博義
　③　平成26年８月９日（土）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　「乳がん検診と超音波検査」 川崎医科大学　総合外科学教室　准教授　中島　一毅
　④　平成26年８月29日（金）：津山市医師会　津山保健センターホール
　　　「乳がん検診と画像診断」 岡山済生会総合病院　診療部長（放射線科）　石原　節子
　⑤　平成26年10月18日（土）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　「１）乳癌診療における最近のキーワード
　　　　２）ある乳腺外科医の乳房触診について」
 岡山赤十字病院　副院長（兼）乳腺・内分泌外科部長　辻　　尚志
　⑥　平成26年12月14日（日）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　「乳癌検診の現況」 岡山済生会総合病院　診療部長（放射線科）　石原　節子
　⑦　平成27年２月７日（土）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　「乳癌～最近の動向と検診」 川崎医科大学附属病院　病院長　園尾　博司
⑷　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「血液疾患」をテーマに取り上げた。
　①　平成27年１月21日（水）津山鶴山ホテル（19名）
　　１）「新たな難病対策の概要について」 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　古好　正徳
　　２）「血液疾患の診断と治療−特定疾患を中心に−」 岡山大学病院輸血部 講師　藤井　伸治
　②　平成27年１月27日（火）倉敷スイートホスピタル（16名）
　　１）「新たな難病対策の概要について」 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　古好　正徳
　　２）「血液領域の特定疾患の診断と治療」 倉敷中央病院 血液内科 主任部長　上田　恭典
　③　平成27年２月17日（火）岡山衛生会館（39名）
　　１）「新たな難病対策の概要について」 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　古好　正徳
　　２）「血液疾患の診断と治療−特定疾患を中心に−」 岡山大学病院輸血部　講師　藤井　伸治
⑸　肝疾患対策事業
　①　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
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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）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）
　　　日時：平成27年２月８日（日）　14：00 ～ 16：00
　　　会場：津山市医師会　津山保健センターホール
　　　　　　津山市椿高下114　Tel：0868−22−2168
　　　演題・講師
　　　　ア　「肝炎ウイルス陽性者の現状」  津山中央病院　内科副部長　高山　裕基　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～」 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　　榛川　亜紀子　氏　
　　　　エ　参加人数：30名
　　２）第15回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　　日時：平成27年３月８日（日）13：00 ～ 15：00
　　　場所：ピュアリティまきび
　　　演題・講師
　　　　ア　「肝細胞癌の画像診断と治療」 岡山大学病院　消化器内科　教授　大西　秀樹　先生
　　　　イ　「Ｃ型肝炎セロタイプ２型の新しい治療」 川崎医科大学　肝胆膵内科　講師　仁科　惣治　先生
　　　　ウ　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
　　　　　　平成26年11月19日　ピュアリティまきびにて開催され、糸島副会長が出席した。
⑹　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　①　〈倉敷医師会〉平成27年２月19日：倉敷市休日夜間急患センター
　　１）演題　「うつ病の診断と治療について」
　　　　講師　耕野　敏樹先生（岡山県精神科医療センター）
　　２）演題　「思春期精神疾患の診断と対応について」　
　　　　講師　牧野　和紀先生（岡山県精神科医療センター）
　②　〈津山市医師会〉平成27年３月12日：津山保健センター
　　１）演題　「うつ病の診断と治療について」
　　　　講師　藤原　裕章先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　　２）演題　「思春期精神疾患の診断と対応について」　
　　　　講師　大重　耕三先生（岡山県精神科医療センター）
⑺　発達障害児（者）支援医師研修事業
　①　事例検討会　「広汎性発達障害青年事例」
　　　『長いひきこもりとホームレス後、就労し単身生活をおくる20歳代男性の一例』
　　　平成27年２月12日：岡山県精神科医療センターサンクトホール
　　　事例発表
　　　　１）ホームレス支援 NPO法人「岡山・ホームレス支援きずな」　豊田佳菜枝　氏　
　　　　２）診断 岡山県精神科医療センター　医師　来住　由樹　先生
　　　　３）就労準備 岡山県精神科医療センター　臨床心理士　西村　大樹　氏　
　　　　４）就労 岡山障害者職業センター　職業カウンセラー　松澤　康平　氏　
　　　　５）生活支援 岡山県精神科医療センター訪問看護師　石神　弘基　氏　
　②　成人期の発達障害
　　　平成27年２月22日：アークホテル岡山　３階「牡丹」　
　　　　１）ASD問題の診断と支援 演者　岡山県精神科医療センター　来住　由樹
　　　　２）ADHD問題の診断と支援 演者　長崎大学精神科准教授　今村　　明
　③　小中学生の学習障害（LD）の診断と支援　
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　　　平成27年３月15日：ピュアリティまきび　３階「橘」
　　１）読み書き障害の臨床 演者　岡山大学病院小児神経科助教　岡　　牧郎
　　２）認知特性に応じた学習支援 演者　なのはなクリニック・あかり塾　清水久仁子
⑻　岡山県医師会糖尿病対策推進協議会
　①　糖尿病県民公開講座『糖尿病をよく知ろう～新たな時代の糖尿病医療～』
　　 　平成26年11月23日（日）11：00 ～ 16：00　岡山衛生会館「三木記念ホール」「中ホール、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
　　　ア　【基調講演】「ここまで進歩した糖尿病治療」
 近畿医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科主任教授　池上　博司
　　　イ　【講演１】「誰でも出来る糖尿病食のこつ」
 岡山大学病院 臨床栄養部 副部長 栄養管理室 室長　坂本八千代
　　　ウ　【講演２】「糖尿病と生活習慣」 香川大学医学部衛生学 准教授　宮武　伸行
　　　エ　【特別講演】「糖尿病と認知症」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学 教授　阿部　康二
　　　オ　【質問タイム】
　②　糖尿病研修会
　　 　総合管理医療機関認定・更新研修会を開催ブロック郡市地区医師会、岡山県医師会、岡山県医師会糖尿病対

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（医師対象）
　　　　「糖尿病の診断と治療について」 岡山大学病院新医療研究開発センター教授　四方　賢一
　　　Ｂ講座（医師対象）
　　　　「糖尿病の合併症治療等について」 岡山大学病院糖尿病センター助教　利根　淳仁
　　１）平成26年10月９日（木）岡山衛生会館
　　２）平成26年10月30日（木）津山鶴山ホテル
　③　岡山県糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業への協力
　④　世界糖尿病デー啓発活動への賛同
　⑤　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
⑼　各種協議・研究会
　①　Ａ．全国有床診療所連絡協議会
　　　５月12日　　　　岡山県有床診療所協議会火災対策小委員会（役員会議室）
　　　７月19日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成26年度役員会（岐阜）
　　　７月19日～20日　第27回全国有床診療所連絡協議会総会（岐阜）
　　　10月11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）
　　　平成27年
　　　１月25日　　　　第２回岡山県医師会有床診療所部会委員会（応接室）
　　　１月25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）
　　　２月26日　　　　有床診療所スプリンクラー設置補助申請の説明会
　②　平成26年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
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　　 　平成26年10月25日（土）　神奈川県　横浜ベイシェラトン＆タワーズにおいて、神奈川県担当で行われ、清
水副会長・山本博道理事・合地明理事が出席した。

　③　卒後臨床研修対策
　　　平成26年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
　　 　平成26年10月10.11.12日、倉敷中央病院に於いて、VHJ機構の主催、岡山県医師会、倉敷中央病院、NPO法

人岡山医師研修支援機構の共催により開催した。参加者：31名
　④　その他
　　１）感染症予防対策
　　　ア 　定期予防接種の全県的相互乗り入れ制度の継続及び新型インフルエンザ、子宮頸がんワクチン接種の県

内相互乗り入れ：平成15年４月１日よりこの相互乗り入れ制度が実現し、平成26年度もこの制度が継続し
ている。平成26年10月１日より、水痘、高齢者用肺炎球菌ワクチン接種が定期予防接種に追加となる。

　　　　◦平成27年３月１日～７日　子ども予防接種週間
　　　　◦「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る研修会」
　　　　　日時：平成27年２月28日（土）14：00 ～ 16：30
　　　　　場所：ピュアリティまきび
　　　　　　ⅰ 　「国による『ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る地域におけ

る診療体制の整備』について」
 岡山県保健福祉部健康推進課 感染症対策班　副参事　安藤　恭治
　　　　　　ⅱ　「予防接種の基本的知識について」 岡山ろうさい病院　院長　森島　恒雄
　　　　　　ⅲ 　「子宮頸がん、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する基本的知識及び最新の知見に

ついて」 川崎医科大学　産婦人科学教室１　教授　中村　隆文
　　　　　　ⅳ　「慢性の痛み又は運動障害等に対する診療について」
 岡山大学病院 医療安全管理部／整形外科（いたみ医学研究情報センター医師）助教　鉄永　倫子
　　　イ　平成26年度岡山県麻しん風しん対策会議
　　　　　平成26年６月４日　生涯学習センターにて開催され、國富理事が出席した。
　　　ウ　平成26年度第１回岡山県立学校結核対策委員会、岡山大学教育学部付属学校結核対策委員会
　　　　　平成26年６月13日　健康づくり財団にて開催され、國富理事が出席した。
　　　エ　日本医師会・日本医学会合同シンポジウム「子宮頸がんワクチンについて考える」
　　　　　平成26年12月10日　日本医師会館にて開催され、國富・田淵理事が出席した。
　　　オ　平成26年度岡山県結核対策連携会議
　　　　　平成26年12月17日　ピュアリティまきびにて開催され、國富理事が出席した。
　　　カ　平成26年度岡山県感染症対策委員会
　　　　　平成26年12月19日　岡山衛生会館中ホールにて開催され、石川会長、國富・田淵理事が出席した。
　　　キ　平成26年度第２回岡山県立学校結核対策委員会、岡山大学教育学部付属学校結核対策委員会
　　　　　平成27年１月19日　健康づくり財団にて開催され、國富理事が出席した。
　　　ク　平成27年２月20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
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。

　　　ケ　平成26年度岡山県麻しん風しん対策会議
　　　　　平成27年３月19日　ピュアリティまきびにて開催され、國富理事が出席した。
　　２）公害保健
　　　 　「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24年度末に38,767
人、平成25年度末に37,273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24年度末の県内認定者数
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は、備前市46人、玉野市32人、倉敷市1,240人。平成25年度末には、備前市43人、玉野市30人、倉敷市1,190人。
若干の減少がみられる。平成26年度の備前保健所での審査会には、中田会長、藤田副会長のもと年度８回審
査会が開催された。

　　３）へき地医療支援（合地理事）
　　　ア　平成26年度第１回へき地勤務医師等医療研修会
　　　　　日時：平成27年１月31日（土）　15：00 ～
　　　　　場所：サンピーチOKAYAMA　３Ｆピーチホール
　　　　　　１．開会
　　　　　　２．あいさつ
　　　　　　３．研修〈テーマ：キャリア形成とへき地医療〉
　　　　　　　⑴　講演　座長：岡山済生会総合病院　石原辰彦
　　　　　　　　１）若い時期にへき地診療に従事する意義～義務期間を明けて、今思うこと～
 大阪市立大学医学部附属病院脳神経外科病院　講師　後藤　浩之　先生
　　　　　　　　２）地域医療のやりがい～早い時期の診療所勤務で感じたこと～
 社会医療法人哲西会哲西町診療所　所長　鈴木　忠広　先生
　　　　　　　　３）34年間の医師人生を振り返って
 岡山済生会総合病院　特任副院長・救急センター長　藤原　俊文　先生
　　　　　　　⑵　御案内　
　　　　　　　　　岡山大学MPHコースについて 岡山大学医療教育統合開発センター　中瀬　克己　先生
　　　　　　　⑶　特別講演　座長：岡山済生会総合病院　塩出純二
　　　　　　　　　演題「災害初期対応」および「田舎で楽しく医者をやる方法」
　　　　　　　　　演者　医療法人社団健育会西伊豆病院病　院長　仲田和正先生
　　　　　　４．閉会
　　　　イ　平成26年度第２回岡山県へき地医療支援会議
　　　　　　日時：平成27年２月５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．会長及び副会長の選出
　　　　　　　　　　会　長　谷本光音（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　科長）
　　　　　　　　　　副会長　糸島達也（岡山県地域医療支援センター　センター長）を選出
　　　　　　　　５．議事
　　　　　　　　　⑴　平成25年度へき地医療支援機構事業の実績について
　　　　　　　　　⑵　平成26年度へき地医療支援機構事業の実施状況について
　　　　　　　　　⑶　その他
　　４）卒後臨床研修対策（糸島副会長・山本博理事）
　　　ア　平成26年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
　　　　　 平成26年10月10.11.12日、倉敷中央病院に於いて、VHJ機構の主催、岡山県医師会、倉敷中央病院、

NPO法人岡山医師研修支援機構の共催により開催した。参加者：31名

５．地域福祉対策に関する事項

⑴　介護保険
　 　岡山県医師会では、介護保険部会を発展的に改組し、『地域包括ケア部会』を常設部会として新設した。地域

包括ケアでは、保険者や自治体の進める地域包括ケアシステムの構築に関する基本方針が、同一の目的の達成の
ために、地域内の専門職や関係者が共有される状態、即ち、「規範的統合」を推進することが重要とされている。
岡山県にも色々な特色のある地域が存在し、各地域に馴染む地域包括ケアシステムの構築が急務となっている。
郡市等地区医師会がリーダーシップを発揮し、一歩踏み出すことによって、各地域の地域包括ケアが前進し、「規
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範的統合」も推進する。『地域包括ケア部会』としては、岡山県の郡市等地区医師会が積極的に地域包括ケアシ
ステムの構築に取り組めるよう最大限サポートし、オール岡山で取り組む。

　 　「地域包括ケア部会」においては、会員皆様の意見を結集し、地域包括ケアの推進へ向けた積極的な活動を展
開できればと考えている。地域包括ケア部会のキックオフとなる今年度第１回会議は、平成26年９月13日に開催
をした。

　①　地域包括ケア部会会議　９月13日
　　　今年度の地域包括ケア部会の運営について
　　　「在宅医療を担う医療機関の人材育成事業」実施要領
　　１）在宅医療及び介護等多職種との連携に関する研修会
　　　　会議内容：順次部員、地区委員からの報告発表
　　　ア　現状と課題の把握、成功・失敗事例の把握
　　　イ　実践的な改善策の提案
　　２）在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所の現状と課題等に関する検討
　　　 　県内各ブロック（岡山、倉敷、備前、備中、美作）単位で在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所の担当

者出席のもと会議開催
　　　（郡市地区医師会と連携）
　　　ア　在宅医療の各ブロックの実績集計
　　　イ　医療・介護連携の各ブロックの実態、
　　　ウ　現状と課題の把握、成功・失敗事例の把握
　　　エ　実践的な改善策の提案等
　　　オ　新たなる財政支援制度（基金）について
　　　　◦在宅医療
　　　　◦かかりつけ医の養成・確保する事業について
　②　地域包括ケア部会設立記念講演会
　　　待ったなし！地域包括ケア−急性期・慢性期医療から介護までオール岡山総力を挙げて−
　　　平成26年12月13日：岡山衛生会館三木記念ホール
　　　主催：岡山県医師会・岡山県介護保険関連団体協議会
　　　第１部　シンポジウム
　　　１）地域包括ケアの実現に向けて 小出　尚志　先生
　　　２）認知症を切り口にした地域ケアネットワークの構築 作本　修一　先生
　　　３）地域包括ケアシステムが老人保健施設を活用する方法 藤本　宗平　先生
　　　４）地域のために“打つ手を尽くす！” 中溝　善久　氏　
　　　５）地域包括ケアの実現に向けて 訪問看護の立場から 菅﨑　仁美　氏　
　　　６）地域包括ケアシステムの中での通所介護の役割 清水　芳可　氏　
　　　７）地域包括ケアの実現に向けて ケアマネジャーの実状と課題 佐藤呼津恵　氏　
　　　第２部　特別講演
　　　　進化を続ける地域包括ケア−医療介護総合確保促進に向けて−
 慶応義塾大学　名誉教授　田中　　滋　先生
　③　地域包括ケア部会会議・地域包括ケア部会設立記念講演会　
　　　平成27年２月７日　ホテルグランヴィア岡山４F　フェニックス
　　１）他団体委員の加入について
　　２）来年度の活動計画について
　　　ア　地域包括ケア部会　会議開催について　
　　　イ　地域包括ケアコーディネーター配置（2014年度基金事業）
　　　　　４月以降必要に応じて専任、専従を行う。
　　　ウ　市町担当者・郡市地区医師会地域包括ケア協同推進支援事業
　　　　　（在宅医療を担う医療機関の人材育成事業）
　　　エ　岡山県医師会かかりつけ医認定事業（2014年度基金事業）
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　　　　　認定システム（要綱）の作成、プライマリ・ケア部会と共同で開催
　　　オ　岡山地域包括ケア・地域医療構想研究会設置
　　　　◦県医師会のシンクタンク機能とする。
　　　　◦有識者のアドバイザー専任・国・県等行政の政策共有、現状と課題の報告
　　　　◦急性期・亜急性期／回復期・慢性期医療連携、在宅医療推進、医療介護連携促進等
　　　　◦医療・介護アクセスの検討
　　　　◦在宅医療グループ診療体制構築推進に向けた提言
　　　　◦当部会への報告・提案等
　　　カ　講演会開催
　　　　　講師：厚生労働省医政局・保険局
　　　キ　必要に応じて事業を実施
　　　　　地域包括ケア部会設立記念講演会
　　　　　演題　今後の医療保険政策の動向
 講師　厚生労働省大臣官房　企画官（保険局医療課併任）　佐々木　健　先生
　④　在宅医療を本音で語る懇談会～在宅医療の光と影を検証する～
　　　平成27年１月29日　岡山会場　ピュアリティまきび３階「橘」
　　　平成27年２月５日　 津山会場　津山鶴山ホテル
　　◦行政の立場から　 岡山県保健福祉部医療推進課長　則安　俊昭
　　◦医療提供の立場から　 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　◦意見交換
　⑤　岡山県医師会介護保険部会と岡山県介護支援専門員協会との懇談会
　　　平成26年５月31日　ピュアリティまきび
　　◦岡山県介護支援専門員協会から岡山県医師会への提案・質問・要望について
　　◦岡山県医師会から岡山県介護支援専門員協会への質問・要望等
　　　○臨時岡山県医師会介護保険部会
　　　　地域包括ケア部会を設立することの説明
　⑥　主治医意見書研修会
　　　〈新見医師会〉平成27年２月４日
　　　〈浅口医師会〉平成27年２月20日 
　　　　主治医意見書の書き方研修会並びに浅口医師会・浅口介護支援専門員連絡協議会　合同研修会
　　　〈岡山県医師会〉平成27年３月１日　介護報酬改定講演会
　　　　演題：地域包括ケアシステム構築推進と平成27年度介護報酬改定
　　　　講師：厚生労働省老健局老人保健課長　迫井　正深　先生
　　　〈津山市医師会〉平成27年３月２日
　⑦　かかりつけ医機能強化研修会～第２回　日本医師会　在宅医リーダー研修会～　　　　　　　　
　　 　かかりつけ医機能強化研修会～第２回日本医師会在宅医リーダー研修会～が、10月13日、超高齢社会を迎え

ている中で、在宅でも医療が適切に受けることができる体制を構築し、かかりつけ医を支援することを目的と
して日医会館大講堂で開催された。

　　 　また、同日テレビ会議システムを利用して岡山コンベンションセンター、地域医療人育成センターおかやま
（MUSCAT CUBE）で「地域包括診療加算、地域包括診療料の施設基準の要件に係る研修会」を両会場で開
催した。

　⑧　日本医師会介護保険委員会
　　　日本医師会第１回介護保険委員会　平成26年11月５日
　　　日本医師会第２回介護保険委員会　平成27年１月14日
　　　日本医師会第３回介護保険委員会　平成27年３月25日
　⑨　岡山県介護保険制度推進委員会
　　　第１回岡山県介護保険制度推進委員会　平成26年８月11日
　　　第２回岡山県介護保険制度推進委員会　平成26年10月28日
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　　　第３回岡山県介護保険制度推進委員会　平成26年12月17日
　　　第４回岡山県介護保険制度推進委員会　平成27年２月20日
　　　岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会　平成27年３月26日
　⑩　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平成26年度総会及び幹事会　平成26年６月23日
　　　岡山県介護保険関連団体協議会総会　平成26年７月３日
　⑪　訪問看護ステーション連絡協議会
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第１回理事会　平成26年５月22日
　　　平成26年度岡山県訪問看護推進協議会・訪問看護啓発懇談会　平成26年７月15日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第２回理事会　平成26年８月28日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会　平成26年11月27日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第４回理事会　平成27年２月12日
　⑫　その他
　　　全国在宅医療推進協会第14回市民公開講座
　　　平成26年７月６日：岡山衛生会館三木記念ホール
　　　第１部　記念講演　　　　　　　
　　　　演題　自分らしい旅立ちを設計しませんか！
　　　　講師　医療法人よつば会 ながい内科クリニック院長　永井　宏先生　　　　　　
　　　第２部　１．シンポジウム
　　　　１）看取りまで支える在宅医療～自分らしい最期を迎えるために～ 佐藤医院院長　佐藤　涼介　先生
　　　　２）よりよい時を過ごすために～訪問看護にできること～　
 岡山訪問看護ステーション看護協会主任　佐山　純子　氏　
　　　　３）看取りにおけるケアマネジャーの役割 おちあい居宅介護支援事業所　土屋　幸子　氏　
　　　　４）小規模多機能施設でのご家族と職員での看取り～ありがとう～
 小規模多機能型介護施設マザーズ　安藤　民子　氏　
　　　　５）夫を在宅で看取って 寺岡　可江　氏　
　⑬　認知症早期診断推進事業
　　　〈津山市医師会〉
　　　　平成26年12月20日：津山慈風会記念ホール　
　　　　演題　「美作圏域における認知症疾患医療センターの果たす役割」
　　　　講師　積善病院　副院長　近藤　啓子先生
　　　〈倉敷医師会〉
　　　　平成27年１月18日：倉敷スイートホスピタル５階　スイートホール
　　　　⑴　演題　「認知症高齢者施策の概要」
　　　　　　講師　岡山県保健福祉部健康推進課　石原　　晋　総括参事
　　　　⑵　演題　「認知症の臨床」
　　　　　　講師　倉敷中央病院 神経内科　主任部長　進藤　克郎先生
　　　　　○認知症サポート医養成研修
　　　　　　名古屋会場２名、東京会場２名　計４名を推薦した。
　⑭　病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業
　　 　本研修は「病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修講師養成のための伝達講習」を受講した認

知症サポート医等が講師を務め、また「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」の中にも位置付けら
れており、伝達研修内容としては、認知症の知識、対応力に加え、医療と介護の連携の重要性及びその方法等
を修得するものとなっている。

　　　〈岡山会場〉平成27年２月20日：ピュアリティまきび３階「橘」
　　　　⑴　目的　編
　　　　　　講師：川崎医科大学 精神科学教室
　　　　　　　　　川崎医科大学附属川崎病院 心療科 部長（教授）　石原　武士先生
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　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　　　　　精神神経病態学（神経精神医学）　准教授　寺田　整司先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　講師：川崎医科大学 精神科学教室
　　　　　　　　　川崎医科大学附属川崎病院 心療科 部長（教授）石原　武士先生
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　〈岡山会場〉平成27年３月６日：岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　⑴　目的　編
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　　　　　精神神経病態学（神経精神医学）　准教授　寺田　整司先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　〈倉敷会場〉平成27年３月24日：倉敷ロイヤルアートホテル地下１階フィレンツェ　　　　　　　
　　　　⑴　目的　編
　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦　
　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
　　　　　　　　　　精神神経病態学（神経精神医学）　准教授　寺田　整司先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦　
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　〈津山会場〉平成27年３月27日：津山市総合福祉会館「中会議室」
　　　　⑴　目的　編
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑵　対応　編
　　　　　　講師：川崎医科大学 精神科学教室
　　　　　　　　　川崎医科大学附属川崎病院 心療科　部長（教授）石原　武士先生
　　　　⑶　連携　編
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　　　　⑷　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　講師：岡山県内科医会会長　いぬい医院　院長　福岡　英明先生
　⑮　その他
　　　第２回認知症疾患医療連携協議会　平成26年８月21日
　　　第１回認知症疾患医療センター検討委員会　平成26年10月３日
　　　第２回認知症疾患医療センター検討委員会　平成26年12月26日
　　　第３回認知症疾患医療センター検討委員会　平成26年２月19日

６．学校保健対策・母子保健対策に関する事項

⑴　学校保健
　①　学校部会研修会
　　　日時：平成27年３月18日（水）　19：00～20：30
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　　　場所：岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　　　特別講演「発達障害、包括的な理解」
 中国学園大学 子ども学部子ども学科　教授　荻野　竜也　先生
　②　委員会等
　　１）岡山県教育委員会と岡山県医師会との懇談会（８月27日　岡山衛生会館）
　　２）学校保健推進協議会（７月17日　丸の内会館）
　　３）岡山県学校保健研究大会（７月31日　津山文化センター）
　　４）平成26年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月24日　広島市）
　　５）平26年度中国地区学校保健・学校医大会（８月24日　広島市）
　　６）第45回全国学校保健・学校医大会（11月８日　金沢市）
　　７ ）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６日　岡山衛生

会館）
　　８）平成26年度岡山県学校保健研修会（27年１月29日　三木記念ホール）
　　　　（２月19日　丸の内会館）
　　９）平成26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
　　10）平成26年度学校保健講習会（27年２月28日　日本医師会館）
⑵　日医母子保健講習会
　①　平成26年度日医母子保健講習会　平成27年２月22日　於　日本医師会館
　②　平成26年度日医学校保健講習会　平成27年２月28日　於　日本医師会館　
⑶　小児救急医療医師研修会
　①　平成26年５月22日　於　高梁国際ホテル
　　　「食物アレルギーとアナフィラキシーへの対応」
 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
　②　平成26年８月20日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　「小児救急疾患」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝
　③　平成26年９月４日　於　笠岡グランドホテル
　　　「感染症と予防接種～最近の話題から」 川﨑医科大学附属川﨑病院小児科部長　中野　貴司
　④　平成26年11月18日　於　井原市民病院
　　　「小児救急医療のピットフォール」
 川﨑医科大学　小児科学准教授　川﨑医科大学附属病院小児科副部長　大野　直幹
⑷　母子保健対策
　 　厚生労働省並びに岡山県保健福祉部健康推進課が推進する母子保健事業に産婦人科・小児科専門医を中心に積

極的に協力した。年々増加する児童虐待防止に関わるハイリスク妊産婦・ハイリスク児情報提供システムの稼働
も10年目を迎え、保健師訪問事業も順調に進んでいる。更に不妊治療対策事業は岡大病院に設置している不妊相
談への相談件数も漸増し、それに従い不妊治療助成支援事業も拡大されている。又、不妊治療指定医療機関に対
する指定基準が平成20年度より改正され、より厳密な規制が敷かれ各機関に改善が求められている。周産期医療
の充実も目覚ましく、NICU、PICUの増設が総合周産期母子医療センター・地域周産期医療センターを中心に行
われている。更に、本年度も市町村に対する妊婦健診委託事業は拡大され、検査項目にHTLV−1抗体検査、クラ
ミジア検査が追加された。又、中学１年生から高校１年生までの女子への子宮頸がん予防ワクチン並びに小児用
肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの公費負担接種も開始された。

７．救急災害医療に関する事項（松山庶務担当理事、中島理事、國富理事、大原理事、沼本理事）

⑴　救急医療対策部会委員会
　①　平成26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連絡協議会　平成26年11月１日
　　ア　岡山県災害医療コーディネーターについての説明
 講師：岡山県保健福祉部医療推進課　地域医療体制整備班主事　尾崎　尚樹　氏
　　　 　災害医療コーディネーターは、岡山県医師会及び災害拠点病院から推薦を受けた、統括DMATの資格を

持つ者及び岡山県の医療の現状に精通し、県内外の関係機関との調整等を円滑に行うことができる者として
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いる。そうした考えを踏まえて、岡山県医師会から４人、統括DMATから14人、その他１人の計19人がコー
ディネーターに選出された。県医師会からのコーディネーターは、内田耕三郎（岡山市医師会）、薄元亮二（津
山市医師会）、遠藤彰（新見市医師会）と松山正春（岡山県医師会）の各先生である。

　　イ　協議事項
　　　　郡市等医師会災害医療コーディネーターの選任について
　　　 　岡山県災害医療コーディネート機能は、岡山県災害対策本部、保健所管轄区域での地域医療災害会議、市

町村対策本部の三層構造が理想であるが、現在のところ県と保健所管轄区域の二層構造で行われる。いずれ
にしても、郡市等医師会会長または救急担当理事がコーディネート機能を発揮すべきであると考えているの
で、どうかよろしくお願いする。

　　ウ　救急医療研修会
　　　　連絡協議会の中で標記研修会を併催した。
　　　　　演題：「救急医療とドクターヘリ」
　　　　　講師：川崎医科大学救急医学教室　教授　荻野　隆光先生
　②　都道府県救急災害医療担当理事連絡協議会　平成26年９月18日
　　１）救急医療を巡る諸問題について 日本医師会常任理事　石井　正三先生
　　２）メディカルコントロール体制強化と地域連携について
 厚生労働省医政局地域医療計画課　救急・周産期医療対策室長　西嶋　康浩先生
　　３）救急医療について（MC体制の強化と地域連携）
　　　　　～「救急」に係る消防庁施策の動向～
 消防庁消防・救急課救急企画室　救急専門官・課長補佐　寺谷　俊康　氏
　③　日本医師会救急災害医療対策委員会
　　１）日本医師会第１回救急災害医療対策委員会　平成26年10月24日
　　２）日本医師会第２回救急災害医療対策委員会　平成27年１月23日
　　３）日本医師会第３回救急災害医療対策委員会　平成27年３月13日
　④　平成26年度第１回都道府県災害医療コーディネート研修　　　　　　　　　　　　
　　 　都道府県災害医療コーディネート研修が、９月６日から３日間に渡って日本医師会３階小講堂で開催された。

本研修の目的は、都道府県庁の災害対策本部内の医療本部内における、医療調整班の立ち上げとその運用に関
する知見を習得し、議論により課題を明確にし、所属の都道府県における災害医療体制の改善を図ることであ
る。併せて緊急時行動計画の策定に関する知見を習得する。今回の研修には、和歌山県、岡山県、広島県、山
口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県から合計47人が参加した。職種
は、DMAT隊員、県医師会員、大学救急医学教室等からの医師、各県から救急災害担当職員であった。

　　 　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。

⑵　救急医療研修会
　①　ICLSコース　　平成26年11月３日、平成27年２月15日
　②　第９回市民のための救命講習会　　平成26年11月３日
　③　第４回BDLS岡山プロバイダーコース　　平成26年８月31日　
　④　第２回ADLS岡山プロバイダーコース　　平成26年10月18日、19日
　　 　ADLSプロバイダーコースの地方開催は岡山県のみでありコース運営には、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ている。

　　 　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。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26年６月２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　　　　　
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　　　第２回検討会　 平成26年10月８日
　③　平成26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５月30日～６月１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27年１月27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27年３月26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26年７月８日、平成27年２月19日
⑸　岡山救急医療研究会
　１）岡山救急医療研究会平成26年度第１回幹事会　　平成26年７月17日
　２）岡山救急医療研修会第16回学術総会　　平成26年11月８日
⑹　防災訓練
　１）平成26年度総合防災訓練　平成26年８月31日
　２）南海トラフ大地震を想定した衛星利用実証実験：テレビ会議平成26年12月10日
　　 　南海トラフ大地震を想定し、衛星を利用した実証実験が12月10日午後１時から、宇宙航空研究開発機構

（JAXA）と情報通信研究機構（NICT）の協力により日医会館で行われた。全国の都道府県医師会がテレビ会
議システムで結ばれ、本会から担当の松山理事が参加した。20XX年12月10日、23時、高知県室戸岬沖を震源
とするM9.0の地震が発生、徳島、高知県に大規模津波が発生するとともに建物、ライフライン、人的に甚大な
被害が出たとの想定。通常のインターネット環境が機能停止したため超高速インターネット衛星「きずな」の
送受信アンテナを徳島、高知、広島の各県医師会館に設置。各医師会間での情報の共有、JMATの派遣による
被災地の支援体制の一体感を体験するのが狙い。この日は、災害が発生した際の日医・被災医師会間での協議、
日医から都道府県医師会ヘのJMAT派遣要請、被災医師会からの現地報告など“その時”に備え、日医と都道
府県医師会とがテレビ会議を通じて確認した。岡山県医師会は、福岡県、兵庫県医師会とともにJMAT派遣医
師会に指定。松山理事は、本番さながらにビブスを着用、「南海トラフ大地震が発生した際には岡山県医師会
は迅速に支援出動する。『DMAT』は２チームを結成して対応している」と日医からの問い掛けに答えた。

　⑶　平成26年度岡山空港航空機事故総合訓練　平成27年２月17日
⑺　DMAT
　１）平成26年度おかやまDMAT運営協議会　平成26年８月21日
⑻　ドクターヘリ
　１）平成26年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成26年８月28日
　２）平成26年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成26年３月19日
⑼　その他
　１）第30回日本救急医学会中国四国地方会評議会　平成26年５月23日
　２）県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会　平成26年８月７日

８．社会保障対策に関する事項（松山社会保障部長、江澤社会保障部副部長）

　　前年よりの事業計画に従い、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26年４月16日に開催、平成26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26年度指導実施計画（医科）」が提示され、医療担当者
に対する指導方針等について協議を行った。

　②　社会保険指導者講習会及び伝達講習会
　　 　平成26年度の社会保険指導者講習会のテーマは「痛みのマネジメント」で10月１日・２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、江澤社会保障部副部長、他４名が聴講した。
　　 　伝達講習会は平成27年１月11日午後に岡山衛生会館中ホールにおいて開催し、松山社会保障部長、江澤社会
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保障部副部長、大原理事、佐藤理事、沼本理事、山本理事が会員に対して周知を図った。
　③　指導について
　　　昨年と同様に各種指導が行われた。
　　ア）集団指導
　　　ⅰ 　初期卒後臨床研修の開始にあたり、岡山県保険医登録前の集団指導として臨床研修指定15病院（内２病

院は研修医なし）の研修医に対して行われ４月２日ホテルグランヴィア岡山で指導を行い出席者は153名
であった。

　　　ⅱ 　指定更新保険医療機関133（出席111）及び新規指定保険医療機関41（出席38）の集団指導は、岡山県医師会、
中国四国厚生局岡山事務所、岡山県による指導で、岡山衛生会館三木記念ホールに於いて３月12日指導対
象の計149保険医療機関が出席をした。まず松山社会保障部長より「岡山県医師会と社会保障部」の説明
を行い、指導内容については、岡山県保健福祉部長寿社会課から「医療保険と介護保険について」の説明
をし、最後に、中国四国厚生局岡山事務所から「保険診療の理解のために」と題する講演が行われた。こ
の集団指導は、集団的個別指導との併催であり来年度以降も継続して行う予定である。

　　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21回（新規個別指導11回、個別指導10回）指導医療機関数は病院10件、診療所59件であっ
た。指導は主に岡山衛生会館中ホールで行なわれた。

　　ウ）集団的個別指導
　　　 　集団的個別指導は、平成12年から実施されているが、岡山県では平成13年から実施されていない。しかし、

保険医療機関及び保険医は療養の給付、診療に関して厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導を受けなけ
ればならないとされており、現在の状態は理由のいかんに拘わらず法に抵触する状態にある（健康保険法第
73条第２項（船員保険法第59条において準用する場合を含む）、国民健康保険法41条第２項、高齢者の医療
の確保に関する法律第66条第２項）。このような状態を改善することも岡山県医師会の任務の一つであり、
また、平成13年当時に比較して類型区分も細かくなっており不公平感も解消されつつある等を考慮すると集
団的個別指導の再開も時宜を得ている。

　　　 　今回の集団的個別指導の再開は、集団部分のみの再開であり、今年度は上位８％の医療機関に対して集団
指導を行うものである。今年度集団指導を受けた医療機関が、来年度も高点数であれば、再来年度の個別指
導対象になる。

　　 　今年度は３月12日に行われ対象100医療機関（出席95医療機関、欠席診療所５医療機関）であった。
　　　この集団的個別指導は、集団指導との併催であり来年度以降も継続して行う予定である。
　　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27年２

月12日、２月17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。今年度は２医
療機関に対して７回（１医療機関４回、1医療機関３回）実施された。

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）
３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26年７月及び平成27年１月を除き毎月１回（今年度は８月休会）日曜日の午後に開催された。医療情勢・
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医療経営等に関する情報の伝達、保険医療機関指導立会の報告、保険診療関連事項の質疑応答・討論等を行っ
た。保険診療等については基金・国保連合会より情報を伝え、それらの情報は部員、地区委員を通じて会員の
周知を図った。

　③　社会保障部部員の会（４月、６月、９月、10月、11月、２月、３月　計７回）
　　 　平成18年度より合同会議の前に部員の会を開催している。今年度もタイムリーな話題について討議し、意思

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

と審査委員会の相互理解」をテーマに７月13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11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26年度中国四国医師会連合総会
　　　第１分科会「医療保険・介護保険（労災・自賠責、在宅医療を含む）
　　　９月27日、28日高松市において開催された（岡山県医師会報　第1392号）。
　⑦　社会保障部研修会
　　　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した。
　　◦平成26年度第２回（平成26年５月11日）
　　　日本医師会　横倉会長講演会
　　　演題：「中央情勢報告」
　　　講師：日本医師会　会長　横倉　義武　先生
　　　社会保障部研修会
　　　演題：「がん登録から見た岡山県の現状」
　　　講師：岡山大学病院医療情報部　教授　合地　明先生
　　◦平成26年度第３回（平成26年６月８日）
　　　演題：「全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業について」
　　　講師：全国健康保険協会岡山支部企画総務部　保健グループ長　中野　一久　氏
　　◦平成26年度第４回（平成26年９月14日）
　　　演題：「医療政策の動向」
　　　講師：岡山県議会議員　小林　孝一郎先生
　　◦平成26年度第５回（平成26年10月12日）
　　　演題：「保険診療上の留意点」
　　　講師：中国四国厚生局　総括指導医療官　山田　治先生
　　◦平成26年度第６回（平成26年11月９日）
　　　演題：「これからの医療と介護を考える」
　　　講師：岡山大学医学部（医療政策・医療経済学）　浜田　淳先生
　　◦平成26年度第９回（平成27 年３月８日）
　　　演題：「保険診療における指導・監査等について」
　　　講師：日本医師会常任理事　松本　純一先生
⑶　社会保険に関する事項
　①　適切な社会保険運営を行うための医療保険制度・社会保障制度並びに介護保険制度の調査研究
　②　医療保険制度改定による混乱を避ける。
　　１）内容を周知し、適正な保険診療を行う為、社会保険に関する情報収集を行う。
　　２）情報の伝達を図り、会員の指導・啓発に努める。
　　３）社会保険医療等に関する会員の疑義に対し、適切な助言を行う。
　③　各種の調査・研究を行う。
　④　集団的個別指導再開にあたり中国四国厚生局岡山事務所への要望について
　　 　レセプトの平均点数を基準として集団的個別指導の対象を選定するということが合理的なのかどうか疑問が

あるが、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを主眼として、懇
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切丁寧に行う」という指導本来のあり方に従って行われる限り、どのような基準によって指導対象が選定され
たとしても、保険医に不安・恐怖を与えるものではない。そこで、集団的個別指導の再開、再開後の個別指導
の円滑な運営のため、下記項目について要望する。

　　１）集団的個別指導は、集団指導（指定更新・新規集団（医師・機関））と同時に行うものとする。
　　２ ）集団的個別指導から個別指導に至った、医療機関・保険医については持参する診療録は10名分とし、指導

の７日前までに通知するものとする。
　　３）集団的個別指導から個別指導に至った、医療機関・保険医に対して返還等の経済的制裁を課さない。
　　４ ）集団的個別指導から個別指導に至った医療機関・保険医で、個別指導の結果、適正と判断されたものにつ

いては次の指導までに５年以上の期間をあける。
　　５）苦情の申し立の場を設ける。
　　　 　これらの要望について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との定期的な懇談を開始

した（毎月第２月曜日開催）。

９．日本医師会認定医療秘書養成事業

　①　平成26年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会第１回常任委員会（清水副会長）
　　　日時：平成26年７月26日（土）　午後４時～５時
　　　場所：ステーションコンファレンス東京
　②　平成26年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会第64回総会（就実大学から出席）
　　　日時：平成26年９月27日（土）　15：00 ～
　　　場所：仙台市
　③　平成26年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会第２回常任委員会
　　　日時：平成26年９月27日（土）　15：40 ～
　　　場所：仙台市
　④　平成26年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会第３回常任委員会（清水副会長）
　　　日時：平成27年３月28日（土）　15：50 ～
　　　場所：ステーションコンファレンス東京

10．医療勤務環境改善支援事業

　①　岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会（糸島副会長）
　　　日時：平成27年１月29日（木）　17：10 ～ 18：40　
　　　場所：岡山県国際交流センター　交流サロン
　②　第１回岡山県医療勤務環境改善支援センター研修会　−健全経営の好循環のためにー
　　　日時：平成27年３月15日（日）　９：30 ～ 11：40
　　　場所：ピュアリティまきび（岡山市北区）
　　１）「医療勤務環境改善支援センター事業について」 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭　先生
　　２）「労務管理における留意点等について」
 岡山県社会保険労務士会医療労務管理相談コーナーアドバイザー　佐田　俊彦　先生
　　３）「看護職のワークライフバランス推進事業への取組」 岡山県看護協会　常務理事　平井　康子　先生
　　４）「公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会の姿とその事業について」及び「看護師の退職について」
 日本医業経営コンサルタント協会東京都支部　眞鍋　　一　先生
　③　相談対応　労務管理関係
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平成26年度補助事業・委託事業等

公益１．医療社会活動・教育事業

事　業　名 収入額（円） 補助・委託団体等
生涯教育関係事業 2,933,250 日本医師会
糖尿病研修事業 450,000 日本医師会
HPVワクチン接種関連研修事業 300,000 日本医師会
産業医研修関連事業 4,053,000 産業医学振興財団
結核・感染症サーベイランス事業 8,448,000 岡山県、岡山市、倉敷市
在宅医療を担う医療機関の人材育成事業 3,307,285 岡山県
精密検診従事者講習会 1,357,992 岡山県
認知症早期診断推進事業 911,255 岡山県
かかりつけ医のための特定疾患研修事業 856,650 岡山県
主治医研修事業 796,013 岡山県
救急・災害医療対策関係 233,000 岡山県
肝疾患・診療従事者研修事業 500,000 岡山県
発達障害児（者）支援医研修事業 913,245 岡山県
かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業 564,379 岡山県
小児救急地域医師研修会 1,410,281 岡山県
緩和ケア事業 1,865,202 岡山県
病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業 1,529,928 岡山県
医療勤務環境改善支援センター運営事業 1,080,000 岡山県
公益１　合計 31,509,480 　



− 71 −

［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27日　中国四国医師会連合連絡会（東京ドームホテル）
　　　28日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　　　28日　中国四国医師会連合当選祝賀会（リーガロイヤルホテル東京）
　　　29日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　９月27日　中国四国医師会連合常任委員会（ホテルクレメント高松）
　　　27日　中国四国医師会連合総会　特別講演（ホテルクレメント高松）
　　　28日　中国四国医師会連合総会・分科会（ホテルクレメント高松）
　３月28日　中国四国医師会連合常任委員会・連絡会（ハイアットリージェンシー東京）
　　　29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11日　都道府県医師会地域医療ビジョン担当理事連絡協議会（清水副会長、松山理事、江澤理事）
　　　25日　都道府県医師会新たな財政支援制度担当理事連絡協議会（清水副会長、松山理事、江澤理事）
　５月16日　都道府県医師会税制担当理事連絡協議会（佐藤理事）
　６月28日　第133回日本医師会定例代議員会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事、神﨑理事、田中理事）
　　　29日　第134回日本医師会臨時代議員会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事、神﨑理事、田中理事）
　７月26日　第10回男女共同参画フォーラム（清水副会長、神﨑理事）
　　　29日　日本医師会役員披露パーティ（石川会長、清水副会長、松山理事）
　８月28日　日本医師会女性医師バンク「新任コーディネーターオリエンテーション」（神﨑理事）
　９月６日～８日　平成26年度都道府県医師会災害医療コーディネート研修（松山理事）
　　　16日　第１回都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　18日　第１回日本医師会女性医師支援委員会（神﨑理事）
　　　26日　大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会（清水副会長、神﨑理事）
　10月１日・２日　第58回社会保険指導者講習会（松山理事、江澤理事、大原理事、宮﨑理事、佐藤理事、島村監事）
　　　１日　日本医師会第１回産業保健委員会（石川会長）
　　　９日　第36回産業保健活動推進全国会議（石川会長、松山理事、江澤理事、佐藤理事）
　　　15日　都道府県医師会難病・小児慢性特定疾病担当理事連絡協議会（江澤理事、佐藤理事）
　　　17日　日本医師会第１回勤務医委員会（清水副会長）
　　　24日　日本医師会第１回救急災害医療対策委員会（松山理事）
　11月５日　都道府県医師会税制担当理事連絡協議会（佐藤理事）
　　　５日　日本医師会第１回介護保険委員会（江澤理事）
　　　16日　平成26年度日本医師会医療事故防止研修会（岡部理事、寺島理事）
　　　18日　第２回都道府県医師会長協議会（石川会長）
　12月５日　日本医師会第２回産業保健委員会（石川会長）
　　　６日　平成26年度家族計画・母体保護法指導者講習会（田淵理事）
　　　10日　日本医師会・日本医学会合同シンポジウム「子宮頸がんワクチンについて考える」（國富理度、田淵理事）
　　　10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、寺島理事）
　　　11日　日本医師会第１回国際保健検討委員会（清水副会長）
　　　20日　日本医師会・地域がん登録全国協議会共催がん登録推進法に関するシンポジウム（合地理事）
　１月８日　日本医師会第３回産業保健委員会（石川会長）TV会議
　　　９日　日本医師会第２回勤務医委員会（清水副会長）
　　　10日　平成26年度都道府県医師会「警察活動に協力する医師の部会」連絡協議会学術大会（松山理事）
　　　14日　日本医師会第２回介護保険委員会（江澤理事）
　　　14日　日本医師会第２回女性医師支援委員会（神﨑理事）
　　　20日　第３回都道府県医師会長協議会（石川会長）
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　　　23日　日本医師会第２回救急災害医療対策委員会（松山理事）
　　　28日　日本医師会医療安全対策委員会（清水副会長）
　　　31日　平成26年度死亡時画像診断（Ai）研修会（松山理事）
　２月12日　平成26年度日医総研シンポジウム（清水副会長、糸島副会長、田中理事、國富理事）
　　　20日　日本医師会第４回産業保健委員会（石川会長）
　　　22日　平成26年度母子保健講習会（石川会長、國富理事、佐藤理事）
　　　26日　平成26年度死体検案研修会（基礎）（松山理事）
　　　27日　平成26年度女性医師支援事業連絡協議会（神﨑理事）
　　　28日　平成26年度学校保健講習会（國富理事）
　３月４日　第16回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会　テレビ会議（江澤理事）
　　　４日　平成26年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会（山本理事）
　　　５日　平成26年度医療政策シンポジウム（清水副会長、松山理事、田中理事）
　　　６日　平成26年度臨床検査精度管理調査報告会（島村理事）
　　　13日　日本医師会第３回救急災害医療対策委員会（松山理事）
　　　19日　都道府県医師会地域医療構想（ビジョン）担当理事連絡協議会（清水副会長、松山理事）
　　　19日　日本医師会第２回国際保健検討委員会（清水副会長）
　　　25日　日本医師会第３回介護保険委員会（江澤理事）
　　　29日　第134回日本医師会臨時代議員会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事、神﨑理事、田中理事）
⑶　他府県医師会
　８月24日　中四九地区医師会看護学校協議会（糸島副会長）
　９月23日　広島県医師会幹部との懇談会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事、神﨑理事）
　１月11日　兵庫県医師会平成27年新年祝賀会（石川会長）
　　　18日　 広島県医師会医療事故調査制度に関するシンポジウム（清水副会長、松山理事、田中理事、國富理事、

岡部理事、大原理事、佐藤理事、寺島理事）
⑷　医療従事者対策
　　養成機関関連　　
　①　平成26年度 看護職員確保対策連絡協議会・岡山県看護師等就業協力員連絡会議
　　　平成26年６月26日（木）に岡山県看護会館 にて開催された。（糸島副会長）
　　　報告　１．平成26年度看護職員確保対策事業について 
　　　　　　２．平成25年度看護師等就業協力員活動報告について
　　　　　　３．平成25年度岡山県病院看護職員調査報告について
　　　　　　４．平成25年度ナースセンター活動報告について 
　　　　　　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地域の活動について」
　②　第45回中国四国九州地区医師会看護学校協議会
　　　平成26年８月23日（土）・24日（日）に呉市クレイトンベイホテルにて開催された。（糸島副会長）
　　　教育研修会　１．「今時看護学生のやる気と本気の育て方 −教えることで共に育とう−」
 TNサクセスコーチ　代表　奥山　美奈　氏　
　　　　　　　　　２．「看護教員という仕事の魅力」 岡山大学大学院教授　秋本　典子　先生
　　　特別講演　１．「新たな看護職員確保に向けた総合的な対策と看護教育の課題」
 厚生労働省政局看護課長　岩澤　和子　氏　
　　　　　　　　２．「戦艦大和をめぐる人々」
 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）館長　戸高　一成　氏　
　　　運営委員会　１．アンケート報告について
　　　　　　　　　２．日本医師会への要望について
　　　　　　　　　３．厚生労働省への要望について
　　　　　　　　　４．准看護課程のみの学校の加盟について
　③　平成26年度　第１回岡山県准看護師試験委員会
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　　　平成26年８月25日（月）に岡山市内にて開催された。（宮㟢理事）
　　　議題　１．平成26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
　　　　　　４．今後の日程などについて
　④　平成26年度　第２回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成26年11月18日（火）に岡山市内にて開催された。（宮㟢理事）
　　　議題　１．平成26年度岡山県准看護師試験問題事前審査について
　　　　　　２．今後の日程などについて
　⑤　平成26年度高等学校看護連絡協議会
　　　平成26年12月24日（木）に岡山衛生会館にて開催された。（石川会長、糸島副会長）
　　　報告と協議　１．卒業生の進路状況について
　　　　　　　　　２．看護師国家試験・岡山県准看護師試験の結果等について 
　　　　　　　　　３．高等学校看護教育の現状と課題
　　　　　　　　　　◦今年度の状況と今後の展望について
　　　　　　　　　　◦奨学金利用の状況について
　　　　　　　　　　◦生徒を地元に定着させる手段について
　⑥　平成26年度　第３回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成27年３月５日（木）に岡山市内にて開催された。（宮㟢理事）
　　　議題　１．平成26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
　　　　　　３．その他（委員任期について）
　⑦　平成26年度岡山県看護職員確保対策委員会
　　　平成27年３月16日（月）に岡山衛生会館にて開催された。（糸島副会長）
　　１）岡山県看護職員の状況について
　　２）平成26年度岡山県看護職員確保対策について
　　　ア、「看護の心」・看護の総合的な普及啓発
　　　イ、養成力の強化
　　　ウ、職場定着対策の推進
　　　エ、再就業の促進
　　　オ、看護職員の資質向上
　　３）平成27年度岡山県看護職員確保対策事業（案）について
　　４）その他　
⑸　医療関係者斡旋事業
　①　平成26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26年７月24日（木）15時から岡山衛生会館・図書資料室で、岡山県医療推進課　岸本氏、岡山

大学キャリアセンター MUSCAT　勅使河原先生及び別府氏、川崎医科大学　森谷先生、県医師会　糸島副会
長、神﨑理事、女医部会　深田部会長の出席で開催され、岡山大学キャリアセンター MUSCAT、岡山県、川
崎医科大学、岡山県医師会それぞれの平成26年度事業計画について話し合った。

　　 　第２回　平成27年３月19日（木）14時から岡山衛生会館・図書資料室で、岡山県医療推進課　岸本氏、髙田
氏、岡山大学キャリアセンター MUSCAT　片岡先生、別府氏、川﨑医科大学　佐藤先生、県医師会　糸島理事、
神崎理事の出席で開催され、岡山大学キャリアセンター MUSCAT、岡山県、川崎医科大学、岡山県医師会そ
れぞれの平成26年度事業報告及び平成27年度事業計画について話し合った。

　②　「メディカルカフェ in かわさき」Doctor’s Career Café in OKAYAMA
　　　（平成26年度医学生・研修医等をサポートするための会）
　　 　第１回「女性医師を応援します！」（第14回Doctor’s Career Café in OKAYAMA）
　　 　平成26年９月４日（木）18時20分から川崎医科大学校舎棟８階ラウンジで開催され、多くの医師・医学生の

参加があった。まず、岡山県医師会　神﨑寛子理事が「医師として生き生き働こう」と題し、自身の経験談を
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含めながら女性医師支援について講演を行った後、少人数に分かれて和やかな雰囲気の中で自由懇談を行った。
　　 　第２回「女性医師を応援します！」（第17回Doctor’s Career Café in OKAYAMA）
　　 　平成27年１月15日（木）18時20分から川崎医科大学校舎棟８階ラウンジで開催され、岡山県医師会から神﨑

理事が出席した。話題提供として、川崎医科大学チーフレジデント　窪田寿子先生、同大准教授　塩谷昭子先
生が講演され、その後、前回と同様に少人数に分かれての自由懇談を行った。

　③　平成26年度女性医師支援事業連絡協議会
　　 　平成27年２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が出席し、ま

ず厚生労働省大臣官房審議官（医政担当）福島靖正先生より「厚生労働省における女性医師支援の取り組み」
についてご講演があった後、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
があり、最後に質疑応答と総合討論が行われた。

　④　研修医レター「Good Doctor」（vol.10 ～ 12）の発行
　⑤　県医師会主催講演会での託児サービス
　⑥　学会出席時の託児サポート
　　 　（子育て中の医師がキャリアアップのために学会、セミナー等で研鑽する機会を増やすため、平成26年10月

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

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

見交換を行った。対内的には会員に情報を提供・伝達し、会員の意見を掲載する県医師会報とOMA Letterを定
期的に発行している。またホームページを改良し、スマートフォンでも閲覧できるよう作業をすすめている。
⑴　対外的な広報活動
　①　日本医師会テレビ健康講座「「ふれあい健康ネットワーク」」の制作協力
　　◦テーマ：女性とワクチン　石川会長出演
　　　　　　　　　「後悔しないために　女性必見！ワクチンの知識」
　　◦放送日：平成27年２月28日（土）午後４時半から同５時まで山陽放送で放映された。
　②　県民公開講座　　県医師会員を含む県民を対象に公開講座を開催した。
　　１）CKD（慢性腎臓病）県民公開講座　←台風のため中止　　　
　　２）糖尿病県民公開講座　　参加者　300人
　　　　『糖尿病をよく知ろう～新たな時代の糖尿病医療～』
　　　　平成26年11月23日（日）　11：00 ～ 16：00
　　　　岡山衛生会館「三木記念ホール」「中ホール、第１、２会議室」にて開催
　　　ア）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）
　　　イ）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
　　　ウ）パンフレット配布
　　　エ）食品サンプル配布
　　　オ）講演会　13：00 ～ 16：00 総合司会：岡山県医師会理事　神﨑　寛子
　　　　①　【基調講演】「ここまで進歩した糖尿病治療」
 近畿医科大学医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科主任教授　池上　博司
　　　　②　【講演１】「誰でも出来る糖尿病食のこつ」
 岡山大学病院 臨床栄養部 副部長 栄養管理室 室長　坂本八千代
　　　　③　【講演２】「糖尿病と生活習慣」 香川大学医学部衛生学 准教授　宮武　伸行
　　　　④　【特別講演】「糖尿病と認知症」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学 教授　阿部　康二
　　　　⑤　【質問タイム】
　　３）第６回岡山県民公開医療シンポジウム　参加者　270人
　　　　日時：平成27年２月１日（日）　会場：三木記念ホール
　　　　主催：岡山県医師会・岡山県病院協会
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　　　　　　　岡山県民の命と尊厳を守る緊急集会‼　大きく変わる医療と介護の仕組み
　　　　　　　　−これからの社会保障（年金・医療・介護・少子化対策）はどうなる−
　　　①　基調講演
　　　　　「わが国の社会保障の方向性とあるべき姿−医療と介護を中心に−」
　　　　　　講師：中村秀一医療介護福祉政策研究フォーラム理事長
　　　　　　　　　前社会保障制度改革国民会議事務局長
　　　　　　座長：岡山県医師会副会長 清水信義
　　　②　シンポジウム
　　　　　「岡山県民の命と尊厳を守るシンポジウム−大きく変わる医療と介護−」
　　　　　シンポジスト　伯野春彦岡山県保健福祉部長
　　　　　　　　　　　　武久顕也瀬戸内市長
　　　　　　　　　　　　齋藤映美日本リウマチ友の会岡山支部長
　　　　　　　　　　　　尾崎善規認知症の人と家族の会岡山県支部副代表
　　　　　　　　　　　　難波義夫岡山県病院協会会長
　　　　　　　　　　　　福岡英明岡山県内科医会会長
　　　　　　　　　　　　コメンテーター　中村秀一
　　　　　　　　　　　　医療介護福祉政策研究フォーラム理事長
　　　　　　　　　　　　前社会保障制度改革国民会議事務局長
　　　　　　　　　　　　進　行　　　　　　岡山県医師会理事・岡山県病院協会常務執行役　江澤和彦
　　４）世界腎臓デー 2015 in おかやま公開講座　参加者　190人
　　　　『すべての人の腎臓が健康であれ！』
　　　　平成27年３月15日（日）　13：30 ～ 15：30　　
　　　　岡山大学病院「Junko Fukutake Hall」にて開催
　　　①　「CKD（慢性腎臓病）について」 岡山済生会総合病院 内科・腎臓病センター長　丸山　啓輔　先生
　　　②　「CKDと透析・腎移植の関係について」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　慢性腎臓病対策・腎不全治療学講座 教授　杉山　　斉　先生
　　　③　「腎臓に優しいお薬の選び方」 岡山大学病院 薬剤部　晴田　佑介　先生
　　　④　「減塩！これが基本です。」 岡山大学臨床栄養部　坂本八千代　先生
　　　⑤　Q&Aコーナー（パネルディスカッション）　　　
　③　国民医療を守るための総決起集会　　平成27年１月11日　
　④　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26年９月３日（水）　
　　　岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会　　　平成26年８月27日（水）　　　　　　
　　　岡山県警察本部と岡山県医師会との懇談会　　平成26年11月12日（水）
　　　岡山県四師会懇談会　　　　　　　　　　　　平成26年11月26日（水）
　　　郡市等医師会との懇談　　　　　
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、保障部だより、地域包括ケアネットワーク、女性医師コーナーなどの記事を掲載した。

「OMA Letter」では役員の紹介、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　　
　　　主要なお知らせや、他団体主催の講演会・勉強会の開催予定を掲載。
　　 　ホームページリニューアルの準備を進め、スマートフォン対応も可能にし、会員をはじめ一般の人々にもよ

り便利に情報収集が可能になるよう作業をすすめている。
　④　Facebook「プラタナスの木陰　岡山県医師会」　
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　⑤　SNS「プラタナスの木陰」運用
　⑥　ナースセンター情報の掲載

３．情報化推進

⑴　医療情報
　①　情報化に向けた環境基盤整備
　　ア　会員と医師会を結ぶ情報網について。
　　イ　会員医療機関の情報化推進について。
　　　　◦日医認証カードの発行
　②　会議・研修会
　　　平成26年５年20日　医療ネットワーク岡山協議会　第１回理事会
　　　　　　　６月４日　医療ネットワーク岡山協議会　第２回理事会（書面決議）
　　　　　　　６月21日　医療ネットワーク岡山協議会　平成26年度定時会員総会
　　　　　　　　　　　　医療ネットワーク岡山協議会　第３回理事会
　　　　　　　８月20日　医療ネットワーク岡山協議会　第４回理事会（書面決議）
　　　　　　　10月16日　医療ネットワーク岡山協議会　ベンダー向け説明会　　　
　　　　　　　11月21日　医療ネットワーク岡山協議会　第５回理事会
　　　平成27年２月14日　平成26年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　　　２月15日　平成26年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　　　３月11日　医療ネットワーク岡山協議会　第６回理事会　　　　　　 
　　　平成27年３月11日現在
　　　　医療ネットワーク岡山（愛称：晴れやかネット）
　　　　開示施設　　51機関
　　　　閲覧施設　423施設
　　　平成27年３月26日現在
　　　　日医認証カード申し込み　９件　
　　　平成27年２月１日（日）
　　　　第６回岡山県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　105名
　　　　　　　　　一　　　般　112名
　　　　　　　　　医　師　会　　34名
　　　　　　　　　　合　計　　251名
　　　平成27年２月21日（土）
　　　　日医ITフェア　三木記念ホール
　　　　参加者　医師、医療関係者　29名
　　　　◦ TV会議システムを利用しての講演会、研修会等を行い、会員間の情報の共有化を図った。また、県医

師会開催の講演会で郡市等医師会への双方向配信も行った。
⑵　各種アンケート調査
　　STI患者数調査
　 　皮膚科部会会員及び総合病院泌尿器科（岡大、川大を含む）を対象に、平成26年９月に第60回のSTI調査、平

成27年３月に第61回のSTI調査を、それぞれ１ヶ月間を調査期間として実施した。

４．産業保健対策

　⑴ 　平成22年度より平成25年度の間、地域産業保健センター事業の運営は都道府県単位で労働局より一括委託さ
れ、岡山県医師会が統括センターとして県内７センターを統括し、特に委託料管理を中心として運営を任され
ていたが、（但し、平成24年度は岡山市《単独事業委託を選択》を除く６センターで運用された）平成26年度
からは、閣議決定を受けて岡山市を含め県内７センターの事業運用を（独）労働者健康福祉機構が実施するこ
ととなり、従来の産業保健推進センター又は産業保健推進連絡事務所で展開していた産業保健３事業を一元化
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する目的で、47都道府県に新たに産業保健総合支援センターと改称してこれを設置し、従って、これまでの地
域産業保健センター事業を総合支援センターの下で継続していくこととなった。

　　 　当総合支援センターにおける所長・運営主幹（新役職）には本会執行部役員が委託就任し、新制度により派
生した諸課題に対処しつつ、これまでの実施状況を基に実施計画を作成、７地域産業保健センター事業の円滑
化に努めた。

　⑵ 　従来の岡山産業保健推進センター事業の移譲を受けた岡山産業保健総合支援センターを加え、以下は例年通
り岡山労働局・岡山県労働基準協会・岡山労災病院他の関係団体との連携協力により産業保健活動並びに産業
保健研修事業を円滑に実施した。

　⑶ 　平成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、
特に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、さらに生涯研修を対象に岡山産業保健推
進センター・労災病院の主催で開催された。

　⑷ 　平成26年６月に公示された改正労働安全衛生法により、平成27年12月１日より50人以上の事業所におけるス
トレスチェック制度実施が義務付けられた。この為、円滑な同制度導入に向け、厚労省や有識者を招請して事
前研修を積極的に開始した。

　⑸ 　認定被害者が漸増を続けるアスベスト健康被害対策としてのじん肺診断、救済申請方法並びにレントゲン読
影実習は専ら労災病院の主催で開催された。

　⑹ 　特定健診・特定保健指導は７年目を迎え、同時に受診率・改善率をベースにした参酌標準対応への支援制度
が次年度より実施段階に入る。この中での受診率の低迷、保健指導における要積極的支援対象者の受診率も伸
び悩んでおり、これらを対象として本年も集中研修会を開催した。

５．労災・自賠責医療対策

⑴　労災診療算定実務研修会
　　岡山会場（10月20日）
　　倉敷会場（10月21日）
⑵　岡山損害保険医療連絡協議会
　 　岡山県医師会、岡山県病院協会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構岡山自賠責損害調査事務所の四者

で自賠責保険について協議した（４月24日、７月10日、10月９日、１月８日）。
⑶　日医新基準説明会
　　岡山会場（２月19日）
　　倉敷会場（３月５日）
　　「日医新基準」の説明について
　　　講師：損保料率機構岡山自賠責損害調査事務所
　　　　　　医療インスペクター　荒井　藤男　氏
　①　自賠責診療報酬基準案
　②　自賠責診療報酬基準案　レセプト作成の注意事項
　③　請求事例
　　　事例と請求誤り
　④　普及促進と「日医新基準システム」モニター利用のご案内
⑷　岡山県医師会自賠責研修会（１月24日）
　　【自賠責保険講習】
　　　演題：自動車保険（共済）損害調査のしくみ
　　　講師：岡山自賠責損害調査事務所　所長　亀井　敏孝　氏
　　【学術講習】
　　　演題：自賠責と医業類似行為
　　　講師：厚生労働省 柔道整復療養費検討専門委員会委員
　　　　　　愛媛県臨床整形外科医会会長　
　　　　　　愛媛県医師会理事
　　　　　　相原整形外科　院長　相原　忠彦　先生
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６．臨床検査精度管理事業

⑴　県医師会臨床検査精度管理委員会の活動
　①　臨床検査精度管理サーベイの実施
　　 　県内の医療機関附属検査室、健診センター及び県内で営業している商業検査所を対象として、平成26年度の

精度管理サーベイを実施した。
　　　　勧奨施設数　　148　　　
　　　　参加施設数　　134
　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26年８月19日（火）：試料発送
　　　平成26年９月１日（月）：平成26年度サーベイ成績提出　締め切り
　　　平成26年10月３日（金）：臨床検査精度管理実行委員会
　　　平成26年10月19日（日）：速報会・講演会
　　　平成27年３月31日（火）：平成26年度精度管理調査報告書発送
⑵　岡山県精度管理専門委員会
　　県知事委嘱の委員会で、平成26年度も従来の路線を継承して、以下の事業を企画実施した。
　① 　県内で検査を実施している医師会検査センター及び商業検査センターについて、精度管理の実施状況を監査

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

会の精度管理サーベイの参加要請等を行い、精度調査を実施した。
　③　委員会開催日
　　◦平成26年度第１回精度管理専門委員会
　　　平成26年７月28日　岡山県庁にて開催、宮﨑・大原理事が出席した。
　　◦平成26年度第２回精度管理専門委員会
　　　平成27年２月９日　岡山県庁にて開催、宮﨑・大原理事が出席した。
⑶　岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
　　第１回委員会　平成26年６月17日　役員会議室にて開催、島村監事が出席した。
　　第２回委員会　平成26年10月３日　図書資料室にて開催、大原理事が出席した。
⑷　平成26年度臨床検査精度管理調査報告会
　　平成27年３月６日　日本医師会館で開催され、島村監事が出席した。

７．関係機関連絡運営

⑴　岡山県保健福祉部との懇談
　　平成26年９月３日（水）17：00 ～　中ホール
　①　新たな財政支援制度を活用する事業について
　②　地域医療ビジョンにつて
　③　専門医認定支援度業について
　④　ピンクリボン運動について
　⑤　少子化対策に対する市町村の計画について
　⑥　特定健診等の参酌標準に対する加算減算の実態について
　⑦　病床機能報告制度の実施について
　⑧　地域医療ビジョン策定に向けた検討への協力について
　⑨　地域包括ケアシステムの構築について
　⑩　医療勤務環境改善支援センターの設置について
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　⑪　新たな財政支援制度について
　⑫　難病対策の改革及び小児慢性疾病の新たな医療費助成制度について
　⑬　病児・病後児保育児童について
　⑭　児童虐待の疑いのあるケースにおける対応と通告について
　⑮　重症心身障害者と家族の安心生活サポート事業について
⑵　岡山県教育庁との懇談
　　平成26年８月27日（水）17：00 ～　中ホール
　①　岡山県教職員のBLS（一般救命処置）への取り組みについて
　②　運動器に関する検診について
　③　性感染症に罹患した生徒が特定の学校に集中したときの取扱い
　④　学校検尿の県下統一について
　⑤　公財）日本学校保健会が促進する学校保健の振興・普及・啓発３事業について
　⑥　学校における児童生徒の健康診断について
⑶　岡山労働局との連絡会議
　　平成27年２月25日（水）岡山衛生会館　５階　中ホール
　　岡山労働局から
　①　「岡山労働局働き方改革推進本部」の設置について
　②　勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用について
　③　労働災害の発生状況
　　１）平成26年分死傷災害発生状況（速報値）について
　　２）死亡災害発生状況（速報値）並びに発生状況13件について
　　３ ）スローガン「平成27年１～３月は『労働災害防止強化期間』やっていますか？安全点検！トップの決意と

現場の実行！」について
　　４）職場での転倒事故について
　④　労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要
　　１）化学物質のリスクアセスメントの実施について
　　２）ストレスチェック及び面接指導の実施について
　　３）受動喫煙防止措置の努力義務について
　　４）重大な労働災害を繰り返す企業への対応について
　　５）外国に立地する検査機関の登録について
　　６）第88条第１項に基づく届出の廃止について
　　７ ）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
　⑤　ストレスチェック制度に関する検討会報告書について
　⑥　脳血管疾患及び虚血性心疾患の労災補償状況について
　⑦　石綿による肺がん中皮腫の労災補償状況について
　⑧　労災レセプトのオンライン請求について
　⑨　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
　⑩　平成25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
　⑪　パートタイム労働法改正について
　⑫　次世代育成支援対策推進法について
　⑬　母性健康管理について
　　　岡山県医師会から
　⑭　平成26年度岡山県医師会産業医部会活動概要
　　　第２回岡山県医師会産業医部会委員（１／ 10）報告
　⑮　平成26年度日医認定産業医研修会
　⑯　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
　⑰　平成26年度上半期岡山県地域産業保健センター実績報告
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⑷　岡山県警察本部との打合せ
　　　平成26年11月12日（水）　19：00 ～　岡山プラザホテル
⑸　歯科医師会、薬剤師会、その他
　　平成26年度岡山県四師会懇談会
　　　日時：平成26年11月26日　18：30 ～
　　　場所：岡山プラザホテル
　　　５月27日　岡山県愛育委員会総会（清水副会長）
　　　６月15日　岡山県看護協会平成26年度通常総会（石川会長）
　　　８月31日　岡山市四師会懇親会（石川会長）
⑹　岡山大学、川崎医科大学、その他
　　５月29日　川崎学園理事会・評議員会、九曜学園理事会・評議員会
　　６月７日　 岡山医学会・鶴翔会・岡山大学関連病院長会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事、神

﨑理事、田中理事、中島理事、國富理事、岡部理事、江澤理事、佐藤理事、島村監事）
　　８月21日　岡山大学メディカルセンター構想検討委員会（清水副会長）
　　９月８日　岡山大学と岡山県医師会との懇談会（石川会長、清水副会長、松山理事）
　　９月12日　第１回岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議（石川会長）
　　９月24日　岡山大学メディカルセンター構想検討委員会（清水副会長）
　　10月23日　岡山大学メディカルセンター構想検討委員会（清水副会長）
　　12月４日　岡山医学会役員会（石川会長、松山理事）
　　12月25日　岡山大学メディカルセンター構想検討委員会（清水副会長）
　　１月15日　メディカルカフェ in かわさき（神﨑理事）
　　１月16日　川崎学園理事会及び九曜学園理事会及び合同懇親会（石川会長）
　　１月26日　第２回岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議（石川会長）
　　１月31日　岡山大学メディカルセンター構想検討委員会（清水副会長）
　　１月31日　岡山大学メディカルセンター構想講演会（清水副会長）
　　２月25日　岡山大学メディカルセンター構想検討委員会（清水副会長）
　　３月26日　川崎学園理事会（石川会長）

９．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26年度では、小中学校１年生で99％に達し、
また、小学校４年生の心電図検査も一部実施されている。
　　平成26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　56,154件
　　　小中高校　心音図検査　36,366件
　 　解析データは光ディスクに収録蓄積されており、既に250万件に達している。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。

10．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。しかし時には、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る。
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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、合計22名の看護

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。

11．特定感染症検査等事業

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

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

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

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

平成26年度補助事業・委託事業等

公益２．医療情報対策事業

事　業　名 収入額（円） 補助・委託団体等
女性医師復職支援事業 1,381,530 日本医師会
女性医師復職支援事業 2,760,000 岡山県
小児救急医療電話相談事業 14,245,379 岡山県
肝炎ウイルス検査事業 3,224,536 岡山県、岡山市
風しん抗体検査事業 21,890,740 岡山県、岡山市、倉敷市
岡山県医師会心電図自動解析センター事業 1,000,000 岡山県教育委員会

「国民医療を守るための国民運動」決起集会 500,000 日本医師会
臨床検査精度管理事業 2,086,000 岡山県臨床検査技師会
公益２　合計 47,088,185 　

［Ⅲ］公益関係機関助成事業（公３）

１．団体、学会等が主催する講演会・研修会に対する補助金

　⑴　岡山医学会が主催する講演会助成
　⑵　健康づくり財団主催のがん征圧大会への助成
　⑶　岡山医師研修支援機構：ハワイ大学研修費助成
　⑷　ミャンマー研修医師への助成金
　⑸　ミャンマー医師育成事業助成金
　　 　ミャンマーにおける救急医療分野は先進国に及ばず、整形外科医などが救急医療に従事している。救急医療

制度の構築のため、救急専門医の養成が課題である。本会の社会貢献事業として、ミャンマー人医師に救急専
門医としての知識と技術を供与することを目的に、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学分野と共同で
２人の医師を招き研修を行った。

　　◦平成26年４月16日　本会を表敬訪問。
　　◦ 平成26年４月21日～７月９日　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科救急医学分野および岡山大学病院高度救

命救急センターでの研修。
　　◦平成26年５月３日～５日　岡山県医療用自動車協会の東北旅行に参加し、東日本大震災の被災地を訪問。
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　　◦平成26年５月15日　平成26年度第１回岡山大学病院研修医ICLSコースに参加。
　　◦平成26年５月23日、24日　第30回日本救急医学会中国四国地方会に参加。（高知県）
　　◦平成26年５月30日～６月１日　第17回日本臨床救急医学会に参加。（栃木県）
　　◦平成26年６月８日　第４回福山ISLSコースに参加。
　　◦平成26年６月10日　倉敷中央病院救急センターおよびICUを視察。
　　◦平成26年６月19日　川崎医科大学附属病院救命救急センター視察およびドクターヘリに搭乗。
　　◦平成26年６月26日　岡山県消防防災ヘリコプター訓練に参加。
　　◦平成26年７月４日　松山胃腸科外科、特別養護老人ホームを訪問。
　　◦平成26年７月９日　記念講演を岡山衛生会館（図書資料室）にて開催。
　　　　　　　　　　　　演題「ミャンマーにおける救急医療の発展」
　⑹　ミャンマー人医師の高齢者医療視察
　　 　平成26年４月21日～ 26日まで、高齢者介護や緩和医療を学ぶためミャンマーから５名の医師が来岡した。

滞在中、岡山大学病院、倉敷スイートホスピタル、倉敷第一病院、松山胃腸科外科、長島愛生園などを視察し
た。また、平成26年４月25日に高齢者医療シンポジウム（岡山大学Jホール）にも参加した。

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：卒業研修、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・研修会に対しての助成
　　◦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

平成26年度補助事業・委託事業等

公益３．公益関係機関助成等事業

事　業　名 収入額（円） 補助・委託団体等
医師会立准看護師養成所助成金 360,000 日本医師会
公益３　合計 360,000 　

［Ⅳ］貸室事業（収１）
１．岡山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13日、９月12日、３月13日）開催し、会館管理運営の基本的事項について協議す

るとともに、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・収入額とも前年度

を上回る実績を挙げることができた。
　　　　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。
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　　　 　会館運営に支障のない範囲において、会館事務局職員の「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　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１）不良電気設備修繕　　　
　　２）高圧コンデンサー撤去・PCB廃棄物運送・廃棄処分　　　　　　　　　　　　　　　   
　②　その他年次計画以外の修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１）地階空調機械室等煙感知器取替　　
　　２）１・２会議室クロス一部貼り替え　 　　
　　３）三木記念ホール吊物昇降装置修理　　
　③　総合損害保険適用に係る修繕工事　　　　　　　　　　　　
　　１）駐車場物損事故修理　　　　　　　　
　　２）台風11号被害雨漏り修理
　　３）晴れやかネット事務局ガラス破損修理　　　　　　　
⑷　平成26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27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 108 117 　92.3％ 医師会 454 475 　95.6％

県庁・学会 303 188 161.2％ 合　計 865 780 110.9％

　②　平成27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 4,107 4,577 　△470 医師会 11,603 12,099 1,424

県庁・学会 8,754 6,078 △2,676 合　計 24,464 22,754 1,710

⑸　消費税増税への対応　　　
　 　平成26年４月１日からの消費税増税（５％から８％へ税率変更）については、収入予算及び支出予算に必要額

を計上し適切に対応した。
　①　会館入居料及び会館施設設備使用料等については、消費税８％加算した額に変更し、収入額を確保した。
　②　支出経費については、必要額を適切に執行した。

［Ⅴ］会員福祉対策事業（他１）

１．福祉部に関する事項

⑴　福祉部の概況
　 　福祉部弔慰金制度の正味財産が２年後には枯渇することを考慮し、今年度開催した福祉部役員会で協議を重ね

た。その結果、26年度末をもって弔慰金制度を廃止し、27年４月からは本会一般会計慶弔費から弔慰金を支払う
ことを決議した。これに伴い平成２年に凍結されていた旧弔慰金制度（福祉部第一制度）は解散とした。26年度
末の福祉部弔慰金制度正味財産は特定資産衛生会館積立資産へ繰り入れる。

　 　グループ保険制度は加入率の漸減が懸念されており、加入促進チラシを作成し配布するなどの対策をとって経
過をみている。同じく団体扱い生命保険制度についても会員福祉の一環として制度の広報チラシを作成し会員に
配布した。

　 　ドクターバンクは、NPO法人岡山医師研修支援機構・岡山県地域医療支援センターと協定を結び、情報確保
に努めており、26年度には４件のマッチングの成立があった。制度の周知が広まってきたものと捉え一層の充実
を図っていく。
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各事業の現況（平成27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 546人 （1,791口）
火災被害 　　1件 7,614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 1,316人
　給　　　付 20人 3,472,000円（内持出分　０円）

傷害死亡一時金 ２人 400,000円　　　　　　　　
任意加入部分
　加　入　者 Ａ会員　453人 （Ａ型　2,012口）

（Ｂ型　1,658口）
（Ｃ型　　385口）
（Ｄ型　　306口）
（Ｅ型　　472口）
（Ｆ型　　215口）
（長期　　　20口）

Ｂ会員　81人 （Ａ型　　441口）
（Ｂ型　　112口）
（Ｃ型　　201口）
（Ｄ型　　　20口）
（Ｅ型　　　68口）
（Ｆ型　　　　7口）
（長期　　　0口）

　給　　　付  23人 　64,113,334円

　③　福祉部弔慰金制度

加　入　者　 3,124人
　　　　Ａ　会　員 1,441人
　　　　元Ａ会員 　　302人

　　　　Ｂ　会　員 1,376人
　　　　Ｃ　会　員 　　　　0人

死亡支払弔慰金 　　　26人 7,200,000円
　　　　Ａ　会　員 　　　　6人 3,000,000円
　　　　元Ａ会員 　　　16人 4,000,000円

　　　　Ｂ　会　員 　　　　4人 　　200,000円
旧第１制度
預り分配金 　　　　9人 　　322,835円

　④　福祉部グループ保険制度

加　入　者
　　Ａ　会　員 500万 345人 （1,110口）

300万 　　1人 （　　　1口）
　　Ｂ　会　員 500万 　60人 （　304口）

300万 　　1人 （　　　1口）
　　配　偶　者 500万 111人 （　208口）

300万 　　7人 （　　　7口）
　　子　　　供 400万 　23人 （　　23口）
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　　　平成26.4.1 ～ 27.1.31

新規加入者 増　額 減　額 脱退者

Ａ会員
500万 ０人（０口） ０人（０口） 26人（40口） 18人（43口）
300万 ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口）

Ｂ会員
500万 ３人（14口） ０人（０口） ３人（12口） ３人（７口）
300万 ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口）

　　　（脱退者内訳）　　

脱　退 76才脱退 死亡脱退
Ａ　会　員 ７人（20口） ７人（13口） ４人（10口）
Ｂ　会　員 ２人（５口） １人（２口） ０人（０口）

支払保険金合計 ５人 50,120,000円　　　　　　　　
病気死亡支払保険金 ４人 50,000,000円（10口）　　　　
配偶者病気死亡支払保険金 ０人 ０円（０口）
子供病気死亡支払保険金 ０人 ０円（０口）
災害死亡支払保険金　 ０人 ０円（０口）
高度障害支払保険金 ０人 ０円（０口）
入院給付金　　 １人 120,000円　　　　　　
障害給付金 ０人 　　　　　　0円　　　　　　

平成26年度資格喪失者 ８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26年４月～平成27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27年１月末で前者は求人医療機関69施設、

求職医師４名が登録している。平成26年度の紹介斡旋は４件で、成立２件であった。
　　 　一方、後者は求人医療機関44施設、求職医師７名の登録があり、平成26年度の紹介斡旋は２件、成立は２件

であった。
⑵　役員会の記録
　①　第１回福祉部役員会開催
　　　平成26年８月２日（会報第1388号）
　　　◦平成25年度福祉部会計決算報告
　　　◦平成26年度福祉部会計現況報告（平成26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25年度実績と26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25年度実績と26年度加入状況について
　　　◦福祉部グループ生命保険制度並びに日医医師年金制度に係る加入推移について
　　　◦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
　　　◦福祉部弔慰金の今後について
　　　◦岡山県医師会ホームページのリニューアルについて
　　　◦グループ保険制度加入促進活動について
　②　第２回福祉部役員会開催
　　　平成26年12月６日（会報第1399号）
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　　　◦平成26年度福祉部会計現況報告（平成26年11月末日現在）
　　　◦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の現況について
　　　◦（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
　　　◦福祉部弔慰金の今後について
　　　◦台風の被害に対する福祉部見舞金制度からの給付について
　　　◦日立キャピタルとのリース契約について
⑶　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27年１月15日改定）
　　ア　新築資金　　　　　　　　　　　年　利　　0.60％
　　イ　乙種増改築資金　　　　　　　　年　利　　1.10％
　　ウ　介護老人保健施設の全資金　　　年　利　　0.70％ （会報第1398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26年度に解決された件数は14件で未解決は８件である。
　②　平成26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26年９月27日（土）、28日（日）に香川県担当でJRホテルクレメント高松で開催され本会から清水副会長、

岡部理事、田淵理事、寺島理事、島村監事、中川監事、顧問弁護士２名が出席した。
　③　平成26年度日本医師会医療安全推進者養成講座「講習会」
　　　平成26年10月５日（日）に日本医師会で開催され本会から清水副会長と寺島理事が出席した。
　④　平成26年度日本医師会医療事故防止研修会
　　　平成26年11月16日（日）に日本医師会で開催され本会から岡部理事と寺島理事が出席した。
　⑤　医事紛争対策委員会
　　 　平成26年12月６日（土）に岡山衛生会館６階応接室で開催し、岡部理事と寺島理事と顧問弁護士２名で未解

決事案等について話し合った。
　⑥　平成26年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
　　 　平成26年12月10日（水）に日本医師会３階小講堂で開催され本会から岡部理事と寺島理事が出席した。
　⑦　医療事故調査制度に関するシンポジウム
　　 　平成27年１月18日（日）にホテルグランヴィア広島で開催され本会から、清水副会長、松山理事、田中理事、

國富理事、岡部理事、大原理事、佐藤理事、寺島理事が出席した。

　自浄作用活性化委員会
　◦日本医師会主催のワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」への参加。
　　 今年度は開催がなく、来年度、平成27年４月30日（木）に日本医師会で開催され、本会から石川会長、岡部理

事が出席予定。
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［Ⅵ］管理部門

１．理事会

　　毎週水曜日　計48回開催
２．代議員会
　⑴　第185回岡山県医師会臨時代議員会
　　　日時：平成26年４月20日（日）　13：00 ～
　　　場所：三木記念ホール
　　　◦平成26年度公益社団法人岡山県医師会事業計画
　　　◦平成26年度公益社団法人岡山県医師会収支予算
　　　◦岡山県医師会次期役員等の選挙
　⑵　第186回岡山県医師会定例代議員会
　　　日時：平成26年６月22日（日）　14：00 ～
　　　場所：三木記念ホール
　　　◦平成25年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
　　　◦平成25年度公益社団法人岡山県医師会決算認定の件
３．郡市等医師会長協議会
　⑴　10月18日（度）　14：00 ～　第１､ ２会議室
　　　（県医師会から）
　　①　新会館建設について
　　②　都道府県医師会長協議会からの報告
　　　１）病床機能報告制度と地域医療ビジョン
　　　２）控除対象外消費税問題に関わる税制要望 
　　③　地域包括ケア部会について
　　④　集団的個別指導の再開について
　　　　（郡市等医師会から）
　　⑤　在宅医療連携拠点事業について
　⑵　２月14日（土）14：00 ～　第１､ ２会議室
　　　（県医師会から）
　　①　新会館建設の経緯について
　　②　集団的個別指導の再開について
　　③　地域包括ケアむについて
　　　　（郡市等医師会から）
　　④　地域包括ケアシステムについて
　　⑤　県医師会館について
　　⑥　集団的古部佐指導について
４．郡市等医師会への役員出席
　　４月１日　岡山市医師会との会館管理等打合せ（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事、神﨑理事）
　　４月５日　玉島医師会新年度懇親会（清水副会長、糸島副会長）
　　５月８日　井原医師会定時総会懇親会（石川会長、清水副会長、糸島副会長）
　　５月22日　小児救急地域医師研修会　高梁市（國富理事）
　　５月24日　西大寺医師会定時総会懇親会（清水副会長、松山理事）
　　５月25日　玉野市医師会懇親会（清水副会長、松山理事）
　　６月19日　真庭市医師会定時総会（糸島副会長、松山理事）
　　８月２日　高梁医師会納涼会（石川会長、松山理事）
　　８月20日　小児救急地域医師研修会　新見（國富理事）
　　８月23日　倉敷医師会との懇談会（石川会長、清水副会長、松山理事）
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　　９月４日　小児救急地域医師研修会　笠岡（國富理事）
　　10月11日　御津医師会「地域医療」学術シンポジウム及び報告と感謝の集い（石川会長、松山理事、江澤理事）
　　10月30日　糖尿病総合管理医認定・更新研修会　津山市（田中理事）
　　11月８日　倉敷市連合医師会主催　医療法務セミナー（清水副会長）
　　11月16日　美作医会定例総会懇親会（石川会長、清水副会長、糸島副会長）
　　11月18日　小児救急地域医師研修会　井原市（國富理事）
　　11月22日　備中ブロック医師会協議会（石川会長、清水副会長、松山理事、神﨑理事）
　　11月29日　吉備医師会忘年会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事）
　　12月９日　邑久医師会忘年会（石川会長、松山理事）
　　１月８日　倉敷医師会新年宴会（石川会長）
　　１月21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）
　　１月24日　真庭市医師会岡山県医師会会長賞受賞記念会（石川会長）
　　１月27日　かかりつけ医のための特定疾患研修会　倉敷（江澤理事）
　　１月29日　新見医師会新年会（石川会長）
　　２月４日　主治医意見書研修会　新見（江澤理事）
　　２月８日　 術前検査等で発見されたB型、C型肝炎ウイルス陽性者への説明に関する医師の義務～裁判例から

考える～（糸島副会長）
　　２月18日　 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（石川会長、松山理事、

佐藤理事）
　　２月26日　赤磐医師会病院増改築棟完成記念祝賀会（石川会長、清水副会長、糸島副会長）
　　３月２日　主治医意見書研修会　津山市（江澤理事）

５．平成26年度　新岡山県医師会会館建設に係る会議等
岡山県医師会館建設会議（３回）

第３回新岡山県医師会館建設会議（４／５） 地区20名、役員17名、議長・副議長、アドバイザー、事務局４名
第４回新岡山県医師会館建設会議（８／９） 地区23名、役員13名、副議長、アドバイザー、事務局４名
第５回新岡山県医師会館建設会議（12 ／ 21） 地区22名、役員13名、議長、アドバイザー、事務局４名

岡山県医師会館施工者選定委員会（２回）
第１回岡山県医師会館施工者選定委員会（８／ 29）委員９名、オブザーバー、事務局３名
第２回岡山県医師会館施工者選定委員会（10／３）委員９名、オブザーバー、事務局３名

岡山県医師会館設計協議会（16回）
第７回岡山県医師会館設計協議会（５／ 14） 役員13名、設計者４名、事務局２名
第８回岡山県医師会館設計協議会（５／ 28） 役員11名、設計者名、事務局４名
第９回岡山県医師会館設計協議会（６／４） 役員11名、設計者４名、事務局４名
第10回岡山県医師会館設計協議会（６／ 11） 役員13名、設計者１名、事務局４名
第11回岡山県医師会館設計協議会（６／ 18） 役員10名、設計者４名、事務局４名
第12回岡山県医師会館設計協議会（７／２） 役員10名、設計者４名、事務局３名
第13回岡山県医師会館設計協議会（７／ 16） 役員11名、設計者４名、事務局４名
第14回岡山県医師会館設計協議会（８／６） 役員８名、設計者３名、事務局４名
第15回岡山県医師会館設計協議会（９／３） 役員７名、事務局３名
第16回岡山県医師会館設計協議会（９／３） 役員８名、設計者３名、事務局４名
第17回岡山県医師会館設計協議会（10 ／８） 役員８名、事務局４名
第18回岡山県医師会館設計協議会（10 ／８） 役員10名、設計者３名、事務局４名
第19回岡山県医師会館設計協議会（11 ／５） 役員６名、事務局４名
第20回岡山県医師会館設計協議会（11 ／ 19） 役員８名、設計者４名、事務局４名
第21回岡山県医師会館設計協議会（１／ 28） 役員６名、事務局３名
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第22回岡山県医師会館設計協議会（３／ 25） 役員８名、事務局４名

岡山県医師会館設計協議会ワーキンググループ
◦階構成・平面レイアウトWG　 ６回（４／ 17、４／ 17、５／ 14、６／４、６／ 11、６／ 18）
◦ホールWG　　　　　　　 　 ５回（４／ 17、５／ 14、６／４、６／ 11、６／ 18）
◦設備WG　　　　　　　　 　 ５回（６／４、６／ 11、６／ 18、７／２、７／ 16）
◦外観・内装WG　　　　　　　 ３回（７／２、７／ 16、８／６）
◦管理・運営・セキュリティ WG　 ４回（８／６、８／６、10 ／ 22、10 ／ 29）
◦財務WG　　　　　　　　　　 ５回（５／ 28、８／ 18、８／ 28、10 ／８、10 ／ 18）

岡山県医師会館建設総合定例会議（３回）
第１回岡山県医師会館建設総合定例会議（１／ 28）役員７名、アドバイザー、監理者７名、施工者５名、事務局４名
第２回岡山県医師会館建設総合定例会議（２／ 18）役員８名、アドバイザー、監理者５名、施工者４名、事務局４名
第３回岡山県医師会館建設総合定例会議（３／ 25）役員９名、アドバイザー、監理者５名、施工者５名、事務局４名

岡山県医師会館建設工事現場説明会（９／９） 施工候補者５社10名、役員１名、アドバイザー、設計者３名、
事務局３名

岡山県医師会館建設工事近隣説明会（12 ／ 25） 町内会19名、役員２名、設計者３名、施工者８名、事務局３名
岡山県医師会館建設工事起工式（１／９） 来賓４名、役員12名、監理者５名、施工者５名、事務局３名
岡山県医師会館建設工事暴力団等排除対策協議会
発足式（１／ 27）

役員、警察４、暴力追放運動推進センター、施工者22名、事務
局３名

平成26年度　新岡山県医師会館建設に係る主な内容等
平山アドバイザーと設計者との打合せ（４／２）
第３回新岡山県医師会館建設会議（４／５）
　設計基本計画の報告。設計者からの設計図書のプレゼンテーション。
階構成・平面レイアウトWG（４／ 17）
階構成・平面レイアウト、ホール合同WG（４／ 17）
第４回理事会（４／ 23）
　階構成・平面レイアウトの承認。
○第185回臨時代議員会（４／ 20）
平山アドバイザーと設計者との打合せ（４／ 28）
第５回理事会（４／ 30）
　設計者による外観のプレゼンテーション
第７回岡山県医師会館設計協議会、階構成・平面レイアウトWG、ホールWG（５／ 14）
　階構成・平面レイアウト、ホールホワイエ等の検討。
第８回岡山県医師会館設計協議会、財務WG（５／ 28）
　設計者から示された建設費の概算の検討。
第９回岡山県医師会館設計協議会、階構成・平面レイアウトWG、ホールWG、設備WG（６／４）
　平面レイアウト、空調設備熱源、歩道橋等の検討。
第10回岡山県医師会館設計協議会、階構成・平面レイアウトWG、ホールWG、設備WG（６／ 11）
　空調設備熱源、平面レイアウト、今後のスケジュール等の検討。
第11回岡山県医師会館設計協議会、階構成・平面レイアウトWG、ホールWG、設備WG（６／ 18）
　空調設備熱源を電気・ガス併用とする。平面レイアウト、今後のスケジュール、歩道橋等の検討。
○第186回定例代議員会（６／ 22）
平山アドバイザーとの打合せ（６／ 25）
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第12回岡山県医師会館設計協議会、外観・内装WG、設備WG（７／２）
　 役員会議室、会長室、応接室のインテリアデザイン、インターネット環境、施工業者選定発注方法、エ

レベーター仕様等の検討。
第13回岡山県医師会館設計協議会、外観・内装WG、設備WG（７／ 16）
　 役員会議室、会長室、応接室、ホール、ホワイエのインテリアデザイン、建設費の減額、工事発注方法

等の検討。
第17回理事会（７／ 30）
　岡山県医師会館建築業者選定委員会（仮）外部委員６名、岡山県医師会内５名を決定。
第14回岡山県医師会館設計協議会、外観・内装WG、管理・運営・セキュリティ WG（８／６）
　内部、外観のデザイン、セキュリティ等の検討。
管理・運営・セキュリティ WG（８／６）
第４回新岡山県医師会館建設会議（８／９）
　 設計者からの平面レイアウト、外観、内装のプレゼンテーション。建設スケジュール、建設工事発注方

法の説明。
財務WGコスト検討会（８／ 18）
　工事に含まれる設備と什器備品類との区分を明確化。
財務WGコスト検討会（８／ 28）
　設備備品、年間維持費用の推計、各種申請料等の検討。
第１回岡山県医師会館施工者選定委員会（８／ 29）
　建設工事一括発注による指名競争入札とし、指名施工者候補を選定。
第15回岡山県医師会館設計協議会（９／３）
　８／ 29施工者選定委員会決定事項の承認。
第21回理事会（９／３）
　指名施工者候補の決定。
第16回岡山県医師会館設計協議会（９／３）
　岡山県医師会館建設工事見積要項書の検討。
岡山県医師会館建設工事現場説明会（９／９）
岡山県医師会館建設工事見積書締切り（９／ 30）
　入札４者
第２回岡山県医師会館施工者選定委員会（10 ／３）
　施工者候補、次点を選定。
第17回岡山県医師会館設計協議会（10 ／８）
　10 ／３施工者選定委員会決定事項の承認。
第26回理事会（10 ／８）
　施工者候補、次点の決定。
第18回岡山県医師会館設計協議会（10 ／８）
　ホールの座席、ステージ設備、空調等の検討。
財務WGコスト検討会（10 ／８）
　建設費の減額方法の検討。
平成26年度第１回郡市等医師会長協議会（10 ／ 18）
　医師会館建設経過説明
財務WGコスト検討会（10 ／ 18）
　建設費の減額方法の検討。
管理・運営・セキュリティ WG（10 ／ 22）
五役と設計者との打合せ（10 ／ 22）
　VE・CD（仕様変更・コストダウン）の検討。
管理・運営・セキュリティ WG（10 ／ 29）
平山アドバイザー、設計者、施工者候補打合せ（10 ／ 31）
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第19回岡山県医師会館設計協議会（11 ／５）
　18億6,000万円（税別）で施工者候補の株式会社大本組と契約する。
第30回理事会（11 ／５）
　18億6,000万円（税別）で株式会社大本組を施工者と決定。
株式会社大本組に、工事等着手指示書（仮契約書準ずるもの）を交付（11 ／５）
第20回岡山県医師会館設計協議会（11 ／ 19）
　設計者から建設工事設計図書の報告。
岡山県医師会館建設工事近隣説明会事前相談（12 ／ 16）
第５回新岡山県医師会館建設会議（12 ／ 21）
　施工者選定過程の説明、施工者（大本組）の紹介。設計者から実施設計の説明。
岡山県医師会館建設工事近隣説明会（12 ／ 25）
岡山県医師会館建設工事起工式（１／９）
岡山県医師会館建設工事暴力団等排除対策協議会発足式（１／ 27）
第21回岡山県医師会館設計協議会（１／ 28）
　 岡山県医師会館別途工事について数社見積比較し、ネットワークをアライドテレシス㈱、電話をコムパ

ス㈱、セキュリティをセコム㈱とする。
第１回岡山県医師会館建設総合定例会議（１／ 28）
　監理体制、施工体制、監理方針、プロセスの妥当性確認記録、全体工程等の説明と検討。
株式会社大本組と岡山県医師会館建設工事契約書締結（１／ 30）
第42回理事会（２／４）
　 岡山県医師会館別途工事のネットワークをアライドテレシス㈱、電話をコムパス㈱、セキュリティをセ

コム㈱に決定。
平成26年度第２回郡市等医師会長協議会（２／ 14）
　医師会館建設経過説明
第２回岡山県医師会館建設総合定例会議（２／ 18）
　外壁タイルの大判サンプルを作成する３種類を選定。
外壁タイル選定（３／ 25）
　外壁タイル３種類のモックアップを建設現場に設置し検討。
第３回岡山県医師会館建設総合定例会議（３／ 25）
　外壁タイル決定。
第22回岡山県医師会館設計協議会（３／ 25）
　新会館の貸室賃料、施設利用料金の検討。




