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平成27年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
緒　　　　　言

　平成28年度診療報酬改定が行われた。今回も、診療報酬本体はプラス改訂となったが、残念ながら薬価・材料価
格のマイナス分を差し引くとマイナス改定であった。
　今回の改定の主な改定項目を挙げると、地域包括診療料・加算の要件の緩和、認知症かかりつけ医機能の評価、
小児かかりつけ医機能の評価、ニコチン依存症管理料の対象者の拡大、医療技術の適正評価等がある。診療報酬の
大幅な増額改訂が期待できない現状では、このような加算、管理料等をコツコツと積み上げていくことが必要になっ
てくる。
　一方で、診療報酬と車の両輪と言われている新たな財政支援制度である基金についても、施設整備に対して50％
を割り当てるとする国の方針により、いわゆるソフト事業に対しる交付は非常に窮屈になっている。幸い27年度は、
26年度未使用分を繰り越すことによって満額を確保できたが、今後この事業が十分な予算の下に実施できるかどう
か問題である。
　今年度も、岡山県医師会は石川会長のもとに一致団結して会務に励み、担当役員がそれぞれの分野でリーダーシッ
プを発揮し、会員が安定した医療経営を行い、高質な医療を提供できるよう知恵を絞りながら努力を行った。
　平成27年度当初に、会長が「事業大綱」で示した事業計画について検証を行った。

消費税10％増税時対策
　平成29年４月に予定されている消費税10％増税については、日本医師会に消費税担当理事を派遣し、協議を継続
している。税制については、課税に転換、非課税のまま（全額還付or一部還付）等が検討されているが、診療所に
ついては診療報酬での対応が考えられているが、診療報酬では病院の設備投資等に係る控除対象外消費税は対応で
きない。そこで病院と診療所の２本立ての税制も検討されている。いずれにしても残された時間は１年間であり早
急な解決が待たれる。

新たな財政支援制度・基金
　基金事業については岡山県医師会から、「地域包括ケア体制整備支援事業」、「かかりつけ医認定事業」、「医院継
承バンクの設置」の３件を要望し、全てについて予算措置が行われた。地域包括ケア体制整備事業については、地
域包括ケアコーディネーターを配置し、医療介護連携推進の促進、医療介護難民救済等の課題解消につとめるべく
事業展開した。また、岡山地域包括ケア・地域医療構想研究会を設置し、自治医科大学松田晋也教授をアドバイザー
に据え６回にわたる研究会を開催し報告書を作成した。
　かかりつけ医認定講習会も６回開催し、400人以上の会員が受講し認定かかりつけ医の資格を取得した。

新岡山県医師会館建設と衛生会館
　平成28年３月１日、新岡県医師会館が竣工した。実に８年の月日と約30億円に及ぶ資産を投入した新会館建設事
業も大団円を迎えた。
　平成21年４月、岡山県医師会の公益法人化にともない「新岡山県医師会建設」が俎上に上がった。平成23年12月、
駅元町に建設用地大部分を確保した。平成25年12月には、石本・UDD設計企業体を設計業者に決め、基本設計・
実施設計に入った。約10 ヶ月を設計に費やし、実施設計を決定した。実施設計をもとに、平成26年11月に施工者
を株式会社大本組に決定した。平成27年１月９日起工式を行った。以後は、毎月２回のペースで岡山県医師会建設
総合定例会議を開催し、毎回10人前後の役員が参加し、外装、平面、ホール、内装、設備、財務等について、時に
は厳しく、時には楽しく討議を行い、岡山県医師会にふさわしい新岡山県医師会が完成した。会議は、岡山県医師
会館総合定例会議の他に８会議がすべてを合計すると126回時間にして約300時間に及んだ。

岡山県保健医療計画並びに地域医療構想の策定
　地域医療構想は、３年に一度改定されることとなっており、来年度がその年となっていた。また、今回の計画は、
2025年に向けて２年間の計画となり、同時に地域医療構想の策定も行われた。石川会長が、医療審議会の会長とし
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て医療計画と地域医療構想策定の議論を主導し、2025年以降の医療供給体制の構築に道筋を示した。

その他
　産業医部会では、昨年12月から施行された、ストレスチェック制度の周知、啓発に注力した。今後は、高ストレ
ス者の面接指導につて周知し、産業医が積極的にストレスチェック制度に係る方向を示す。
　集団的個別指導は、平成26年、27年と２回行われた。厚生局岡山事務所・岡山県と協議を重ねながら慎重な運営
を心掛けている。
　他団体との連携も例年どおり行っており、岡山県知事、岡山県保健福祉部、岡山県教育庁、岡山県警察本部、岡
山労働局等の行政、四師会、病院協会とも課題解決に向けた協議を行った。

〔Ⅰ〕　総 務 に 関 す る 事 項
⑴　会　　　　　員　　　　　数

　　平成28年３月31日現在　3,109名　　新入会者166名　　退会者122名（内 死亡31名）
　　平成27年度　物古会員氏名
　　　岡山市　岡本　吉正　　　西大寺　岡本　寿節　　　笠　岡　清水　昭爾　　　岡山市　高知　床志
　　　笠　岡　花房　捷夫　　　児　島　太田　博術　　　津山市　西村　　脩　　　真庭市　俣野　　薫
　　　都　窪　名越　　康　　　岡山市　渡辺　　悟　　　都　窪　笛木　久雄　　　都　窪　溝手　専一
　　　笠　岡　齋藤　哲郎　　　岡山市　原　　義人　　　津山市　俣野　　栄　　　倉　敷　光藤　和明
　　　岡山市　越智　浩二　　　西大寺　丹羽　国泰　　　御　津　熊代　寿子　　　倉　敷　上村　雅之
　　　玉　島　尾上　普路　　　都　窪　三宅　　馨　　　岡山市　井上　一夫　　　岡山市　中土井省吾
　　　高　梁　菅田　　毅　　　笠　岡　片山かほる　　　西大寺　難波　良司　　　岡山市　後藤　精俊
　　　勝田郡　平井　龍雄　　　倉　敷　白髪　克也　　　岡山市　福田　範三

岡山県医師会会員数（平成28年３月31日現在）

　 A B C 計 　 A B C 計 　 A B C 計

岡山市 435 556 １ 992 吉　備 53 37 ０ 9０ 浅　口 25 26 ０ 5１

西大寺 49 54 ０ １０3 高　梁 28 32 ０ 6０ 真庭市 35 4１ ０ 76

倉　敷 2０7 375 2 584 新　見 １6 １4 ０ 3０ 苫田郡 １０ 8 ０ １8

児　島 47 42 ０ 89 御　津 66 49 ０ １１5 勝田郡 9 １3 ０ 22

玉　島 49 24 ０ 73 赤　磐 48 29 ０ 77 美作市 １8 １０ ０ 28

津山市 89 １００ ０ １89 和　気 32 27 ０ 59 久米郡 8 6 ０ １4

玉野市 48 32 ０ 8０ 邑　久 28 １2 ０ 4０ 岡山大学 ０ 67 ０ 67

笠　岡 39 39 ０ 78 北児島 28 １4 ０ 42 　 　 　 　 　

井　原 23 １4 ０ 37 都　窪 5１ 44 ０ 95 計 １,44１ １,665 3 3,１０9

⑵　会　　　　　　　　　　　議

代議員会（第187回定例・186回臨時）　 　２回
理事会　 　49回
郡市等医師会長協議会　 　２回
議事運営協議会　 　２回
会計士監査　 　１回
監事監査　 　１回
五役会議　 　８回
岡山県医師会館設計協議会　 　１回
　　同　設備WG　 　４回

　　同　内装外装WG　 　３回
　　同　ホールWG　 　１回
岡山県医師会館建設総合定例会議　 　21回
郡市等医師会長、基金・国保両医科審査委員、
　基金・国保両医科審査委員連絡会議　 　１回
郡市等医師会長・基金、国保審査委員、社会保
　障部合同会議　 　１回
社会保険指導者伝達講習会　 　１回
社会保障部部員・同地区委員合同会議　 　９回
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社会保障部部員の会　 　６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
　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
　 　２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
　　講演会　 　２回
　眼科部会　 　１回
　　眼科部会・眼科医会理事会　 　８回
　　総会　 　２回
　　生涯教育講座　 　２回
　耳鼻咽喉科部会　 　１回
　　集談会　 　６回
　皮膚科部会　 　３回
　　講演会　 　３回
　小児科部会　 　２回
　産婦人科部会
　　専門医会　 　５回
　整形外科部会　 　12回
　　研修会　 　13回
　精神科部会　 　11回
　　講演会　 　１回
　透析医部会　 　６回
　　総会　 　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　 　５回
　　講演会　 　１回
　　総会　 　１回
学校医部会
　　研修会　 　１回
学校検尿マニュアル作成委員会　 　４回
　労災（自賠責）部会
　　岡山県損害保険医療連絡協議会　 　１回
　産業医部会
　　委員会　 　２回
　　研修会　 　３回
　スポーツ医部会　
　　委員会　 　２回
　警察医部会

　　警察協力医会理事会・総会　 　１回
　　委員会　 　１回
　勤務医部会
　女医部会　 　３回
　有床診療所部会
　　講演会　 　１回
　　連絡協議会・役員会　 　１回
火災対策委員会
地域包括ケア部会　 　４回
岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会　 　７回
岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　 　１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　 　２回
プライマリ・ケア学会　第23回学術大会　 　１回
プライマリ・ケア講座　 　１回
日医生涯教育講座　 　２回
CKD県民公開講座　 　１回
糖尿病県民公開講座　 　１回
学術奨励賞選考委員会　 　１回
医療事故対策委員会　 　１回
岡山県医療事故調査支援団体連絡協議会　 　１回
岡山県民公開医療シンポジウム　 　１回
Welcome研修医の会　 　１回
臨床検査精度管理実行委員会　 　４回
新規開業医指導　 　８回
集団指導　 　１回
集団指導・集団的個別指導　 　１回
個別指導　 　15回
共同指導　 　２回
新規個別指導　 　２回
監査　 　７回
消化管精検研究会　 　６回
消化管検診研究会　 　２回
肺がん読影研究会　 　９回
小児救急医療電話相談検討会　 　２回
小児救急地域医師研修会　 　４回
母体保護法指定医師研修会　 　１回
母体保護法指定医師審査委員会　 　４回
乳がん検診講習会　 　６回
緩和ケア研修会　 　４回
社会保険連絡会議　 　２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　 　２回
かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会　 　２回
かかりつけ医認知症対応力向上研修会　 　２回
かかりつけ医のための特定疾患研修会　 　３回
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〔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）　 　５回
岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会（石川）　 　１回
岡山県原子爆弾被爆者の健康管理手当等の認定
　に関する委員会（田中）
〔医療推進課〕
岡山県医療審議会（石川）　 　２回
岡山県医療審議会医療法人部会（石川・糸島）　 　３回
　　同　救急医療対策部会（石川・松山）　 　１回
岡山県医療対策協議会（石川）　 　１回
　　同　新たな財政支援制度検討委員会（石川）
　　 　３回
精度管理専門委員（大原・宮﨑）　 　１回
へき地医療支援会議（合地）　 　２回
へき地勤務医師等医療研修会（合地）
ドクターヘリ運航調整委員会（石川・松山）　 　２回
岡山県看護職員確保対策連絡協議会（糸島）　 　１回
岡山県准看護師試験委員会（宮﨑）　 　３回
おかやまDMAT運営協議会（松山）　 　１回
岡山県急性心筋梗塞医療連携体制検討会議（田中）
　 　１回
岡山県周産期医療協議会（國富）　 　１回
岡山県がん対策推進協議会（大原）　 　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）　 　３回
　　同　講習会（糸島）　 　３回
岡山県保健医療計画策定協議会
　（石川・清水・糸島・中島）　 　１回
　　同　地域医療構想部会委員会（石川・清水・
　　　　糸島・中島）　 　４回
岡山県医療費適正化推進協議会（糸島）　 　１回
岡山県地域医療支援センター運営委員会（石川）
　 　２回
岡山県脳卒中連携体制検討会議（田中）　 　１回
岡山県在宅医療推進協議会委員（江澤）　 　１回
岡山県死因究明等推進協議会委員（松山）　 　１回

　　同　身元確認部会（松山）　 　１回
〔長寿社会課〕
岡山県介護保険制度推進委員会（江澤）　 　２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（佐藤）　 　１回
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会　岡山
　県がん登録審議会（大原）
〔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）
　　同　肺がん部会（清水）　 　１回
　　同　乳がん部会（松山）　 　３回
　　同　胃がん・大腸がん部会（田中）　 　２回
　　同　子宮がん部会（田淵）　 　１回
　　同　がん診療連携部会（糸島）　 　１回
岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会（石川・
　國富・田淵・寺島）　 　１回
岡山県精神保健福祉審議会（中島）
岡山県自殺対策連絡協議会（中島）　 　２回
岡山県肝炎対策協議会（糸島）　 　２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）　 　１回
健康おかやま21推進会議（清水）　 　１回
岡山県地域・職域保健連携推進協議会（清水）
　 　１回
岡山県糖尿病医療連携体制検討会議（田中）　 　２回
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）
岡山県母子保健評価委員会（田淵）
岡山県保健医療計画策定協議会　精神疾患部会
　（江澤）　 　３回
岡山県認知症医療連携会議（江澤）　 　１回
〔生活衛生課〕
岡山県食の安全・食育推進協議会（國富）　 　１回
〔医薬安全課〕
岡山県血液製剤使用適性化普及委員会（清水）
岡山県合同輸血療法委員会（清水）
岡山県臓器移植推連絡協議会（清水）

かかりつけ医等の肝炎治療対応力向上研修会　 　１回
岡山県医師会認定かかりつけ医研修会　 　５回
岡山県保健福祉部との懇談会　 　１回
岡山県教育庁との懇談会　 　１回
岡山県警本部長との懇談会　 　１回
岡山労働局との懇談会　 　１回
岡山県四師会との懇談会　 　１回

岡山市四師会との懇談会　 　１回
中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会　 　11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
岡山衛生会館検討委員会　 　４回

⑶　部 外 委 員 会
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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）　 　６回
岡山県献血推進協議会（石川）　 　１回
岡山県難病対策協議会（國富・江澤）　 　１回
　　同　特定難病審査会委員（田中）　 　１回
　　同　認定審査部会委員（國富）
〔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〕
岡山県要保護児童対策地域協議会
　（中島・國富、田淵）　 　１回
岡山県児童虐待通告背景分析事業検討会委員（國富）
〔消防保安課〕
岡山県メディカルコントロール協議会（松山・大原）
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・大原）　 　４回
〔県教育委員会〕
岡山県立学校結核対策委員会（國富）　 　１回
高等学校看護連絡協議会（石川・糸島）　 　１回
岡山県教職員健康診断審査委員会（松山）　 　９回
岡山県学校保健推進協議会（國富・神﨑）　 　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）
　　同　宿泊・衛生専門部会委員（松山）　 　１回
特別支援学校における医療的ケアの実施体制の
　整備に関する運営協議会委員（國富）　 　１回
〔その他の県関係〕
岡山県防災会議（石川・松山）
岡山県文化賞等選考委員会（石川）
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）
　　同　医事救護部会委員会（松山）　 　４回
〔厚生局岡山事務所〕
中国地方社会保険医療協議会（佐藤）　 　14回
〔その他〕
岡山県難病医療連絡協議会（神﨑）　 　２回
福祉用具展示体験コーナー運営委員会（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
岡山少年鑑別所視察委員会（沼本）　 　４回
岡山少年院視察委員会（大原）　 　４回
岡山県留置施設視察委員会（岡部）　 　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
　　同　岡山県訪問看護推進協議会（江澤）　 　１回
　　同　岡山県訪問看護課題検討協議会（江澤）
　　 　２回
岡山県健康づくり財団理事会（石川）　 　３回
　　同　評議員会（石川・清水）
岡山歯科衛生士会理事会（清水）　 　１回
岡山県臓器バンク理事会（石川）　 　３回
岡山県アイバンク理事会（清水）　 　２回
岡山医学会（石川・松山）　 　２回
岡山県高度情報化推進協議会（合地）　 　１回
学校法人川崎学園理事会・評議員会（石川）　 　３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）
　 　４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）　 　１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）
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）　 　１回
岡山県社会福祉協議会（石川）　 　３回
医療分野の｢雇用の質｣の向上のための企画委員会
　（糸島）　 　１回
雇用均等行政推進員会議（清水）　 　１回
糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する
　定例協議会（田中）　 　９回
岡山済生会総合病院地域医療支援委員会（松山）
　 　３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）
　 　４回
岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　（神﨑）　 　３回
第87回日本産業衛生学会企画運営委員会（石川）
岡山県医師国保組合理事会（石川・田中）　 　３回
岡山県社会保険診療報酬支払基金幹事会（糸島）
　 　12回
医療ネットワーク岡山協議会理事会（石川・清水・
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⑷　主 な る 行 事

４月１日 理事会
 会報企画委員会
　　２日 集団指導
 Welcome研修医の会
 第34回NPO法人岡山医師研修支援機構理事会
　　３日 第３回日本医師会勤務医委員会
 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会
　　４日 ダライ・ラマ法王来日記念講演会
 玉島医師会新年度懇親会
　　５日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　６日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との懇談会
　　７日 第18回中国地方社会保険医療協議会総会
　　８日 社会保険連絡協議会事前打ち合わせ
 理事会
 整形外科部会委員会
　　９日 新規開業医指導
　　10日 ピンクリボン運動2015　第２回会議
 医療推進課来会
 岡山衛生会館検討委員会
　　11日 第29回日本医学会総会（11日（土）～ 13日（月））
　　13日 岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討委員会
 支払基金幹事会
　　14日 岡山経済同友会４月教育問題委員会
　　15日 理事会
 社会保険連絡協議会
　　16日 日本医師会第119回年金委員会
　　18日 岡山市立市民病院新病院竣工記念式典・内覧会

　松山・神﨑・江澤・大原）　 　３回
　　同　総会　 　１回
岡山県精神保健福祉協会（田中）　 　３回
岡山県アスベスト対策協議会（佐藤）　 　１回
岡山救急医療研究会（石川・松山）　 　１回
空路利用を推進する会理事会（田中）　 　１回
岡山県医用工学研究会（大原）　 　１回
労災診療費算定実務研修会（松山）　 　１回
岡山県生活習慣病対策推進会議（田中・松山）
　　同　岡山県慢性腎臓病（CKD）対策専門部会
　　　　（松山）　 　１回
　　同　糖尿病対策専門部会（田中）　 　２回
認知症疾患医療連携協議会（中島）
岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　（清水）　 　８回
岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議（石川）
岡山画像センター理事会（石川）

岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会（田中）　 　２回
岡山医師研修支援機構理事会（石川）　 　１回
岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会（國富）
　 　１回
日本救急医学会中国四国地方評議員（松山）　 　１回
ハートフルビジネスおかやま（江澤）　 　１回
岡山外科会幹事会（松山）
岡山県老人クラブ連合会健康づくり推進委員会（田中）
歯科往診サポートセンター評価委員会（江澤）
　 　１回
自由民主党岡山県支部連合会総務会（石川）
特定非営利活動法人NPO救命おかやま理事会（石川）
川崎医科大学附属川崎病院　開放病床運営委員会
　（沼本）　 　２回
　　同　地域医療支援病院運営委員会（沼本）　 　２回
岡山県看護職員確保対策連絡協議会（糸島）　 　１回
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 江草安彦先生　お別れの会
 乳がん検診講習会
 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
 整形外科部会研修会
　　19日 岡山県医師会臨時代議員会
　　20日 岡山医療センター地域医療支援委員会
　　21日 医療用自動車協会役員会
 岡山県社会福祉審議会
 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
　　22日 理事会
 会報企画委員会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第４回）
　　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
 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例会議
 岡山県医師会眼科部会、岡山県眼科医会理事会
　　24日 都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議会
 岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 中国四国医師会事務局長会議
　　26日 岡山県耳鼻咽喉科集談会
 中国四国医師会連合　医療保険分科会
　　27日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
　　28日 肺がん読影研究会
　　30日 第５回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」
５月７日 理事会
 会報企画委員会
　　８日 日本医師会財務委員会
 岡山医学会役員会
　　９日 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会合同役員会
　　10日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
 母体保護法指定医師研修会
　　11日 医療勤務環境改善支援センター運営委員会
 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
　　12日 地域医療・介護総合確保基金にかかる厚生労働省ヒアリング
 山陽学園との面会
 高知県医師会長との懇談会（災害協定等）
　　13日 理事会
 平成27年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
 医療ネットワーク岡山協議会第１回理事会
 整形外科部会委員会
　　14日 平成27年度医療事業功労者表彰式
 第３回女性医師支援委員会
 井原医師会定時総会懇親会
　　15日 第31回日本救急医学会中国四国地方会（16日まで）評議員会
 日本医師会勤務医委員会・男女共同参画委員会合同会議
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　　16日 整形外科部会研修会
 御津医師会合流祝賀会及び御津医師会定時総会懇親会
　　17日 岡山県医療用自動車協会第67回定時支部長会・第63回定時総会
　　18日 岡山県臓器バンク理事会
 平成27年度第１回おかやまDMAT運営協議会
 精神科５月定例会
　　19日 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 平成27年度第１回都道府県医師会長協議会
 監事監査
 平成27年度岡山県医師会透析医部会第２回委員会
　　20日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会平成27年度第１回訪問看護推進協議会
 理事会
 会報企画委員会
 五役会議
 岡山県医師会館設計協議会　設備WG
　　21日 個別指導
 新規開業医指導
 おかやまマラソン実行委員会来会（取材）
 平成27年度第１回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 岡山県学校保健会理事会・評議員会
 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　22日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 川崎学園理事会・評議員会
　　23日 平成27年度第１回岡山県老人保健施設協会特別講演会及び総会
 女医部会委員会
　　24日 玉野市医師会懇親会
　　25日 医療推進課来会
 県警本部　捜査１課来会
 岡山衛生会館検討委員会
 発達障害児（者）支援医師研修会
　　26日 中国地方会保険医療協議会岡山部会
 平成27年度岡山県介護保険制度推進委員会
 肺がん読影研究会
　　27日 理事会
 日本医師会介護保険委員会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第５回）
 消化管精検研究会
　　28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６回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会
 平成27年度岡山県指定難病審査会合同審査会
 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例会議
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　29日 岡山経済同友会平成27年度第１回通常総会
 平成27年度都道府県医師会医療事故調査制度担当理事連絡協議会
　　30日 日本皮膚科学会総会（31日まで）
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 岡山対がんシンポジウム2015
 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会合同役員会
 平成27年度岡山県内科医会・岡山県医師会内科部会総会
 岡山県内科医会・岡山県医師会内科部会講演会
 西大寺医師会定時総会懇親会
　　31日 岡山県薬剤師会　平成27年度第１回災害派遣薬剤師リーダー養成講座
６月２日 岡山県愛育委員連合会・恩師財団母子愛育会岡山県支部の平成27年度総会並びに創立60周年記念大会
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との懇談会
 岡山県医療審議会
 平成27年度「第１回岡山県立学校結核対策委員会」
 第１回岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会
　　３日 空路利用を促進する会
 理事会
 会報企画委員会
　　４日 平成27年度岡山県栄養改善協議会総会並びに研修会
 岡山県精神保健福祉協会平成27年度第１回理事会
 岡山県地域医療支援センター運営委員会
 平成27年度全国メディカルコントロール協議会連絡会
 岡山中央病院地域医療支援病院委員会
　　５日 岡山県難病医療連絡協議会
 小児救急医療電話相談事業検討会
 RSK感謝の集い
 ピンクリボン運動2015　第３回会議
　　６日 乳がん検診講習会
 岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会総会合同懇親会
　　７日 自由民主党岡山県連　国会議員、県議会議員、一般総務支部長、幹事長、後援会、主要団体合同会議
 社会保障部部員の会
 耳鼻咽喉科集談会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　８日 おかやまマラソン医事救護部会
 支払基金幹事会
 岡山県医師会透析医部会臨時委員会
　　９日 平成27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
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　10日 理事会
 岡山県医療計画策定協議会精神疾患部会
 岡山県医師会館設計協議会　設備WG
 五役会議
 整形外科部会委員会
　　11日 新規開業医指導
 日本医師会産業保健委員会
 救急医療情報システムに関する関係者会議
 児島医師会総会及びビールパーティー
　　12日 岡山県健康づくり財団理事会
　　13日 平成27年度岡山県看護協会通常総会
 岡山県地域医療構想策定に係る講習会
　　14日 岡山県医師会定例代議員会
　　15日 岡山県医療対策協議会第３回新たな財政支援制度検討部会
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 香川県医師会との懇談会
　　16日 皮膚科部会委員会
 福祉用具・体験コーナー運営委員会
 岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
 理事会
 会報企画委員会
　　17日 岡山県医師会館設計協議会　内装外装WG
　　18日 岡山県精神保健福祉協会平成27年度通常総会
 平成27年度岡山県高度情報化推進協議会幹事会
 個別指導
 真庭市医師会平成27年度定時総会
　　20日 産業医部会委員会
 岡山県病院協会平成27年度会員総会
 医療ネットワーク岡山協議会定時会員総会
　　21日 衆議院議員　逢沢一郎政経セミナー
　　22日 岡山県医師会館設計協議会　内装外装WG
 精神科６月定例会
　　23日 岡山県アイバンク評議員会
 平成27年度岡山県衛生管理者交流会総会
 肺がん読影研究会
　　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
 理事会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第６回）
　　25日 岡山刑務所視察委員会第１回会議
 個別指導
 医用工学研究会セミナー
 眼科部会委員会
　　26日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 医院継承バンク打合せ
 平成27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
　　27日 平成27年度一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会通常総会
 地域包括ケア部会
 中国四国医師会連合常任委員会
 備前ブロック医師会協議会
 整形外科部会研修会
 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
 日本医師会定例代議員会
 平成27年度第１回岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会保険研修会
 平成27年度第３回岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会研修委員会合同会議
　　29日 岡山県健康づくり財団平成27年度定時評議員会・臨時理事会
 平成27年度特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会
　　30日 学童保育を考える会　打ち合わせ
７月１日 岡山県医師会設計協議会　設備WG会議
 理事会
 会報企画委員会
 岡山県医師会館建設　３Dによる内装等検討会
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　　２日 都道府県医師会　地域医療構想策定研修
 岡山県学校保健会理事会
 平成27年度第１回岡山県へき地医療支援会議
　　３日 岡山少年鑑別所視察委員会
 平成27年度ハートフルビジネスおかやま第１回役員会
 岡山県愛の献血助け合い運動月間オープニング行事
　　４日 岡山県看護連盟創立55周年記念式典ならびに記念講演
　　５日 岡山県医療勤務環境改善支援センター第１回講習会
 日本臨床内科医会中国四国ブロック代表者会議
　　６日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
 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
　　７日 岡山県要保護児童対策地域協議会
　　８日 岡山県病院協会佐能専務理事来会　　　
 医療推進課来会
 理事会
 岡山県医師会館設計協議会　ホールWG
 五役会議
 学校検尿マニュアル作成委員会
 整形外科部会委員会
　　９日 平成27年度岡山県自殺対策連絡協議会
 新規開業医指導
 第３回国際保健検討委員会
 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
 岡山県医療審議会（医療法人部会）
 岡山県医療計画策定協議会精神疾患部会
　　10日 皮膚科部会委員会
 公益財団法人岡山県臓器バンク理事会
 第５回日本医師会勤務医委員会
　　11日 産業医研修会
 平成27年度透析医部会総会
　　12日 平成27年　地域包括診療加算・地域包括診療料に係る　かかりつけ医研修会
　　13日 平成27年度地域医療構想策定研修
 山陽新聞社編集局取材
 岡山医療センター地域医療支援委員会
 地域医療構想策定研修　意見交換会
　　14日 平成27年度地域医療構想策定研修
 平成27年度総合防災訓練第２回担当者会議
 平成27年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　15日 理事会
 会報企画委員会
 岡山県教育庁との懇談会
 岡山県肝炎対策協議会
　　16日 保険医療関係機関連絡会議
 看護師養成所補助金の陳情
 平成27年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会
 日本医師会女性医師バンク西日本コーディネーター会議
 RSKと打ち合わせ
　　17日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会→延期
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　　18日 岡山県医師会透析医部会委員会
 医療用自動車協会役員会
　　19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−
 母体保護法指定医師審査委員会
 産婦人科専門医会
　　21日 岡山刑務所視察委員会第２回会議
 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）
 各地区代表者懇談会
 平成27年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　22日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
 理事会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第７回）
 消化管精検研究会
 岡山県医師会外科部会・第２回岡山外科医会合同講演会・懇親会
　　23日 個別指導
 平成27年度岡山県留置施設視察委員会
 都道府県医師会医療情報システム担当理事連絡協議会
　　24日 第３回岡山衛生会館検討委員会
 日本医師会介護保険委員会
　　25日 第11回男女共同参画フォーラム
 第28回全国有床診療所連絡協議会総会茨城大会
 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会
 整形外科部会研修会
 平成27年度中国四国医師国民健康保険組合連絡協議会懇親会
　　26日 第28回全国有床診療所連絡協議会総会茨城大会
 岡山県医師会眼科部会平成27年度第４回岡山県眼科医会理事会
 岡山県医師会眼科部会・第170回岡山県眼科医会総会並びに生涯教育講座
　　27日 岡山県医療勤務環境改善支援センター第２回運営協議会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山経済同友会７月教育問題委員会
 平成27年度学校保健課題解決支援事業に係る第１回学校保健推進協議会
 精神科７月定例会
　　28日 第２回岡山県保健医療計画策定協議会・地域医療構想部会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第８回）
 社会保険診療報酬支払基金との懇談会
 肺がん読影研究会
　　29日 岡山県介護保険関連団体協議会総会及び幹事会
 2015南海トラフ大地震を契機とした衛星利用実証実験（防災訓練）
 理事会
 岡山県保健福祉部との懇談会
 心臓病センター榊原病院2015年第２回地域医療支援病院委員会
　　30日 個別指導
 平成27年度　岡山県食の安全・食育推進協議会
 RSKとの打ち合わせ
 岡山大学メディカルセンター（OUMC）シンポジウム・情報交換会
 小児救急地域医師研修会
 総合管理医療機関認定・更新研修会
　　31日 日本医師会救急災害医療対策委員会
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 平成27年度がんの教育総合支援事業に係るがんの教育推進協議会
８月１日 勤務医・女医部会合同総会
　　２日 第３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
 医療事故調査制度施行直前セミナー・中国四国医師会連合医事紛争研究会
　　３日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
 平成27年度総合防災訓練第３回担当者会議
 川崎医療福祉大学　外部評価委員会
 第31回岡山県がん診療連携協議会
　　４日 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　５日 理事会
 会報企画委員会
 倉敷市と倉敷連合医師会とのサミット
　　６日 岡山県学校保健研究大会
 岡山少年院視察委員会第２回会議
 小児救急地域医師研修会平成27年度「献血感謝の集い」
　　７日 平成27年度第１回精度管理専門委員会
 平成27年度第１回岡山県在宅医療推進協議会
　　８日 乳がん検診講習会
 福祉部役員会
 整形外科部研修会
　　９日 郡市等医師会長・基金、国保審査委員、社会保障部合同会議
　　10日 支払基金幹事会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第９回）
　　11日 平成27年度第１回岡山県准看護師試験委員会
 岡山県認知症対策連携会議
　　13日 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
　　17日 岡山大学医学部150周年記念事業後援会第４回会議及びキックオフ
　　19日 理事会
 会報企画委員会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第10回）
 小児救急地域医師研修会
 整形外科部会委員会
　　20日 RSKと打ち合わせ
 個別指導
 平成27年度第２回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第４回）
 勤務医等環境整備事業関係者会議
　　21日 第２回救急医療情報システムに関する関係者会議
 日本医師会産業保健委員会
 第２回都道府県医師会医療事故調査制度担当理事連絡協議会
　　22日 第26回全国医師会共同利用施設総会
 消化管検診研究会講演会
 スポーツ医部会委員会　
　　23日 スポーツ医学再研修会
 第26回全国医師会共同利用施設総会
 平成27年度中国四国学校保健担当理事連絡会議
 中国地区学校保健・学校医大会
 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会
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 岡山市四師会懇親会
　　25日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 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第２回宿泊・衛生専門部会
　　26日 日本医師会マイナンバー研修会
 理事会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第11回）
　　27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
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会
 岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 平成27年度高等看護連絡協議会
 平成27年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会
　　28日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 ピンクリボン岡山第４回実行委員会
　　29日 岡山県内科医会研修会
　　30日 平成27年度総合防災訓練
 那須保友教授就任記念会
 ドクタラーゼ取材
 医療事故調査制度説明会
９月１日 ANAクラウンプラザホテル岡山（岡山全日空ホテル）パーティー
 第３回岡山県保健医療計画策定協議会地域医療構想部会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　２日 がん征圧岡山県大会
 理事会
 会報企画委員会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第12回）
 岡山赤十字病院「地域連携懇親会」
　　３日 新型インフルエンザ等発生時対応検討会議
 日本医師会女性医師支援委員会　
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　４日 平成27年度雇用均等行政推進員会議
 看護師の特定行為研修に関する説明会
 日本医師会年金委員会
　　５日 「救急の日」講演会
 プライマリ・ケア講座　東日本大震災～放射能汚染の影響と現状～
 第68回中国四国産科婦人科学会総会・学術講演会（含　産婦人科専門医会）
 第68回中国四国産科婦人科学会総会・学術講演会　会長招宴
　　６日 第68回中国四国産科婦人科学会総会・学術講演会
　　７日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
 岡山少年院視察委員会第３回会議
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第13回）　　　
　　９日 日本医師会介護保険委員会
 理事会
 マイナンバー勉強会
 学校検尿マニュアル作成委員会
 整形外科部会委員会
　　10日 がん制圧キャンペーン打合せ
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 新規開業医指導
　　11日 会館監理委員会
 岡山少年鑑別所視察委員会第２回会議
　　12日 第２回AMDA南?トラフ地震対応プログラム調整会議
　　13日 第241回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 社会保障部部員・同地区委員・地域包括ケア部会合同会議
　　14日 支払基金幹事会
 がん制圧月間キャンペーン放送収録
 精神科９月定例会
　　15日 岡山刑務所視察委員会第３回会議
 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
 平成27年度第２回都道府県医師会長協議会
 岡山県医師会透析医部会委員会
 平成27年度第２回岡山県医師会透析医部会委員会
 肺がん読影研究会
　　16日 理事会
 会報企画委員会
　　17日 平成27年度「訪問看護師養成講習会」閉校式
 個別指導
 岡山済生会総合病院第12回地域医療支援委員会
 県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第14回）
　　18日 第25回産業医・産業看護全国協議会
 協会けんぽ岡山支部来会
　　19日 岡山県内科医会研修会
　　24日 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会
 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　25日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成27年度第１回岡山県生活習慣病対策推進会議CKD・CVD対策専門部会議
　　26日 中国四国医師会連合総会
 整形外科部会研修会
　　27日 中国四国医師会連合総会
　　28日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第15回）
　　29日 岡山県医療事故調査支援団体連絡協議会（仮称）　
 平成27年度第１回脳卒中連携体制検討会議
 医療事故調査制度説明会
 平成27年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　30日 理事会
 五役会議
 消化管精検研究会
 岡山医療センター「地域医療連携の夕べ」
10月１日 社会保険指導者講習会
 第３回岡山県保健医療計画策定協議会精神疾患部会
 岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
 総合管理医療機関認定・更新研修会
　　２日 社会保険指導者講習会



− 16 −

 日本医師会産業保健委員会
　　３日 医院継承セミナー
　　４日 ピンクリボン岡山無料検診
 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会
　　５日 平成27年度第２回岡山県自殺対策連絡協議会
 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
　　６日 岡山県医療用自動車協会第２回役員会
 電話相談検討会、研修会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第16回）
　　７日 理事会
 会報企画委員会
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修打ち合わせ会
 損保ジャパン中国本部長との懇談会
 留置施設視察委員会
　　８日 平成27年度岡山県総合社会福祉大会
 岡山県精神保健福祉協会第２回理事会
 平成27年度独立行政法人スポーツ振興センター学校安全業務運営会議
 医療機関に退蔵されている水銀血圧計等の回収に関するセミナー
 小林孝一郎県議会議員来会
　　９日 救急医療情報システムに関する関係者会議
 岡山県国土強靭化地域計画の策定に関する意見交換会
 第６回日本医師会勤務医委員会
　　10日 MUSCATフォーラム
 岡山県警察協力医会・岡山県医師会警察医部会委員会
 岡山県警察協力医会総会
　　11日 日本ソフロロジー法研究会学術集会
 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　12日 CKD県民公開講座
　　13日 岡山刑務所視察委員会第４回会議
 岡山経済同友会10月教育問題委員会
 支払基金幹事会
 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールWG検討会
　　14日 平成27年度第２回岡山県広域特別支援連携協議会及び岡山県発達障害者支援体制検討委員会
 理事会
 医療推進課来会
 平成27年度第１回岡山県周産期医療協議会
 学術奨励賞選考委員会
 川崎医科大学附属川崎病院　地域医療支援事業運営委員会及び解放病床運営委員会
 整形外科部会委員会
　　15日 第37回産業保健活動推進全国会議
　　17日 ピンクリボン岡山県民公開講座
 乳がん検診講習会
　　18日 岡山県耳鼻咽喉科集談会
 第１回おかやまマラソン医事救護スタッフ説明会
 平成27年度「2０2０.3０」推進懇話会
 平成27年度日本医師会医療安全推進者養成講座　講習会
 日医生涯教育講座
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　　19日 平成27年度岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会
 平成27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
　　20日 平成27年度労災診療費算定実務研修会
 岡山県保健医療計画策定協議会　地域医療構想部会
 小児救急医療地域医師研修会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　21日 理事会
 平成27年度都道府県医師会学校保健担当理事連絡協議会
 会報企画委員会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第17回）
　　22日 個別指導
 郡市等医師会産業保健担当理事・産業医部会委員合同会議
 岡山県医師国民健康保険組合理事会
 平成27年度岡山県留置施設視察委員会第２回委員会
　　23日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県病院協会　平成27年度病院優良職員表彰式
 日本医師会介護保険委員会
　　24日 平成27年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
 第13回女性医療フォーラム
 郡市等医師会長協議会
 整形外科部会研修会
　　25日 岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会
　　26日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
　　28日 理事会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第18回）
 心臓病センター榊原病院　第３回地域医療支援病院委員会
　　29日 新規個別指導
 日本医師会救急災害医療対策委員会
 三井住友海上との打合せ
　　30日 岡山少年院視察委員会
 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
 結核・対がん中四国ブロック会議
　　31日 第３回岡山県医師会　内科医会・内科部会委員、研修委員合同会議
 岡山県内科医会研修会
11月１日 倉敷中央病院の松岡良明賞受賞を祝う会
 第68回日本医師会設立記念医学大会
 岡山県糖尿病医療連携シンポジウム
 平成27年度新型インフルエンザの診療と対策に関する研修
　　３日 第16回岡山市民と医師会の集い
 社会保障部部員・同地区委員、地域包括ケア部会合同会議
 御津医師会「地域医療」学術シンポジウム
　　４日 五役会議
 理事会
 会報企画委員会
 岡山県警本部長との懇談
 第４回学校検尿マニュアル作成委員会
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　　５日 岡山少年鑑別所視察委員会
 医療審議会（医療法人部会）
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第１回訪問看護課題検討協議会
 平成27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
　　６日 第３回日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウム　越境性感染症の現状と課題
 第３回会館監理委員会・第５回会館検討委員会
 岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会
 中国四国医師会事務局長会議
 第２回岡山県臨床研修連絡協議会
　　７日 認知症研修（プケ）
 市民のための救命講習会
 第３回晴れやかネット研究会
 第１回おかやまマラソン　レセプション
 倉敷市連合医師会　医療法務セミナー
 整形外科部会研修会
　　８日 おかやまマラソン
 美作医会定例総会懇親会
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　９日 支払基金幹事会
 おかやまマラソン実行委員会来会
　　10日 岡山地方裁判所傍聴
 AIUとの打合せ
　　11日 五役会議
 理事会
 医療ネットワーク岡山協議会理事会
 整形外科部会委員会
　　12日 集団指導、集団的個別指導
 産業医実地研修会
 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
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会
　　13日 自由民主党各種団体個別懇談会
 岡山県医師会館設計協議会（第23回）
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第19回）
　　14日 母体保護法指定医師審査委員会
 岡山救急医療研究会第17回学術集会
 岡山救急医療研究会　平成27年度幹事会
 小児科部会委員会
 備中ブロック医師会協議会
 女性医師支援センター事業中国四国ブロック会議
 日本医師自動車団体連絡協議会
　　15日 皮膚の日の集い
 糖尿病県民公開講座
 産婦人科専門医会
　　16日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
 民主党岡山県総支部連合会との意見交換会
 精神科11月定例会
　　17日 医療関係５団体との連携協定式
 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
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 平成27年度第２回岡山県准看護師試験委員会
 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
 岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
 岡山プライマリ・ケア学会第23回学術大会準備委員会
　　18日 倉敷リハビリテーション病院　浅利先生来会
 理事会
 日本医師会・米国研究製薬工業協会共催シンポジウム
 会報企画委員会
 岡山県結核対策連携会議
 平成27年度岡山県四師会懇談会
　　19日 岡山県精神保健福祉大会
 個別指導
 日本医師会第４回国際保健検討委員会
 岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会
 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
 岡山県学校保健会理事会
 平成27年度岡山県死因究明等推進協議会
 メディカルカフェ Inかわさき
　　20日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 第２回　新型インフルエンザ等発生時対応検討会議
 東京海上日動との打合せ
 衛生検査所立入検査
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会
　　21日 岡山県医師会有床診療所部会役員会・総会・講演会
　　22日 ICLSコース
　　23日 産業医研修会（特定健診・保健指導研修会）
 新たな専門医の仕組みに関する地域説明会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県保健医療計画策定協議会地域医療構想部会
 香川県医師会長との懇談会
 肺がん読影研究会
　　25日 理事会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第20回）
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 消化管精検研究会
　　26日 平成27年度第２回留置施設視察
　　27日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 不動産売買契約書の締結
 個別指導
 岡山県公害健康被害認定審査会
 ピンクリボン岡山実行委員会
　　28日 平成27年度家族計画・母体保護法指導者講習会
 平成27年度公益財団法人岡山県体育協会競技間交流事業
 吉備医師会忘年会
　　29日 平成27年度公益財団法人岡山県体育協会競技間交流事業
 岡山県医師会眼科部会、岡山県眼科医会理事会
 社会保障部部員の会
 岡山県医師会眼科部会・第171回岡山県眼科医会並びに生涯教育講座
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 社会保障部部員・同地区委員合同会議
12月１日 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
 岡山県医師会プライマリ・ケア部会、岡山プライマリ・ケア学会合同会議
　　２日 都道府県医師会医療廃棄物担当理事連絡協議会
 理事会
 会報企画委員会
 岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
 岡山県内科医会五役会
　　３日 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
 都道府県医師会生涯教育担当理事・日医かかりつけ医機能研修制度担当理事合同連協議会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　４日 共同指導
 岡山済生会総合病院新病院落成式・祝賀会
 平成27年度第２回全国MC協議会連絡会
 日本医師会介護保険委員会
 国立病院機構四国がんセンター講演会
　　５日 第46回全国学校保健・学校医大会（都道府県医師会連絡会議12：00 ～）
 がん罹患・死亡の都道府県較差に関するシンポジウム
 整形外科部会研修会
　　６日 BDLSプロバイダーコース
　　７日 岡山県医師会、中国国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　８日 岡山刑務所視察委員会第６回会議
 邑久医師会忘年会
　　９日 国民医療を守るための総決起大会
 理事会
 整形外科部会委員会
　　10日 新規開業医指導
 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
 国民医療を守るための総決起集会　代表者打ち合わせ会
 平成27年度第１回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
 主治医意見書研修会（倉敷）打合せ
 笠岡医師会忘年会
　　11日 第19回中国地方社会保険医療協議会総会
 日本医師会救急災害医療対策委員会
　　12日 勤務医部会委員会、生涯教育担当理事連絡協議会
 女医部会委員会
 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
　　13日 有毒化学物質の取り扱い及び化学災害対策担当者養成講習会
 「岡山県医師会認定かかりつけ医」研修会
　　14日 支払基金幹事会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第21回）
 精神科12月定例会
　　15日 岡山県社会福祉協議会理事会
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 おかやまマラソン医事救護部会
 岡山医学会役員会
　　16日 理事会
 会報企画委員会
　　17日 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第４回理事会
　　18日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 平成27年度　大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会
 皮膚科部会講演会
 岡山県生活習慣病対策推進会議糖尿病対策専門部会糖尿病総合管理医認定委員会議
　　19日 乳がん検診講習会
　　20日 平成27年度発達障害児（者）支援医師研修会
　　 日本医師会・公益資本主義推進協議会共催「健康経営シンポジウム」
　　21日 第４回救急医療情報システムに関する関係者会議
 学校検尿マニュアル作成委員会
　　22日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 平成27年度郡市等医師会事務局会議（水銀血圧計等回収に関する説明会）
 平成27年度第１回岡山県医療費適正化推進協議会
　　23日 山陽女子ロードレース
 平成27年度Ai学術シンポジウム
　　24日 理事会
　　25日 第14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22回）
　　26日 緩和ケア研修会
　　27日 緩和ケア研修会
 横倉弘吉先生（日医横倉会長　御尊父様）告別式
 広島県医師会新会館見学・懇談会
　　28日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 岡山大学忘年会
１月４日 仕事始めの式
 岡山経済同友会平成28年新年祝賀互礼会
　　６日 理事会
 会報企画委員会
　　７日 岡山県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
 倉敷医師会新年宴会
　　８日 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
 支払基金幹事会
 第７回日本医師会勤務医委員会
　　９日 平成27年度死亡時画像診断（Ai）研修会
 産業医部会委員会
 岡山県病院協会新年祝賀会
　　10日 平成27年度死亡時画像診断（Ai）研修会
 基金国保両医科審査委員連絡会議　
 兵庫県医師会新年祝賀会
 社会保険指導者伝達講習会
 国民医療を守るための総決起集会
　　11日 広島県医師会新会館内覧会竣工祝賀会並びに新年互礼会
 岡山県耳鼻咽喉科集談会
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　　13日 理事会
 整形外科部会委員会
　　14日 新規開業医指導　
 川崎学園理事会・評議員会（18：00 ～　懇親会）
 かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
　　15日 日本医師会財務委員会　　　
 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
　　16日　　岡山県医師会平成28年新年祝賀会
　　17日 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業研修会
 母体保護法指定医師審査委員会
 産婦人科専門医会
 かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　18日 新型インフルエンザ等発生時対応検討会議
 岡山医療センター地域医療支援委員会
 新見医師会新年会
 精神科１月定例会
　　19日 岡山県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会
 「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」
 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
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
 平成27年度第３回岡山県医師会透析医部会委員会
　　20日 理事会
 会報企画委員会
 岡山県医師会館建設総合定例会議（第23回）
 川崎医科大学附属川崎病院　第２回地域医療支援病院運営委員会、第３回開放病床運営委員会
　　21日 個別指導
 おかやまマラソン実行委員会来会　　　　
 指定（地方）公共機関（医療機関・医療関係団体）会議
 岡山県体育協会新年懇談会
 かかりつけ医等の肝炎治療対応力向上研修会
 岡山少年鑑別所視察委員会
　　22日 平成27年度第２回岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会
 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 中国四国厚生局岡山事務所来会
　　23日 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
 岡山県医療用自動車協会第３回役員会
 整形外科部会研修会
　　24日 平成27年度「拡大医療改革委員会」兼「産婦人科医療改革　公開フォーラム」
 消化管検診研究会講演会
 第４回岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　25日 整形外科専門研修プログラム作成における地域協議
　　26日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ検討会
 肺がん読影研究会
　　27日 岡山県医師会館建設総合定例会議（日程変更→１/20）
 理事会
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 平成27年度岡山県がん対策推進協議会
 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
　　28日 留置施設視察　
 平成27年度医療分野の「雇用の質」の向上のための研修会
 新規個別指導
 岡山県学校保健研修会
 平成27年度第２回都道府県医師会税制担当理事連絡協議会
 日本医師会第５回女性医師支援委員会
 第35回日本社会精神医学会懇親会
 岸本卓巳先生の褒章受章を祝う会
 岡山県眼科部会平成27年度第８回岡山県眼科医会理事会
　　29日 日本医師会年金委員会
　　30日 岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会
 御津医師会「報告と感謝の集い」
 平成27年度若年者心疾患・生活習慣病対策協議会　懇親会
　　31日 平成27年度若年者心疾患・生活習慣病対策協議会　総会
２月１日 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
　　２日 岡山県知事との対談
 法人定期検査　
 岡山県国民健康保険審査会
　　３日 理事会
 会報企画委員会
 五役会議
　　４日 日本医師会産業保健委員会
 平成27年度第２回岡山県へき地医療支援会議
 日本医師会救急災害医療対策委員会
 平成27年度岡山県難病対策協議会
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　５日 第２回岡山県難病医療連絡協議会
 岡山県臓器バンク理事会
 平成27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
 小児救急医療電話相談事業検討会
　　６日 三朝医療センター閉院及び三朝地域医療支援寄付講座開設記念式典
 主治医意見書研修会
 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および第５回岡山県脳神経外科医会総会
 岡山県医師会内科部会、岡山県内科医会　フィジカル　イグザミネーション講習会
 第335回整形外科部会研修会
　　７日 医療労務コンサルタント研修
 第36回日本医師会医療秘書認定試験（試験監督者）
 かかりつけ医認知症対応力向上研修会
 平成27年度岡山県小児慢性特定疾病指定医研修
 学術奨励賞受賞講演並びに日医生涯教育講座
　　８日 岡山県医療勤務環境改善支援センター第３回運営協議会
 第21回（平成27年度）産業医・衛生管理者交流集会
 支払基金幹事会
 平成27年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会
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　　９日 岡山刑務所視察委員会第７回会議
　　10日 理事会
 平成27年度第２回精度管理専門委員会
 岡山労働局と岡山県医師会との懇談会
 岡山県肝炎対策協議会
 整形外科部会委員会
　　12日 平成27年度岡山県感染症対策委員会
 平成27年度岡山県麻しん風しん対策会議及び岡山県感染症対策委員会予防接種部会
 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　13日 県民公開医療シンポジウム−共に考えよう岡山の医療−
 日本医師会医療情報システム協議会
 乳がん検診講習会
 岡山県医師会精神科部会・NPO法人岡山県精神科医会講演会
　　14日 日本医師会医療情報システム協議会
 平成27年度岡山県難病指定医研修　　　
 ICLSコース
 糖尿病診療−最新の動向−医師・医療スタッフ向け研修講座−
 地域包括ケア部会
 岡山県医師会眼科部会平成27年度第９回岡山県眼科医会理事会
 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　15日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
 岡山県保健医療計画策定協議会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会　肺がん部会
 五役会議
 精神科２月定例会
　　16日 新会館　三木行治ギャラリー打合せ
 岡山県地域医療支援センター運営委員会
 先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
 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学術講演会
　　17日 平成27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
 理事会
 会報企画委員会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会子宮がん部会
 平成27年度第２回岡山県急性心筋梗塞医療連携体制検討会議
 倉敷市連合医師会、水島産業医学研修会、岡山県医師会共催産業医学講習会
　　18日 新規開業医指導
 平成27年度岡山県死因究明等推進協議会身元確認部会
 平成27年度岡山県看護職員確保対策委員会
 第12回岡山県アスベスト対策協議会
 岡山県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
 かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
　　19日 平成27年度医療政策シンポジウム
 岡山県議会議長訪問
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会
　　20日 郡市等医師会長協議会
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　　21日 平成27年度学校保健講習会
 「岡山県医師会認定かかりつけ医」研修会
 朝日新聞取材
 スポーツ県民公開講座
　　22日 平成27年度第４回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 スポーツ事故防止対策推進事業セミナー
 新会館施主検査
 県知事との懇談会
　　23日 平成27年度岡山県社会福祉協議会第４回理事会
 岡山県議会議長訪問
 生活保護法に基づく指定医療機関に対する個別指導
 第５回岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
 平成27年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
 肺がん読影研究会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 理事会
 岡山弁護士会との懇談会
　　25日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第５回理事会
 第９回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 平成27年度第２回保険医療関係機関連絡会議
 耳鼻咽喉科部会委員会
 平成27年度発達障害児（者）支援医師研修会
　　26日 平成27年度女性医師支援事業連絡協議会
　　27日 臨床研修指導医養成講習会（28日まで）
 平成27年度母子保健講習会
 臨時整形外科部会研修会
 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会報告書作成会議
　　28日 臨床研修指導医養成講習会
 備中地域医師会協議会・懇親会
　　29日 個別指導
 岡山経済同友会シンポジウム「医療で目指す一番住みたい県岡山」実現が見えてきた！
 若心協準備会
３月１日 岡山県医師会館　竣工式（神事）
 大本組との懇談会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　２日 医療事故調査等支援団体向け研修会（第２回）　
 理事会
 会報企画委員会
 社会保険連絡協議会事前打ち合わせ
 中国四国厚生局・岡山県・岡山県医師会との三者懇談会
　　３日 医療事故調査等支援団体向け研修会（第２回）　
 平成27年度留置施設視察委員会第３回会議
 第21回国際結核セミナー・世界結核デー記念フォーラム　
 かかりつけ医審査委員会
 岡山少年院視察委員会第４回会議
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 日本医師会第５回国際保健委員会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　４日 平成27年度第49回臨床検査精度管理調査報告会
 平成27年度第３回岡山県准看護師試験委員会
　　５日 緩和ケア研修会
 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会
 胸部疾患診断研究会講演会
　　６日 主治医意見書研修会（時間未定）
 平成27年度難病指定医研修
 緩和ケア研修会
 第336回整形外科部会研修会
 岡山県肝炎医療従事者研修会
 産業医研修会
　　８日 平成27年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰
 第６回岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会　　　
 平成27年度第３回スポーツ医・科学委員会
 岡山県医師会学校医部会研修会
　　９日 理事会
　　10日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県アイバンク評議員会
 岡山県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
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会平成27年度第２回訪問看護課題検討協議会
 平成27年度第２回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
　　11日 前鳥取県医師会長　岡本公男先生葬儀
　　12日 ADLSプロバイダーコース
 岡山県医師会スポーツ医部会委員会
 スポーツ医科学再研修会
 ADLSプロバイダーコース
　　14日 医療事故調査制度に関する医療機関向け研修会
 支払基金幹事会
 岡山県献血推進協議会
 精神科３月定例会
　　15日 岡山県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会
 岡山県医療審議会
 香川県医師会との懇談会
 岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
 歯科往診サポートセンター評価委員会
　　16日 理事会
 会報企画委員会
 社会保険連絡協議会
 医療ネットワーク岡山協議会理事会
 整形外科部会委員会
　　17日 日本医師会女性医師バンク西日本センター第３回コーディネーター連絡会
 岡山済生会総合病院　地域医療支援委員会
 平成27年度救急搬送体制連絡協議会
 平成27年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
 全国学校保健会会長会議
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会



− 27 −

　　18日 平成27年度日医総研シンポジウム
 点数説明会
　　19日 全国がん検診指導者講習会
 小児科部会委員会
 2020.30実現をめざす地区懇談会
 岡山県歯科衛生士会理事会
　　20日 岡山大学・津山中央病院共同運用　がん陽子線治療センター開設記念式典
 母体保護法指定医師審査委員会
 産婦人科専門医会
　　21日 岡山プライマリ・ケア学会第23回学術大会
 岡山プライマリ・ケア学会岡山県医師会プライマリ・ケア部会合同役員会
 川﨑医療福祉大学　外部評価委員会
 厚生労働省「平成27年度女性医師のさらなる活躍を応援するシンポジウム」
　　22日 不動産取得税免除要望
 点数説明会
 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
 肺がん読影研究会
　　23日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
 理事会
 岡山マラソン実行委員会第５回総会
 医療秘書養成に関する運営委員会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会がん診療連携部会
 消化管精検研究会
 岡山県医師会外科部会・第６回岡山外科医会合同講演会
　　24日 平成27年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会
 岡山県社会福祉協議会理事会
 勤務医等環境整備事業関係者会議
 点数説明会
 第５回日本糖尿病対策推進会議総会
 平成27年度第２回ドクターヘリ運行調整委員会
 岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
 岡山県医師会眼科部会平成27年度第10回岡山県眼科医会理事会
　　25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28年度全国高等学校総合体育大会岡山県実行委員会第４回総会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 学童保育を考える会（打合せ）
 川崎学園理事会・評議員会
 点数説明会
　　26日 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
 日本医師会代議員会議事運営委員会
 平成27年度第５回岡山県医師会内科部会研修委員合同会議
 中国四国医師会連合常任委員会・連絡会（19：00 ～）
 岡山県内科医会学術講演会
　　27日 中国四国医師会連合連絡会
 日本医師会臨時代議員会
 岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　28日 平成27年度第１回岡山県医療対策協議会
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 おかやまマラソン医事救護部会
　　29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
　　30日 理事会
 第17回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会

［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26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27年10月１日付けで、平成26年度日本医師会生涯教育制度単位取得証が発行された。全国平均と岡山県の

平均及び岡山県医師会会員上位10名は、下表の通りである。
　 　岡山県の平均は昨年度と比較すると、取得単位は1.7、取得CCは1.6増加。取得単位・CCの合計は3.3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

H26年度 H25年度 H24年度 H26年度 H25年度 H24年度

平均取得単位 17.6 15.7 16.１ 2０.8 19.１ 18.7

平均取得CC 15.4 15.2 15.4 18.０ 16.4 16.5
取得単位+CC

合計平均 33.０ 3０.9 3１.5 38.8 35.5 35.2

　②　平成26年度の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 郡市区医師会 単位合計 CC合計 単位+CC

１ 三　谷　　　健 578.5 82 66０.5

２ 岩　藤　知　義 459.5 75 534.5

３ 加　原　雅　教 373.5 77 45０.5

４ 則　井　　　崇 356.5 77 433.5

５ 三谷原　重　雄 308.5 72 38０.5

６ 池　田　裕　政 287.5 76 363.5

７ 伏　見　　　章 263.5 76 339.5

８ 澤　田　　　聡 262　　 72 334　　

９ 仁　科　秀　雄 256　　 69 325　　

10 市　川　弘　幸 223.5 72 295.5
※10名中全員が診療所の先生であった。
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　③　平成25、26年度の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 郡市区医師会 単位合計 CC合計 単位+CC
１ 三　谷　　　健 1,041　　 84 1,125　　
１ 岩　藤　知　義 　　811　　 80 　　891　　
３ 加　原　雅　教 　　803.5 82 　　885.5
４ 則　井　　　崇 　　649.０ 81 　　730　　
５ 三谷原　重　雄 　　606.5 79 　　685.5
６ 仁　科　秀　雄 　　528.5 78 　　606.5
７ 市　川　弘　幸 　　505　　 76 　　581　　
８ 澤　田　　　聡 　　496　　 80 　　576　　
９ 伏　見　　　章 　　471　　 79 　　550　　
10 福　家　浩　三 　　44１.5 76 　　517.5

※10名中全員が診療所の先生であった。

　④　平成26年度 取得単位、CC、単位+CCの内訳
【単位取得数別人数】

単位 診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

０ 333 28１ １38 752
0.5 ～ 20 863 592 １53 １,6０8
20.5 ～ 40 294 １4０ 28 462
40.5 ～ 60 98 37 5 １4０
60.5 ～ 80 47 １6 2 65
80.5 ～ 100 １8 7 １ 26
100.5 ～ 400 37 4 3 44

400以上 2 ０ ０ 2
計 １,692 １,０77 33０ 3,０99

【CC取得数別人数】

取得
CC数

診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

０ 333 28１ １38 752
１～５ １88 １75 44 4０7
６～ 10 258 １86 52 496
11 ～ 15 2１5 １33 3１ 379
16 ～ 20 １36 96 24 256
21 ～ 25 １44 57 １4 2１5
26 ～ 30 １１7 6１ 7 １85
31 ～ 35 99 37 9 １45
36 ～ 40 78 １6 4 98
41 ～ 45 39 １5 2 56
46 ～ 50 23 １3 １ 37
51 ～ 55 2０ １ 2 23
56 ～ 60 2１ 4 １ 26
61 ～ 65 6 １ ０ 7
66 ～ 70 5 ０ １ 6
71 ～ 75 4 １ ０ 5
76 ～ 80 4 ０ ０ 4
81 ～ 84 2 ０ ０ 2

計 １,692 １,０77 33０ 3,０99
※その他…大学、自宅会員等
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【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）

０ 333 28１ １38 752

0.5 ～ 20 458 37０ 96 924

20.5 ～ 40 376 2１9 56 65１

40.5 ～ 60 2１4 １０7 24 345

60.5 ～ 80 １29 48 7 １84

80.5 ～ 100 72 23 3 98

100.5 ～ 200 92 27 5 １24

200.5 ～ 300 9 2 １ １2

300.5 ～ 400 5 ０ ０ 5

400.5 ～ 500 4 ０ ０ 4

計 １,692 １,０77 33０ 3,０99
※その他…大学、自宅会員等

　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、下表の通りとなった。
　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
1,586人で、一番少なかった項目は、56「熱傷」の25人であった。他に、取得者の少なかった項目は、17「急性中毒」、
33「失神」、48「誤飲」、83「相補・代替医療（漢方医療を含む）」であり、どれものべ取得者数が100人未満であった。
前年度、取得者数が24人と大変取得者数の少なかった71「流・早産および満期産」については、今回は193人となっ
ており、増加した。

　⑤　平成26年度カリキュラムコード取得一覧表と取得者数比較
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急性中毒 失神 誤飲 熱傷
相補・
代替医療

⑵　日医生涯教育講座の開催
　①　平成27年４月18日（乳がん検診講習会）
　　　中間期乳癌とマンモグラフィー診断が因難であった症例 おおもと病院　副院長　村上　　茂
　②　平成27年５月10日（母体保護法指定医師研修会）
　　　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
　　　乳幼児虐待予防のための妊産婦メンタルヘルスの意義 公益社団法人日本産婦人科医会会長　木下　勝之
　③　平成27年６月６日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌診療の最前線 川崎医科大学乳腺甲状腺外科学教室　教授　紅林　淳一
　④　平成27年７月11日（産業医研修会）
　　　職域におけるアルコール依存症への内観療法 公益財団法人慈圭会慈圭病院　院長　堀井　茂男
　　　衛生学・産業保健関連領域での活動を振り返って～粉じん障害からストレスチェック制度施行まで～
 北里大学名誉教授・日本医師会産業保健委員会委員長　相澤　好治
　　　メンタルヘルス対応　難渋事例の検討（グループ討議Part ２）
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療支援センター　助教　岩瀬　敏秀
　⑤　平成27年８月８日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診のこれから 川崎医科大学総合外科学教室准教授　中島　一毅
　⑥　平成27年８月22日（消化管検診研究会講演会）
　　　胃がん検診における内視鏡検査の有用性と問題点 東京医科大学病院内視鏡センター教授　河合　　隆
　　　内視鏡検診の有効性が証明された中での新しい対策型胃がん検診のあり方
 京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学教授　渡邊　能行
　⑦　平成27年８月22日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　足部・足関節のスポーツ傷害について 岡山大学病院整形外科　雑賀　建多
　⑧　平成27年９月５日（プライマリ・ケア講座）　
　　　東日本大震災～放射能汚染の影響と現状～三重苦に苦しんだ福島県二本市からの報告
 福島県二本松市健康増進課長　阿部　洋子
　　　ボランティア活動報告 岡山大学医学部　渡部　寛史
　⑨　平成27年９月５日（日本医師会生涯教育講座・「救急の日」講演会）
　　　南海トラフ地震など自然災害への備えについて 岡山県危機管理監　松尾　茂樹
　　　最新の心肺蘇生ガイドラインG2015はどう変わる？
 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野　教授　大友　康裕
　⑩　平成27年９月13日（岡山県医師会医療講演会）
　　　地域医療構想と医師会の役割について 　日本医師会常任理事　釜萢　　敏
　　　平成28年診療報酬改定に向けて 厚生労働省保険局医療課長　宮嵜　雅則
　⑪　平成27年10月４日（「岡山県医師会かかりつけ医」認定研修会）
　　　「地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会」伝達講習



− 32 −

 岡山県医師会　担当理事　松山　正春
　⑫　平成27年10月10日（平成27年度岡山県警察協力医会特別講演）
　　　看護職・学生への法医学教育の必要性−今後増加する在宅死に対応するために−
 川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科　教授　守屋　文夫
　⑬　平成27年10月17日（乳がん検診講習会）
　　　乳がんの過剰診断と触診について 岡山赤十字病院副院長（兼）乳腺・内分泌外科部長　辻　　尚志
　⑭　平成27年10月18日（日医生涯教育講座）
　　　テーマ：胸部単純写真についての理解を深めよう−より詳細な読影のために−
　　　肺がん検診における胸部単純写真の役割 岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治
　　　今さら学ぶ　やさしイイ胸部単純写真読影 滋賀医科大学呼吸器内科講師　長尾　大志
　⑮　平成27年11月７日（認知症研修会～在宅で認知症を支える（５）～）
　　　新オレンジプランと岡山県の認知症施策について
 岡山県保健福祉部 健康推進課 精神保健福祉班 総括参事　松井　哲雄
　　　認知症の経過　～発症から終末期まで～ 慶應義塾大学名誉教授　池上　直己
　⑯　平成27年11月23日（産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会））
　　　岡山県の特定健診・特定保健指導への取組み 岡山県保健福祉部健康推進課課長　兼信　定夫
　　　大規模事業場が取組む健康づくりの課題と対策について
 JFEスチール㈱西日本製鉄所ヘルスサポートセンター長　山下真紀子
　　　働く世代の健康づくりについて 岡山県南部健康づくりセンター運動指導員　山下　裕絵
　　　就労者の生活習慣病重症化予防に対する産業医の関わり 日本医師会副会長　今村　　聡
　⑰　平成27年12月19日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診の現状とこれから−画像診断を中心に− 香川県立中央病院　乳腺センター部長　白岩　美咲
　⑱　平成27年12月20日（発達障害児（者）支援医師研修会）
　　　自閉症スペクトラム障害の長期フォローで見えてくること
　　　　−脳波、てんかん、こだわり、常同行動、強迫症状に焦点をあてて−
 むさしの小児発達クリニック　院長　川崎　葉子
　⑲　平成28年１月14日（かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会）
　　　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　小南　博資
　　　思春期精神疾患の診断と対応について 　希望ヶ丘ホスピタル　三宅　聖子
　⑳　平成28年１月21日（かかりつけ医等の肝炎治療対応力向上研修会（肝疾患診療従事者事業））
　　　肝炎治療ガイドラインに基づく最近の肝炎治療とこれからの肝炎治療について
 岡山大学病院消化器内科　助教　池田　房雄
　　　岡山県における肝炎対策の現状について 岡山県保健福祉部健康推進課　冨松　　俊
　㉑　平成28年２月７日（岡山県医師会学術奨励賞受賞講演並びに日医生涯教育講座）
　　　日医生涯教育講座（第一部）　胆膵疾患の診断治療における内視鏡の役割
 川崎医科大学総合内科学２　教授　河本　博文
　　　岡山県医師会学術奨励賞受賞講演（２名）
　　　日医生涯教育講座（第二部）癌に対する放射線治療～Ｘ線から中四国初の陽子線まで～　
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科陽子線治療学講座　准教授　勝井　邦彰
　㉒　平成28年２月13日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診の最新情報 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科教授　土井原博義
　㉓　平成28年２月18日（かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会）
　　　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
　　　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
⑶　卒後臨床研修対策（糸島副会長・山本博理事）
　① 　平成27年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成28年２月27、28日、ピュアリティまきびに於い

て、岡山県医師会・独立行政法人労働者健康福祉機構　岡山労災病院が主催し開催した。参加者は19名であった。
⑷ 　都道府県医師会生涯教育担当理事・日医かかりつけ医機能研修制度担当理事合同連絡協議会が平成28年12月３
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日に日本医師会で開催され、松山理事、山本理事、岸本事務員、赤堀事務員が出席した。
⑸ 　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27年12月12日に岡山衛生会館 ５F第１・

２会議室で開催した。
⑹ 　都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会が平成28年３月24日に日本医師会で開催され、合地理事と赤堀事

務員が出席した。
⑺　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27年度は下記２名に授与された。平成27年12月12日に授与式、平成28年２月７日に三木記念ホールで受

賞講演が行われた。
　　◎ 　「肺癌腫瘍浸潤リンパ球における活性化制御性T細胞の増加と抗ヒトCCR ４モノクローナル抗体

（KM2760）を用いたADCC作用による制御性T細胞除去」
 　川崎医科大学呼吸器内科学講座　臨床助教　黒瀬　浩史
　　◎ 　「多視点３D映像システムによる次世代の手術解剖教育−高難度肝胆膵外科手術の修得を目指した解剖教

材の開発−」 岡山大学病院臓器移植センター　助教　信岡　大輔
　②　岡山県医師会会長賞
　　　平成27年度は下記の団体に授与され、平成27年12月12日に授与式が行われた。
　　◎　高梁市在宅医療連携拠点推進協議会
⑻　NPO医師研修支援機構（糸島副会長）
　 　NPO医師研修支援機構に糸島が理事長として参加し、岡山県医師会、岡山県、岡山大学等と協調しながら平

成27年度に以下の事業を行いました。
　①　医学生や研修医等を対象とした地域医療体験事業として
　　１）地域医療体験実習を３名が長谷川紀念病院、土庄中央病院、水島協同病院で行いました。
　　２）済生丸体験実習を豊島９名と本島で６名が１泊２日で行いました。
　②　医学生・研修医・一般医師を対象とした病院説明会および各種セミナー等事業。
　　１ ）今年度は中国四国Medical Future Forumとして、岡山マッチングプラザ2015だけでなく、MED Talkと

いう未来を語るトークセッションと若い世代が職種を超えて未来を話合うフューチャーラボを行いました。
MED Talkはそれぞれの道の最前線で活躍している多種多様な14人のスピーカーが、これまでの経験から感
じている医療・健康についての思いや、未来の日本医 療を支える次世代に伝えたいメッセージを語りました。
岡山マッチングプラザ2015は79施設が参加し、総参加者数は575名でした。しかし、参加者が分散したために、
マッチングプラザには相対的に人数が少数でした。

　　２）マッチングプラザ＠WEB。
　　３）医師研修セミナー１回。
　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　夏は学生７名応募３名派遣　冬は１名派遣。
　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 2015。
　　３）シミュレーション基盤型教育セミナー　FUN Sim（Fundamentals of Simulation Training）11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　32名参加
　　５）看護師対象シミュレーション教育研修第２回　ハワイ大学にて15名参加
　　６）臨床研修指導医養成講座 岡山大学病院で開催36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144名+指導医52名
　　２）NPO岡山医師研修支援機構ホームページ　アクセス数39.6万
　　３）医師求人情報ページの更新
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　　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。
　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126名となり、毎月40名以上の会員が参加して議論を繰り広げる。
　　　平成28年３月開催にて第114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
⑼　県民公開講座
　①　CKD（慢性腎臓病）
　　　日　時：平成27年10月12日（月・祝）11：00 ～ 15：00
　　　場　所：岡山衛生会館　三木記念ホール 他 
　　　テーマ：「健康長寿は腎臓と心血管にあり」
　　　CKD・CVDの診断、疫学、検査、治療、日常生活上の注意について
　　　　参加者：300名
　　　演題・講師
　　　１）「慢性腎臓病（CKD）の早期発と予防、治療」
 川崎医科大学　腎臓・高血圧内科学　主任教授　柏原　直樹　先生
　　　２）「CVDについて」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学教授　伊藤　　浩　先生
　　　３）「知っておきたい薬の基礎知識」 川崎医科大学附属川崎病院 薬剤部長　監物　英男　先生
　　　４）「慢性腎臓病対策はいつするの？今でしょう！」 川崎医科大学附属病院　栄養部部長　市川　和子　先生
　　　５）「CKDこそ運動しよう！」 岡山大学スポーツ教育センター　教授　鈴木　久雄　先生
　　　６）Q & Aコーナー
　②　糖尿病
　　１）　糖尿病県民公開講座『糖尿病とともに～楽しく長生きする秘訣～』
　　　 　平成27年11月15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
　　　　ⅰ 　食事の相談（管理栄養士）、ⅱ　薬の相談（薬剤師）、ⅲ　歯の健康相談（歯科衛生士）、ⅳ　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　田中　茂人
　　　　ⅰ　【特別講演】「糖尿病とがんの危険な関係」
 国立がん研究センター中央病院　総合内科　科長　大橋　　健
　　　　ⅱ　【講演１】「やる気になれば、カラダは変わる！～糖と脂肪が減る運動～」
 ヒューマンモア　代表取締役　松井　　浩
　　　　ⅲ　【講演２】「糖尿病治療の最新の進歩」 岡山大学病院　新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
　　　　ⅳ　【講演３】「今日からはじめる健康食！～ここがポイント～」 神戸大学病院　管理栄養士　戸田　明代
　　　参加者：290名
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⑽　緩和ケア研修会事業
　①　緩和ケア研修会
　　 　緩和ケア研修会は、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平成20年４月１日健発

0401016号）に基づき実施するものである。全日程の修了者には、研修会主催責任者と厚生労働省健康局長両
名の記名捺印された「修了証書」を交付される。「がん性疼痛緩和指導管理料１（200点）」「がん患者カウンセ
リング料（500点）」等の診療報酬を算定する場合には、この緩和ケア研修（又はがん診療連携拠点病院等が実
施する研修）を受講しておく必要となる。日本緩和医療学会の緩和ケア研修推進部会が策定したマニュアルに
沿って、平成27年12月26・27日　参加者29名、平成28年３月５・６日　参加者33名の四日間、岡山県医師会主
催で開催した。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。

⑾　認定スポーツ医研修会
　①　平成27年度第１回スポーツ医部会委員会　平成27年８月22日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題　「足部・足関節のスポーツ傷害について」
　　　講師　岡山大学病院整形外科　雑賀　建多先生
　②　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　平成28年２月21日
　　　演題１）「ロコモティブシンドローム（ロコモ）と健康寿命」
　　　　講師　NPO法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会　理事長
　　　　　　　藤野整形外科医院　院長　藤野 圭司先生
　　　演題２）「車椅子のＪリーガー～出会いに感謝！　出会いの素晴らしさ～」
　　　　講師　京谷 和幸氏　元 車椅子バスケットボールプレーヤー
　③　平成27年度第２回スポーツ医部会委員会　平成28年３月12日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　講演１）若年者の腰痛　−診断と治療−
　　　　講師　国立病院機構岡山医療センター
　　　　　　　整形外科医長（リハビリテーション科医長兼務）竹内　一裕先生
　　　講演２）スポーツにおけるドーピング対策
　　　　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３）スポーツ選手の栄養指導（20：00 ～ 20：30）
　　　　講師　天満屋女子陸上競技部コーチングスタッフ管理栄養士　向井　智春 氏
　④　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第54回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　日　時　平成27年６月７日
　　２）行事名　第42回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　日　時　平成27年９月27日
　　３）行事名　第42回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日　時　平成27年11月15日
　　４）行事名　第29回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会　
　　　　日　時　平成28年１月４日
　　　　　　　　　　　　１月５日
　　　　　　　　　　　　１月６日
　⑤　その他
　　　平成27年７月14日　平成27年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　　平成28年３月８日　平成27年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　　平成27年６月８日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第３回）
　　　平成27年８月３日　おかやまマラソン実行委員会総会（第３回）
　　　平成27年８月20日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第４回）
　　　平成27年10月18日　第１回おかやまマラソン医事救護スタッフ説明会
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　　　平成27年11月８日　第１回おかやまマラソン大会
　　　平成27年12月15日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第５回）
　　　平成28年２月18日　おかやまマラソン実行委員会総会（第４回）
　　　平成28年３月28日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第６回）
⑿　産業医研修関連事業
　　◦４月23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　本人への真の支援とは
　　　　　　療養段階確認シート、療養報告様式による「自立」支援
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦６月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　半日勤務の是非
　　　　　　不完全労務提供を徹底分析　−負の側面をすべて洗い出す−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦７月４日（土）産業医研修会　13：00 ～ 18：20　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制度の解説
 東京ガス株式会社　産業医　西浦　千尋
　　　　２．メンタルヘルス各論
　　　　　　ストレスチェック制度の問題点の整理 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　３．ストレスチェック制度への対応
　　　　　　　−グループワークによる対策案の発表と講評− 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
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　４．メンタルチェック各論
　　　　　　ストレスチェック制度への対応のまとめ 東京ガス株式会社　統括産業医　塚本　浩二
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位　専門２単位　実地２単位
　　◦７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　人事・産業保健職の連携
　　　　　　（人事からみた産業保健職＆産業保健職からみた人事）
 岡山大学大学院地域医療支援センター助教　岩瀬　敏秀
　　　　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
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位、実地１単位
　　◦７月11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．職域におけるアルコール依存症への内観療法 公益財団法人慈圭会慈圭病院院長　堀井　茂男 
　　　　２．衛生学・産業保健関連領域での活動を振り返って
　　　　　　　～粉じん障害対策からストレスチェック制度施行まで～
 北里大学名誉教授　日医産業保健委員会委員長　相澤　好治
　　　　３．メンタルヘルス対応　難渋事例の検討（グループ討議PartⅡ）　
 岡山大学大学院地域医療支援センター助教　岩瀬　敏秀
 岡山県医師会担当理事　山本　博道
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　　　　　　　【単位数】基礎研修　　後期２単位　実地1.5単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　　専門２単位　実地1.5単位
　　◦７月28日（木）産業医研修会　15：00 ～ 17：30　ピュアリティまきび
　　　　１．労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施のための研修
 関西福祉大学社会福祉学部教授　大学院社会福祉学研究科教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦７月30日（木）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび２階白鳥
　　　　１．職場に必要なメンタルヘルスの知識 岡山赤十字精神神経科部長　中島　　誠
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦８月４日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．職場におけるメンタル対応：家族同席の意義
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野助教　鈴木　越治
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦８月８日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：30　倉敷市休日夜間急患センター
　　　　１．労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施のための研修
　　　　　　　関西福祉大学社会福祉学部教授 大学院社会福祉学研究科教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦８月18日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：30　メルパルク岡山
　　　　１．労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施のための研修
　　　　　　　関西福祉大学社会福祉学部教授 大学院社会福祉学研究科教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦８月20日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．安全配慮義務を正しく理解する  岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−安全配慮義務が争点となった事例の検討を中心に−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位
　　◦８月23日（日）産業医研修会　13：00 ～ 17：10　岡山大学医学部基礎研究棟１階　大学院セミナー室
　　　　１．メンタルヘルス総論　
　　　　　　業務的健康管理の観点からラインケアを再定義する
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．メンタルヘルス各論
　　　　　　労働安全衛生法改正にともなう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
　　　　３．メンタルヘルス演習
　　　　　　メンタルヘルス対応；難渋事例の検討　グループワーク
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　４．メンタル対応まとめ　総合討議 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野助教　鈴木　越治
 岡山大学病院新医療研究開発センター助教　三橋　利晴
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位　専門1.5単位　実地1.5単位
　　◦９月10日（木）産業医研修会　16：00 ～ 18：30　赤磐医師会病院　４階会議室
　　　　１．改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導 
 一般財団法人河田病院副院長　河田　龍子
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦10月８日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ストレスチェック制度への対応 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
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　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェック制度実施により生じる問題点とその解決策を検討する−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位
　　◦10月15日（土）産業医研修会　18：00 ～ 20：30　岡山ふれあいセンター
　　　　１．改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導 
 三菱化学㈱水島事業所専属産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦10月17日（土）産業医研修会　14：00 ～ 16：30　津山市医師会
　　　　１．改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導 
 三菱化学㈱水島事業所専属産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦10月18日（日）産業医研修会　13：30 ～ 16：00　笠岡グランドホテル
　　　　１．改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導 
 関西福祉大学社会福祉学部教授　大学院社会福祉学研究科教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦10月22日（木）産業医研修会　13：30 ～ 14：30　すこやかセンター
　　　　１．ストレスチェック制度に関する知識と情報管理等の研修 一般財団法人河田病院副院長　河田　龍子
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位
　　◦11月24日（土）産業医研修会　13：05 ～ 15：55　おかやま未来ホール
　　　　１．労災病院の取組み 和歌山ろうさい病院　辰田　仁美
 東京ろうさい病院　小山　文彦
　　　　２．女性が健康に働くために～笑顔でイキイキと～ 中部ろうさい病院　上条美樹子
 岡山ろうさい病院　田端　りか
 岡山県医師会女医部会　神崎　寛子
 中国銀行健康保険組合　井上　　恵
 岡山県企業人材確保支援センター　湯浅　幹子
 岡山ろうさい病院　武田　正則
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門2.5単位
　　◦10月25日（日）産業医研修会　13：30 ～ 16：00　倉敷市休日夜間急患センター
　　　　１．改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導 
 関西福祉大学社会福祉学部教授　大学院社会福祉学研究科教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦10月29日（木）産業医研修会　13：30 ～ 15：00　すこやかセンター
　　　　１．ストレスチェック実施方法と、集団分析および面接指導の方法等
 一般財団法人河田病院副院長　河田　龍子
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新1.5単位
　　◦10月29日（木）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　岡山第一生命ビルディング３階貸会議室
　　　　１．職場のメンタルヘルス　過去の事例を用いての事例検討 岡山赤十字精神神経科部長　中島　　誠
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地1.5単位
　　◦10月31日（土）産業医研修会　14：30 ～ 17：00　高梁国際ホテル
　　　　１．改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導 
 関西福祉大学社会福祉学部教授　大学院社会福祉学研究科教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦11月12日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　関東電化工業㈱水島工場
　　　　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
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　　　　　　　　【単位数】基礎実地２．５単位、生涯実地２．５単位
　　◦11月12日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．関係者との関わり方（家族編） 岡山大学病院新医療研究開発センター助教　三橋　利晴
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェック制度実施により生じる問題点とその解決策を検討する−
 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１単位　実地１単位
　　◦11月14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．メンタル対応ケース紹介（休職・復職を繰り返す事例）  三菱化学株式会社　産業医　川瀬　洋平
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．メンタル対応ケース紹介 （療養導入困難事例） 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
　　　　３．グループディスカッション　−事例についての問題点の整理と解決法の提案−
 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
　　　　４．パネルディスカッション−事例対応についての質疑応答− 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
　　　　５．ケースバイケース対応ではないルールにもとづくメンタル対応
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門３単位、実地２単位
　　◦11月21日（土）産業医研修会　14：30 ～ 17：00　ピュアリティまきび
　　　　１．改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックと面接指導 
 三菱化学㈱水島事業所専属産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新2.5単位
　　◦11月23日（月・祝）特定健診・特定保健指導研修会　13：00 ～ 17：00　三木記念ホール
　　　　１．岡山県の特定健診・特定保健指導への取組み 岡山県保健福祉部健康推進課長　兼信　定夫
　　　　２．大規模事業場が取組む健康づくりの課題と対策について 
 JFEスチール㈱西日本製鉄所　ヘルスサポートセンター長　山下真紀子 
　　　　３．働く世代の健康づくりについて  岡山県南部健康づくりセンター運動指導員　山下　裕絵
　　　　４．就労者の生活習慣病重症化予防に対する産業医の関わり  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
　　◦12月10日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．関係者との関わり方（主治医編） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−主治医と面接する際のコツについて検討する−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位
　　◦12月24日（木）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび２階白鳥
　　　　１．職場のメンタルヘルス　裁判事例を用いての事例検討 岡山赤十字精神神経科部長　中島　　誠
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地1.5単位
　　◦１月７日（木）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．石綿関連疾患診断技術研修について
 国立病院機構山口宇部医療センター内科系診療部長　青江　啓介
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　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦平成28年１月14日（木）産業医研修会　13：30 ～ 15：30　西大寺・瀬戸内地区産業保健研修会
　　　　１．最近の労働衛生行政の動きについて 岡山労働基準監督署　安全衛生課長　織田　彰彦
　　　　２．ストレスチェック制度の導入と実務 岡山産業保健総合支援センター　副所長　山本　正晴
　　　　　　　【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14日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．メンタル対応と改正障害者雇用促進法（平成28年４月施行）
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−改正障害者雇用促進法の施行に対する準備をする−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位　実地１単位
　　◦２月８日（月）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．化学物質のリスクアセスメントについて 岡山労働局労働基準部　健康安全課長　高祖　明己
　　　　２．目的と手段、関係法令を読む！
 中央労働災害防止協会　中国四国安全衛生サービスセンター所長　衛生管理士　山岡　和寿
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期2.5単位、生涯研修：更新1.5単位、専門１単位
　　◦２月９日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．職場におけるメンタル対応：上司への指導のあり方
 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17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．発達障害を有する労働者の支援に対する産業保健スタッフの認識
 産業医科大学 産業医実務研修センター助教　永田　昌子
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、生涯研修：専門２単位
　　◦２月25日（木）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび２階白鳥
　　　　１．職場のメンタルヘルス　最近の事例を用いての事例検討 岡山赤十字精神神経科部長　中島　　誠
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地1.5単位
　　◦２月25日（木）玉野市医師会産業医研修会　13：30 ～ 15：30　すこやかセンター
　　　　１．職域における過重労働・メンタルヘルス対策及びストレスチェック制度について
 岡山産業保健総合支援センター産業保健相談員・どうみょう医院院長　道明　道弘
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２　生涯研修：専門２
　　◦３月６日（日）日医生涯教育講座・産業医研修会　13：30 ～ 17：00　三木記念ホール
　　　　１．労働寿命と健康寿命 産業医科大学産業生態科学研究所人間工学研究室准教授　　泉　　博之
　　　　２．ストレスチェック制度の運営について　～特に高ストレス者対応について～
 日本精神神経学会理事　三野　　進
　　　　３．化学物質の取扱いと実施 横溝労働安全衛生コンサルタント事務所　　　　　　　　　　　
 岡山産業保健総合支援センター労働衛生工学相談員　横溝　　浩
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、実地1.5単位　生涯研修：専門２単位、実地1.5単位
　　◦３月10日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院　　
　　　　１．就業基準・復帰基準の設定の仕方 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　　−復帰基準の設定の意義や効果について検討する−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位
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　　◦３月20日（日）産業医研修会　14：00 ～ 16：00　おかやま西川原プラザ
　　　　１．長時間労働者、高ストレス者の面接指導の実施方法に関する報告書・意見書作成マニュアルについて
 三菱化学㈱水島事業所専属産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新２単位　

２．部会委員会活動に関する事項

専門医部会
⑴　外科部会（清水副会長、松山理事）
　①　平成27年12月10日　岡山衛生会館
　　　外科部会委員会
　②　平成27年７月22日　岡山プラザホテル
　　　岡山県医師会外科部会・第２回岡山外科医会合同講演会
　　　　「心臓・血管領域における低侵襲手術のメリット・デメリット」
 川崎医科大学心臓血管外科学特任教授・東京医科大学心臓血管外科兼任教授　杭ノ瀬昌彦　先生
　③　平成28年３月23日　ホテルグランヴィア岡山
　　　岡山県医師会外科部会・第６回岡山外科医会合同講演会
　　　　「循環器領域における新しい取組み」 大阪大学医学部心臓血管外科教授　澤　　芳樹　先生
⑵　眼科部会
　①　眼科専門医会
　　１）平成27年７月26日
　　　ア　「甲状腺眼症」 オリンピア眼科病院　井上　吐州　先生
　　　イ　「最近の白内障手術」 稲村眼科クリニック　稲村　幹夫　先生
　　　ウ　「最新の網膜静脈分枝閉塞症の病態理解と治療戦略」 香川大学医学部眼科学　教授　辻川　明孝　先生
　　２）平成27年11月29日
　　　ア　「加齢黄斑変性の治療アップデート」 九州大学大学院医学研究院 眼科学分野 講師　大島　裕司　先生
　　　イ　「OCTから見た網膜疾患」 岡山大学大学院医師薬学総合研究科 眼科学分野 教授　白神　史雄　先生 
　　　ウ　病診連携シンポジウム「加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞の病診連携」
　　　　　シンポジスト：白神史雄先生、細木三佳先生、細川海音先生
　　　　　オーガナイザー：瀬口次郎先生、井上　康先生
　　３）平成28年２月14日
　　　ア　「眼科が直面する医療事故・医療訴訟とリスク回避法」
 岩瀬眼科医院院長、武蔵野赤十字病院眼科 医学博士　岩瀬　　光　先生
　　　イ　「学校保健における色覚の対応について」
 日本眼科医会 常任理事、眼科柏井医院 院長　柏井真理子　先生
　　　ウ　「緑内障手術のEvidence Based Medicine」
 広島大学医歯薬学総合研究科 視覚病態学 教授　木内　良明　先生
　②　部会委員会
　　　平成27年４月23日　　平成27年５月28日　　平成27年６月25日　　平成27年７月26日　　平成27年９月24日
　　　平成27年10月29日　　平成27年11月29日　　平成28年１月28日　　平成28年２月14日　　平成28年３月24日
　③　目の愛護デー行事
　　　岡山地区、倉敷地区で老人ホーム検診、医療相談を行った。　　　　　　　　
　　　啓蒙記事の広報を行った。
　　　山陽新聞「しつこい目の疲れ…隠れ斜視が原因かも」掲載
　　　津山朝日新聞「緑内障、あなたは大丈夫？」掲載
　　　毎日新聞「涙がたまる症状に注意」掲載
　④　講習会
　　　第16回岡山県眼科スタッフ教育講習会を開催した。
　⑤　勤務医対策
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　　　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28年２月25日に部会委員会を開催した。
　②　岡山県耳鼻咽喉科集談会（６回）
　　１）第239回　４月26日（日）
　　　　第15回日耳鼻学会岡山県地方部会学術講演会
　　２）第240回　６月７日（日）
　　　　　講演「頭頸部がん領域における化学療法～腫瘍内科医の立場から～」
 岡山大学病院血液・腫瘍内科　西森　久和
　　　　　　　　「耳鼻咽喉科、消化器内科がコラボレートした下咽頭癌に対する内視鏡治療の現況」　
 岡山大学病院消化器内科講師　河原　祥朗
　　３）第241回　９月13日（日）
　　　　　日耳鼻学会補聴器相談医資格更新のための講習会
　　　　　講習「補聴器の適応と聴覚検査法、処方。−デジタル補聴器の適応と聴覚検査法−」
 　　　　　　　　　　岡山大学病院耳鼻咽喉科　菅谷　明子
　　　　　　　　 「軽中等度難聴児に対する補聴器適応−補聴器関連法規、特に軽中等度難聴児に対する法規と施行

状況−」 　　　岡山大学病院耳鼻咽喉科　片岡　祐子
　　　　　　　　「補聴器外来における最近の動向−聴覚医療における補聴器外来の役割−」
 　　　岡山大学病院耳鼻咽喉科　前田　幸英
　　　　　報告　日本耳鼻咽喉科学会第40回中国四国地方部会連合保険医療委員会 岡山市　前田　　学
　　　　　第41回全国身体障害者福祉医療講習会・第21回補聴器キーパーソン全国会議 岡山市　大道　卓也
　　　　　第40回医事問題セミナー 川崎医大附属川崎病院　秋定　　健
　　４）第242回　10月18日（日）
　　　　　講演「アレルギー性鼻炎の疫学と治療」 川崎医科大学耳鼻咽喉科教授　原田　　保
　　　　　　　　「上気道感染症：最近の話題」 大分大学医学部耳鼻咽喉科学講座教授　鈴木　正志
　　５）第243回　１月11日（月・祝）
　　　　　教育講演
　　　　　　　　「身体障害者手帳の書き方のポイント−トラブルに巻き込まれないために−」
　　　　　　〈聴覚障害編〉 岡山大学病院耳鼻咽喉科　片岡　祐子
　　　　　　〈平衡障害編〉 ゆうえん医院院長　結縁　晃治
　　　　　　〈音声・言語・そしゃく編〉 南岡山医療センター耳鼻咽喉科医長　赤木　博文
　　　　　特別講演「経口的咽喉頭頸部分切除術　TOVS」 防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座教授　塩谷　彰浩
　　　　　報告　日耳鼻学会保険医療委員会全国協議会
　　６）　第244回　３月27日（日）
　　　　　各委員会全国会議の報告、社会保険診療報酬改定伝達講習会
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　　　　　日耳鼻学会岡山県地方部会第42回総会
　③　鼻の日、耳の日
　　 　平成27年８月７日の第55回「鼻の日」のポスター配布。平成28年２月28日（日）に第62回「耳の日の集い」

を岡山衛生会館にて行い、講演「聴覚障害者就労支援の取り組み～障害者差別解消法施行に向けて～」株式会
社グロップサンテリアの高田正吾様、中谷弘子様、佐田野優様と、映画「奇跡の人」の上映、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（神﨑理事）
　①　部会委員会　２回開催
　　◦平成27年７月10日、平成28年２月16日
　②　講演会
　　◦平成27年６月16日
　　　「皮膚真菌症の診療　基礎と実際」 金沢医科大学皮膚科　教授　望月　　隆　先生
　　　（岡山衛生会館と倉敷医師会館をWEBにてオンライン放映を開催）
　　◦平成27年７月10日
　　　「アトピー性皮膚炎の病態と治療　up-to-date」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野助教　森実　　真　先生
　　◦平成27年10月20日
　　　「パッチテストを活かす！　～もしかして？と思う力～」
 東邦大学医療センター大森病院皮膚科　臨床教授　関東　裕美　先生
　　◦平成27年12月18日
　　　「アレルゲンを用いた舌下免疫療法：皮膚科との接点」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科　准教授　岡野　光博　先生
　　◦平成28年２月16日
　　　「ざ瘡ガイドライン2016」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　皮膚科　山﨑　　修　先生
　③　STI患者数調査
　　 　皮膚科部会会員及び総合病院泌尿器科（岡大、川大を含む）を対象に、平成27年３月に第61回のSTI調査、

平成27年９月に第62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25回「皮膚の日の集い」（平成27年11月15日）
　　　「患者歴50年の皮膚科医が語るアトピー性皮膚炎～生活と治療のコツ～」
 獨協医科大学越谷病院皮膚科教授　片桐　一元　先生
　　　第４回患者・家族の集い
　　　【専門員による情報提供ならびに個別相談会】 岡山大学病院　皮膚科　岩月　啓氏　先生
 岡山大学病院　皮膚科　山﨑　　修　先生
 岡山大学病院　皮膚科　森実　　真　先生
　⑤　各種事業への協力
　　１）　平成27年度学校保健総合支援事業に係る学校保健推進協議会
　　　　　（平成27年７月27日・平成28年２月８日　ピュアリティまきび）
⑸　小児科部会（國富理事・佐藤理事）
　①　部会委員会
　　１）第１回　平成27年11月14日
　　　ア　平成27年度第１回　岡山県学校保健会 理事会・評議員会
　　　イ　平成27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
　　　ウ　平成27年度小児救急医療電話相談事業検討会
　　　エ　特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会
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　　　オ　岡山県学校保健会　第２回理事会・表彰審査会
　　　カ　平成27年度岡山県要保護児童対策地域協議会
　　　キ　学校検尿マニュアル作成委員会
　　　ク　岡山県教育庁との懇談会
　　　ケ　岡山県保健福祉部との懇談会
　　　コ　平成27年度岡山県食の安全・食育推進協議会
　　　サ　小児救急地域医師研修会
　　　シ　平成27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
　　　ス　第62回岡山県学校保健研究大会
　　　セ　平成27年度中国四国学校保健担当理事連絡会議
　　　　　中国地区学校保健・学校医大会
　　　ソ　第１回「新型インフルエンザ等発生時対応検討会議」
　　　タ　学校検尿マニュアル作成委員会
　　　チ　小児救急医療電話相談事業検討会・研修会
　　　ツ　平成27年度独立行政福祉協会スポーツ振興センター
　　　　　学校安全業務運営会議
　　　テ　平成27年度第１回岡山県周産期医療協議会
　　　ト　平成27年度都道府県医師会学校保健担当理事連絡協議会
　　　ナ　平成27年度新型インフルエンザの診療と対策に関する研修
　　　ニ　第３回日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウム
　　　　　越境性感染症の現状と課題
　　２）第２回　平成28年３月20日
　　　ア　平成27年度第３回理事会・表彰審査会
　　　イ　平成27年度岡山県結核対策連携会議
　　　ウ　第２回「新型インフルエンザ等発生時対応検討会議」 
　　　エ　平成27年度第回全国学校保健・学校医大会
　　　オ　各種委員会
　　　カ　学校検尿マニュアル作成委員会
　　　キ　平成27年度 Ai学術シンポジウム
　　　ク　第３回新型インフルエンザ等発生時における対応検討会議
　　　ケ　指定（地方）公共機関会議
　　　コ　平成27年度岡山県学校保健研修会
　　　サ　平成27年度若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
　　　シ　平成27年度岡山県難病対策協議会
　　　ス　平成27年度がんの教育総合支援事業　第２回がんの教育推進協議会
　　　セ　小児救急医療電話相談検討会
　　　ソ　平成27年度学校保健総合支援事業　第２回学校保健推進協議会
　　　タ　平成27年度岡山県麻しん風しん対策会議及び岡山県感染症対策委員会予防接種部会
　　　チ　平成27年度学校保健講習会
　　　ツ　平成27年度母子保健講習会
　　　テ　平成27年度スポーツ庁委託事業　スポーツ事故防止対策推進事業
　　　ト　第21回国際セミナー　結核まん延時代の患者発見対策
　　　ナ　平成27年度岡山県医師会学校部会研修会
　　　ニ　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27年４月５日　於　岡山コンベンションセンター
　　　　「小児の心身症への対応」 岡山大学大学院小児医科学准教授　岡田あゆみ
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　　　　「周産期新生児医療領域における臨床研究」 岡山大学大学院小児医科学教授　塚原　宏一
　　２）平成27年10月４日（日）　於　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「小児急性胃腸炎診療ガイドラインと経口補水療法」
 神戸市立医療センター中央市民病院小児医医長　上村　克徳
　　　　「小児の炎症性腸疾患」 大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座小児科准教授　余田　　篤 
　③　小児救急地域医師研修会
　　１）平成27年７月30日　於　高梁国際ホテル
　　　　「小児の風邪の診かた」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝 
　　２）平成27年８月６日　於　笠岡グランドホテル
　　　　「小児の風邪の診かた」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝 
　　３）平成27年９月19日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　　「小児の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　小児急性疾患学講座教授　池田　政憲
　　４）平成27年10月20日　於　井原市民病院
　　　　「小児の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　小児急性疾患学講座教授　池田　政憲
　④　第23回岡山小児心身症研究会
　　１）平成27年７月19日　於　岡山大学病院内　マスカットホール
　⑤　第88回日本小児科学会岡山地方会
　　１）平成27年12月６日　於　岡山国際交流センター
　⑥　研修会
　　１）平成27年度日医母子保健講習会
　　　　平成28年２月27日　於　日本医師会館
　　２）平成27年度日医学校保健講習会
　　　　　平成28年２月21日　於　日本医師会
　⑦　岡山県児童虐待対策協議会特別講演会
　　１）平成28年３月27日　於　岡山大学病院内　MUSCAT CUBE
　⑧　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
　　１）平成27年７月19日
　　２）平成27年11月15日
　　３）平成28年１月17日
　　４）平成28年３月20日
　②　婦人科専門医会・母体保護法指定医師研修会
　　１）平成27年５月10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
　　　　　　　　　　　　　「乳幼児虐待予防のための妊産婦メンタルヘルスの意義」
 公益社団法人日本産婦人科医会　会長　木下　勝之
　　２）平成27年７月19日　「手術ロボットが切り拓く婦人科手術の未来」
 近畿大学医学部産婦人科教授　万代　昌紀
　　３）平成27年９月５日～６日　「早発卵巣不全の新しい不妊治療：IVA」
 聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター長　産婦人科学　准教授　河村　和弘
　　４）平成27年11月15日　「月経関連疾患の考え方と取扱い」
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 東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学教授　大須賀　穣 
　　５）平成28年１月17日　「卵巣がん治療：beyond chemotherapy」
 岩手医科大学医学部産婦人科教授　杉山　　徹
　　６）平成28年３月20日　「産科医療補償制度−再発防止委員会の提言から−」
 福島県立医科大学医学部産婦人科学講座教授　藤森　敬也
　③　日医主催　家族計画・母体保護法指導者講習会（11月28日）
　　　田淵理事出席
　④　平成27年度「拡大医療改革委員会」兼「産婦人科医療改革　公開フォーラム」（１月24日）
　　　田淵理事出席
　⑤　日医主催　平成27年度母子保健講習会（２月27日）
　　　石川会長出席
　⑥　岡山県Ｂ型肝炎母子感染防止事業（妊婦及び新生児）に関する検査及び予防処置に協力した。
　⑦　先天性代謝異常検査（ガスリー法及びクレチニン症検査）に協力した。
　⑧　岡山県産婦人科医報第61号を発行した
　⑨ 　岡山県医師会報に医事紛争のしおり「産科医療補償制度の５年間」掲載（田淵理事）、視点「少子化対策⑵」

掲載（田淵理事）
　⑩　岡山県保健福祉部健康推進課「産後ママあんしんケア事業」に協力した
　⑪ 　平成27年度文部科学省委託「学校保健総合支援事業に係る地域検討委員会専門家等による学校における現代

的な課題解決支援事業」に協力した
　⑫　岡山県要保護児童対策地域協議会医療事故調査制度説明会（出席田淵理事）
　⑬　医事紛争委員会に２件の意見を提出した
　⑭　岡山県新生児聴覚検査事業協議会（出席田淵理事）
　⑮　岡山県感染症対策協議会（石川会長、国富理事、田淵理事出席）
　⑯　岡山県生活習慣病等検診子宮がん部会（部会長田淵理事）を開催した
⑺　整形外科部会
　①　部会委員会：毎月第二水曜に開催（12回）
　② 　日本整形外科学会の専門医資格、リウマチ医資格、スポーツ医資格、脊椎脊髄病医資格、運動器リハビリ医

資格などの継続の便宜を計るため、13回の研修会を開催した。
　　　【研修会】
　　１）第325回：平成27年４月18日（土）　18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「RAの疼痛発生機序と外科的治療の位置付け」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　機能制御学講座人体構成学分野　准教授　西田圭一郎　先生
　　２）第326回：平成27年５月16日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「臨床に役立つ膝関節外傷の診断と治療」
 船橋整形外科病院　スポーツ医学センター　センター長　土屋　明弘　先生
　　３）第327回：平成27年６月27日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「医業類似行為の諸問題」
 市立岸和田市民病院　リハビリテーション科　リハビリテーションセンター長　濱西　千秋　先生
　　４）第328回：平成27年７月25日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「保険者から見た柔整療養費問題」
 和歌山県海南市くらし部保険年金課　収納係長　宇尾　崇俊　先生
　　５）第329回：平成27年８月８日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「動作解析から見た膝前十字靭帯損傷の治療」
 広島大学　運動機能医科学　教授　出家　正隆　先生
　　６）第330回：平成27年９月26日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「痛みの新しい分類と慢性疼痛鎮痛薬の使い分け」
 近畿大学医学部整形外科学教室　近畿大学　三木　健司　先生
　　７）第331回：平成27年10月24日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
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　　　　「骨粗鬆症診療の最前線−新しいガイドラインをふまえて−」
 川崎医科大学　放射線医学（核医学）教室　教授　曽根　照喜　先生
　　８）第332回：平成27年11月７日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「骨代謝回転から考える骨粗鬆症治療～骨折・ステロイド性・リウマチも含めて～」
 沖本クリニック（広島県呉市）　院長　沖本　信和　先生
　　９）第333回：平成27年12月５日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「運動器慢性痛に対する治療戦略～集学的アプローチも含めて～」
 岡山大学病院　整形外科/医療安全管理部　助教　鉄永　倫子　先生
　　10）第334回：平成28年１月23日（土）17時30分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「診断書作成における法的検討課題」 浜松医科大学　総合人間科学講座　法学　教授　大磯義一郎　先生
　　　　「交通事故で“いたみ”を伴う患者さんへの医療機関の考え方」
 日本臨床整形外科学会　理事（自賠労災委員会担当）
 医）慶仁会　やました整形外科　院長　山下　仁司　先生
　　11）第335回日時： 平成28年２月６日（土）18時30分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「少年野球肘の診断とリハビリテーション」 愛知医科大学　医学部　整形外科　教授　岩堀　裕介　先生
　　12）臨時研修会：平成28年２月27日（土）18時～　岡山プラザホテル　
　　　　「学校における健康診断について」 岡山県教育庁保健体育課　指導主事（副参事）　末廣真由美　氏　
　　　　「平成28年度から始まる運動器検診の概要」 あらい整形外科　院長　新井　貞男　先生
　　13）第336回： 平成28年３月６日（日）15時15分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「小児脚延長術の実際と課題」
 京都府立医科大学大学院医学研究科　小児整形外科　教授　金　　郁喆　先生
　　　　「小児股関節疾患と跛行」 旭川療育園　園長　赤澤　啓史　先生
　③　森本委員：全国有床診療所連絡協議会総会に出務
　④　山田委員：全国整形外科保険審査委員会議、社会保険等検討委員会に出務
　⑤　平成27年度「運動器の10年・骨と関節の日」の後援
　　　　日時：平成27年10月４日（日）　場所：岡山国際交流センター
　　　　　講演１　「ロコモとは？」 岡山大学整形外科教授　尾崎　敏文　先生
　　　　　講演２　「変形性膝関節症のウソとホント」 岡山大学整形外科助教　古松　毅之　先生
　　　　　講演３　「日常生活に取り入れよう！足腰づくり体操」
 岡山大学スポーツ教育センター助教　吉岡　　哲　先生
⑻　精神科部会
　①　総会の開催（平成27年４月18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27年４月18日（土）　15：00 ～ 17：00　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　「クロザピン使用の実際」 岡山県精神科医療センター院長　来住　由樹　先生 
　　２）平成27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
　　３）平成28年２月13日（土）　15：00 ～ 17：00　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　「睡眠のはなし」 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター　医療部長　児玉　匡史　先生
　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　講演
　　　　　平成27年５月25日（月）　19：00 ～ 21：00
　　　　　岡山県精神科医療センター中棟４階　サンクトホール
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　　　　　「自閉症スペクトラム障害（ASD）臨床と研究の現状：アメリカでの経験から」
 岡山県精神科医療センター　廣田　智也　先生
　　　イ　講演
　　　　　平成27年12月20日（木）　13：00 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　　「自閉症スペクトラム障害の長期フォローで見えてくること
　　　　　　−脳波、てんかん、こだわり、常同行動、脅迫症状に焦点をあてて−」
 むさしの小児発達クリニック　院長　川﨑　葉子　先生
　　　ウ　講演
　　　　　平成28年２月25日（木）　19：00 ～ 21：00　アークホテル岡山
　　　　　「自閉症の早期介入−療育現場からのメッセージ−」 川崎医療福祉大学　准教授　諏訪　利明　先生
　　２）かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　津山　平成28年１月14日（木）　18：00 ～ 21：00　
　　　　　　　津山保健センターホール
　　　　　　　「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　小南　博資　先生
　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」 希望ヶ丘ホスピタル　三宅　聖子　先生
　　　　倉敷　平成28年２月18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
　　３）かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　　倉敷　平成28年１月17日（日）　13：00 ～ 16：00
　　　　　　　倉敷休日夜間急患センター
　　　　　　　「道路交通法の一部改正について」 池田　浩己　氏　
　　　　　　　（岡山県警察本部交通部運転免許課　適正指導担当課）
　　　　　　　「倉敷市の認知症初期集中支援チームについて」
 倉敷市健康長寿課地域包括ケア推進室　中津　朋子　氏　
　　　　　　　「認知症の人とともに生きる」
 島根大学医学部・医）エスポワール出雲クリニック　髙橋　幸男　先生
　　　　津山　平成28年２月７日（日）　13：00 ～ 16：00　津山保健センターホール
　　　ア　講義
　　　イ　診断、治療とケア
　　　ウ　連携
　　　　ⅰ　講義
　　　　　　「道路交通法の一部改正について」 池田　浩己　氏　
　　　　　　（岡山県警察本部交通部運転免許課　適正指導担当課）
　　　　ⅱ　グループワーク
　　４）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　　　岡山　平成28年１月19日（火）　19：00 ～ 21：00
　　　　　　　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　　　　平成28年２月12日（金）　19：00 ～ 21：00
　　　　　　　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　倉敷　平成28年３月29日（火）19：00 ～ 21：00　
　　　　　　　倉敷ロイヤルアートホテル
　　　　高梁　平成28年２月４日（木）19：00 ～ 21：00　高梁国際ホテル
　　　　　　　研修内容：ア　認知症の人の理解及びケアの基本
　　　　　　　　　　　　イ　認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　　　　　　　　　　　ウ　院内外の多職種・多職種連携の意義の理解
　　　　　　　　　　　　エ　一症例の事例紹介、総合討論
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　　　　　　　伝達講師：福岡　英明（いぬい医院）
　　　　　　　　　　　　寺田　整司（岡山大学病院）
　　　　　　　　　　　　江澤　和彦（倉敷スイートホスピタル・岡山県医師会理事）
　　　　　　　　　　　　石原　武士（川崎医科大学附属川崎病院）
　　　　　　　　　　　　中島　　誠（岡山赤十字病院）
　　　　　　　　　　　　石丸　信一（万成病院）
　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27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。
　 　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。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、各市町村で開催されている自立支援協議会に患者会が主体となって通院システムの構
築を働きかけていくことを今年度の三者懇談会で再確認した。

　 　11月14日に開催された岡山透析懇話会第100回記念大会で岡山県医師会透析医部会の歴史について草野会長が
講演を行った。

　 　透析関連の企業による岡山大学医学部寄付講座が平成27年末で終了するので岡山県透析医部会総会で寄付講座
を継続する決議がなされた。当初３年間の予定で寄付講座「岡山大学院医歯薬学総合研究科　血液浄化療法人材
育成システム開発学」が１月１日から発足した。

　 　平成27年４月末の県下の透析患者数調査では前年に比べ118名増加して5015名（HD4807名、CAPD208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。

　①　岡山大学医学部寄付講座「血液浄化療法人材育成システム開発学」設立の支援
　②　会議/会合
　　１）透析医部会委員会４回（５、６、９、１月）
　　２）総会・懇親会（７月11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22日　アークホテル）
　　４）施設防災責任者会議（11月19日）
　　５）その他
　③　研修講演会
　　１）第16回岡山県医師会透析医部会学術講演会（７月18日　ホテルグランヴィア岡山）
　④　会議・出張関係
　　１）第16回日本透析医会災害ネット会議（６月26日　横浜）
　　２）第20回日本透析医会透析医療保険に関する懇談会（６月26日　横浜）
　　３）第12回中国地区災害ネットワーク連絡会議（10月31日　広島）
　　４）第３回岡山県透析保険医療懇談会（３月15日　アークホテル）
　　５）その他
　⑤　施設防災訓練
　　１）第17回岡山県透析施設防災訓練（９月１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
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　⑥　その他
　　１）透析施設防災関連情報管理システムのバージョンアップ
　　２）岡山県下の透析患者数調査（５月）
　　３）その他（関連学会の支援）：第６回腎臓リハビリテーション学会学術集会（H28.3）
⑽　脳神経外科部会
　①　平成28年２月６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５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29年２月18日（土）15時～　
　　　　　岡山県医師会会館４階　第２会議室
　　５）次年度医療連携について（医療保険の問題点について）
　　６）その他
　②　平成28年２月６日（土）に脳神経外科部会総会を開催した。
　　講　演：
　　１）教育講演「脳神経疾患のリハビリテーション−嚥下と呼吸を中心として−」
 川崎医科大学リハビリテーション医学教授　花山　耕三　先生
　　２）特別講演「頭蓋咽頭腫に対する手術戦略」
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経外科教授　松尾　孝之　先生
　　３）総　会
⑾　内科部会
　①　岡山県内科医会・部会総会　　平成27年５月30日　ホテルグランヴィア岡山　
　　　〈記念講演〉
　　　演題「歴史に学ぶCKD」
　　　講師　岡山大学病院長　槇野　博史先生
　②　研修会　
　　１）保険研修会　平成27年６月28日
　　　　演題「医療保険と介護保険の接点～介護報酬改定にあったて」
　　　　講師　岡山県医師会理事　江澤和彦先生
　　２）学術研修会　平成27年８月29日
　　　　演題「 ホスピス緩和ケアから考えたこと～ C型肝炎診療から緩和ケアへの道、緩和ケアの真髄としての

PEACEFUL FACE、徳島県臨床内科医会が取り組む「わたしのリビングウィル」～」
　　　　講師　近藤内科病院　近藤　彰先生（徳島臨床内科医会前会長）
　　　　共催　岡山プライマリ・ケア学会
　　　　後援　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会
　　　　　　　岡山県介護支援専門員協会
　　　　　　　岡山市地域保健医療福祉連携懇話会
　　３）第１回症候別講演会　平成27年９月19日
　　　　演題「知っておきたい睡眠の話」
　　　　講師　公益財団法人慈圭会　慈圭病院　副院長　石津　秀樹先生
　　４）第２回症候別講演会　平成27年10月31日
　　　　演題「知っておきたい血圧の話」
　　　　講師　川崎医科大学附属川崎病院　内科部長　堀尾　武史先生
　　５）岡山県内科医会・部会physical examination講習会 平成28年２月６日
　　　　演題「循環器身体所見の基礎から応用まで」
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　　　◦基本編・症例検討
　　　ア　心音・心雑音の聴診
　　　イ　頚静脈の見方
　　　　　講師　医療法人社団山本循環器内科　山本　正浩先生
　　　　　　　　心臓病センター榊原病院　林田　晃寛先生
　　６）岡山県内科医会学術講演会　平成28年３月26日
　　　　演題「高齢者の糖尿病管理～健康長寿からフレイルまで～」
　　　　講師　東京大学大学院医学系研究科　加齢医学　秋下　雅弘先生
　　　　共催　武田薬品工業株式会社
　③　平成27年度合同会議
　　１）第１回岡山県内科医会委員・部会委員・研修員合同会議（５月９日）
　　２）第２回岡山県内科医会委員・部会委員・研修員合同会議（５月30日）
　　３）岡山県内科医会役員会　（６月28日）
　　４）第３回岡山県内科医会委員・部会委員・研修員合同会議（10月31日）
　　５）第４回岡山県内科医会委員・部会委員・研修員合同会議（３月26日）
　④　第32回日本臨床内科医会総会　（４月12日　京都市）
　⑤　第29回日本臨床内科医学会・理事会・代議員会　10月10日～ 12日 熊本市）
　⑥　日本臨床内科医会中国四国ブロック代表者会議（７月５日島根県担当　岡山市）
　⑦　香川県医師会・同内科医会・同臨床内科医会との懇談（８月12日　高松市）
　⑧　その他
　　１）岡山県内科医会HPの新規更新　
　　２）岡山県医師会地域包括ケア部会委員に氏平理事を推薦
　　３）「私のリビングウィル」の冊子、ポスターの作製

Ⅱ　事業目的別の部会
⑴　学校医部会（田中・國富・佐藤理事）
　①　学校部会研修会
　　　日時：平成28年３月８日（火）19：00 ～ 20：30
　　　場所：岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　　　特別講演「「学校健診における整形外科分野」 岡山大学整形外科　准教授　田中　雅人　先生
　②　委員会等
　　１）岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会（７月15日　岡山衛生会館）
　　２）岡山県学校保健研究大会（８月６日　井原市民会館）
　　３）平成27年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月23日　山口市）
　　４）平成27年度中国地区学校保健・学校医大会（８月23日　山口市）
　　５）第46回全国学校保健・学校医大会（12月５日　松山市）
　　６ ）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12日　岡山衛生

会館）
　　７）平成27年度岡山県学校保健研修会（28年１月28日　三木記念ホール）
　　８）平成27年度学校保健総合支援事業に係る第１回学校保健推進協議会
　　　　（７月27日　ピュアリティまきび）
　　　　平成27年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会
　　　　（２月８日　ピュアリティまきび）
　③　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　１）第48回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
　　　　（28年１月30日、31日　松江市）
　　２）第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会　第１回準備委員会（２月29日）
　④　日医母子・学校保健講習会
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　　１）平成27年度日医母子保健講習会　平成28年２月27日　於　日本医師会館
　　２）平成27年度日医学校保健講習会　平成27年２月29日　於　日本医師会館
　⑤　学校検尿マニュアル作成委員会（４回）
　　　「学校検尿マニュアル」発行（３月25日号会報に付録として同封）
⑵　労災・自賠責対策
　　①　岡山県損害保険医療連絡協議会
　　　　自賠責保険診療の問題点を協議する。
　　②　自賠責研修会の開催（年１回）
　　③　労災診療について
　　　１）岡山労働局との連携を強化し、適切な労災診療に協力する。
　　　２）「労災保険二次健診等給付事業」の更なる周知を図る。
　　　３）保険診療報酬改定に伴って改定される労災診療報酬の内容を周知する。
　　　４）労災診療の主旨に則り下記各項に協力、周知する。
　　　　ア　法に準拠した労働時間の遵守
　　　　イ　職場における自殺予防、過重労働による健康被害防止等メンタルヘルス
　　　　ウ　「労災隠し」の防止
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　６月20日（土）
　　　　（報告）
　　　　１）平成27年度部会活動方針について
　　　　２）平成27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27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27年度事業予定等を主として）
　　　　５）岡山産業保健総合支援センター報告
　　　　６）産業保健総合支援センター全国所長会議（４月23日）からの話題
　　　　７）日本医師会第５回産業保健委員会（６月11日）の報告
　　　　（協議）
　　　　８）地域産業保健センター事業運営における最近の課題について
　　　　９）平成27年度産業保健活動推進全国会議（10月15日）での質疑事項について
　　　　10）その他
　　　第２回　１月９日（土）
　　　　１）産業医研修会（特定健診・保健指導研修会）の報告（11/23）
　　　　２）平成27年度第１回岡山産業保健総合支援センター運営協議会の報告（12/10） 
　　　　３）県下におけるストレスチェック制度研修会の実施結果と今後の追加研修会について
　　　　４）高ストレス者に対する面談業務に関して
　　　　５）平成27年度下半期の日医認定産業医研修会日程について
　　　　６）平成28年度産業医研修事業計画概要について
　　　　７）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27年10月22日（木）　午後２時～４時
　　　場所：岡山衛生会館５階　第１・２会議室
　　　（岡山労働局より）
　　　　１）健康安全課説明
　　　　　　平成27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）
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　　　　３）平成27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
　　　　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37回産業保健活動推進全国会議（10/15）報告
　　　　８）日医産業保健委員会（10/ ２）の報告
　　　　９）質疑応答
　　　　10）その他
　③　産業保健活動推進全国会議
　　　◦第37回産業保健活動推進全国会議
　　　　日時：平成27年10月15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５回日本医師会産業保健委員会　６月11日（木）
　　　第６回日本医師会産業保健委員会　８月21日（金）
　　　第７回日本医師会産業保健委員会　10月２日（金）
　　　第８回日本医師会産業保健委員会　12月３日（木）但し、病欠
　　　第９回日本医師会産業保健委員会　２月４日（木）
⑷　スポーツ医部会（石川会長・松山庶務担当理事・沼本理事）
　①　平成27年度第１回スポーツ医部会委員会　平成27年８月22日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題　「足部・足関節のスポーツ傷害について」
　　　講師　岡山大学病院整形外科　雑賀　建多先生
　②　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　平成28年２月21日
　　　演題１）「ロコモティブシンドローム（ロコモ）と健康寿命」
　　　　講師　NPO法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会　理事長
　　　　　　　藤野整形外科医院　院長　藤野　圭司先生
　　　演題２）「車椅子のＪリーガー～出会いに感謝！　出会いの素晴らしさ～」
　　　　講師　京谷　和幸氏　元 車椅子バスケットボールプレーヤー
　③　平成27年度第２回スポーツ医部会委員会　平成28年３月12日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　講演１）若年者の腰痛　−診断と治療−
　　　　講師　国立病院機構岡山医療センター
　　　　　　　整形外科医長（リハビリテーション科医長兼務）竹内　一裕先生
　　　講演２）スポーツにおけるドーピング対策
　　　　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３）スポーツ選手の栄養指導（20：00 ～ 20：30）
　　　　講師　天満屋女子陸上競技部コーチングスタッフ管理栄養士　向井　智春 氏
　④　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　　１）行事名　第54回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　　日　時　平成27年６月７日
　　　２）行事名　第42回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　　日　時　平成27年９月27日
　　　３）行事名　第42回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　　日　時　平成27年11月15日
　　　４）行事名　第29回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会　
　　　　　日　時　平成28年１月４日
　　　　　　　　　　　　　１月５日
　　　　　　　　　　　　　１月６日
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　⑤　その他
　　　平成27年７月14日　平成27年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　　平成28年３月８日　平成27年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　　平成27年６月８日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第３回）
　　　平成27年８月３日　おかやまマラソン実行委員会総会（第３回）
　　　平成27年８月20日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第４回）
　　　平成27年10月18日　第１回おかやまマラソン医事救護スタッフ説明会
　　　平成27年11月８日　第１回おかやまマラソン大会
　　　平成27年12月15日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第５回）
　　　平成28年２月18日　おかやまマラソン実行委員会総会（第４回）
　　　平成28年３月28日　おかやまマラソン実行委員会医事救護部会（第６回）
⑸　警察医部会
　①　岡山県警察協力医会理事会・岡山県医師会警察医部会委員会
　　　平成27年10月10日（土）総会前の午後２時から、岡山衛生会館５階第１・第２会議室で開催された。
　　　竹内岡山県警察協力医会会長の挨拶のあと報告・協議がなされた。
　　１）平成27年度岡山県警察協力医会総会の運営について
　　２）平成26年度岡山県警察協力医会会務報告
　　３）岡山県警察協力医会会員の異動
　　４）検視の状況
　　５）岡山県警察協力医会各支部の報告
　　６）岡山県医師会警察医部会の活性化について
　　７）その他
　②　岡山県警察協力医会総会
　　　平成27年10月10日（土）午後３時から岡山衛生会館５階中ホールで開催された。
　　　総会前に、感謝状の贈呈があった。
　　　　岡山県警察本部長　　今城保先生、鈴木芳英先生、北川堯之先生、西山剛史先生、原史人先生
　　　　中国管区警察局長　　武田哲明先生、仁科秀雄先生
　　　特別講演
　　　　「看護職・学生への法医学教育の必要性　−今後増加する在宅死に対応するために−」
　　　　　講師：川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科　　教授　守屋　文夫　先生
　　　　　座長：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科法医学分野　教授　宮石　　智　先生
　③ 　平成27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28年３

月６日（日）、日本医師会館で開催され、岡山県警察協力医会 竹内宣昭会長が出席した。
⑹　勤務医部会
　①　「Welcome研修医の会」
　　　平成27年４月２日（木）午後２時　ホテルグランヴィア岡山
　　１）「医療倫理−総合的な臨床能力を身につけるためには」
 大阪医科大学　地域総合医療科学教授　鈴木　富雄　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
　　　　平成27年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　② 　平成27年５月13日（水）日本医師会において「地域医師会を中心とした勤務医の参画と活躍の場の整備」を

テーマにした協議が行われ、中国四国ブロック代表として清水副会長が発表された。山本博道理事・堀事務員
が出席した。

　③　岡山県勤務医部会・女医部会合同総会
　　　平成27年８月１日（土）午後２時から岡山衛生会館中ホールで開催された。
　　１）「川崎医科大学におけるメディカルカフェの実績」
　　　　川崎医科大学ワークライフバランス・ワーキンググループ
 同窓会会長/病理学２　教授　森谷　卓也　先生
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　　２）「共同体としての男女参画」 虎の門病院小児科（非常勤）、東海大学医学部客員講師　
 日本医師会男女共同参画委員会委員　自見　英子　先生
　③　平成27年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成27年10月24日（土）　秋田県　秋田キャッスルホテルにおいて、秋田県担当で行われ、清水副会長・山

本博道理事・大原利憲理事・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27年12月12日（土）午後２時30分　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 　臨床研修指定病院へ研修医の医師会入会に必要な申込書類一式（日本医師会・岡山県医師会・関係郡市等医

師会）を郵送し入会を勧めた。
⑺　女医部会
　①　岡山県医師会女医部会委員会
　　 　第１回　平成27年５月23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１名、女医部会

から15名の出席で開催された。議題は、平成26年度事業報告、平成27年度事業計画、第９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（おかやまマラソン・山陽ロードレース救護班への参加、ピ
ンクリボン運動）、女医部会報等についてであった。

　　 　第２回　平成27年12月12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14
名が出席し開催された。議題は、委員の新任・任期、平成28年度事業計画、学童保育事業、2020.30実現をめ
ざす地区懇談会、ピンクリボン運動、山陽女子ロードレース救護班への参加等についてであった。

　②　「メディカルカフェ in かわさき」Doctor’s Career Café in OKAYAMA
　　　（平成27年度医学生・研修医等をサポートするための会）
　　 　「女性医師を応援します！パート３」（第19回Doctor’s Career Café in OKAYAMA）
　　 　平成27年６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。作田建夫先生（川崎医科大学講師）と羽間夕紀子先生（川崎医科大学大学院生）のお話しの後、
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。

　　 　「女性医師を応援します！パート４」（第20回Doctor’s Career Café in OKAYAMA）
　　 　平成27年11月19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、旭川医科大学皮膚科学教授　山本明美先生が講演され、その後、前回と同
様に少人数に分かれて自由懇談を行った。

　③　第11回男女共同参画フォーラム
　　 　平成27年７月25日（土）ホテルクレメント徳島で開催され、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、松香委員、佐藤委員、村田委員が出席した。
　　 　横倉義武日本医師会長と川島周徳島県医師会長の挨拶の後、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があり、その後、基調講演「あなたが輝く働き方～秘訣はワーク・ライフバ
ランス」と題し、株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長　小室淑恵氏の講演があった。後半はシン
ポジウム形式で、医学生も含めた年齢・性別・立場の異なる10名のシンポジストによる講演と総合討論が行わ
れた。

　④　岡山県医師会勤務医部会・女医部会合同総会
　　　（平成27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27年８月１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　石川会長の挨拶の後、平成26年度事業報告、平成27年度事業計画を、勤務医部会については

勤務医部会　清水部会長、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、川崎医科大学ワークライフバランス・ワーキンググループ/同窓会会長・病理学２教授　森谷

卓也先生が、病院のワークライフバランス、女性医師支援等の実例報告として「川崎医科大学におけるメディ
カルカフェの実績」、虎の門病院小児科/東海大学医学部客員講師/日本医師会男女共同参画委員会委員　自見
英子先生が特別講演として「共同体としての男女共同参画へ」と題し、それぞれ講演された。

　⑤　ピンクリボン運動（10月）
　　　がん検診啓発ポスター、ピンクリボン岡山趣意書を女医部会員へ配布し寄付を募った。
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　⑥　『2020.30』推進懇話会
　　 　平成27年10月18日（日）13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。６つのグループに分かれ、グループ毎に異なるテーマについてディスカッションを行った。
　⑦　おかやまマラソン救護班への参加
　　 　平成27年11月８日（日）岡山県総合グラウンド　ジップアリーナ内に設置された女性救護室にて救護ボラン

ティアを行った。
　　 　女医部会より深田部会長、坂口副部会長、松香委員の３名の委員と神﨑理事が参加した。
　⑧　大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会
　　 　平成27年12月18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、岡山大学

MUSCATから川畑智子先生が出席し、笠井英夫日本医師会常任理事から日本医師会の女性医師支援に関する
取り組みについて報告があった後、旭川医科大学、久留米大学、日本循環器学会、日本リハビリテーション学
会の事例発表が行われ、最後に意見交換が行われた。

　⑨　山陽女子ロードレース救護班への参加
　　 　平成27年12月23日（水・祝）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）・ポケットティッシュをセットした100部を
配布した。女医部会から、深田部会長、清水副部会長、坂口副部会長、金重委員、松香委員の５名が参加した。
医務室の利用はなかった。

　⑩　2020.30実現をめざす地区懇談会
　　 　平成28年３月19日（土）15時からブラッスリーシャルル（イオンモール岡山店）で開催され、女医部会員11

名と神﨑理事が出席した。女医部会員の懇親を深め、郡市等医師会の状況、時期女医部会役員、時期事業計画
等について話し合った。

　⑪　女医部会報（第20、21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　「救急の日」講演会　平成27年９月５日
　　　演題１）「南海トラフ地震など自然災害への備えについて」
 講師　岡山県危機管理監　松尾　茂樹　氏　
　　　演題２）「最新の心肺蘇生ガイドラインG2015はどう変わる？」
 講師　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野教授　大友　康裕　先生
　②　日本医師会救急災害医療対策委員会
　　　開催日　７月31日、10月29日、12月11日、２月４日
　③　救急医療研修会
　　１）ICLSコース　　　　　　　　　　　　　　平成27年11月22日、平成28年２月14日
　　２）第10回市民のための救命講習会　　　　  平成27年11月７日
　　３）第５回BDLS岡山プロバイダーコース　　平成27年12月６日　
　　４）第３回ADLS岡山プロバイダーコース　　平成28年３月12日、13日
　　　 　これはNDLS-JAPAN事務局（東京医科歯科大学救急救命センター）主催で岡山県医師会、川崎医科大学

附属病院が地方開催共催で行っている。
　　　 　受講生は31名、２日目に倉敷芸大、川崎医療福祉大学、川崎医療短大の学生がSALTトリアージ、Mass 

Casualty傷病者役で参加、総勢82名の参加であった。
　　　 　岡山県医師会としては、救急担当者・メディカルのみならず災害発生時に災害対策本部長として指揮を執

る郡市医師会長にも救急研修会等に積極的に参加し来るべき災害に備えて頂きたい。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。

　④　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27年７月６日
　　２）平成27年度第１回全国メディカルコントロール協議会連絡会
　　　　平成27年６月４日（富山市）
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　　３）救急搬送体制連絡協議会メディカルコントールワーキンググループ
　　　　第２回検討会　平成27年10月13日
　　４）平成27年度第２回全国メディカルコントロール協議会連絡会
　　　　平成27年12月４日（札幌市）
　　５）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28年１月26日
　　６）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28年３月17日
　⑤　医療審議会
　　　岡山県医療審議会救急医療対策部会　平成28年３月22日
　⑥　岡山救急医療研究会
　　１）岡山救急医療研究会平成27年度幹事会　平成27年11月14日
　　２）岡山救急医療研究会第17回学術集会　　平成27年11月14日
　　　　松山庶務担当理事が「南海トラフ地震に対する岡山県医師会・日本医師会の対応」について講演を行った。
　⑦　防災訓練
　　１）平成27度総合防災訓練　平成27年８月30日
　⑧　DMAT
　　１）平成27年度おかやまDMAT運営協議会　平成27年５月18日
　⑨　ドクターヘリ
　　１）平成27年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成27年８月27日
　　２）平成27年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成28年３月24日
　⑩　その他
　　１）第30回日本救急医学会中国四国地方会評議員会　　 　　平成27年５月15日
　　２）第２回AMDA南海トラフ地震対応プログラム調整会議　平成27年９月12日
　　　 　AMDAでは、今後起こりうる南海トラフ地震に備えて、基礎自治体及び関係機関とともに医療支援を有

効に実践するため準備プログラムとして、「AMDA南海トラフ地震対策対応プログラム」を実施している。
第１回調整会議は、６月27日に丸亀市で開催されており、プログラムの趣旨の確認や支援活動のイメージの
共有、課題について協議した。

　　　 　第２回会議では、具体的な支援活動がイメージできるような避難所の情報共有、交通手段のイメージの共
有、関係機関による災害に向けた備えの進捗状態の共有が行われた。

　　３）県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会　平成27年９月17日
⑼　有床診療所部会
　　　７月25日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成27年度役員会（茨城）
　　　７月25日～26日　第28回全国有床診療所連絡協議会総会（茨城）
　　　11月21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28年
　　　１月24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24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）
　　　　　　　　　　　　※悪天候のため中止となる
⑽　地域包括ケア部会
　①　岡山県医師会地域包括ケア部会会議
　　１）第１回　平成27年６月27日　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　今年度の事業計画について
　　２）第２回　（社会保障部と地域包括ケア部会の合同会議）
　　　　平成27年９月13日　ホテルグランヴィア岡山　フェニックス
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　　　　地域包括ケア部会外部団体代表者の挨拶、各部会の報告、協議
　　３）第３回　（社会保障部と地域包括ケア部会の合同会議）
　　　　平成27年11月３日　ホテルグランヴィア岡山　フェニックス
　　　　各部会の報告、協議（主治医・副主治医制システム検討会）
　　４）第４回　平成28年２月14日　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　今年度の実施事業報告について、関係団体地域包括ケア部会委員プレゼンテーション
　②　岡山県医師会医療講演会
　　　平成27年９月13日　ホテルグランヴィア岡山
　　　講演Ⅰ「地域医療構想と医師会の役割について」 日本医師会常任理事　釜萢　　敏
　　　講演Ⅱ「平成28年診療報酬改定に向けて」 厚生労働省保険局医療課長　宮嵜　雅則
　③　在宅医療主治医・副主治医システム検討会
　　　平成27年11月３日　ホテルグランヴィア岡山
　　 　特別講演「わが国の在宅医療の将来性−地域包括ケアを推進するかかりつけ医の役割と在宅主治医・副主治

医制システムの実現可能性を探る−」
 全国在宅療養支援診療所連絡会会長　医療法人社団　つくし会　理事長　新田　國夫
　④　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
 アドバイザー　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　１）第１回　平成27年10月30日　アークホテル岡山
　　　　地域医療構想の考え方 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　　　岡山県の地域医療構想について 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭
　　　　岡山県の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）について 岡山県健康推進課　課長　兼信　定夫
　　２）第２回　平成27年11月17日　ホテルメルパルク岡山
　　　　地域包括ケアの考え方 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　　　地域包括ケアにおける認知症支援 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　倉敷市の地域包括ケアシステム構築に向けて 倉敷市保健福祉局参与（兼）健康福祉部長　吉田　昌司
　　３）第３回　平成27年12月１日　アークホテル岡山
　　　　介護保険制度の概要と方向性 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　医療・介護の質評価 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　４）第４回　平成28年１月25日　ホテルグランヴィア岡山
　　　　人口減少時代の病院経営 社会医療法人　緑壮会　金田病院　理事長　金田　道弘
　　　　幸福な長寿社会を実現するために～地域医療構想の策定を通して見えてきた課題～
 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭
　　５）第５回　平成28年２月23日　ホテルグランヴィア岡山
　　　　地域包括ケアシステムの構築に向けた介護人材の確保・育成
 　岡山県保健福祉部長寿社会課長　須江　裕紀
　　　　介護人材不足を問い直す 国際医療福祉大学大学院　医療福祉分野責任者　堀田　聰子
　　６）第６回　平成28年３月８日　ホテルグランヴィア岡山
　　　　地域医療構想推進、地域包括ケアシステムの構築へ向けた提案について
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　岡山県地域医療構想・包括ケアシステム研究会報告書素案について　概要説明
 社会保険研究所　飯岡　勝利
　⑤　岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会
　　　第１部　特別講演「地域包括ケアシステムの構築−今私たちは何をすべきか−」
 慶應義塾大学名誉教授　田中　　滋
　　　第２部　郡市等地区地域包括ケア推進協議
　　　　グループワーク「地域包括ケアシステムの構築へ向けて」
　　　　　　　　　　　　「在宅医療介護連携推進事業の方向性」
　　　　グループワーク発表
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　　　　アドバイザー講評
　⑥　主治医意見書研修会
　　　〈倉敷医師会〉　平成27年８月31日
　　　〈岡山県医師会〉　平成27年11月３日
　　　　演題：在宅医療の未来像
　　　　講師：全国在宅療養支援診療所連絡会会長　新田　國夫　先生
　　　〈津山医師会〉　平成28年２月６日
　　　〈浅口医師会〉　平成28年２月18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
　　　〈倉敷医師会〉平成28年３月６日
　⑦　平成27年度　地域包括診療加算・地域包括診療料に係る　かかりつけ医研修会
　　　平成27年７月12日　10：00～17：30　日本医師会館「大講堂」
　　 　平成26年度診療報酬改定にて新設された「地域包括診療加算」および「地域包括診診療料」の施設基準にあ

る「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の一部にあたる研修会として開催された。岡山県医師会より、６名参
加し、「岡山県医師会認定かかりつけ医」研修会において、伝達をした。

　⑧　「岡山県医師会認定かかりつけ医」認定研修会
　　　地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会
　　　　研修A　　平成27年７月25日　　平成27年10月４日
　　　　研修B　　平成27年８月23日　　平成27年12月13日
　　　　研修C　　平成28年２月21日
　　　　講師：脂質異常症　　　　　　　　　　　岡山県医師会理事　　田中　茂人
　　　　　　　糖尿病　　　　　　　　　　　　　岡山県内科医会会長　福岡　英明
　　　　　　　高血圧症　　　　　　　　　　　　岡山県内科医会理事　氏平　　徹
　　　　　　　認知症　　　　　　　　　　　　　岡山県医師会理事　　佐藤　正浩
　　　　　　　禁煙指導・健康相談　　　　　　　岡山県医師会理事　　松山　正春
　　　　　　　在宅医療・服薬管理・介護保険　　岡山県医師会理事　　江澤　和彦
　　　　岡山県医師会認定かかりつけ医認定審査会　　平成28年３月３日
　　　　審査会委員：赤澤　昌樹　（岡山薬剤師会 会長）
　　　　　　　　　　則安　俊昭　（岡山県医療推進課　課長）
　　　　　　　　　　福嶋　啓祐　（岡山プライマリケア学会　会長）
　　　　　　　　　　松山　正春　（岡山県医師会　担当理事）
　　　　「岡山県医師会認定かかりつけ医」277名が認定された。
　⑨　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27年７月24日
　　　日本医師会第２回介護保険委員会　平成27年10月23日
　　　日本医師会第３回介護保険委員会　平成27年12月４日
　⑩　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27年５月26日
　　　第２回岡山県介護保険制度推進委員会　平成28年３月17日
　⑪　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27年度総会及び幹事会　平成27年７月29日
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　研修会（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　◦プライマリ・ケア講座
　　　平成27年９月５日　岡山衛生会館　32名
　　　　テーマ：東日本大震災　～放射能汚染の影響と現状～
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　　　　　「伝えたい８つの学び」 福島県二本松市健康増進課長（保健師）　阿部　洋子　氏　
　　　　　被災地でのボランティア活動報告
　　　　　「「あたりまえ」の外側から見えたもの」 岡山大学医学部　渡部　寛史　氏　
　　◦認知症研修会　～在宅で認知症を支える（５）～
　　　平成27年11月７日　岡山衛生会館　74名
　　　　テーマ：認知症施策について
　　　　「新オレンジプランと岡山県の認知症施策について」
 岡山県保健福祉部 健康推進課 精神保健福祉班　総括参事　松井　哲雄　氏　
　　　　「認知症の経過 ～発症から終末期まで～」 慶應義塾大学名誉教授　池上　直己　先生
　　◦研修会
　　　平成28年１月23日　岡山衛生会館　39名
　　　　テーマ「地域包括ケアシステムの構築に向けて 
　　　　　 いのちを守るプライマリ・ヘルス・ケアシステム（保健・医療制度）とくらしを 支える地域包括ケア

システム（介護・福祉制度） 
　　　　　地域包括ケアマネジメント＆イノベーション機能と地域社会
　　　　　資源のネットワーク化について」 青木内科小児科医院院長　青木　佳之　先生 
　　◦研修会
　　　平成28年３月21日　岡山衛生会館　95名
　　　岡山プライマリ・ケア学会　第23回学術大会
　　　　テーマ「生命と生活を結ぶ地域社会の創造に向けて
　　　　　　　　　−保健・医療と福祉・介護をつなぐ連携のあり方−」
　　　記念講演
　　　　「要介護高齢者に対する多職種連携による口腔ケアの効果」
 鏡野町国民健康保険上齋原歯科診療所　所長　　　　　　　　
 鏡野町国民健康保険奥津歯科診療所　所長　澤田　弘一　先生
　　　　「超高齢社会と対峙するClinical NutritionとSocial Nutrition」
 岡山済生会総合病院内科医長　犬飼　道雄　先生
　　◦研修会　
　　　平成28年３月26日　岡山市地域ケア総合推進センター　45名
　　　　テーマ「満足と感謝の中で人生を全うするための 
　　　　　ACP（アドバンス・ケア・プラニング）について」
　　　　　「御津医師会のDVD上映と解説」 御津医師会　会長　駒越　春樹　先生
　　　　　「これがあなたの生きる道～ ACPで輝く人生の終幕～」 
 岡山赤十字病院緩和ケア科部長　喜多嶋拓士　先生
　　　　グループワーク 
　　　　　テーマ「『感謝と満足に満ちたお別れ』をどうプロデュースするか　～各職種の役割～」
　　◦医療福祉塾（ケアマネ・介護職のための少人数の塾）
　　　岡山プライマリ・ケア学会・岡山県介護支援専門員協会と共催
　　　　１）日時：平成27年７月７日（火）出席者数34名
　　　　　　場所：浅口市健康福祉センター
　　　　２）日時：平成27年10月７日（水）出席者数24名
　　　　　　場所：浅口市健康福祉センター
　　　　３）平成：27年12月10日（木）出席者数24名
　　　　　場所：浅口市健康福祉センター

３．医学会に関する事項

⑴　岡山県医師会学術奨励賞
　 　平成27年度は下記２名に授与された。平成27年12月12日に授与式、平成28年２月７日に三木記念ホールで受賞
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講演が行われた。
　① 　「肺癌腫瘍浸潤リンパ球における活性化制御性T細胞の増加と抗ヒトCCR ４モノクローナル抗体（KM2760）

を用いたADCC作用による制御性T細胞除去」 川崎医科大学呼吸器内科学講座　臨床助教　黒瀬　浩史
　② 　「多視点３D映像システムによる次世代の手術解剖教育−高難度肝胆膵外科手術の修得を目指した解剖教材

の開発−」 岡山大学病院臓器移植センター　助教　信岡　大輔

４．地域医療・保健対策に関する事項

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

開催日 肺がん読影研究会 消化管精検研究会
消化管検診研究会

平成27年４月 28日 −
　　　　５月 26日 27日
　　　　６月 23日 −
　　　　７月 28日 22日
　　　　８月 − −
　　　　９月 15日 30日
　　　　10月 27日 −
　　　　11月 24日 25日
　　　　12月 − −
平成28年１月 26日 27日
　　　　２月 23日 −
　　　　３月 22日 23日

　②　消化管検診研究会講演会
　　１）平成27年度第１回消化管検診研究会講演会（８月22日）
　　　　演題ア「胃がん検診における内視鏡検査の有用性と問題点」
　　　　　講師　東京医科大学病院内視鏡センター　教授　河合　隆先生　
　　　　演題イ「内視鏡検診の有効性が証明された中での新しい対策型　胃がん検診のあり方」
　　　　　講師　京都府立医科大学大学院医学研究科地域保健医療疫学教授　渡邊　能行先生
　　２）平成27年度第２回消化管検診研究会講演会（１月24日）
　　　　演題ア　「大腸がん検診後の加療・内視鏡的切除と外科的切除について」
　　　　　講師　岡山済生会総合病院　統括部長・消化器外科部長　赤在　義浩先生
　　　　演題イ「治療切除不能大腸癌の最新の治療」
　　　　　講師　岡山済生会総合病院　主任医長・内視鏡センター長　那須　淳一郎先生
　③　岡山胸部疾患研究会講演会（３月５日）
　　　　 情報提供 「岡山県における結核対策について」 岡山県保健福祉部健康推進課主幹　重實比呂子　氏　
　　　　演題１）　「結核を見分ける」
　　　　　講師　複十字病院呼吸器センター呼吸器内科　診療主幹　佐々木　結花先生
　　　　演題２）　「肺癌のCT診断」
　　　　　講師　川崎医科大学附属川崎病院放射線科　副部長（准教授）加藤　勝也先生
⑶　乳がん検診講習会　
　①　平成27年４月18日（土）：岡山衛生会館　三木記念ホール
　　　「中間期乳癌とマンモグラフィー診断が因難であった症例」 おおもと病院　副院長　村上　茂樹　先生
　②　平成27年６月６日（土）：岡山衛生会館　三木記念ホール
　　　「乳癌診療の最前線」 川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学教授　紅林　淳一　先生
　③　平成27年８月８日（土）：岡山衛生会館　中ホール
　　　｢乳がん検診のこれから｣ 川崎医科大学　総合外科学教室　准教授　中島　一毅　先生
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　④　平成27年８月28日（金）：津山市医師会　津山保健センターホール
　　　「乳癌の診断と治療の実際～最近経験した気になる症例を中心に～」
 岡山医療センター乳腺・甲状腺外科　医長　臼井　由行　先生
　⑤　平成27年10月17日（土）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　｢乳がんの過剰診断と触診について｣
 岡山赤十字病院　副院長（兼）乳腺・内分泌外科部長　辻　　尚志　先生
　⑥　平成27年12月19日（土）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　「乳がん検診の現状とこれから−画像診断を中心に−」
 香川県立中央病院　乳腺センター部長　白岩　美咲　先生
　⑦　平成28年２月13日（土）：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　「乳がん検診の最新情報」 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　教授　土井原博義　先生
⑷　特定疾患（江澤理事）
　 　本年度も岡山県の委託により「かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会」を開催した。平成27年度は

特定疾患の内「皮膚疾患」をテーマに取り上げた。
　　「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　氏　
　　「難病診療のための皮膚疾患の診かた」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学分野助教　梅村　啓史　先生
　①　日時：平成28年２月23日（火）19：00 ～ 21：00
　　　場所：倉敷市休日夜間急患センター大会議室
　②　日時：平成28年３月15日（火）19：00 ～ 21：00
　　　場所：ピュアリティまきび
　③　日時：平成28年３月24日（木）19：00 ～ 21：00
　　　場所：津山鶴山ホテル
⑸　肝疾患対策事業
　①　かかりつけ医等の肝炎治療対応力向上研修会（肝疾患診療従事者事業）
　　 　近年、肝炎の治療薬が次々と開発されるのに伴い、治療方法も多様化・複雑化してきている状況にある。そ

こで、肝炎治療ガイドラインに基づく最近の肝炎治療及びこれからの肝炎治療について理解を深めるとともに、
かかりつけ医と肝炎専門医療機関との連携体制の整備を促進するための研修会を実施する。当該事業の実施に
より、広く県内のかかりつけ医等の医療関係者を対象に、患者の病態に応じた日常的な診療のあり方や専門医
と連携した治療の必要性等に関する情報を提供し、適切な肝炎医療提供体制の確保について普及啓発をした。

　　　日時：平成28年１月21日（木）19：30 ～ 21：00
　　　会場：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　　　　（岡山市中区古京町１−１−10　電話：086−272−3225）
　　　演題・講師：
　　　　１）「肝炎治療ガイドラインに基づく最近の肝炎治療とこれからの肝炎治療について
 岡山大学病院　消化器内科　助教　池田　房雄　先生
　　　　２）「岡山県における肝炎対策の現状について」 岡山県保健福祉部健康推進課　富松　　俊　氏　
　　　参加人数：42名
　②　第16回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　　日時：平成27年９月27日（日）13：00 ～ 15：00
　　　場所：アークホテル岡山　牡丹の間
　　　演題・講師
　　　　１）「肝炎啓発活動、肝炎検診を増やすための工夫」 勝山病院内科　芦田　耕三　先生
　　　　２）「ソフォスビル・レディパスビルによるHCV治療」
 岡山大学病院消化器内科　助教　池田　房雄　先生
　③　第17回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　　日時：平成28年３月６日（日）13：00 ～ 15：00
　　　場所：アークホテル岡山　牡丹の間
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　　　演題・講師
　　　　１）「B型肝炎の診断と治療」 岡山大学病院　消化器内科　医員　安中　哲也　先生
　　　　２）「高齢患者さんへの栄養支援の実際（栄養から見た『新・肝硬変診療ガイドライン』の要点）」
 倉敷中央病院　消化器内科　部長　守本　洋一　先生
　　　　３）「高齢患者さんへの栄養支援の実際（いつまでも元気で食べるために～嚥下食で続ける食事療法～）」
 赤磐医師会病院　副院長　柚木　直子　先生
⑹　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　企画委員会
　　　日時：平成27年10月19日
　　会場：岡山衛生会館
　　人数：10名
　　研修会
　①　津山会場
　　　日時：平成28年１月14日（木）　18時00分～ 21時00分
　　　会場：津山保健センターホール（津山市椿高下114）
　　　演題　「うつ病の診断と治療について」
　　　講師　小南　博資　先生（岡山県精神科医療センター）
　　　演題　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　講師　三宅　聖子　先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　②　倉敷会場　
　　　日時：平成28年２月18日（木）　18時00分～ 21時00分
　　　会場：倉敷市休日夜間急患センター　大会議室（倉敷市新田2689）
　　１）演題　「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）
⑺　発達障害児（者）支援医師研修事業
　①　日時：平成27年５月25日（月）19時00分～ 21時00分
　　　場所：岡山精神科医療センター　サンクトホール
　　　「自閉性スペクトラム障害（ASD）臨床と研究の現状：アメリカでの経験から」　
 Vanderbilt University（USA）/岡山県精神科医療センター　廣田　智也　先生
　②　日時：平成27年12月20日（日）13時00分～ 16時00分
　　　場所：ピュアリティまきび「孔雀」
　　　「自閉症スペクトラム障害の長期フォローで見えてくること
　　　　−脳波、てんかん、こだわり、常同行動、強迫症状に焦点をあてて−」
 むさしの小児発達クリニック　院長　川﨑　葉子　先生
　③　日時：平成28年２月25日（木）19時00分～ 21時00分
　　　場所：アークホテル岡山　２階　フローラル
　　　「自閉症の早期介入−療育現場からのメッセージ−」 川崎医療福祉大学　准教授　諏訪　利明　先生
⑻　岡山県医師会糖尿病対策推進協議会
　①　岡山県糖尿病医療連携シンポジウム
　　　これからの糖尿病医療 ～連携と深化～
　　　日時：2015年11月１日　13：00 ～ 16：20
　　　会場：ホテルグランヴィア岡山４Fフェニックス　　参加者：340名
　　　　【特別講演】「糖尿病治療の課題と展望～治す治療への第一歩～」　
 東京大学大学院医学系研究科　分子糖尿病科学講座　特任教授　植木浩二郎
　　　　【基調講演】「糖尿病医療連携の現状と課題」 菅原医院　院長　菅原　正弘
　　　　【講演１】「おかやまDMネットの現状と未来」 岡山大学病院新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
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　　　　【講演２】「新見医師会　糖尿病医療連携の取り組み」 太田病院　院長/新見市医師会　会長　太田　隆正
　　　　【講演３】「糖尿病医療連携とチーム医療 ～チームで取り組む糖尿病治療～」
 岡山済生会病院　糖尿病センター　センター長　中塔　辰明
　　　　【講演４】「真庭地域における糖尿病療養指導の連携について」
 落合病院　看護師（糖尿病看護認定看護師/日本糖尿病指導療養士/
 まにわDM療養指導の会代表）　押目　仁美
　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27年７月30日（木）津山保健センター
　　２）平成27年10月１日（木）倉敷国際ホテル
　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　全国有床診療所連絡協議会
　　　７月25日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成27年度役員会（茨城）
　　　７月25日～ 26日　第28回全国有床診療所連絡協議会総会（茨城）
　　　11月21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28年
　　　１月24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24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）
　　　　　　　　　　　　※悪天候のため中止となる
　②　平成27年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成27年10月24日（土）秋田県　秋田キャッスルホテルにおいて、秋田県担当で行われ、清水副会長・山本

博道理事・大原利憲理事・合地明理事が出席した。
　③　卒後臨床研修対策（糸島副会長・山本博理事）　
　　１ ）平成27年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成28年２月27、28日、ピュアリティまきびに於

いて、岡山県医師会・独立行政法人労働者健康福祉機構　岡山労災病院が主催し開催した。参加者は19名で
あった。

　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27年度もこの制度が継続し
ている。平成27年10月１日より、インフルエンザワクチンがこれまでの３価インフルエンザHAワクチン
に代わり、４価のインフルエンザHAワクチンを導入することとなり変更契約をおこなった。

　　　イ　平成28年３月１日～７日　子ども予防接種週間
　　　ウ 　平成27年６月２日（火）　平成27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

結核対策委員会が健康づくり財団にて開催され、國富理事が出席した。
　　　エ 　平成27年11月１日（日）平成27年度新型インフルエンザの診療と対策に関する研修が東京都：イイノホー

ルで開催され、國富泰二理事が出席した。
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　　　オ 　平成27年11月６日（金）第３回日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウム〈越境性感染症の現
状と課題〉が日医会館で開催され、國富泰二理事が出席した。

　　　カ 　平成27年11月６日（金）平成27年度予防接種従事者研修会が岡山コンベンションセンターで開催された。
　　　キ 　平成27年11月18日（水）岡山県結核対策連携会議がピュアリティまきびにて開催され、國富泰二理事が

出席した。
　　　ク 　平成28年２月12日　岡山県感染症対策委員会　岡山衛生会館５階中ホールにて開催され、石川紘会長、

國富泰二理事、田淵和久理事が出席した。
　　　ケ 　平成28年２月12日　岡山県麻しん風しん対策会議及び岡山県感染症対策委員会予防接種部会　岡山衛生

会館５階第１会議室にて開催され、國富理事が出席した。
　　　コ 　平成28年３月３日（木）第21回国際結核セミナー・平成27年度全国結核対策推進会議　ヤクルトホール

（東京都港区東新橋１−１−19）にて開催され、國富泰二理事が出席した。
　　２）公害保健（山本理事）
　　　 　「公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年10月５日法律第111号）」により、公害（大気汚染、水質汚染）

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

　　　 　全国の認定者数は昭和63年の107,207人が最多で、平成２年以降新規認定者は無く、平成25年度末に37,273
人、平成26年度末に36,128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25年度末の県内認定者数
は、備前市43人、玉野市30人、倉敷市1,190人。平成26年度末には、備前市36人、玉野市28人、倉敷市1,148人。
若干の減少がみられる。平成27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27年度　第１回へき地医療支援会議
　　　　　日時：平成27年７月２日（木）　14：00 ～ 16：00
　　　　　場所：岡山済生会総合病院　西館１階第１会議室
　　　　ⅰ　開会
　　　　ⅱ　あいさつ
　　　　ⅲ　委員紹介
　　　　ⅳ　議事
　　　　　ａ．平成26年度へき地医療支援機構事業の実績について
　　　　　ｂ．平成27年度へき地医療支援機構事業の実施について
　　　　　ｃ．その他
　　　　　　◦岡山県医療推進課からの情報提供
　　　　　　◦次期開催期日について
　　　　　　　第１候補　平成28年２月４日（木）　14：00 ～ 16：00
　　　　　　◦その他
　　　　ⅴ　閉会
　　　イ　平成27年度　第２回岡山県へき地医療支援会議
　　　　　日時：平成28年２月４日（木）　14：00 ～ 15：30
　　　　　場所：岡山済生会総合病院　管理棟３階　第３会議室
　　　　ⅰ　開会
　　　　ⅱ　あいさつ
　　　　ⅲ　議事
　　　　　ａ．平成27年度へき地医療支援機構事業の実施状況等について
　　　　　ｂ．専門医制度の準備状況について
　　　　　ｃ．その他
　　　　ⅳ　閉会
　　４）卒後臨床研修対策（糸島副会長・山本博理事）　
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　　　ア 　平成27年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成28年２月27、28日、ピュアリティまきびに
於いて、岡山県医師会・独立行政法人労働者健康福祉機構　岡山労災病院が主催し開催した。参加者は19
名であった。

５．地域福祉対策に関する事項

⑴　介護保険
　①　岡山県医師会地域包括ケア部会会議
　　１）第１回　平成27年６月27日　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　今年度の事業計画について
　　２）第２回　（社会保障部と地域包括ケア部会の合同会議）
　　　　平成27年９月13日　ホテルグランヴィア岡山　フェニックス
　　　　地域包括ケア部会関係団体代表者の挨拶、各部会の報告、協議
　　３）第３回　（社会保障部と地域包括ケア部会の合同会議）
　　　　平成27年11月３日　ホテルグランヴィア岡山　フェニックス
　　　　各部会の報告、協議（主治医・副主治医制システム検討会）
　　４）第４回　平成28年２月14日　岡山衛生会館５階　中ホール
　　　　今年度の実施事業報告について、関係団体地域包括ケア部会委員プレゼンテーション
　②　岡山県医師会医療講演会
　　　平成27年９月13日　ホテルグランヴィア岡山
　　　　講演Ⅰ「地域医療構想と医師会の役割について」 日本医師会常任理事　釜萢　　敏
　　　　講演Ⅱ「平成28年診療報酬改定に向けて」 厚生労働省保険局医療課長　宮嵜　雅則
　③　在宅医療主治医・副主治医システム検討会
　　　平成27年11月３日　ホテルグランヴィア岡山
　　　特別講演「 わが国の在宅医療の将来性−地域包括ケアを推進するかかりつけ医の役割と在宅主治医・副主治

医制システムの実現可能性を探る−」
 全国在宅療養支援診療所連絡会会長　医療法人社団　つくし会　理事長　新田　國夫
　④　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
 アドバイザー　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　１）第１回　平成27年10月30日　アークホテル岡山
　　　　地域医療構想の考え方 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　　　岡山県の地域医療構想について 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭
　　　　岡山県の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）について
　　　　岡山県健康推進課　課長　兼信　定夫
　　２）第２回　平成27年11月17日　ホテルメルパルク岡山
　　　　地域包括ケアの考え方 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　　　地域包括ケアにおける認知症支援 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　倉敷市の地域包括ケアシステム構築に向けて 倉敷市保健福祉局参与（兼）健康福祉部長　吉田　昌司
　　３）第３回　平成27年12月１日　アークホテル岡山
　　　　介護保険制度の概要と方向性 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　医療・介護の質評価 産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　４）第４回　平成28年１月25日　ホテルグランヴィア岡山
　　　　人口減少時代の病院経営 社会医療法人　緑壮会　金田病院　理事長　金田　道弘
　　　　幸福な長寿社会を実現するために～地域医療構想の策定を通して見えてきた課題～
 岡山県保健福祉部医療推進課　課長　則安　俊昭
　　５）第５回　平成28年２月23日　ホテルグランヴィア岡山
　　　　地域包括ケアシステムの構築に向けた介護人材の確保・育成
 岡山県保健福祉部長寿社会課長　須江　裕紀
　　　　介護人材不足を問い直す 国際医療福祉大学大学院　医療福祉分野責任者　堀田　聰子
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　　６）　第６回　平成28年３月８日　ホテルメルパルク岡山
　　　　地域医療構想推進、地域包括ケアシステムの構築へ向けた提案について
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　岡山県地域医療構想・包括ケアシステム研究会報告書素案について　概要説明
 　　　　社会保険研究所　飯岡　勝利
　⑤　岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会
　　　平成28年１月30日（土）　ANAクラウンプラザホテル
　　　第１部　特別講演「地域包括ケアシステムの構築−今私たちは何をすべきか−」
 慶應義塾大学名誉教授　田中　　滋
　　　第２部　郡市等地区地域包括ケア推進協議
　　　　グループワーク「地域包括ケアシステムの構築へ向けて」
　　　　　　　　　　　　「在宅医療介護連携推進事業の方向性」
　　　グループワーク発表
　　　アドバイザー講評
　⑥　主治医意見書研修会
　　　〈倉敷医師会〉　　平成27年８月31日
　　　〈岡山県医師会〉　平成27年11月３日
　　　　演題：在宅医療の未来像
　　　　講師：全国在宅療養支援診療所連絡会会長　新田　國夫　先生
　　　〈津山医師会〉　平成28年２月６日
　　　〈浅口医師会〉　平成28年２月18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
　　　〈倉敷医師会〉平成28年３月６日
　⑦　平成27年度　地域包括診療加算・地域包括診療料に係る　かかりつけ医研修会
　　　平成27年７月12日　10：00～17：30　日本医師会館「大講堂」
　　 　平成26年度診療報酬改定にて新設された「地域包括診療加算」および「地域包括診診療料」の施設基準にあ

る「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の一部にあたる研修会として開催された。岡山県医師会より、６名参
加し、「岡山県医師会認定かかりつけ医」研修会において、伝達をした。

　⑧　「岡山県医師会認定かかりつけ医」認定研修会
　　　地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会
　　　研修A　　平成27年７月25日　　平成27年10月４日
　　　研修B　　平成27年８月23日　　平成27年12月13日
　　　研修C　　平成28年２月21日
　　　講師：脂質異常症　　　　　　　　　　　岡山県医師会理事　　田中　茂人
　　　　　　糖尿病　　　　　　　　　　　　　岡山県内科医会会長　福岡　英明
　　　　　　高血圧症　　　　　　　　　　　　岡山県内科医会理事　氏平　　徹
　　　　　　認知症　　　　　　　　　　　　　岡山県医師会理事　　佐藤　正浩
　　　　　　禁煙指導・健康相談　　　　　　　岡山県医師会理事　　松山　正春
　　　　　　在宅医療・服薬管理・介護保険　　岡山県医師会理事　　江澤　和彦
　　　岡山県医師会認定かかりつけ医認定審査会　　平成28年３月３日
　　　審査会委員：赤澤　昌樹（岡山薬剤師会 会長）
　　　　　　　　　則安　俊昭（岡山県医療推進課　課長）
　　　　　　　　　福嶋　啓祐（岡山プライマリケア学会　会長）
　　　　　　　　　松山　正春（岡山県医師会　担当理事）
　　　「岡山県医師会認定かかりつけ医」277名が認定された。
　⑨　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27年７月24日
　　　日本医師会第２回介護保険委員会　平成27年10月23日
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　　　日本医師会第３回介護保険委員会　平成27年12月４日
　⑩　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27年５月26日
　　　第２回岡山県介護保険制度推進委員会　平成28年３月17日
　⑪　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27年度総会及び幹事会　平成27年７月29日
　⑫　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27年５月28日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第２回理事会　平成27年６月27日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会　平成27年８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12月17日
　　　訪問看護ステーション連絡協議会第５回理事会　平成28年２月25日
　⑬　認知症早期診断推進事業
　１）かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　ア　倉敷医師会
　　　　日時：平成28年１月17日（日）　13時00分～ 16時00分
　　　　場所：倉敷市休日夜間急患センター大会議室
　　　ⅰ　演題：「道路交通法の一部改正について」
　　　　　講師：岡山県警察本部交通部運転免許課　適性指導担当課長補佐　池田　浩己　氏
　　　ⅱ　演題：「倉敷市の認知症初期集中支援チームについて」
　　　　　講師：倉敷市健康長寿課 地域包括ケア推進室 室長　　中津　朋子　氏
　　　ⅲ　演題：「認知症の人とともに生きる」
　　　　　講師：島根大学医学部 臨床教授
　　　　　　　　医）エスポアール出雲クリニック 理事長・院長　高橋　幸男　先生
　　イ　津山市医師会
　　　　日時：平成28年２月７日（日）　13：00 ～ 16：00
　　　　場所：津山保健センターホール
　　　ⅰ　講義　13：05 ～ 14：35
　　　　ａ．診断、治療とケア　13：05 ～ 13：50
　　　　　⒜　認知症と軽度認知障害の診断
　　　　　⒝　認知症の行動の変化と適切な対応
　　　　　⒞　認知症ケア原則と薬物療法
　　　ⅱ　連携　13：50 ～ 14：35
　　　　ａ．認知症初期集中支援チームと認知症疾患医療センターの取り組みについての情報を共有
　　　　ｂ．認知症の人と自動車運転
　　　　　　講師：みまさか認知症疾患医療センター（積善病院）センター長　近藤　啓子　先生
　　　ⅲ　講義：14：40 ～ 15：00
　　　　　「道路交通法の一部改正について」
　　　　　講師：岡山県警察本部交通部運転免許課　適性指導担当課長補佐　池田　浩己　氏
　　　ⅳ　グループワーク　15：10 ～ 16：00
　　　　　進行：みまさか認知症疾患医療センター
　　　　　　　　医療連携協議会プロジェクト会議委員
　　　　 　物盗られ妄想の事例を手掛かりにして、かかりつけ医・サポート医・病院・認知症疾患医療センター・

地域包括支援センター・保健所等の役割を考え何ができるのか意見交換をする。
　　２）認知症サポート医養成研修
　　　　岡山県医師会推薦４名、市町村推薦６名、合計10名が研修に参加した。
　　　　平成27年８月22日（土）～ 23日（日）東京会場２名
　　　　平成27年９月12日（土）～ 13日（日）大阪会場６名
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　　　　平成27年12月５日（土）～６日（日）東京会場２名
　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。

　　１）岡山会場①
　　　　日時：平成28年１月19日（火）19時00分～ 21時00分
　　　　場所：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　ア　目的　編
　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　イ　対応　編
　　　　　講師：川崎医科大学附属川崎病院　診療科部長（教授）　石原　武士　先生
　　　ウ　連携　編
　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　エ　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　川崎医科大学附属川崎病院　診療科部長（教授）　石原　武士　先生
　　２）高梁会場
　　　　日時：平成28年２月４日（木）19時00分～ 21時00分
　　　　会場：高梁国際ホテル
　　　ア　目的　編
　　　　　講師：万成病院　石丸　信一　先生
　　　イ　対応　編
　　　　　講師：岡山赤十字病院　中島　誠　先生
　　　ウ　連携　編
　　　　　講師：万成病院　石丸　信一　先生
　　　エ　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　万成病院　石丸　信一　先生
　　　　　岡山赤十字病院　中島　誠　先生
　　３）岡山会場②
　　　　日時：平成28年２月12日（金）19時00分～ 21時00分
　　　　場所：岡山衛生会館 ５階 中ホール
　　　ア　目的　編
　　　　　講師：いぬい医院　院長　福岡　英明　先生
　　　イ　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
　　　ウ　連携　編
　　　　　講師：いぬい医院　院長　福岡　英明　先生
　　　エ　一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　いぬい医院　院長　福岡　英明　先生
　　４）倉敷会場
　　　　日時：平成28年３月29日（火）19時00分～ 21時00分
　　　　場所：倉敷ロイヤルアートホテル
　　　ア　目的　編
　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　イ　対応　編
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　　　　　講師：川崎医科大学附属川崎病院　診療科部長（教授）　石原　武士　先生
　　　ウ　連携　編
　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　エ　一症例の事例紹介、総合討論 岡山県医師会理事　江澤　和彦
 川崎医科大学附属川崎病院　診療科部長（教授）石原　武士　先生
　⑮　指定医研修業務
　　１）難病指定医研修
　　　　「難病の医療費助成制度について」
　　　　　岡山県保健福祉部医薬安全課
　　　　「代表的な疾患の診断等について　〈下垂体疾患〉」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授　大塚　文男　先生
　　　　「代表的な疾患の診断等について　〈膠原病〉」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科准教授　佐田　憲映　先生
　　　ア　日時：平成28年２月14日（日）９：00 ～ 16：30
　　　　　場所：岡山衛生会館三木記念ホール
　　　イ　日時：平成28年３月６日（日）９：00 ～ 16：30
　　　　　場所：津山鶴山ホテル
　　２）小児慢性特定疾病指定医研修
　　　　日時：平成28年２月７日（日） 13：30 ～ 16：30
　　　　場所：岡山衛生会館　５階　中ホール
　　　　「小児慢性特定疾病医療費の支給制度等について」　　岡山県保健福祉部医薬安全課
　　　　「小児慢性特定疾病の代表的な疾患の診断等について」
 岡山済生会総合病院　小児科診療部長　田中　弘之　先生

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28年３月８日（火）19：00 ～ 20：30
　　　場所：岡山衛生会館５階　中ホール
　　　特別講演「「学校健診における整形外科分野」 岡山大学整形外科　准教授　田中　雅人　先生
　②　委員会等
　　１）岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会（７月15日　岡山衛生会館）
　　２）岡山県学校保健研究大会（８月６日　井原市民会館）
　　３）平成27年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月23日　山口市）
　　４）平成27年度中国地区学校保健・学校医大会（８月23日　山口市）
　　５）第46回全国学校保健・学校医大会（12月５日　松山市）
　　６ ）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12日　岡山衛生

会館）
　　７）平成27年度岡山県学校保健研修会（28年１月28日　三木記念ホール）
　　８）平成27年度学校保健総合支援事業に係る第１回学校保健推進協議会（７月27日　ピュアリティまきび）
　　　　平成27年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会（２月８日　ピュアリティまきび）
⑵　日医母子・学校保健講習会
　①　平成27年度日医母子保健講習会　平成28年２月27日　於 日本医師会館
　②　平成27年度日医学校保健講習会　平成27年２月29日　於 日本医師会館
　　　小児救急地域医師研修会
⑶　小児救急地域医師研修会
　①　平成27年７月30日　於　高梁国際ホテル
　　　「小児の風邪の診かた」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝 
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　②　平成27年８月６日　於　笠岡グランドホテル
　　　「小児の風邪の診かた」 岡山赤十字病院小児科部長　井上　　勝 
　③　平成27年９月19日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　「小児の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　小児急性疾患学講座教授　池田　政憲
　④　平成27年10月20日　於　井原市民病院
　　　「小児の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　小児急性疾患学講座教授　池田　政憲
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11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。

　　新生児聴覚検査事業では、約14,000名を検査し、0.25％の難聴児が見つかり、対策が取られている。

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、国富理事、大原理事、沼本理事）

⑴　「救急の日」講演会　平成27年９月５日
　　演題①「南海トラフ地震など自然災害への備えについて」
　　講師　　岡山県危機管理監　松尾　茂樹　氏　
　　演題②「最新の心肺蘇生ガイドラインG2015はどう変わる？」
　　講師　　東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野　教授　大友　康裕先生
⑵　日本医師会救急災害医療対策委員会
　　開催日　７月31日、10月29日、12月11日、２月４日
⑶　救急医療研修会
　①　ICLSコース　　平成27年11月22日、平成28年２月14日
　②　第10回市民のための救命講習会　　平成27年11月７日
　③　第５回BDLS岡山プロバイダーコース　　平成27年12月６日　
　④　第３回ADLS岡山プロバイダーコース　　平成28年３月12日、13日
　 　これはNDLS-JAPAN事務局（東京医科歯科大学救急救命センター）主催で岡山県医師会、川崎医科大学附属

病院が地方開催共催で行っている。
　 　受講生は31名、２日目に倉敷芸大、川崎医療福祉大学、川崎医療短大の学生がSALTトリアージ、Mass 

Casualty傷病者役で参加、総勢82名の参加であった。
　 　岡山県医師会としては、救急担当者・メディカルのみならず災害発生時に災害対策本部長として指揮を執る郡

市医師会長にも救急研修会等に積極的に参加し来るべき災害に備えて頂きたい。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。
⑷　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27年７月６日
　②　平成27年度第１回全国メディカルコントロール協議会連絡会
　　　平成27年６月４日（富山市）
　③　救急搬送体制連絡協議会メディカルコントールワーキンググループ　　　　　　　　
　　　第２回検討会　平成27年10月13日
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　④　平成27年度第２回全国メディカルコントロール協議会連絡会
　　　平成27年12月４日（札幌市）
　⑤　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28年１ 月26日
　⑥　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28年３月17日
⑸　医療審議会
　　岡山県医療審議会救急医療対策部会　平成28年３月22日
⑹　岡山救急医療研究会
　①　岡山救急医療研究会平成27年度幹事会　平成27年11月14日
　②　岡山救急医療研究会第17回学術集会　　平成27年11月14日
　　　松山庶務担当理事が「南海トラフ地震に対する岡山県医師会・日本医師会の対応」について講演を行った。
⑺　防災訓練
　　平成27度総合防災訓練　平成27年８月30日
⑻　DMAT
　　平成27年度おかやまDMAT運営協議会　平成27年５月18日
⑼　ドクターヘリ
　①　平成27年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成27年８月27日
　②　平成27年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成28年３月24日
⑽　その他
　①　第30回日本救急医学会中国四国地方会評議員会　　　平成27年５月15日
　②　第２回AMDA南海トラフ地震対応プログラム調整会議　平成27年９月12日
　　 　AMDAでは、今後起こりうる南海トラフ地震に備えて、基礎自治体及び関係機関とともに医療支援を有効

に実践するため準備プログラムとして、「AMDA南海トラフ地震対策対応プログラム」を実施している。第１
回調整会議は、６月27日に丸亀市で開催されており、プログラムの趣旨の確認や支援活動のイメージの共有、
課題について協議した。

　　 　第２回会議では、具体的な支援活動がイメージできるような避難所の情報共有、交通手段のイメージの共有、
関係機関による災害に向けた備えの進捗状態の共有が行われた。

　③　県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会　　平成27年９月17日

８．社会保障対策に関する事項（松山社会保障部長、江澤社会保障部副部長）

　　前記よりの事業計画に図り、保険医の指導、社会保険運営の適正化等に努めた。
⑴　社会保険医療関連事項
　①　社会保険連絡協議会
　　　（中国四国厚生局岡山事務所、岡山県保健福祉部長寿社会課、岡山県医師会三者連絡協議会）
　　 　平成27年４月15日に開催、平成27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27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27年度の社会保険指導者講習会のテーマは「ロコモティブシンドロームのすべて」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、神﨑理事、沼本理事、山本理事他１名
が聴講した。

　　 　伝達講習会は平成28年１月10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、神﨑理事、
沼本理事、山本理事他２名が会員に対して周知を図った。

　③　指導について
　　　昨年と同様に各種指導が行われた。
　　１）保険医等集団指導
　　　 　初期卒後臨床研修の開始にあたり、岡山県保険医登録前の集団指導として臨床研修指定15病院（内１病
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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141名で
あった。

　　２ ）指定時集団指導、更新時集団指導（集団指導）・集団的個別指導（集団部分）
　　　 　集団指導・集団的個別指導が、平成27 年11 月12 日に岡山衛生会館三木記念ホールで開催された。これら

の指導は、指導大綱に基づくもので、集団的個別指導は選定委員会によって選定された類型別に高点数の上
位８％にあたる100 機関（出席97機関、）に、集団指導は指定時27機関（出席24機関）、更新時46機関（出席
41機関）に対して行われた。

　　　 　岡山県医師会社会保障部長が、挨拶を行い、新岡山県医師会館建設工事の進捗状況の報告、我が国におけ
る社会保障費の現状、集団的個別指導の概要等について説明を行った。続いて、岡山県保健福祉部長寿社会
課から､「医療保険と介護保険の給付調整」についての解説、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」との演題で講演があった。この指導形態は集団指導・集団的個別指導との同時に行うもので
あり来年度以降も継続して行われる。

　　３）改定時集団指導
　　　　平成28年度診療報酬改定に伴い改定時集団指導を下記日程で行われた。
　　　　これは、診療報酬改定説明会との同日、同会場との併催の形態で行われている。

開催日 会場
３月18日（金） 高梁市文化交流館
３月22日（火） 岡山市民会館
３月24日（木） 津山文化センター
３月25日（金） 岡山市民会館

　　４）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より委嘱を受けて保険指導医の資格で指導を
行った。

　　　 　本年度の指導回数18回（新規個別指導10回、個別指導８回）対象医療機関数は病院件数なし、診療所56機
関であり診療科別の内訳として内科34、泌尿器科２、整形外科３、外科２、耳鼻咽喉科５、眼科５、皮膚科
２、精神・心療内科３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。

　　５）共同指導
　　　 　厚生労働省並びに中国四国厚生局、同岡山事務局及び岡山県が共同で行うものであるが12月３日１病院、

12月４日１病院に対して行われた。
　　６）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。昨年度からの
２医療機関に対して６回（１医療機関２回、１医療機関４回）実施された。

　　　 　なお、１機関に対して平成27月12月11日開催第19回中国地方社会保険医療協議会総会において保険医療機
関の指定の取消及び保険医の登録の取消の行政処分が下された。

　　７）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28年２

月16日１病院、２月23日１病院に対して行われ地区委員が立会をした。
⑵　社会保険運営事項
　①　中国地方社会保険医療協議会
　　◦保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し
　　◦特定承認保険医療機関の承認及び承認の取消し
　　◦保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、
　　 　厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に文書をもって建

議することができるものであるが、今年度は総会（広島）２回、岡山部会12回行われた。
　②　社会保障部部員・同地区委員合同会議
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　　 　平成27年８月及び平成28年１月を除き毎月１回（７月、12月、３月休会）日曜日の午後に開催された。医療
情勢・医療経営等に関する情報の伝達、保険医療機関指導立会の報告、保険診療関連事項の質疑応答・討論等
を行った。保険診療等については基金・国保連合会より情報を伝え、それらの情報は部員、地区委員を通じて
会員の周知を図った。

　　 　なお、９月は社会保障部会・地域包括ケア部会として開催され、11月３日は臨時として同会議を開催された。
　③　社会保障部部員の会（４月、５月、６月、10月、11月、２月　計６回）
　　 　平成18年度より合同会議の前に部員の会を開催している。今年度もタイムリーな話題について討議し、意志

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

と審査委員会の相互理解」をテーマに８月９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10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27年度中国四国医師会連合総会（岡山県医師会が当番県）
　　　第２分科会 「医療政策（基金、ビジョン、診療報酬、救急災害等）」　　
　　　９月26日、27日岡山市において開催された（岡山県医師会報　第1416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27年度第３回（平成27年６月７日）
　　　演題：「地域医療構想と病床機能再編への岡山県の取り組み」
　　　講師：岡山県保健福祉部　部長　伯野　春彦先生
　　◦岡山県医師会医療講演会（平成27年９月13日）
　　　社会保障部会・地域包括ケア部会の中で特別講演として岡山県医師会医療講演会を開催した。
　　　　演題１）：「地域医療構想と医師会の役割について」
　　　　講師　　：日本医師会　常任理事　釜萢　敏先生
　　　　演題２）：「平成28年診療報酬改定に向けて」
　　　　講師　　：厚生労働省保険局医療課長　宮嵜　雅則先生
　⑧　保険医療関係機関連絡協議会
　　 　保険医療関係機関連絡協議会は、三師会、岡山県保健福祉部、保険者、支払基金、国保連合会11機関が参加

して、１ 年に２回開催される。主催は三師会の持ち回りで行われているが、今年度は岡山県医師会が担当した。
　　　開催日　７月16日、２月25日
　⑨　岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　 　この懇談会は、岡山県医師会、中国四国厚生局岡山事務所及び岡山県保健福祉部長寿社会課の三者が、中国

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

　　　開催日　４月６日、５月11日、６月２日、７月６日、８月３日、９月７日、10月５日
　　　　　　　11月９日、12月７日、１月８日、２月１日、３月２日（計　12回）
　⑩　平成28年度診療報酬改定説明会　
　　 　平成28年度診療報酬改定に伴い改定時集団指導との同日、同会場との併催の形態で行なった。岡山会場では

定員1600名の大ホールが満席になった。
　　◦３月18日
　　　高梁会場　高梁市文化交流館ホール（井原、高梁、新見医師会員を対象）
　　◦３月22日
　　　岡山会場　岡山市民会館大ホール（岡山市、西大寺、都窪、岡山大学医師会員を対象）
　　◦３月24日
　　　津山会場　津山文化センターホール
　　　　　　　　（津山市、真庭市、苫田郡、勝田郡、美作市、久米郡医師会員を対象）
　　◦３月25日
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　　　岡山会場　岡山市民会館大ホール
　　　　　　　　（倉敷、児島、玉島、玉野市、笠岡、吉備、御津、赤磐、和気、邑久、北児島、浅口医師会員を対象）
⑶　社会保険に関する事項
　①　適切な社会保険運営を行うための医療保険制度・社会保障制度並びに介護保険制度の調査研究
　②　医療保険制度改定による混乱を避ける。
　　１）内容を周知し、適正な保険診療を行う為、社会保険に関する情報収集を行う。
　　２）情報の伝達を図り、会員の指導・啓発に努める。
　　３）社会保険医療等に関する会員の疑義に対し、適切な助言を行う。
　③　各種の調査・研究を行う。

９．日本医師会認定医療秘書養成事業

　⑴　全国医療秘書学院連絡協議会平成27年度第１回運営委員会（就実大学から出席）
　　　日時：平成27年９月26日（土）　16：10 ～
　　　場所：富山市
　⑵　全国医師会医療秘書学院連絡協議会第65回総会（就実大学から出席）
　　　日時：平成27年９月26日（土）　16：10 ～
　　　場所：富山市
　⑶　全国医師会医療秘書学院連絡協議会第19回医療保険請求事務実技試験
　　　日時：平成27年10月30日（金）
　　　場所：就実大学
　　　受験者：８名、合格者：６名
　⑷　第36回日本医師会医療秘書認定試験（監督者：清水副会長）
　　　日時：平成28年２月７日（日）　13：00 ～
　　　場所：就実大学
　　　受験者：４名、合格者：４名
　⑸　医療秘書養成に関する運営委員会
　　　日時：平成28年３月23日（水）　17：00 ～
　　　場所：岡山県医師会館　特別会議室
　⑹　全国医療秘書学院連絡協議会平成27年度第２回運営委員会（就実大学から出席）
　　　日時：平成28年３月26日（土）　15：45 ～
　　　場所：ステーションコンファレンス東京

10．医療勤務環境改善支援事業

⑴　運営協議会
　①　第１回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会（糸島副会長）
　　　日時：平成27年５月11日（月）　10：30 ～ 12：00
　　　場所：岡山衛生会館　６階　役員会議室　
　　　委員：糸島達也、佐能量雄、平井康子、廣瀬信博、須田秀之、東裕二、則安俊昭、高井裕子　
　②　第２回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会（糸島副会長）
　　　日時：平成27年７月27日（月）　10：30 ～ 12：00
　　　場所：岡山衛生会館　６階　役員会議室
　　　委員：糸島達也、佐能量雄、平井康子、林光洋、須田秀之、東裕二、則安俊昭、高井裕子
　③　臨時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11月19日（木）　17：00 ～ 17：45
　　　場所：ピュアリティまきび　２階　ガーネット
　　　委員：糸島達也、佐能量雄、平井康子、須田秀之、東裕二、則安俊昭、高井裕子
　④　第３回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会（糸島副会長）
　　　日時：平成28年２月８日（月）　10：00 ～ 11：35
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　　　場所：岡山衛生会館　６階　役員会議室
　　　委員：糸島達也、平井康子、笹井茂樹、須田秀之、東裕二、則安俊昭、高井裕子
⑵　研修会
　①　第１回岡山県医療勤務環境改善支援センター研修会
　　　日時：平成27年７月５日（日）　10：00 ～ 12：30
　　　場所：倉敷ロイアルアートホテル　地下１階　フィレンツェ（参加者71名）
　　　講演１．看護職のWLBインデックス調査」データ分析からアクションプラン作成へ
　　　　　　　保科　英子　先生（岡山大学病院　看護研究・教育センター長教授）
　　　講演２．水島協同病院における看護職のワーク・ライフ・バランス推進事業の３年間の取り組み
　　　　　　　滝野　好香　先生（水島協同病院　看護部長）
　　　講演３．医療機関からの労務管理に関する相談事例について
　　　　　　　佐田　俊彦　先生（岡山県社会保険労務士会）
　　　講演４．医療勤務環境改善支援センター事業について
　　　　　　　則安　俊昭　先生（岡山県保健福祉部医療推進課長）
　②　第２回岡山県医療勤務環境改善支援センター研修会
　　　日時：平成27年10月25日（日）　10：00 ～ 12：30
　　　場所：津山鶴山ホテル　２階　桜の間 （参加者60名）
　　　講演１．全職員が“Hospitality NO.1”を目指す病院の労務環境改善の取り組み
　　　　　　　中島　弘文　先生（医療法人和風会　中島病院　院長）
　　　講演２．看護職のWLBインデックス調査」データ分析からアクションプラン作成へ
　　　　　　　保科　英子　先生（岡山大学病院　看護研究・教育センター長教授）
　　講演３．医療機関からの労務管理に関する相談事例について
　　　　　　　佐田　俊彦　先生（岡山県社会保険労務士会　医療労務管理アドバイザー）
　　講演４．医療勤務環境改善支援センター事業について
　　　　　　　則安　俊昭　先生（岡山県保健福祉部　医療推進課　課長）
　③　第３回岡山県医療勤務環境改善支援センター研修会
　　日時：平成27年11月19日（木）　14：00 ～ 17：00
　　場所：ピュアリティまきび　３階　飛翔（参加者54名）
　　講演１．職場の環境改善とワークライフバランスの実践」
　　　　　　佐能　量雄　先生（社会医療法人光生病院　理事長・院長）
　　　　　　大本　明美　先生（　　　　　〃　　　　　　看護部長）　
　　講演２．看護職のWLBインデックス調査」データ分析からアクションプラン作成へ
　　　　　　保科　英子　先生（岡山大学病院　看護研究・教育センター長教授）
　　講演３． 医療機関からの労務管理に関する相談事例について
　　　　　　　佐田　俊彦　先生（ 岡山県医療勤務環境改善支援センター分室医療労務アドバイザー　社会保険労

務士）
　　講演４．医療勤務環境改善支援センター事業について
　　　　　　則安　俊昭　先生（岡山県保健福祉部医療推進課長）
⑶　調査事業
　① 　県内全病院164施設を対象とした勤務環境改善に係る意識調査アンケートを記名式で９月に行った。未回答

の施設には11月に再度依頼を行った。アンケート回収率は70.2％であった。
　　　第１回：回答数64施設
　　　第２回：回答数56施設（合計120施設）
　②　講習会の参加者を対象にした勤務環境改善の講習会に関するアンケートを３回行った。
　　　第１回：平成27年７月５日（日）対象人数71名、回収数39名（回収率61.9％）
　　　第２回：平成27年10月25日（日）対象人数47名、回収数33名（回収率70.2％）
　　　第３回：平成27年11月19日（日）対象人数38名、回収数30名（回収率78.9％）
⑷　普及啓発
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　 　ホームページはスマートフォンでも閲覧可能なものにリニューアルし、平成28年３月31日までのアクセス数が
695件であった。

　 　ホームページURL　http://www.okayama.med.or.jp/special/iryoukinmu/index.html
　　Facebookの情報も更新し69いいね！を獲得。
　　フェイスブックURL　https://www.facebook.com/iryoukinmu/
⑸　相談対応　
　 　労務管理関係０件であった。アドバイザーによる訪問支援は社労士会で19件受け付けており（平成28年３月28

日現在）、アドバイザー派遣回数は26回であった。
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平成27年度補助事業・委託事業等

公益１．医療社会活動・教育事業

事　業　名 収入額（円） 補助・委託団体等
生涯教育関係事業 １,637,750 日本医師会
糖尿病研修事業 45０,０00 日本医師会
子ども予防接種週間事業等 55０,０00 日本医師会
かかりつけ医認定事業 10０,０00 日本医師会
産業医研修関連事業 4,０98,０00 産業医学振興財団
結核・感染症サーベイランス事業 8,554,800 岡山県、岡山市、倉敷市
地域包括ケア体制整備支援事業 18,０0０,０00 岡山県
かかりつけ医認定事業 2,885,０00 岡山県
在宅医療を担う医療機関の人材育成事業 4,28１,454 岡山県
精密検診従事者講習会 １,354,968 岡山県
認知症早期診断推進事業 １,894,644 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 617,716 岡山県
指定医研修事業 １,１58,０40 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 284,856 岡山県
発達障害児（者）支援医研修事業 89０,０01 岡山県
かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業 736,１99 岡山県
小児救急地域医師研修会 １,28０,479 岡山県
緩和ケア事業 2,539,473 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 １,489,536 岡山県
医療勤務環境改善支援センター運営事業 4,０0０,０00 岡山県
公益１　合計 57,892,566
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［Ⅱ］医療情報対策事業（公２）

１．医療問題対策

⑴　中国四国医師会連合
　４月24日　中国四国医師会事務局長会議（ホテルクレメント高松）
　　　25日　中国四国医師会連合医療保険分科会（ホテルクレメント高松）
　６月27日　中国四国医師会連合常任委員会（東京ステーションホテル）
　　　27日　中国四国医師会連合連絡会（東京ステーションホテル）
　　　28日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　８月２日　中国四国医師会連合医事紛争研究会（ホテルグランヴィア岡山）
　９月26日　中国四国医師会連合常任委員会（ホテルグランヴィア岡山）
　　　26日　中国四国医師会連合総会　分科会（ホテルグランヴィア岡山）
　　　27日　中国四国医師会連合総会　特別講演（ホテルグランヴィア岡山）
　11月６日　中国四国医師会事務局長会議（岡山コンベンションセンター）
　３月26日　中国四国医師会連合常任委員会（東京ドームホテル）
　　　26日　中国四国医師会連合連絡会（東京ドームホテル）
　　　27日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
⑵　日本医師会
　４月３日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　３日　都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会（山本理事、佐藤理事）
　　　４日　ダライ・ラマ法王来日記念講演会（清水副会長）
　　　16日　日本医師会年金委員会（沼本理事）
　　　24日　都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議会（石川会長、松山理事）
　　　30日　第５回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」（石川会長、岡部理事）
　５月８日　日本医師会財務委員会（糸島副会長）
　　　13日　都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会（山本理事）
　　　14日　日本医師会女性医師支援委員会（神﨑理事）
　　　15日　日本医師会勤務医委員会・男女共同参画委員会合同会議（清水副会長）
　　　19日　都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　27日　日本医師会介護保険委員会（江澤理事）
　　　29日　都道府県医師会医療事故調査制度担当理事連絡協議会（清水副会長）
　６月11日　日本医師会産業保健委員会（石川会長）
　　　28日　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）
　７月２日　都道府県医師会地域医療構想策定研修（清水副会長、松山理事、江澤理事）
　　　９日　日本医師会国際保健委員会（清水副会長）
　　　10日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　12日　 平成27年地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会（松山理事、田中理事、江澤

理事、佐藤理事）
　　　16日　都道府県医師会税制担当理事連絡協議会（佐藤理事）
　　　21日　各地区代表者懇談会（石川会長、松山理事）
　　　23日　都道府県医師会医療情報システム担当理事連絡協議会（合地理事）
　　　24日　日本医師会介護保険委員会（江澤理事）
　　　29日　2015南海トラフ大地震を契機とした衛星利用実証実験（松山理事）
　　　31日　日本医師会救急災害医療対策委員会（松山理事）
　８月21日　日本医師会産業保健委員会（石川会長）
　　　21日　都道府県医師会医療事故調査制度担当理事連絡協議会（清水副会長）
　　　26日　日本医師会マイナンバー研修会（佐藤理事）
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　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、合地理事）
　９月３日　日本医師会女性医師支援委員会（神﨑理事）
　　　４日　日本医師会年金委員会（沼本理事）
　　　９日　日本医師会介護保険委員会（江澤理事）
　　　15日　都道府県医師会長協議会（石川会長）
　10月１日・２日　社会保険指導者講習会（松山理事、神﨑理事、山本理事、佐藤理事）
　　　２日　日本医師会産業保健委員会（石川会長）
　　　９日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　15日　第37回産業保健活動推進全国会議（石川会長、松山理事、山本理事、江澤理事）
　　　18日　平成27年度「2020.30」推進懇話会（神﨑理事）
　　　18日　平成27年度日本医師会医療安全推進者養成講座講習会（清水副会長）
　　　21日　都道府県医師会学校保健担当理事連絡協議会（國富理事）
　　　23日　日本医師会介護保険委員会（江澤理事）
　　　29日　日本医師会救急災害医療対策委員会（松山理事）
　11月１日　日本医師会設立記念医学大会（松山理事）
　　　６日　日本医師会・日本獣医師会による連携シンポジウム　越境性感染症の現状と課題（國富理事）
　　　18日　日本医師会・米国研究製薬工業協会共催シンポジウム（清水副会長）
　　　19日　日本医師会国際保健委員会（清水副会長）
　　　19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（神﨑理事）
　　　28日　家族計画・母体保護法指導者講習会（田淵理事）
　12月２日　都道府県医師会医療廃棄物担当理事連絡協議会（松山理事）
　　　３日　日本医師会産業保健委員会（石川会長）
　　　３日　 都道府県医師会生涯教育担当理事、日医かかりつけ医機能研修制度担当理事合同連絡協議会（松山理

事、山本理事）
　　　４日　日本医師会介護保険委員会（江澤理事）
　　　５日　がん羅漢・死亡の都道府県較差に関するシンポジウム（合地理事）
　　　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　日本医師会救急災害医療対策委員会（松山理事）
　　　18日　大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会（神﨑理事）
　　　23日　平成27年度Ai学術シンポジウム（松山理事、國富理事）
　１月８日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　９日・10日　平成27年度死亡時画像診断（Ai）研修会（清水副会長）　
　　　15日　日本医師会財務委員会（糸島副会長）
　　　17日　在宅医療関連講師人材養成事業研修会（江澤理事）
　　　19日　都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　19日　都道府県医師会長、日医連執行委員会合同新年会（石川会長、松山理事）
　　　28日　都道府県医師会税制担当理事連絡協議会（神﨑理事）　
　　　28日　日本医師会女性医師支援委員会（神﨑理事）
　　　29日　日本医師会年金委員会（沼本理事）
　２月４日　日本医師会産業保健委員会（石川会長）
　　　４日　日本医師会救急災害医療対策委員会（松山理事）
　　　13日・14日　日本医師会医療情報システム協議会（清水副会長、合地理事）
　　　19日　平成27年度医療政策シンポジウム（石川会長、清水副会長）
　　　21日　平成27年度学校保健講習会（國富理事）
　　　26日　都道府県医師会事務局長連絡会
　　　26日　女性医師支援事業連絡協議会（神﨑理事）
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　　　27日　平成27年度母子保健講習会（石川会長、國富理事、佐藤理事）
　３月２日・３日　医療事故調査等支援団体向け研修会（清水副会長）
　　　３日　日本医師会国際保健委員会（清水副会長）
　　　４日　第49回臨床検査精度管理調査報告会（島村監事）
　　　５日　都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会（松山理事、江澤理事）
　　　18日　平成27年度日医総研シンポジウム
　　　24日　都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会（合地理事）
　　　26日　日本医師会代議員会議事運営委員会（清水副会長）
　　　27日　日本医師会臨時代議員会
　　　30日　都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会（江澤理事）
⑶　他府県医師会
　４月26日　中国四国医師会連合医療保険分科会　高松市（松山理事、江澤理事、佐藤理事）
　５月12日　高知県医師会長との懇談会　高知市（石川会長、松山理事）
　６月15日　香川県医師会との懇談　高松市（石川会長、松山理事）
　11月24日　香川県医師会長との懇談　岡山市（石川会長、松山理事）
　　　27日　横倉弘吉先生（日本医師会横倉会長ご尊父様）告別式 福岡県（石川会長、松山理事）
　12月27日　広島県医師会新会館見学・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10日　兵庫県医師会平成28年新年祝賀会（石川会長）
　　　11日　広島県医師会新会館内覧会・竣工祝賀会並びに新年互礼会
　　　27日　福岡県医師会長来会（石川会長）
　３月11日　前鳥取県医師会長　岡本公男先生告別式　鳥取市（松山理事）
⑷　医療従事者対策
　　養成機関関連　　
　①　平成27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27年６月26日（金）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27年度看護職員確保対策事業について 
　　　　　２）平成26年度看護師等就業協力員活動報告について
　　　　　３）平成26年度岡山県病院看護職員調査報告について
　　　　　４）平成26年度ナースセンター活動報告について 
　　　　　５）離職時届出制度について
　　　　　６）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「看護職員確保に関わる関連団体との連携の現状と課題」
　②　平成27年度　第１回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成27年８月11日（火）に岡山市内にて開催された。（宮崎理事）
　　　議題　１）平成27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
　③　平成27年度高等学校看護連絡協議会
　　　平成27年８月27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）
　　　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
　④　平成27年度　第２回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成27年11月17日（火）に岡山市内にて開催された。（宮崎理事）
　　　議題　１）平成27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27年度岡山県看護職員確保対策委員会
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　　　平成28年２月18日（木）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27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について
　　　イ　養成力の強化について
　　　ウ　職場定着対策の推進について
　　　エ　再就業の促進について
　　　オ　看護職員の資質向上について
　　３）平成28年度岡山県看護職員確保対策事業（案）について
　　４）その他（意見交換）
　⑥　平成27年度　第３回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成28年３月４日（金）に岡山市内にて開催された。（宮崎理事）
　　　議題　１）平成27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）准看護師の行政処分について
⑸　医療関係者斡旋事業
　①　平成27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27年８月20日（木）14時から岡山衛生会館・図書資料室で、岡山県病院協会　難波会長、佐藤

事務長会代表幹事、岡山県保健福祉部医療推進課　平田氏、岡山大学キャリアセンター MUSCAT　川畑先生
及び別府氏、川崎医科大学　森谷先生、佐藤先生、女医部会　深田部会長、県医師会　清水副会長、糸島副会長、
神﨑理事の出席で開催され、岡山県、岡山大学キャリアセンター MUSCAT、川崎医科大学、岡山県病院協会、
岡山県医師会それぞれの平成27年度事業計画等について話し合った。

　　 　第２回　平成28年３月24日（木）14時から岡山県医師会館・第４会議室で、岡山県病院協会　難波会長、岡
山県保健福祉部医療推進課　平田氏、岡山大学キャリアセンター MUSCAT　橋本先生及び別府氏、川崎医科
大学　佐藤先生、女医部会　深田部会長、県医師会　清水副会長、糸島副会長、神﨑理事の出席で開催され、
岡山県、岡山大学キャリアセンター MUSCAT、川崎医科大学、岡山県病院協会、岡山県医師会それぞれの平
成27年度事業報告・平成28年度事業計画等について話し合った。

　②　平成27年度女性医師支援事業連絡協議会
　　 　平成28年２月26日（金）14時から日本医師会館大講堂で開催され、岡山県医師会から神﨑理事が出席した。

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

　③　研修医レター「Good Doctor」（vol. 13、14）の発行
　④　県医師会主催講演会での託児サービス
　⑤　学会出席時の託児サポート
　　 　（子育て中の医師がキャリアアップのために学会、セミナー等で研鑽する機会を増やすため、平成26年10月

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

　⑥　マタニティ白衣のレンタル
　⑦　学童保育支援事業
　⑧　民間学童保育施設の調査
　⑨　保育施設検索システムの更新

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。会報では新会館建設の進捗状況を写真とともに掲載して最新情報を掲載した。ホームペー
ジではスマートフォンでも閲覧可能となり最新情報のアップを迅速に行うようにした。
⑴　対外的な広報活動
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　①　県民公開講座　　県医師会員を含む県民を対象に公開講座を開催した。
　　１）CKD（慢性腎臓病）県民公開講座　　参加者　300人
　　　　　～健康長寿の秘訣は腎臓と心血管にあり～
　　　　CKD・CVDの診断、疫学、検査、治療、日常生活上の注意について
　　　　日時：平成27年10月10日（月・祝）　11：00 ～ 15：15
　　　　会場：三木記念ホール・中ホール・会議室
　　２）糖尿病県民公開講座　　参加者　290人
　　　　日時：平成27年11月15日（日）　11：00 ～ 16：00
　　　　場所：三木記念ホーム
　　３）第７回岡山県民公開医療シンポジウム　　参加者　340人
　　　　共に考えよう岡山の医療　−地域と医療の未来−
　　　　　　日時：平成28年２月13日（土）　会場：三木記念ホール
　　　　主催：岡山県医師会・岡山県病院協会
　　４）岡山県医師会スポーツ県民公開講座　
　　　　日時：平成28年２月21日（日）　14：00～16：30
　　　　場所：おかやま未来ホール　　参加者：57 名（医師 21 名）
　　　　講演Ⅰ「ロコモティブシンドローム（ロコモ）と健康寿命」
 藤野 圭司 NPO 法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 理事長
　　　　講演Ⅱ「車椅子のJリーガー ～出会いに感謝！ 出会いの素晴らしさ～」
　　　　京谷和幸 元 車椅子バスケットボールプレーヤー NMT106475
　②　国民医療を守るための総決起集会　　
　　　日時：平成28年１月10日（日）　午後５時～６時30分
　　　場所：岡山衛生会館　三木記念ホール　　参加者約　800名
　③　新岡山県医師会完成記念対談（平成28年２月25日　山陽新聞朝刊掲載）
　　　石川会長と伊原木知事が記念対談
　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27年７月29日（水）
　　　岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会　　　平成27年７月15日（水）
　　　岡山県警察本部と岡山県医師会との懇談会　　平成27年11月４日（水）
　　　岡山県四師会懇談会 　　　　　　　　　　　　平成27年11月18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　 １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、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後は、スマートフォン対応も可能になり、会員を始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進めている。また、岡山県医師会報（第1423号９から日本医師会の『日医
Lib』で閲覧可能になった。

　④　ナースセンター情報の掲載

３．情報化推進

⑴　医療情報
　①　情報化に向けた環境基盤整備
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　　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27年５年13日　医療ネットワーク岡山協議会　第１回理事会
　　　　　　　６月20日　医療ネットワーク岡山協議会　平成27年度定時会員総会
　　　　　　　７月23日　平成27年度都道府県医師会
　　　　　　　　　　　　　情報システム担当理事連絡協議会
　　　　　　　11月11日　医療ネットワーク岡山協議会　第２回理事会
　　　平成28年２月13日　平成27年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　　　２月14日　平成27年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　平成28年３月１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　432施設
　　　平成28年３月１日現在
　　　　　　　　　　　　日医認証カード申し込み　15件　
⑵　各種アンケート調査
　①　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27年３月に第61回のSTI調査、

平成27年９月に第62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。
　②　水銀血圧計等回収事業
　　 　平成25年10月に水俣市において、水銀に関する水俣条約が採決された。この条約では、水銀の供給、使用、排出、

廃棄等の各段階で総合的な対策に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球規模の水銀汚染の
防止を目指すものである。廃棄の水銀においては、環境上適正な方法で水銀廃棄物を管理することとされてい
る。

　　 　岡山県医師会では、郡市等医師会とタッグを組み、退蔵する水銀血圧計等の回収スキーム構築し水銀計、水
銀体温計の回収を行うことを決定し、郡市等医師会長協議会で報告、及び郡市等医師会事務員を対象に本スキー
ムについての説明会を行った。さらに、全てのA会員に対して、退蔵する血圧計等の有無、あれば台数、本スキー
ムに参加の意思の有無についてアンケートをおこなった。回収については平成28年８月頃を想定している。

　 　平成27年10月８日（木）医療機関に退蔵されている水銀血圧計等の回収に関するセミナー が、福岡市福岡ビ
ル　９階大ホールにて開催され、松山正春理事が出席した。

　 　平成27年12月２日（水）都道府県医師会医療廃棄物担当理事連絡協議会が日医会館にて開催され、松山正春理
事がテレビ会議にて出席した。

４．産業保健対策

⑴ 　平成26年度から閣議決定を受けて県内７地域産業保健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設置した。このため、従来の地域産
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り、２年目に入った。

　 　又、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改称、岡山産業保健総合支援センターを加え、例年通り
岡山労働局・岡山県労働基準協会・岡山労災病院他の関係団体との連携協力により産業保健活動並びに産業保健
研修事業を円滑に実施した。
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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、既に施行が始まった。このため、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８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
本年度より実施段階に入った。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11月に開催した。

５．労災・自賠責医療対策

⑴　岡山県損害保険医療連絡協議会
　　自賠責保険診療の問題点を協議する。
⑵　自賠責研修会の開催（年１回）
⑶　労災診療について
　①　岡山労働局との連携を強化し、適切な労災診療に協力する。
　②　「労災保険二次健診等給付事業」の更なる周知を図る。
　③　保険診療報酬改定に伴って改定される労災診療報酬の内容を周知する。
　④　労災診療の主旨に則り下記各項に協力、周知する。
　　１）法に準拠した労働時間の遵守
　　２）職場における自殺予防、過重労働による健康被害防止等メンタルヘルス
　　３）「労災隠し」の防止

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27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　　129
　②　クロスチェックの実施
　　 　県内各医療圏内の主要病院と検査センター 99施設を対象として、検査データの互換性を推進する目的で、

平成16年10月から開始したクロスチェックを継続実施した（月１回）。これにより、県内の病病、病診連携等
地域医療の連携展開に大いに寄与した。

　③　日程経過
　　　平成27年８月18日（火）：試料発送
　　　平成27年９月１日（火）：平成27年度サーベイ成績提出　締め切り
　　　平成27年10月１日（木）：臨床検査精度管理実行委員会
　　　平成27年10月18日（日）：速報会・講演会
　　　平成28年３月31日（木）：平成27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27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。



− 86 −

　③　委員会開催日
　　◦平成27年度第１回精度管理専門委員会
　　　平成27年８月７日　岡山県庁にて開催、宮﨑・大原理事が出席した。
　　◦平成27年度第２回精度管理専門委員会
　　　平成28年２月10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27年６月16日　図書資料室にて開催、島村監事が出席した。
　　第２回委員会　平成27年10月１日　図書資料室にて開催、大原理事が出席した。
⑷　平成27年度臨床検査精度管理調査報告会
　　平成28年３月４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27年７月29日（水）　16：30 ～　中ホール
　①　医療介護総合確保促進法に基づく平成26年度岡山県計画に関する事後評価について
　②　集団的個別指導の再開及び３者懇談会について
　③　地域医療構想調整会議について
　④　地域医療構想における慢性期の必要病床数の検討について　
　⑤　子宮頸癌ワクチンの取り扱いについて
　⑥　保健医療計画策定のスケジュール等について
　⑦　在宅医療の事業について
　⑧　難病医療費助成制度の対象疾病の拡大について
　⑨　岡山県はたらくパパたちの育休等奨励金のご案内等について
　⑩　岡山県人口ビジョン素案及びおかやま創生総合戦略素案について
⑵　岡山県教育庁との懇談
　　平成27年７月15日（水）16：30 ～　中ホール
　①　子どもが危ない！スマホフリーは可能か
　　　スマホ依存症対策・指導について
　②　岡山県教職員の精神疾患について
　③　栄養教諭について
　④　性教育への取り組みについて
　⑤　教育格差について
　⑥　学校検尿について
　⑦　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28年２月10日（水）岡山衛生会館　５階　中ホール
　　（岡山労働局から）
　①　労働災害の発生状況
　　１）平成27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17件について
　　３ ）スローガン「平成28年１～３月は『職場の安全と健康確保強化期間』危険を見つけてリスクを低減！職場

の安全と健康確保！」について
　②　STOP ！転倒災害プロジェクトについて
　③　ストレスチェック制度　簡単！導入マニュアルについて
　④　情報通信機器を用いた面接指導の実施について
　⑤　ストレスチェック制度解説セミナーについて
　⑥　高ストレス者を選定するための方法について
　⑦　職業性ストレス簡易調査票及び分布表
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　⑧　労災レセプトのオンライン請求について
　⑨　石綿ばく露歴などのチェック表について
　⑩　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について
　　　（岡山県医師会から）
　⑪　平成27年度岡山県医師会産業医部会活動の概要
　　１）第２回岡山県医師会産業医部会委員（１/９）報告を中心に
　⑫　平成27年度日医認定産業医研修会報告
　⑬　全国並びに岡山県に於ける日医認定産業医数の動向について
⑷　岡山県警察本部との懇談
　平成27年11月４日（水）18：00 ～　岡山プラザホテル
⑸　歯科医師会、薬剤師会、その他
　①　平成27年度岡山県四師会懇談会
　　　日時：平成27年11月18日　18：30 ～
　　　場所：岡山プラザホテル
　　　　◦地域医療構想について
　　　　◦「家族の絆プロジェクト」周知のお願い
　　　　◦患者の為の薬局ビジョンについて
　　　　◦特定行為に係る看護師の研修について
　　　６月２日　 岡山県愛育委員連合会・恩師財団母子愛育会岡山県支部の平成27年度総会並びに創立60周年記念

大会（石川会長）
　　　６月13日　岡山県看護協会平成27年度通常総会（石川会長）
　　　８月23日　岡山市四師会懇親会（石川会長）
⑹　岡山大学、川崎医科大学、その他
　 　岡山大学メディカルセンター構想検討委員会（清水副会長）（４/23、５/28、６/24、８/27、11/20、12/28、

２/25、３/23）
　　岡山大学メディカルセンター（OUMC）シンポジウム・情報交換会（清水副会長）（７/30）
　　岡山医学会役員会（石川会長、松山理事）（５/８、12/15）
　　岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会総会合同懇親会（６/ ６）
　　川崎学園理事会・評議員会（５/22、１/14）（石川会長）
　　川崎医療福祉大学外部評価委員会（８/ ３、３/21）（石川会長）
　　メディカルカフェ in かわさき（11/19）（神﨑理事）

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27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27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　54,658件
　　　小中高校　心音図検査　35,557件
　 　解析データは光ディスクに収録蓄積されており、既に260万件に達している。医療機関、検診機関からの過去

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

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、26年度には11,852件の相談で、今年度は平成28年２月末現在で14,997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
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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23％、翌日に受診することになった場合が18.2％、当日に病

院を救急受診した場合が19％であった。電話相談に対する患者の満足度は85％であった。しかし一方では、電話
での相談なのでアドバイスをする際に不安に感じたり、相談者に決定を要求されてトラブルになりかけたことも
ある。やはり最終的な決定は親に任せるのがいいと考えている。

　 　高齢や多忙のためか辞めていく医師もあり、26年４月１日からは看護師の新規参加者を募り、看護師のみで運
営することになった。これからは電話相談担当の看護師に対する研修会をより充実して、安心して電話相談を担
当してもらえるようにすることが課題である。

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27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 １,35０,１08 日本医師会
女性医師復職支援事業 2,537,０00 岡山県
医院継承バンク事業 49１,０00 岡山県
小児救急医療電話相談事業 13,335,757 岡山県
肝炎ウイルス検査事業 15,１34,882 岡山県、岡山市
風しん抗体検査事業 25,564,644 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 2,０37,０00 岡山県臨床検査技師会
公益２　合計 6１,95０,391

［Ⅲ］公益関係機関助成事業（公３）

１．団体、学会等が主催する講演会・研修会に対する補助金

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

２．関係団体に対する助成金

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

３．会館貸室事業

◦Ⅳ貸室事業（収１）に併記

平成27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
　 　４半期毎に年３回（５月25日、９月11日、11月６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、今年度も前年度を上回る収入実績を挙げ

ることができた。　　　　　　　　　　　　　　
　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」の節減に努めるとともに、冷房シーズン後に契約電

力を半減するなど、全体的に経費の節減に努めた。　　　　　　　　
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）冷凍機冷媒回収・破壊
　　３）微量PCB廃棄物運送・廃棄処分
　②　その他緊急修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１）機械室等煙感知器取替
　　２）汚水配管改修
　　３）地下タンク重油抜き工事
　　４）駐車場貸借終了に伴う車止め撤去
　③　総合損害保険適用に係る修繕工事
　　１）台風15号被害補修
⑷　平成27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28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 151 108 139.8％ 医師会 435 454 95.8％

県庁・学会 257 303 　84.8％ 合　計 843 865 97.5％

　②　平成28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 年度 前年度 増　減
一　般 7,612 4,107 　　3,505 医師会 11,759 11,603 　 156

県庁・学会 6,956 8,754 △1,798 合　計 26,327 24,464 1,863
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⑸　岡山衛生会館検討委員会
　 　岡山衛生会館の閉館に向けての諸課題について検討した。開催日（４月10日、５月25日、７月20日、９月11日、

11月６日、３月31日）
　①　移転や財産処分に向けたスケジュールや諸課題について検討・協議した。
　② 　閉館に伴うスムーズな移転に向け、関係者相互の連絡調整に努めるとともに、移転準備に遺漏のないよう取

り組んだ。
　③　岡山市医師会関係は、平成27年12月29日から１月２日にかけて、
　　　岡山県医師会関係は、平成28年３月12日から13日にかけて、
　　　岡山県精神保健福祉センターは、平成28年３月26日から27日にかけて、
　　　その他入居団体は、平成28年３月14日から15日にかけて、
　　　それぞれの移転先に、無事移転が完了した。

［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
　◦ 平成27年度は災害見舞金制度に加入している会員の台風・落雷の被害に対し７件計201,508円の見舞金を支出

した。
　◦ 平成10年９月に岡山県医師会・岡山県医師協同組合・損害保険会社で締結されていた岡山県医師会の構成員（会

員）を保険契約者とする、集団扱保険契約の集金事務委託契約について、岡山県医師会員が広く自動車保険等
損害保険の集団割引のメリットを受けられるよう制度の見直しをするとともに、会報等で周知した。

　◦ 昨年に引き続き、加入率の漸減が懸念されているグループ保険制度の加入推進につとめ、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福祉部で制度の広報をしている。

　◦ 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２年目とな
るが、27年度末には３件のマッチングの成立があった。引き続き、会員への情報提供に努める。

　◦ 平成27年10月に医院承継に関するセミナーを開催した。また、医院を承継してほしい医師と、開業を検討して
いる医師の双方に登録を呼びかけるため、岡山県医師会ホームページ上に医院承継事業に関するページを設け
た。

　◦ 公益法人となり初めての「福祉部の手引き」を発行した。約11年ぶりの改訂版となった。
⑵　各事業の現況（平成28年１月31日現在）
　①　福祉部災害見舞金制度　

加入者 506人 （１,670口）
台風・落雷 　　7件 20１,508円
火災被害 　　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 １,311人
給　　　付 11人 75１,999円（内持出分　０円）

傷害死亡一時金 ０人 ０円　　　　　　
任意加入部分
加　入　者 Ａ会員　435人 （Ａ型　１,907口）

（Ｂ型　１,637口）
（Ｃ型　　361口）
（Ｄ型　　288口）
（Ｅ型　　469口）
（Ｆ型　　226口）

Ｂ会員　76人 （Ａ型　　294口）
（Ｂ型　　　85口）
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（Ｃ型　　116口）
（Ｄ型　　　10口）
（Ｅ型　　　80口）
（Ｆ型　　　38口）
（長期　　　　０口）

給　　　付 17人 　26,256,667円

　③　福祉部グループ保険制度

加　入　者

　　Ａ　会　員
500万 3０8人 （１,０7０口）
300万 　　０人 （　　０口）

　　Ｂ　会　員
500万 　63人 （　264口）
300万 　　１人 （　　１口）

　　配　偶　者
500万 １０4人 （　１94口）
300万 　　6人 （　　6口）

　　子　　　供 400万 　2１人 （　　2１口）

　　　平成27.4.１ ～ 28.１.3１

新規加入者 増　額 減　額 脱退者

Ａ会員
500万 ４人（24口） ０人（０口） 34人（53口） 15人（33口）
300万 ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口）

Ｂ会員
500万 ０人（０口） ０人（０口） ８人（14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 ６人（15口） ９人（18口） ０人（０口）
Ｂ　会　員 ３人（７口） ０人（０口） ０人（０口）

支払保険金合計 ０人 ０円　　　　
病気死亡支払保険金 ０人 ０円（０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 ０人 ０円　　　　
障害給付金 ０人 ０円　　　　

平成26年度資格喪失者 ９人

　④　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27年４月～平成28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
　⑤ 　「ドクターバンク事業・女性医師バンク事業」の現況について、平成28年１月末で前者は求人医療機関72施設、

求職医師４名が登録している。平成27年度は１月末現在、紹介斡旋は１件で、成立１件であった。
　　 　一方、後者は求人医療機関45施設、求職医師５名の登録があり、平成27年度の１月末現在、紹介斡旋は１件、

成立は０件であった。
⑶　役員会の記録
　①　第１回福祉部役員会開催
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　　　平成27年８月８日（会報第1413号）
　　　◦ 平成26年度福祉部会計決算報告
　　　◦ 平成27年度福祉部会計現況報告（平成27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26年度実績と27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26年度実績と27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
　　　◦ 福祉部の手引き（改訂版）について
　②　第２回福祉部役員会開催
　　　平成27年12月12日（会報第1422号）
　　　◦ 平成27年度福祉部会計現況報告（平成27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
　　　◦ 新規開業会員の福祉部制度（任意）への加入状況
　　　◦ 損害保険団体扱いについて
　　　◦ 台風・落雷の被害に対する福祉部災害見舞金制度からの給付について
⑷　医療融資関係
　①　独立行政法人福祉医療機構（旧社会福祉・医療事業団）貸付利率（平成28年12月９日改定）
　　１）新築資金　　　　　　　　　　　年　利　　0.40％
　　２）乙種増改築資金　　　　　　　　年　利　　0.90％
　　３）介護老人保健施設の全資金　　　年　利　　0.50％
　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27年度に解決された件数は８件で未解決は14件である。
　②　平成27年度中国四国医師会連合総会 医事紛争研究会
　　　平成27年８月２日（日）に岡山県担当でホテルグランヴィア岡山で開催した。
　③　平成27年度日本医師会医療安全推進者養成講座「講習会」
　　　平成27年10月18日（日）に日本医師会で開催され本会から清水副会長が出席した。
　④　平成27年度都道府県医師会 医事紛争担当理事連絡協議会
　　　平成27年12月10日（木）に日本医師会３階小講堂で開催され本会から岡部理事と寺島理事が出席した。
　⑤　医事紛争対策委員会
　　 　平成27年12月12日（土）に岡山衛生会館６階応接室で開催し、清水副会長、岡部理事、寺島理事と顧問弁護

士で未解決事案等について話し合った。
　⑥　第14回岡山医療訴訟連絡協議会
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　　　平成27年12月25日（金）に岡山地方裁判所で開催され本会から岡部理事と寺島理事が出席した。
　⑦　平成27年度Ai学術シンポジウム
　　　平成27年12月23日（水）に日本医師会で開催され、本会から松山理事と國富理事が出席した。
　⑧　平成27年度死亡時画像診断（Ai）研修会
　　　平成28年１月９日（土）～ 10日（日）に日本医師会で開催され、本会から清水副会長が出席した。
　⑨　医事紛争のしおり（第３集）の発行
　　　岡山県医師会報（１月25日号付録）にて全会員へ送付した。
　⑩　岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
　　 　平成27年９月29日（火）に岡山衛生会館で、岡山県内の医療事故調査等支援団体（14団体）の代表者に出席

いただき、岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会を開催した。協議会設置の経緯、事務局の設置・運営、
制度における支援団体の役割、各支援団体の可能な支援等について協議した。本会からは、石川会長、清水副
会長、松山理事、田淵理事、寺島理事が出席した。　協議会終了後、清水副会長から会員向けに医療事故調査
制度についての説明会が行われた。

　⑪　平成27年度都道府県医師会 医療事故調査制度担当理事連絡協議会
　　　平成27年５月29日（金）と平成27年８月21日（金）に日本医師会で開催され本会から、清水副会長が出席した。
　⑫　医療事故調査制施行直前セミナー
　　　平成27年８月２日（日）に岡山県主催でホテルグランヴィア岡山で開催した。
　⑬　医療事故調査等支援団体向け研修会
　　 　日本医療安全調査機構より委託を受けた日本医師会が、平成28年３月２日（水）～３日（木）の２日間、日

本医師会で研修会を開催し、本会から清水副会長が出席した。
　⑭　医療事故調査制度に関する医療機関向け研修会
　　 　日本医療安全調査機構より委託を受けた日本医師会が、全国７都市で研修会を開催し、平成28年３月14日（月）

の岡山国際ホテルでの研修会には、本会からも理事が多数出席した。
⑵　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。
　　　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、岡部理事が出席した。

［Ⅵ］管理部門

１．理事会

　　毎週水曜日　計49回開催

２．代議員会

　⑴　第187回岡山県医師会臨時代議員会
　　日時：平成27年４月19日（日）14：00 ～
　　場所：三木記念ホール
　　◦平成27年度公益社団法人岡山県医師会事業計画
　　◦平成27年度公益社団法人岡山県医師会収支予算
　　◦新岡山県医師会館進捗状況
　　◦コンプライアンス委員会設置について
　⑵　第188回岡山県医師会定例代議員会
　　日時：平成27年６月14日（日）　14：00 ～
　　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報告
　　◦平成26年度公益社団法人岡山県医師会決算認定の件
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３．郡市等医師会長協議会

　⑴　10月24日（土）14：00 ～　中ホール
　　①　県医師会から
　　　１）療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収について
　　　２）岡山衛生会館土地売却等について
　　　３）新会館進捗状況について
　　②　郡市等医師会から
　　　１）集団的個別指導について　
　　　２）水銀血圧計等の廃棄について
　　　３）地域医療連携推進法人について　
　⑵　２月20日（土）14：00 ～　岡山コンベンションセンター
　　①　県医師会から
　　　１）第３回都道府県医師会長協議会からの話題～消費税対応を中心に～　
　　　２）日医生涯教育制度について　　
　　　３）日本医師会医療情報システム協議会からの報告　
　　　４）はれやかネットについて
　　　５）医療機関に退蔵される水銀血圧計等回収マニュアルについて
　　　６）岡山県医師会館建設経過と資金計画
　　　７）日医Libへの岡山県医師会報の収載について
　　②　郡市等医師会から
　　　１）新岡山県医師会館駐車場について

４．郡市等医師会への役員出席

　　４月４日　玉島医師会新年度懇親会（石川会長、糸島副会長）
　　５月14日　井原医師会定時総会懇親会（石川会長、糸島副会長、松山理事）
　　５月16日　御津医師定時総会・懇親会（石川会長、松山理事）
　　５月24日　玉野市医師会懇親会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事）
　　５月30日　西大寺医師会定時総会懇親会（石川会長、清水副会長、糸島副会長）
　　６月11日　児島医師会総会（松山理事）
　　６月18日　真庭市医師会定時総会（石川会長、清水副会長、糸島副会長、松山理事）
　　６月27日　備前ブロック医師会協議会（國富理事、岡部理事）
　　７月30日　小児救急地域医師研修会　高梁市（國富理事）
　　７月30日　総合管理医療機関認定・更新研修会　津山市（田中理事）
　　８月５日　倉敷市と倉敷連合医師会とのサミット　倉敷市（石川会長）
　　８月６日　小児救急地域医師研修会　笠岡市（國富理事）
　　８月19日　小児救急地域医師研修会　新見市（國富理事）
　　10月20日　小児救急地域医師研修会　井原市（國富理事）
　　10月25日　岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会　津山市（松山理事）
　　11月３日　第16回岡山市民と医師会の集い（神﨑理事）
　　11月３日　御津医師会「地域医療」学術シンポジウム（石川会長）
　　11月７日　倉敷市連連合医師会　医療法務セミナー（石川会長、清水副会長）
　　11月８日　美作医会定例総会懇親会　津山市（石川会長、清水副会長、糸島副会長）
　　11月14日　備中ブロック医師会協議会　新見市（石川会長、江澤理事、寺島理事）
　　11月28日　吉備医師会忘年会（清水副会長、糸島副会長、松山理事）
　　12月８日　邑久医師会忘年会（糸島副会長、松山理事）
　　12月10日　笠岡医師会忘年会（清水副会長、糸島副会長、松山理事）
　　12月28日　岡山大学忘年会（清水副会長）
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　　１月７日　倉敷医師会新年宴会（石川会長）
　　１月18日　新見医師会新年会（石川会長）
　　１月30日　御津医師会「報告と感謝の集い」（松山理事）
　　２月17日　 倉敷市連合医師会、水島産業医学研修会、岡山県医師会共催産業医科セク講習会（石川会長、松山

理事、佐藤理事）
　　２月28日　備中地域医師会協議会・懇親会　倉敷市（石川会長、江澤理事、佐藤理事）
　　３月29日　病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会（江澤理事）

５．平成27年度　新岡山県医師会会館建設に係る会議等

岡山県医師会館設計協議会（１回）
　　第23回岡山県医師会設計協議会（11/13）役員５名、事務局３名
　　岡山県医師会館設計協議会ワーキンググループ
　　◦ホールWG　　　１回（７/ ８）
　　◦設備WG　　　　４回（５/20、６/10、７/ １、10/ ６）
　　◦外観・内装WG　３回（６/17、６/22、７/14）

岡山県医師会館建設総合定例会議（21回）
　　第４回岡山県医師会館建設総合定例会議（４/22）
　　　役員７名、アドバイザー、監理者３名、施工者４名、事務局５名
　　第５回岡山県医師会館建設総合定例会議（５/27）
　　　役員７名、監理者３名、施工者４名、事務局４名
　　第６回岡山県医師会館建設総合定例会議（６/24）
　　　役員７名、アドバイザー、監理者５名、施工者４名、事務局４名
　　臨時岡山県医師会館建設総合定例会議（７/ １）
　　　役員10名、アドバイザー、監理者２名、施工者１名、事務局５名
　　第７回岡山県医師会館建設総合定例会議（７/22）
　　　役員７名、アドバイザー、監理者４名、施工者４名、事務局４名
　　第８回岡山県医師会館建設総合定例会議（７/28）
　　　役員８名、アドバイザー、監理者３名、施工者２名、事務局４名
　　第９回岡山県医師会館建設総合定例会議（８/10）
　　　役員７名、アドバイザー、監理者４名、施工者２名、事務局４名
　　第10回岡山県医師会館建設総合定例会議（８/19）
　　　役員10名、アドバイザー、監理者４名、施工者２名、別途業者２名、事務局４名
　　第11回岡山県医師会館建設総合定例会議（８/26）
　　　役員12名、アドバイザー、監理者５名、施工者５名、事務局４名
　　第12回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/ ２）
　　　役員12名、アドバイザー、監理者４名、施工者７名、事務局４名
　　第13回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/ ７）
　　　役員９名、アドバイザー、監理者３名、施工者３名、事務局４名
　　第14回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/17）
　　　役員８名、監理者５名、施工者６名、事務局４名
　　第15回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/28）
　　　役員７名、アドバイザー、監理者４名、施工者２名、事務局４名
　　第16回岡山県医師会館建設総合定例会議（10/ ６）
　　　役員６名、アドバイザー、監理者４名、施工者５名、事務局４名
　　第17回岡山県医師会館建設総合定例会議（10/21）
　　　役員12名、監理者４名、施工者３名、事務局４名
　　第18回岡山県医師会館建設総合定例会議（10/28）
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　　　役員10名、監理者４名、施工者４名、事務局４名
　　第19回岡山県医師会館建設総合定例会議（11/13）
　　　役員７名、アドバイザー、監理者４名、施工者３名、事務局３名
　　第20回岡山県医師会館建設総合定例会議（11/25）
　　　役員11名、監理者６名、施工者５名、事務局４名
　　第21回岡山県医師会館建設総合定例会議（12/14）
　　　役員７名、アドバイザー、監理者４名、施工者３名、別途業者３名、事務局３名
　　第22回岡山県医師会館建設総合定例会議（12/25）
　　　役員９名、監理者３名、施工者４名、事務局４名
　　第23回岡山県医師会館建設総合定例会議（１/20）
　　　役員14名、アドバイザー、監理者３名、施工者３名、事務局４名
　　施主検査（２/22）
　　　役員９名、監理者４名、施工者４名他関係者多数、事務局４名

平成27年度　新岡山県医師会館建設に係る主な内容等
　　第１回理事会（４/ １）
　　　貸室賃料、施設利用料決定
　　臨時代議員会（４/19）
　　　事業計画、収支予算報告
　　第４回岡山県医師会館建設総合定例会議（４/22）
　　　電波障害、ホール椅子の検討
　　設備WG（５/20）
　　　コンセント位置の検討
　　第８回理事会（５/27）
　　　別注家具業者をハウジング山陽に決定
　　第５回岡山県医師会館建設総合定例会議（５/27）
　　　ガラス、西側屋外駐車場、電波障害の検討
　　設備WG（６/10）　
　　　コンセント位置の検討
　　定例代議員会（６/14）決算
　　第11回理事会（６/17）
　　　ホール椅子のコンペを行い、コトブキに決定
　　外観・内装WG（６/17）
　　　ブラインドの検討
　　外観・内装WG（６/22）
　　　内装WGのあり方検討
　　第６回岡山県医師会館建設総合定例会議（６/24）
　　　外壁、外部サッシ等の外部部材仕様の決定、ガラス、ホール椅子の検討
　　臨時岡山県医師会館建設総合定例会議（７/ １）
　　　岡山理科大学平山研究室作成建物３D画像による内装検討
　　設備WG（７/１）
　　　非常時待避場所等検討
　　ホールWG（７/８）
　　　ホール椅子詳細検討
　　外観・内装ＷＧ（７/14）
　　　大阪サンゲツショールームで内装検討
　　第16回理事会（７/22）
　　　電波障害対策業者をoniビジョン、長尾電設に決定
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　　第７回岡山県医師会館建設総合定例会議（７/22）
　　　ガラス、ホールステージ設備の検討
　　第８回岡山県医師会館建設総合定例会議（７/28）
　　　ガラス、２階デッキの「手すり」、ホール入口の取手の検討
　　第９回岡山県医師会館建設総合定例会議（８/10）
　　　会長室、応接室、役員会議室、ホール等の仕上、ホールステージ設備の検討
　　第10回岡山県医師会館建設総合定例会議（８/19）
　　　会議室、事務室の仕上、ブラインド、ガラス、ホールステージ設備の検討
　　第11回岡山県医師会館建設総合定例会議（８/26）
　　　ホール壁面仕上、ホール内電光掲示板、衛生器具、三木行治ギャラリー、敷地に接する道路の検討
　　第21回理事会（９/ ２）
　　　ブラインド工事をアイワンズに決定
　　第12回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/ ２）
　　　衛生器具、会長室絨緞、照明器具、ホール壁面仕上の検討
　　第13回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/ ７）
　　　ホール壁面仕上、駐車場仕上、エレベーター、三木行治ギャラリーの検討
　　第22回理事会（９/ ９）
　　　三木記念ホールの名称決定
　　第14回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/17）
　　　照明器具、トイレ仕上、ガラスの検討
　　第15回岡山県医師会館建設総合定例会議（９/28）
　　　 三木行治ギャラリー、照明器具、ホール壁面仕上、デッキ部丸柱、梁、駐輪場扉、内部壁塗装仕上、歩道橋

の検討
　　設備WG（10/ ６）
　　　音響、映像システム検討
　　第16回岡山県医師会館建設総合定例会議（10/ ６）
　　　デッキ部丸柱、中庭、室内丸柱、非常照明、トイレ、サインの検討
　　第25回理事会（10/ ７）
　　　設備管理、警備・守衛、清掃、廃棄物処分業者を日本管財に決定
　　第17回岡山県医師会館建設総合定例会議（10/21）
　　　 屋外駐車場フェンス仕上、ホール照明、デッキ部丸柱、定礎、ガラス、ホール内カメラ、１階エントラン車

寄せの検討
　　第18回岡山県医師会館建設総合定例会議（10/28）
　　　定礎、１階エントラン車寄せ、南東コーナーサッシの検討
　　第23回岡山県医師会設計協議会（11/13 ）
　　　追加工事、什器備品の検討
　　第19回岡山県医師会館建設総合定例会議（11/13）
　　　植栽、歩道橋仕上の検討
　　第31回理事会（11/18）
　　　追加工事の決定、什器備品のメイン業者をダイヤスチール家具に決定
　　第20回岡山県医師会館建設総合定例会議（11/25）
　　　歩道橋仕上、南東コーナーサッシ、定礎、植栽の検討
　　第21回岡山県医師会館建設総合定例会議（12/14）
　　　ブラインド、駐車場ゲート仕上、デジタルサイネージ仕上、三木行治ギャラリー、植栽の検討
　　第22回岡山県医師会館建設総合定例会議（12/25）
　　　サイン、竣工広告の検討
　　第23回岡山県医師会館建設総合定例会議（１/20）
　　　竣工写真、竣工式、三木行治ギャラリーの検討



− 98 −

　　三木行治ギャラリー打合（２/16）
　　第43回理事回（２/17）
　　　運用マニュアル決定
　　施主完成検査（２/22）現場検査
　　取扱説明（２/29）設備等の説明
　　完成引渡（３/ １）
　　竣工式（神事）（３/ １）歩道橋開通テープカット、竣工神事
　　移転（３/12 ～３/14）岡山衛生会館から新会館への引越
　　業務開始（３/15）新会館での業務開始

岡山県医師会新会館建設資金計画（税込み）
28.4.8

　 計

当初特定資産設定資金 3,０43,０22,353

　 　

駅西口土地 774,607,１06

建物設計監理料（石本・UDD設計） 77,０88,０00

建設費用 （大本組） 2,０08,80０,０00

　 　

「別途工事」 76,477,０40

その他経費 37,875,600

［追加工事］ 8０,56１,０83

計 3,０55,408,829

衛生会館売却について　税込み

○売却金額 359,412,０00
○解体費用 △　244,０8０,０00
○仲介費用 △　　1１,709,748

岡山県医師会収入額
差引収入額　 103,622,252 58,92１,501




