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平成28年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
緒　　　　　言

　平成28年４月より駅元町の新岡山県医師会館での業務を本格的に開始した。今期は何分初めてのことが多く、会
員の先生方にもご迷惑をお掛けすることがあったことと深謝する。しかし、岡山駅から徒歩５分以内という立地条
件の良さで、会館利用申し込みも増加し週末は予約が取れにくい状況になってきている。全国学会等での岡山コン
ベンションセンターとの共同利用も恙なく運営されている。また、岡山市内各所で開催していた県民公開講座を三
木記念ホールで開催することを基本とし、県民へ岡山県医師会の事業をさらに印象付けられるものと期待している。
岡山衛生会館の解体と跡地の整地は平成29年３月末までに無事終了した。積水ハウス株式会社への引き渡しおよび
精算も年度を跨いでしまったが平成29年４月３日に終了した。
　地域医療構想～目指すべき医療提供体制の構築～を重点会務と考え、地域包括ケア体制整備事業を岡山県より受
託し、岡山県地域医療構想・包括ケアシステム研究会、岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会等を開催するこ
とにより地域包括ケアシステムが友好的に実施されるための方策を検討した。その他、産業医研修関連事業、かか
りつけ医認定事業、認知症早期診断推進事業、小児救急地域医師研修会、緩和ケア事業、病院勤務の医療関係者向
け認知症対応力向上研修事業、医療勤務環境改善支援センター運営事業、女性医師復職支援事業、小児救急医療電
話相談事業、など数多くの事業を受託し公益事業の拡大に務めた。他団体との連携も例年通り行っており、岡山県
知事、岡山県保健福祉部、岡山県教育庁、岡山労働局等の行政機関、岡山県歯科医師会、岡山県薬剤師会、岡山県
看護協会、岡山県病院協会等とも協議を行い協働で課題解決に取り組んだ。

〔Ⅰ〕　総 務 に 関 す る 事 項
⑴　会　　　　　員　　　　　数

　　平成29年３月31日現在　3,113名　　新入会者167名　　退会者137名（内 死亡38名）
　　平成28年度　物故会員氏名
　　　邑　久　安田　　稔　　　倉　敷　植木　宏明　　　岡山市　岡野　　煕　　　津山市　福田　民生
　　　岡山市　河合　和子　　　笠　岡　守安　邦之　　　倉　敷　原　　武夫　　　岡山市　松久　光雄
　　　岡山市　立花　省吾　　　岡山市　梶谷　　喬　　　津山市　桑原　義明　　　岡山市　篠﨑　洋二
　　　倉　敷　森本　接夫　　　倉　敷　古谷　　生　　　岡山市　安藤　　治　　　玉　島　下村　　董
　　　倉　敷　須原銀兵衛　　　苫田郡　山田　　大　　　倉　敷　内田　　璞　　　井　原　片山　茂樹
　　　西大寺　濱野　充生　　　岡山市　唐井　　昭　　　吉　備　森下　和郎　　　笠　岡　小塚虎治郎
　　　浅　口　佐藤　公康　　　美作市　木田　隆也　　　岡山市　長田　高壽　　　岡山市　和気　義弘
　　　倉　敷　小川　智之　　　倉　敷　塩飽　　緑　　　岡山市　外園　純夫　　　岡山市　藤原　唯朗
　　　岡山市　小野　昭英　　　岡山市　小坂田　和　　　岡山市　沖　　　昇　　　赤　磐　森　　立輔
　　　岡山市　山下三代吉　　　倉　敷　岩藤　隆昭

岡山県医師会会員数（平成29年３月31日現在）

　 A B C 計 　 A B C 計 　 A B C 計
岡山市 438 552 8 998 吉　備 53 36 ０ 89 浅　口 25 25 ０ 5０
西大寺 5０ 54 ０ 1０4 高　梁 29 28 ０ 57 真庭市 35 46 ０ 81
倉　敷 2０9 358 1 568 新　見 16 16 ０ 32 苫田郡 1０ 7 ０ 17
児　島 47 42 ０ 89 御　津 66 48 ０ 114 勝田郡 9 16 ０ 25
玉　島 49 27 ０ 76 赤　磐 43 36 ０ 79 美作市 18 1０ ０ 28
津山市 89 88 16 193 和　気 32 25 ０ 57 久米郡 7 5 ０ 12
玉野市 45 32 ０ 77 邑　久 27 12 ０ 39 岡山大学 ０ 7０ 4 74
笠　岡 37 37 ０ 74 北児島 27 14 ０ 41 　 　 　 　 　
井　原 23 14 ０ 37 都　窪 51 51 ０ 1０2 計 1,435 1649 29 3,113
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代議員会（第187回定例・186回臨時）　 　２回 
理事会　 　48回
理事会の体制検討委員会　 　２回
郡市等医師会長協議会　 　２回
選挙管理委員会　 　３回
議事運営協議会　 　２回
税理士監査　 　１回
監事監査　 　１回
五役会議　 　10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
基金国保審査委員連絡会議　 　１回
社会保険指導者伝達講習会　 　１回
社会保障部部員・同地区委員合同会議　 　８回
社会保障部部員の会　 　７回
福祉部役員会　 　２回
会報企画委員会　 　24回
おかやまJMAT研修会　 　１回
郡市地区医師会
　救急担当理事救急医療対策委員連絡協議会　 　２回
　勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡
　協議会　 　１回
学校保健担当理事・学校医部会委員連絡協議会
　　 　１回
産業保健担当理事・産業医部会委員合同会議　 　１回
部会委員会
　外科部会　 　２回
　　講演会　 　２回
　　ワーキンググループ　 　１回
　眼科部会　
　　眼科部会・眼科医会理事会　 　９回
　　総会　 　１回
　　生涯教育講座　 　２回
　耳鼻咽喉科部会
　　役員会　 　３回
　　集談会　 　６回
　　総会　 　１回
　皮膚科部会　 　２回
　　講演会　 　４回
　小児科部会　 　１回
　産婦人科部会
　　専門医会　 　４回
　　総会　 　２回
　　学術講演会　 　１回
　整形外科部会　 　10回
　　研修会　 　13回

　精神科部会　 　11回
　　講演会　 　３回
　透析医部会　 　４回
　　総会　 　１回
　　講演会　 　１回
　　懇談会　 　１回
　脳神経外科部会　 　１回
　　部会・医会総会　 　１回
　内科部会　 　４回
　　研修会　 　４回
　　講演会　 　２回
　　総会　 　１回
　　役員会議　 　１回
学校医部会
　　研修会　 　１回
学校検尿マニュアル作成委員会　 　１回
　労災（自賠責）部会
　　岡山県損害保険医療連絡協議会　 　１回
　　自賠責研修会　 　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
　スポーツ医学再研修会　 　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
　　委員会　 　２回
　　講演会　 　１回
地域包括ケア部会　 　２回
岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会　 　３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・ケア学会合同会議　 　２回
プライマリ・ケア学会合同研修会　 　３回
プライマリ・ケア学会実践シンポジウム　 　１回
プライマリ・ケア学会　第24回学術大会準備
　委員会　 　１回
プライマリ・ケア学会　第24回学術大会　 　１回
プライマリ・ケア講座　 　１回
日医生涯教育講座　 　３回
CKD県民公開講座　 　１回

⑵　会　　　　　　　　　　　議
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糖尿病県民公開講座　 　１回
スポーツ県民公開講座　 　１回
女性の健康週間県民公開講座　 　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
主治医意見書研修会　 　１回
臨床検査精度管理実行委員会　 　２回
新規開業オリエンテーション　 　10回
集団指導　 　１回 
集団指導・集団的個別指導　 　２回
個別指導　 　18回
新規個別指導　 　５回
監査　 　３回
消化管精検研究会　 　６回
消化管検診研究会　 　１回
肺がん読影研究会　 　11回
小児救急医療電話相談検討会　 　４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　 　７回
緩和ケア研修会　 　２回
日医ITフェア　 　１回

社会保険連絡会議　 　１回
勤務医等環境整備事業関係者会議　 　１回
岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ
　　 　１回
病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上
　研修会　 　４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
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　 　４回
岡山県医師会かかりつけ医講座　 　１回
岡山県医師会認定かかりつけ医審査会　 　１回
岡山県保健福祉部との懇談会　 　１回
岡山県教育庁との懇談会　 　１回
岡山労働局との懇談会　 　１回
岡山県四師会との懇談会　 　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　 　９回
胸部疾患診断研究会講演会　 　１回
認知症に関わる改正道路交通協議会　 　１回
医院継承セミナー　 　２回
岡山県医療用自動車協会
　役員会　 　３回
　支部長・定時総会　 　１回
　会計監査　 　１回

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

岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　（松山）　 　４回
　　同　講演会（松山）　 　１回
岡山県保健医療計画策定協議会
　（石川・清水・松山）　 　１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
救急医療情報システム運営委員会（松山）　 　３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
岡山県後期高齢者医療審査会（田中）　 　１回
岡山県若年性認知症自立支援ネットワーク
　（中島）　 　１回

⑶　部 外 委 員 会
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岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
　（江澤）　 　１回
岡山県認知症対策連携会議（江澤）　 　１回
〔健康推進課〕
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会（石川）
　　同　肺がん部会（清水）　 　１回
　　同　乳がん部会（松山）　 　１回
　　同　胃がん・大腸がん部会（松山、田中）　 　２回
　　同　子宮がん部会（田淵）　 　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）　 　１回
岡山県自殺対策連絡協議会（中島）　 　１回
岡山県肝炎対策協議会（糸島）　 　３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（佐藤）　 　１回
岡山県糖尿病医療連携体制（おかやまDMネット）
　における専門治療医療機関の意見交換会
　（佐藤）　　 　１回
岡山県結核対策連携会議（國富）　 　１回
〔生活衛生課〕
岡山県食の安全・食育推進協議会（國富）　 　１回
〔医薬安全課〕
岡山県臓器移植推連絡協議会（清水）　 　１回
岡山県公害健康被害認定審査会（山本）　 　６回
岡山県献血推進協議会（石川）　 　１回
岡山県難病対策協議会（國富・江澤）　 　１回
　　同　指定難病審査会委員（田中）　 　１回
〔障害福祉課〕
岡山県発達障害者支援体制整備検討委員会
　（中島）　 　４回
〔子ども未来課〕
岡山県子どもを健やかに産み育てるための環境
　づくり推進協議会（田淵）　 　１回
〔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）　 　１回
救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロール
　ワーキンググループ検討会（松山・大原）　 　３回
〔県教育委員会〕
岡山県立学校結核対策委員会（國富）　 　１回
高等学校看護連絡協議会（石川・宮﨑）　 　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）　 　１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）　 　２回
岡山県食物アレルギー対応委員会（國富）　 　２回
〔その他の県関係〕
岡山県文化賞等選考委員会（石川）　 　１回
おかやま多文化共生連絡会議（田中）　 　１回
岡山県スポーツ医科学委員会（沼本）　 　３回
おかやまマラソン実行委員会（石川）　 　１回
　　同　医事救護部会委員会（松山）　 　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）　 　10回
〔その他〕
岡山県難病医療連絡協議会（神﨑）　 　２回
福祉用具展示体験コーナー運営委員会（佐藤）  　１回
岡山県国民健康保険団体連合会理事会（田中）  　３回
岡山県交通安全対策協議会（松山）　 　１回
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）　 　６回
岡山県留置施設視察委員会（大原）　 　４回
岡山産業保健総合支援センター運営協議会
　（石川）　 　１回
岡山県学校保健会（石川・田中・國富）　 　３回
岡山県訪問看護ステーション連絡協議会
　（江澤）　 　４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）　 　２回
　　同　評議員会（石川・清水）　 　１回
岡山県臓器バンク理事会（石川）　 　２回
岡山県アイバンク理事会（清水）　 　１回
岡山医学会（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）　 　４回
榊原病院地域医療支援病院委員会（宮﨑）　 　３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（片山）  　４回
岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　（松山）　 　２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）　 　１回
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岡山医療訴訟連絡協議会（田淵・片山）　 　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）　 　２回
医療分野の｢雇用の質｣の向上のための企画委員会
　（松山）　 　１回
糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する
　定例協議会（佐藤）　 　９回
CKD・CVD対策に関する定例協議会（宮﨑）　 　７回
岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
　（藤本）　 　３回
岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　（田淵）　 　３回
岡山赤十字病院地域医療支援委員会（山本）　 　４回
岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　（神﨑）　 　４回
岡山県社会保険診療報酬支払基金幹事会
　（松山）　 　13回
医療ネットワーク岡山協議会理事会（石川・清水・
　松山・神﨑・大原・江澤・宮﨑・合地）　 　３回
　　同　総会　 　１回
岡山県精神保健福祉協会（田中）　 　４回
岡山県アスベスト対策協議会（石川）　 　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
　　同　糖尿病対策専門部会（佐藤）　 　１回
　　同　おかやま糖尿病サポーター認定委員会
　及び糖尿病総合管理医療機関認定委員会
　（佐藤）  　１回
認知症疾患医療連携協議会（中島）　 　１回
岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　（清水）　 　９回
岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議
　（石川）　 　１回
岡山画像診断センター理事会（石川）　 　２回
岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会（田中）  　１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）　 　３回
岡山県老人クラブ連合会健康づくり推進委員会
　（田中）　 　１回
歯科往診サポートセンター評価委員会（江澤）　 　１回
川崎医科大学附属川崎病院　開放病床運営委員会
　（沼本）　 　４回
　　同　地域医療支援病院運営委員会（沼本）  　４回
岡山県看護職員確保対策連絡協議会（宮﨑）　 　１回

⑷　主 な る 行 事

４月２日 岡山県医師会館内覧会
 整形外科部会研修会
　　４日 第33回岡山県がん診療連携協議会
　　５日 RSK来会
　　６日 理事会
　　 会報企画委員会
　　 五役会議
　　 第１回選挙管理委員会
　　７日 集団指導
　　 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する定例協議会
　　 Welcome研修医の会
　　８日 日本医師会勤務医委員会
　　 山陽新聞取材
　　９日 岡山県医師会精神科部会・NPO法人岡山県精神科医会・岡山市医師会精神科医会平成28年度総会・講

演会
　　 玉島医師会新年度懇親会
　　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
　　11日 支払基金幹事会
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　　12日 山陽新聞来会
　　13日 日本医師会年金委員会
　　 理事会
　　14日 新規開業医指導
　　16日 岡山県医師会館内覧会準備
　　17日 岡山県医師会館内覧会
　　 岡山県医師会館竣工記念祝賀会
　　18日 岡山県医療用自動車協会　会計監査
　　 岡山医療センター地域医療支援委員会
　　 精神科４月定例会
　　19日 岡山県医療用自動車協会第１回役員会
　　 故　坪井榮孝元日本医師会会長お別れの会
　　20日 理事会
　　 会報企画委員会
　　 川﨑医科大学附属川﨑病院平成28年度第１回地域医療支援病院運営委員会及び第１回開放病床運営委員会
　　21日 岡山県老人クラブ連合会　健康づくり推進委員会
　　 平成28年度都道府県医師会広報担当理事連絡協議会
　　22日 岡山県公害健康被害認定審査会
　　23日 乳がん検診講習会
　　24日 第245回岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　 第１回医師、看護師のワークライフバランス推進ワークショップ
　　 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
　　25日 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
　　26日 第68回岡山県文化賞選考委員会
　　 中国地方社会保険医療協議会
　　 肺がん読影研究会
　　27日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　　 理事会
　　 心臓病センター榊原病院地域医療支援病院委員会
　　 岡山県学校検尿・３歳児検尿マニュアル研修会
　　28日 新規個別指導
　　 岡山県医師会裁定委員懇談会
　　 岡山県医師会眼科部会、平成28年度第１回岡山県眼科医会理事会
５月６日 日本医師会財務委員会
　　８日 社会保障部部員同地区委員合同会議
　　 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）
　　９日 中国四国厚生局・岡山県・岡山県医師会との３者懇談会
　　 支払基金幹事会
　　 第２回選挙管理委員会
　　10日 平成28年度「訪問看護師養成講習会」開講式
　　 地域医療総合確保基金（医療分）都道府県別ヒアリング
　　 岡山医学会役員会
　　11日 理事会
　　 会報企画委員会
　　 岡山県学校検尿・３歳児検尿マニュアル研修会
　　 整形外科部会委員会
　　12日 第19回日本臨床救急医学会総会・学術集会（14日まで）・全国メディカルコントロール協議会連絡会
　　 新規開業医指導
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　　 山陽新聞座談会
　　 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する運営協議会
　　 井原医師会定時総会
　　13日 ピンクリボン岡山2016第１回会議
　　14日 朝日医療大学校新校舎落成祝賀会
　　 平成28年度第１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
　　 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会総会、記念講演会
　　15日 第３回選挙管理委員会
　　 議事運営協議会
　　 第189回岡山県医師会臨時代議員会
　　16日 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３回宿泊・衛生専門部会
　　 FM　ラジオ収録（JMAT関係）
　　17日 岡山県医師会透析医部会委員会
　　18日 理事会
　　 岡山県要保護児童対策地域協議会
　　 監事監査
　　 医療ネットワーク岡山協議会平成28年度第１回理事会
　　19日 第179回日本耳鼻咽喉科学会総会
　　 個別指導
　　 平成28年度第１回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
　　 平成28年度岡山県学校保健会第１回理事会・評議員会
　　 メディカルカフェ In かわさき
　　 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　20日 第32回日本救急医学会中国四国地方会（21日まで）
　　 平成28年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　　21日 JMAT報告会
　　 女医部会委員会
　　 整形外科部会研修会
　　22日 日医かかりつけ医機能研修制度　平成28年度応用研修会
　　 母体保護法指定医師審査委員会
　　 岡山県医師会産婦人科部会、岡山県産婦人科医会、岡山県産婦人科学会　総会
　　 母体保護法指定医師研修会
　　 玉野市医師会懇親会
　　23日 平成28年度第１回山県医療対策協議会
　　 五役会議
　　 精神科５月定例会
　　24日 世界禁煙デー　岡山県知事表敬訪問
　　 平成28年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　 肺がん読影研究会
　　 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　25日 平成28年度都道府県看護協会看護労働担当者会議
　　 中国地方社会保険医療協議会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　 岡山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 川崎学園理事会・評議員会
　　 新規個別指導
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　　 第10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　第１回理事会
　　 岡山県精神保健福祉協会平成28年度第１回理事会
　　 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会理事会
　　27日 第６回ワークショップ　会員の倫理・資質向上をめざして
　　 岡山県臓器バンク理事会
　　 岡山県公害健康被害認定審査会
　　 平成28年度第１回岡山県教職員健康診断診査委員会
　　28日 岡山県老人保健施設協会特別講演会及び総会
　　 中国四国ブロック会長会
　　29日 岡山県医療用自動車協会第68回定時支部長会議並びに第64回定時総会
　　 岡山医師研修支援機構第37回理事会
　　31日 岡山県愛育委員連合会・恩賜財団母子愛育会岡山県支部平成28年度総会並びに研修会（式典）
　　 平成28年度岡山県交通安全対策協議会総会
　　 岡山県地域医療支援センター運営委員会平成28年度第１回会議
６月１日 岡山旭東病院土井院長来会
　　 医療ネットワーク岡山協議会来会
　　 理事会
　　 空路利用を促進する会平成28年度理事会
　　 会報企画委員会
　　２日 第68回岡山県文化賞受賞者の決定及び表彰式
　　 糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業に関する運営協議会
　　 岡山中央病院地域医療支援病院委員会
　　 平成28年度岡山県眼科部会・岡山県眼科医会役員懇談会
　　３日 おかやまマラソン実行委員会来会
　　 第６回日本医師会女性医師支援委員会・懇親会
　　 RSK感謝の集い
　　４日 中国四国医師会連合　医療保険分科会
　　 岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会合同懇親会
　　 西大寺医師会定時総会
　　５日 横倉義武日本医師会会長候補選挙対策本部事務所開き
　　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
　　７日 倉敷中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　８日 理事会
　　 日本医師会年金委員会
　　10日 支払基金幹事会
　　11日 石井日本医師会会長候補者事務所訪問
　　 平成28年度岡山県看護協会通常総会
　　 乳がん検診講習会
　　 日本柔道整復師会第41回中国学術大会岡山大会開会式・前夜祭
　　12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
　　13日 岡山県健康づくり財団理事会
　　 産業医実地研修会
　　14日 岡山刑務所視察委員会第１回会議
　　15日 理事会
　　 会報企画委員会
　　16日 岡山県精神保健福祉協会平成28年度通常総会
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　　 個別指導
　　 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
　　 真庭市医師会平成28年度定時総会
　　17日 岡山県難病医療連絡協議会
　　 平成28年度岡山少年院視察委員会第１回会議
　　 平成28年度岡山県高度情報化推進協議会幹事会
　　18日 産業医部会委員会
　　 日本医師会代議員会議事運営委員会
　　 第６回備前ブロック医師会協議会
　　 赤磐医師会定時総会懇親会
　　19日 議事運営委員会
　　 第190回岡山県医師会定例代議員会
　　20日 おかやまマラソン実行委員会来会
　　 平成28年度第１回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会
　　 平成28年度岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会
　　 岡山県医療対策協議会
　　 精神科６月定例会
　　21日 平成28年度第１回岡山県広域特別支援連携協議会及び発達障害者支援体制検討委員会
　　 第１回岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
　　 平成28年度第１回岡山県介護保険制度推進委員会
　　 平成28年度第１回岡山県立学校結核対策委員会
　　 第28年度第１回岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会
　　 平成28年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　22日 日本医師会石井常任理事来会
　　 理事会
　　 平成28年度おかやま多文化共生連絡会議
　　 岡山医療センター「地域医療連携の夕べ」
　　23日 小児救急地域医師研修会
　　 平成28年度総合管理医療機関認定・更新研修会
　　 岡山県医師会眼科部会・平成28年度第３回岡山県眼科医会理事会
　　24日 医用工学研究会役員会・セミナー・交流会
　　 個別指導
　　 中国四国医師会連合常任委員会（18：30 ～）・連絡会（19：00 ～）
　　25日 中国四国医師会連合連絡会
　　 日本医師会定例代議員会
　　 岡山県病院協会平成28年度定時総会
　　 中国四国医師会連合当選祝賀会
　　 第339回整形外科部会研修会
　　26日 中国四国医師会連合連絡会
　　 日本医師会臨時代議員会
　　27日 電話相談員との打合せ
　　 岡山県健康づくり財団評議員会
　　 中国地方社会保険医療協議会
　　 小児救急医療電話相談事業検討会
　　28日 医療審議会医療法人部会
　　 肺がん読影研究会
　　29日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　　 平成28年度第１回福祉用具展示・体験コーナー運営委員会
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　　 自賠責料率機構来会
　　 理事会
　　 医療ネットワーク岡山協議会定時会員総会
　　30日 新規個別指導
　　 おかやまマラソン医事救護部会
　　 学校保健会理事会
　　 横倉義武日本医師会長特別講演会
７月１日 岡山県警察本部来会
　　 岡山県子どもを健やかに生み育てるための環境づくり推進協議会
　　 平成28年度ハートフルビジネスおかやま総会・講演会・交流会
　　 平成28年度「岡山県愛の献血助け合い運動」月間オープニング行事
　　２日 第１回訪問看護管理者の研修　ステーション看護師の研修
　　 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・講演会
　　 岡山県医師会内科部会・岡山県内科医会保険研修会
　　 岡山県内科医会・部会・研修委員会合同会議
　　３日 日本臨床内科医会中国四国ブロック代表者会議
　　４日 RSKとの打合せ（がん制圧月間）
　　 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との３者懇談会
　　 川崎学園臨時理事会・評議員会
　　６日 理事会
　　 会報企画委員会
　　 役員歓迎会
　　７日 平成28年度岡山県介護保険関連団体協議会総会
　　 平成28年度CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　８日 平成28年度岡山県留置施設視察委員会委員任命式及び第１回会議
　　 ピンクリボン岡山2016　第２回会議
　　９日 平成28年度死亡時画像診断（Ai）研修会
　　 産業医研修会
　　 岡山県医師会透析医部会総会・透析医療保険懇談会
　　10日 郡市等医師会長、基金国保審査委員、社会保障部部員同地区委員合同会議
　　11日 支払基金幹事会
　　12日 岡山県皮膚科部会委員会
　　 岡山県皮膚科部会講演会
　　13日 平成28年度第１回救急医療情報システム運営委員会
　　 平成28年度がんの教育総合支援事業に係る第１回がんの教育推進協議会
　　 理事会
　　 平成28年度第１回岡山県急性心筋梗塞等医療連携体制検討会議
　　 岡山県肝炎対策協議会
　　 整形外科部会委員会
　　14日 新規開業医指導
　　 平成28年度第１回岡山県訪問看護推進協議会
　　 集団的個別指導・集団指導
　　 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
　　 平成28年度第１回岡山県へき地医療支援会議
　　 平成28年度第１回訪問看護課題検討協議会
　　16日 日医生涯教育協力講座セミナー
　　18日 耳鼻咽喉科役員会
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　　 第246回岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　19日 平成28年度岡山県衛生管理者交流会
　　 肺がん読影研究会
　　20日 理事会
　　 会報企画委員会
　　 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
　　 岡山県保健福祉部との懇談会
　　 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開放病床運営委員会
　　 消化管精検研究会
　　21日 監査
　　 平成28年７月保険医療関係機関連絡会議
　　 日本医師会女性医師バンク西日本センター第１回コーディネーター連絡会
　　22日 がん征圧月間キャンペーンRSKとの打合せ
　　 岡山県公害健康被害認定審査会
　　 第３回岡山県教職員健康審査会
　　23日 岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ
　　 岡山スポーツ医科学研究会
　　 女医部会委員会
　　 岡山県医療用自動車協会第２回役員会
　　 NPO救命おかやま2016講演会・報告会・懇親会
　　24日 産婦人科専門医会
　　 岡山県医師会眼科部会、第173回岡山県眼科医会総会・生涯教育講座
　　25日 岡山少年鑑別所視察委員会第１回会議
　　 看護師の特定行為研修制度に関する説明会
　　 国立病院機構岡山医療センター地域医療支援委員会
　　 精神科７月定例会
　　26日 刑務所視察委員会
　　 日本医師会役員就任パーティー
　　27日 五役会議
　　 理事会
　　 平成28年度岡山県食の安全・食育推進協議会
　　 岡山県国民健康保険団体連合会次期理事予定者による会議
　　 心臓病センター榊原病院2016年度第２回地域医療支援病院委員会
　　 岡山県医師会外科部会第１回岡山外科会合同講演会
　　28日 岡山県内科部会　プライマリ・ケア部会との研修会打合せ
　　 新規個別指導
　　 岡山県内科部会役員会議
　　 小児救急地域医師研修会
　　29日 岡山少年院視察委員会
　　30日 平成28年度緩和ケア及び精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会（31日まで）
　　 第12回男女共同参画フォーラム
　　 第29回全国有床診療所連絡協議会総会「静岡大会」　
　　 第17回岡山県医師会透析医部会学術講演会
　　 第340回整形外科部会研修会
　　31日 第４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
８月１日 全国一斉複十字シール運動岡山県知事表敬訪問
　　 第63回岡山県学校保健研究大会事前打ち合わせ
　　 岡山県警来会
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　　 おかやまマラソン実行委員会　平成28年度第２回総会
　　３日 認知症疾患医療連携協議会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　４日 岡山県総合防災訓練担当者会議
　　 岡山県学校保健研究大会
　　 監査
　　 平成28年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会
　　 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　 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
　　６日 福祉部役員会
　　 高梁医師会納涼会
　　 第341回整形外科部会研修会
　　７日 平成28年度岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　８日 平成28年度「献血感謝のつどい」
　　 支払基金幹事会
　　 支払基金幹事及び参与懇談会
　　 倉敷市と倉敷市連合医師会とのサミット
　　９日 平成28年度第１回精度管理専門委員会
　　10日 岡大副学長荒木勝先生来会
　　 理事会
　　 平成28年度岡山空港航空機事故総合訓練第１回調整会議
　　 整形外科部会委員会
　　12日 平成28年度第１回目岡山県自殺対策連絡協議会
　　 平成28年度第１回岡山県准看護師試験委員会
　　16日 岡山県医師会透析医部会臨時委員会
　　18日 第61回中国地区学校保健研究協議大会
　　 第２回中国地区介護老人保健施設大会 in 岡山　開会式
　　19日 災害時における公衆衛生活動への協力に関する協定締結式
　　20日 第47回中四九地区医師会看護学校協議会
　　 乳がん検診講習会
　　 岡山県医師会スポーツ医部会委員会
　　 スポーツ医学再研修会
　　21日 中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡会議
　　 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（TV会議）
　　 平成28年度中国地区学校保健・学校医大会
　　23日 警察業務
　　 岡山県看護連盟江尻会長来会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　 岡山県教育庁との懇談会
　　 小児救急地域医師研修会
　　25日 平成28年度第２回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
　　 岡山市立岡山市民病院地域医療支援病院運営委員会
　　 平成28年度高等学校看護連絡協議会
　　 平成28年度第１回脳卒中連携体制検討会議
　　 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会
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　　26日 平成28年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　27日 第20回中国四国医師会共同利用施設等連絡協議会
　　 郡市等医師会救急担当理事、岡山県医師会救急医療対策部会連絡協議会
　　28日 「医師・看護師等のワークライフバランスインデックス調査」結果読み取り・分析説明会
　　 岡山市四師会懇親会
　　29日 第２回救急医療情報システム運営委員会
　　 おかやまマラソン実行委員会来会
　　30日 RSKとの打合せ
　　 平成28年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　 肺がん読影研究会
　　31日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　　 平成28年度がん征圧岡山県大会
　　 理事会
　　 岡山弁護士会との懇談・懇親会
　　 若心協第２回準備委員会
　　 第18回OCKD-NETSeminar　岡山市CKD医療連携の会
９月１日 平成28年度第３回CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　２日 医師・看護職のWLB推進ワークショップ
　　４日 救急の日講演会
　　５日 第２回おかやまマラソン実行委員会医事救護部会
　　６日 レディオモモ収録
　　 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　７日 理事会
　　 会報企画委員会
　　 静岡県医師会来会（会館視察）
　　 岡山赤十字病院「地域連携懇親会」
　　８日 新規開業医指導
　　 一社）岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第３回理事会
　　９日 平成28年度第１期留置施設の視察
　　 支払基金幹事会
　　 日本医師会年金委員会
　　10日 消化管検診研究会講演会
　　11日 第１回岡山県地域包括ケア学会学術大会
　　 社会保障部部員の会
　　 社会保障部部員同地区委員合同会議
　　12日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との懇談会
　　 損保ジャパンとの打合せ
　　 がん征圧月間RSKイブニング５時出演
　　 ミャンマー・ミントウェ新保健大臣歓迎懇親会
　　14日 理事会
　　 川崎医科大学附属病院第９回医療連携懇話会
　　 整形外科部会委員会
　　15日 平成28年度「訪問看護師養成講習会」閉校式
　　 個別指導
　　16日 岡山県社会福祉協議会第２回理事会
　　 衛生会館解体工事現場視察
　　 災害時対応訓練
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　　17日 岡山プライマリ・ケア学会　プライマリ・ケア講座
　　 医院継承セミナー
　　 臨時整形外科部会研修会
　　 岡山旭東病院地域医療連携懇親会
　　18日 平成28年度死体検案研修会（上級）（～ 19日まで）
　　 瀬戸内市民病院竣工式・内覧会
　　 産婦人科専門医会
　　20日 平成28年度岡山空港航空機事故総合訓練第２回調整会議
　　 第１回都道府県医師会長協議会
　　 岡山県CKD・CVD対策専門会議
　　 岡山県医師会透析医部会委員会
　　21日 平成28年度都道府県医師会JMAT担当理事連絡協議会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　22日 ピンクリボン岡山2016チャリティコンサート
　　23日 岡山県公害健康被害認定審査会
　　 岡山県医師会　外科部会委員会ワーキンググループ
　　24日 中国四国医師会連合常任委員会
　　 中国四国医師会連合総会・分科会
　　 第342回整形外科部会研修会
　　 平成28年度中国四国医師会連合総会会長招宴
　　25日 中国四国医師会連合総会
　　26日 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
　　 精神科９月定例会
　　27日 岡山刑務所視察委員会第３回会議
　　 肺がん読影研究会
　　28日 第21回岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　　 理事会
　　 消化管精検研究会
　　29日 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会第５回理事会
　　 新規個別指導
　　 平成28年度岡山県食物アレルギー対応委員会（第１回）
　　 平成28年度岡山県保健衛生功労者表彰式
　　 岡山県学校保健会臨時理事会及び評議員会
　　30日 岡山少年鑑別所視察委員会第２回会議
　　 岡山少年院視察委員会
　　 第１回日医産業保健委員会
10月１日 岡山県内科医会・部会研修委員会合同会議
　　 郡市等医師会長協議会
　　４日 平成28年度健やか親子21全国大会（母子保健家族計画全国大会）式典
　　５日 社会保険指導者講習会
　　 美作市企画振興部専門学校等設立準備室来会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　６日 社会保険指導者講習会
　　 岡山県精神保健福祉協会第２回理事会
　　７日 RSK来会
　　８日 地域包括ケア部会
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　　 主治医意見書研修会
　　 日医松原副会長との懇親会
　　９日 社会保障部部員の会
　　 社会保障部部員同地区委員合同会議
　　11日 支払基金幹事会
　　 第２回岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
　　 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　12日 理事会
　　 第３回地域医療支援病院運営委員会及び第３回開放病床運営委員会
　　 整形外科部会委員会
　　13日 第38回産業保健活動推進全国会議
　　 新規開業医指導
　　 新規登録医療機関に対する社会保険診療に関する説明会
　　 第１回学校保健推進協議会
　　 損保ジャパンとの打合せ
　　14日 平成28年度病院優良職員表彰式
　　 小児救急電話相談検討会
　　 小児救急電話相談研修会
　　15日 ピンクリボン岡山県民公開講座
　　 乳がん検診講習会
　　 第343回整形外科部会研修会
　　16日 第18回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　 おかやまマラソンスタッフ説明会
　　 東京都医師会新会館内覧会
　　 東京都医師会館落成記念祝賀会
　　17日 野村興産㈱イトムカ鉱業所への現地視察
　　 岡山県高度情報化推進協議会シンポジウム
　　 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）
　　 精神科10月定例会
　　18日 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
　　 レディオモモ（岡山シティエフエム）収録
　　 学術奨励賞選考委員会
　　 小児救急地域医師研修会
　　19日 県警来会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　 平成28年度岡山県周産期医療協議会
　　20日 第７回医事業務研究会（請求事務疑義研究会）
　　 郡市等医師会産業保健担当理事・岡山県医師会産業医部会委員合同会議
　　 平成28年度岡山県透析医部会・岡山県保健福祉部・岡山県腎臓病協議会三者懇談会
　　 メディカルカフェ in かわさき
　　21日 岡山大学　木股教授来会
　　22日 平成28年度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
　　 岡山県警察協力医会総会・特別講演会
　　23日 CKD県民公開講座
　　 第247回耳鼻咽喉科集談会
　　 赤在義浩先生の松岡賞受賞を祝う会
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　　24日 平成28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
　　 第６回岡山大学医学部創設150周年記念事業後援会会議
　　 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ検討会（第２回）
　　25日 中国地方社会保険医療協議会
　　 岡山刑務所視察委員会第４回会議
　　 肺がん読影研究会
　　26日 理事会
　　 平成28年度岡山県四師会懇談会
　　 榊原病院第３回地域医療支援病院委員会
　　27日 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　 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協議会
　　 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会第６回理事会
　　28日 平成28年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　 個別指導
　　 岡山県公害健康被害認定審査会
　　29日 第47回全国学校保健・学校医大会並びに都道府県医師会連絡会議
　　 内科医会・部会研修会
　　30日 「医師・看護師等のワークライフバランスインデックス調査」取り組み報告会
　　31日 岡山県留置施設視察委員会第２回会議
　　 岡山大学学都基金発起人会・懇親会
11月１日 OUMC構想全体会議
　　 第69回日本医師会設立記念医学大会表彰者記念式典、講演、懇親会
　　２日 平成28年度岡山県国民保護共同図上訓練に伴う「第３回現地調整会議」
　　 FM岡山出演打合せ
　　 川崎病院理事長来会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　 福祉部担当理事と損保ジャパンとの懇談会
　　 かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　 岡山プライマリ・ケア学会総会・第24回学術大会準備委員会
　　３日 第７回岡山MUSCATフォーラム
　　４日 日本医師会勤務医委員会
　　 岡山県医療審議会地域医療構想部会
　　５日 認知症研修会（プケ）
　　 日本医師会女性医師支援センター事業中国四国ブロック会議
　　 第４回晴れやかネット研究会「住み慣れた地域で暮らし続けるために」
　　 内科医会・部会研修会
　　 344回整形外科部会研修会
　　６日 糖尿病県民公開講座
　　 第２回笑いヨガ爆笑大会 in 岡山
　　 中国四国医師会連合医事紛争研究会
　　 第63回美作医会定例総会
　　８日 平成28年度第２回岡山県准看護師試験委員会
　　 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との３者懇談会
　　 晴れやかネット運営委員会



− 17 −

　　９日 岡山大学学都基金事務局来会
　　 理事会
　　 五役会
　　 WELCOME研修医の会準備委員会
　　 岡山県肝炎対策協議会
　　 整形外科部会委員会
　　10日 新規開業医指導
　　 集団的個別指導・集団指導
　　 平成28年度第１回おかやまDMAT運営協議会
　　 産業医実地研修会
　　11日 ＦＭ岡山ドリームトーク番組出演
　　 ピンクリボン岡山実行委員会
　　12日 市民のための救命講習会
　　 日医生涯教育講座
　　 おかやまマラソン2016レセプション
　　13日 第２回おかやまマラソン
　　 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
　　14日 平成29年度自由民主党各種団体個別懇談会
　　 支払基金幹事会
　　 第３回岡山県臨床研修連絡協議会
　　 平成28年度第２回スポーツ医・科学委員会
　　15日 おかやまマラソン実行委員会来会
　　 岡山少年鑑別所視察委員会第３回会議
　　 第２回都道府県医師会長協議会
　　16日 平成28年度医療分野の「雇用の質」の向上のための研修会
　　 理事会
　　 2016年度「首都直下地震を想定した衛星利用実証実験（防災訓練）」（TV会議）
　　 会報企画委員会
　　 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
　　 平成28年度医療ネットワーク第４回理事会
　　17日 個別指導
　　 岡山県学校保健会第３回理事会ならびに表彰審査会
　　 第12回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　　 平成28年度岡山県食物アレルギー対応委員会（第２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
　　18日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第２回訪問看護課題検討協議会
　　19日 川崎医科大学総合医療センター開院式・内覧会・祝賀会
　　 備中ブロック医師会協議会・懇親会
　　20日 ICLSコース
　　 第41回岡山産婦人科学会総会ならびに学術講演会合同開催
　　 母体保護法指定医師審査委員会
　　 第248回岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　 内田璞先生お別れの会
　　22日 平成28年度岡山空港航空機事故総合訓練
　　 山陽時事問題懇談会
　　 在宅医療推進協議会
　　 岡山県体育協会創設90周年記念式典・祝賀会



− 18 −

　　 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　23日 おかやまスポーツフェスティバル
　　 産業医研修会
　　24日 第54回岡山県精神保健福祉大会
　　 個別指導
　　 平成28年度第３回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
　　25日 平成28年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　 個別指導
　　 第13回岡山県アスベスト対策協議会（連絡会議）
　　26日 平成28年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 岡山救急医療研究会幹事会
　　 岡山救急医療研究会第18回学術集会
　　 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）
　　27日 第60回中国四国合同産業衛生学会
　　 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会第７回理事会並びに生涯教育講座
　　28日 中国地方社会保険医療協議会
　　 民進党意見交換会（陳情）
　　 精神科11月定例会
　　29日 岡山少年院視察委員会
　　 平成28年度郡市等医師会事務局会議
　　 肺がん読影研究会
　　 岡山プライマリ・ケア学会、岡山県医師会プライマリ・ケア部会合同会議
　　30日 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　　 理事会
　　 衛生検査所立入検査
　　 日赤血液センター来会
　　 岡山西大寺病院理事長・院長来会
　　 消化管精検研究会
　　 岡山県医師会外科部会・第３回岡山外科医会合同講演会
12月１日 平成28年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会（TV会議）
　　 第２回日医産業保健委員会
　　 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　 第５回岡山県児童虐待対策協議会事例検討会
　　２日 日本医師会女性医師支援センター大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会議
　　 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
　　 岡山画像診断センター理事会
　　３日 平成28年度家族計画・母体保護指導者講習会
　　 平成28年度第２回産業医部会委員会
　　 岡山県内科医会・部会　岡山プライマリケア学会部会合同研修会
　　 第345回整形外科部会研修会
　　４日 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会
　　５日 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
　　６日 岡山医学会役員会
　　 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　７日 医療事故制度に係る「支援団体統括者セミナー」（前期）
　　 日医生涯教育委員会
　　 理事会
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　　 会報企画委員会
　　 岡山県精神保健福祉協会会議
　　８日 新規開業医指導
　　 平成28年度第１回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
　　 笠岡医師会忘年会
　　９日 第１回男女共同参画委員会
　　10日 各種委員会
　　11日 平成28年度死体検案研修会（上級）
　　 元議長森下和郎先生告別式
　　 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会
　　12日 支払基金幹事会
　　13日 医師のための介護体験実践講座事前協議
　　 岡山刑務所視察委員会第５回会議
　　 邑久医師会忘年会
　　14日 理事会
　　 整形外科部会委員会
　　15日 第150回日本医学会シンポジウム
　　 個別指導
　　 岡山済生会病院地域医療支援委員会
　　 第４回岡山県訪問看護ステーション連絡協議会理事会
　　16日 平成28年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　 第１回日医介護保険委員会
　　 母体保護法指定医師審査委員会
　　17日 乳がん検診講習会
　　 コープリハビリテーション病院・老健あかね　新築移転内覧会
　　 吉備医師会忘年会
　　18日 第６回BDLS岡山プロバイダーコース
　　 難病指定医研修
　　 広島県医師会との懇談会
　　19日 平成28年度岡山県国民保護共同図上訓練
　　 精神科12月定例会
　　21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
　　 弁護士会来会
　　 運転免許センター来会
　　 災害時における医療体制～ EMIS、BCP説明会～
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　 役職員忘年会
　　22日 留置施設視察
　　 個別指導
　　 日医国際保健検討委員会
　　 県南西部地域医療構想調整会議（第２回）
　　23日 第35回山陽女子ロードレース大会救護活動
　　24日 緩和ケア研修会（25日まで）
　　26日 平成28年度第１回岡山県死因究明等推進協議会
　　28日 理事会
　　 五役会議
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　　 役員忘年会
１月４日 仕事始めの式
　　 平成29年度岡山経済同友会新年祝賀互例会
　　５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
　　 平成28年度第５回CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　 倉敷医師会新年宴会
　　６日 日本医師会財務委員会
　　７日 平成29年度岡山県病院協会新年祝賀会
　　８日 基金国保審査委員連絡会議、社会保険指導者伝達講習会
　　 岡山県医師会プライマリ・ケア部会　岡山プライマリ・ケア学会合同研修会
　　９日 第249回耳鼻咽喉科集談会
　　10日 おかやまマラソン実行委員会来会
　　11日 理事会
　　 第２回日医救急災害医療対策委員会
　　 会報企画委員会
　　 岡山大学法人監査室長来会
　　 整形外科部会委員会
　　12日 新規開業医指導
　　 支払基金幹事会
　　 兵庫県医師会新年祝賀会
　　 岡山県糖尿病医療連携体制検討会議及び岡山県糖尿病対策専門会議
　　13日 中国四国医師会事務局長会議
　　14日 岡山プライマリ・ケア学会　実践シンポジウム
　　 平成29年岡山県医師会新年祝賀会
　　 第346回整形外科部会研修会
　　15日 平成28年度死体検案研修会（上級）
　　 医師のための介護体験実践講座
　　 産婦人科専門医会
　　 小児慢性特定疾病指定医研修会
　　16日 おかやまマラソン医事救護部会
　　 平成28年度岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
　　 川崎学園・九曜学園理事会・評議員会
　　 精神科１月定例会
　　17日 平成28年度第３回都道府県医師会長協議会
　　 都道府県医師会長協議会・日医連執行委員会合同新年会
　　 肺がん読影研究会
　　18日 理事会
　　 会報企画委員会
　　 理事会の体制検討委員会
　　 消化管精検研究会
　　19日 個別指導
　　 平成28年度第３回救急医療情報システム運営委員会
　　 中国地区学校保健研究協議大会第１回実行委員会
　　 岡山県かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
　　 岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　　20日 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　21日 岡山県精神科部会講演会
　　 岡山県医療用自動車協会第３回役員会
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　　22日 患者の意向を尊重した意志決定のための研修会
　　 岡山県医師会有床診療所部会委員会
　　 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック総会（15：15 ～交流会）
　　23日 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
　　25日 中国地方社会保険医療協議会
　　 理事会
　　 五役会議
　　 岡山労働局と岡山県医師会との懇談会
　　 岡山県地域包括ケアシステム学会第３回理事会
　　 川崎医科大学総合医療センター第４回地域医療支援病院運営委員会及び開放病床運営委員会
　　26日 岡山県警察本部面会
　　 岡山大学メディカルセンター構想検討委員会
　　 個別指導
　　 平成29年岡山県学校保健研修会
　　 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会第８回理事会
　　27日 平成28年度岡山県国民保護共同図上訓練
　　 岡山少年鑑別所視察委員会第４回会議
　　 岡山少年院視察委員会
　　 平成28年度全国メディカルコントロール協議会連絡会（第２回）
　　 平成28年度ハートフルビジネスおかやま賀詞交歓会
　　28日 岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会
　　 第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会平成28年度学術研究会
　　 第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会
　　 自賠責研修会
　　 第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会参加役員懇親会
　　29日 第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　 岡山県医療勤務環境改善支援センター講演会
　　 岡山県医療勤務環境改善支援センター第４回運営協議会
　　30日 平成28年度第２回岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会
　　 平成28年度第３回岡山県医療対策協議会
　　31日 岡山県認知症対策連携会議
　　 岡山県医師会透析医部会委員会
２月１日 岡山大学　剣持氏来会
　　 理事会
　　 会報企画委員会
　　 五役会議
　　２日 監査
　　 平成28年度留置施設視察委員会第３回会議
　　 平成28年度岡山県難病対策協議会
　　 勤務医等環境整備事業関係者会議
　　 平成28年度第２回岡山県へき地医療支援会議
　　 第２回岡山市東区救急医療勉強会
　　 かかりつけ医等の肝炎治療対応力向上研修会
　　 かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　３日 個別指導
　　 第２回岡山県難病医療連絡協議会
　　 第35回北方領土返還要求岡山県民大会
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　　 第125回日医年金委員会
　　４日 郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急・医療対策部会委員会連絡協議会・研修会
　　 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
　　５日 2020.30をめざす地区懇談会
　　 乳がん検診講習会
　　 スポーツ県民公開講座
　　 平成28年度第２回地域肝炎対策サポーター研修会
　　６日 健康おかやま21推進会議及び岡山県地域・職域連携推進協議会
　　 第３回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 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　 岡山刑務所視察委員会第６回会議
　　 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会（第２回）
　　８日 平成28年度医療政策シンポジウム（TV会議）
　　 理事会
　　 五役会議
　　 先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
　　 平成28年度第１回岡山県医療費適正化推進協議会
　　 整形外科部会委員会
　　９日 新規開業医指導
　　 岡山県臓器移植推進連絡協議会
　　 平成28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
　　 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
　　 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　 乳がん検診検討会
　　10日 岡山県臓器バンク理事会
　　 第２回日医勤務医委員会
　　 感染症対策委員会
　　 麻しん風疹対策会議
　　11日 平成28年度日本医師会医療情報システム協議会（12日まで）
　　 郡市等医師会長協議会
　　12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
　　13日 平成28年度第２回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会
　　 支払基金幹事会
　　 平成28年度第２回岡山県急性心筋梗塞医療連携体制検討会議
　　 県知事との懇談会
　　14日 損保ジャパン来会
　　 慈圭病院堀井茂男先生来会
　　 岡山県地域医療支援センター運営委員会平成28年度第２回会議
　　15日 理事会
　　 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
　　 会報企画委員会
　　 岡山県肝炎対策協議会
　　 倉敷市連合医師会・水島産業医学研修会・岡山県医師会共催産業医学講習会
　　16日 エバルス発足20周年記念式典
　　 個別指導
　　 平成28年度第１回岡山県がん対策推進協議会
　　 生活保護法に基づく指定医療機関に対する個別指導
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　　 平成29年２月保険医療関係機関連絡会議
　　 ドクタラーゼ取材
　　 日医認証局来会
　　 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会子宮がん部会
　　 五役会議
　　17日 平成28年度女性医師支援事業連絡協議会
　　 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　 第３回日医産業保健委員会
　　 岡山県結核対策連携会議
　　18日 平成28年度指導医養成講習会（19日まで）
　　 第30回岡山県栄養改善学会
　　 岡山プライマリ・ケア学会、岡山県医師会プライマリ・ケア部会合同研修会
　　 脳神経外科部会委員会
　　 脳神経外科部会総会並びに第６回岡山脳神経外科医会総会
　　 認知症サポート医の集い
　　19日 ICLSコース
　　 平成28年度母子保健講習会
　　 「岡山県医師会かかりつけ医」講座
　　 消化管検診研究会講演会
　　20日 医療事故調査制度に係る「トップセミナー」
　　 平成28年度第２回精度管理専門委員会
　　 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会
　　 精神科２月定例会
　　21日 生活保護法に基づく指定医療機関に対する個別指導
　　 NHK取材
　　 岡山県医療審議会（医療法人部会）
　　 山陽新聞社取材
　　 皮膚科部会委員会
　　 肺がん読影研究会
　　 皮膚科部会講演会
　　22日 中国地方社会保険医療協議会
　　 岡大荒木副学長来会
　　 理事会
　　 平成29年度学校保健・学校医大会第１回打合せ会
　　 岡山画像診断センター理事会
　　23日 レディア取材
　　 平成28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
　　 個別指導
　　 平成28年度第４回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
　　 第13回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　　24日 平成28年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　 旭川荘理事長来会
　　 岡山県公害健康被害認定審査会
　　 平成28年度都道府県医師会事務局長連絡会
　　 第15回岡山医療訴訟連絡協議会
　　25日 緩和ケア研修会（26日まで）
　　 県民公開医療シンポジウム
　　 岡山県内科医会・部会研修委員会合同会議・学術講演会
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　　 第347回整形外科部会研修会
　　26日 おかやまJMAT研修会
　　 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会第９回理事会
　　27日 FM岡山収録
　　 レディオモモ収録
　　 平成28年度岡山県社会福祉協議会第４回理事会
　　 第２回地域包括ケア（医療関連）協議会
　　28日 岡山経済同友会平成28年度第６回教育・社会貢献委員会
　　 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
３月１日 第18回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会（TV会議有）
　　 理事会
　　 第３回日医救急災害医療対策委員会
　　 会報企画委員会
　　２日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会第５回理事会
　　 産業医・衛生管理者交流集会
　　 新規登録医療機関に対する社会保険診療に関する説明会
　　 平成28年度第３回岡山県准看護師試験委員会
　　 平成28年度岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
　　 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　 かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
　　３日 平成28年度臨床検査精度管理調査報告会
　　 歯科往診サポートセンター評価会議
　　４日 第４回ADLS岡山プロバイダーコース
　　 胸部疾患診断研究会講演会
　　 地域包括ケア部会委員会
　　 小児科部会委員会
　　 平成28年度第２回高知県医師会医療安全セミナー
　　５日 第４回ADLS岡山プロバイダーコース
　　 平成28年度三重県かかりつけ医等うつ病対応力向上研修（自殺予防研修）
　　 母体保護法指定医師審査委員会
　　 産婦人科専門医会
　　 耳鼻科役員会
　　 第19回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　 産業医研修会
　　 堀井茂男先生の山陽新聞賞受賞記念祝賀会
　　６日 平成28年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　 岡山県警刑事部長面会
　　７日 おかやまマラソン実行委員会来会
　　 NHK取材
　　 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　８日 五役会議
　　 岡山県後期高齢者医療広域連合来会
　　 弁護士会との協定調印式
　　 理事会
　　 認知症に関わる改正道路交通法協議会
　　 医療秘書養成に関する運営委員会
　　 岡山大学学都基金感謝の集い
　　 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
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　　 整形外科部会委員会
　　９日 新規開業オリエンテーション
　　 岡山県アイバンク３月評議員会
　　 日医生涯教育推進委員会
　　 平成28年度第２回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
　　 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　10日 平成28年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　 平成28年度第１回岡山県後期高齢者医療広域連合懇話会
　　 医師・看護職等のWLB推進フォローアップワークショップ
　　 電話相談員との打合せ
　　 平成28年度岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会
　　 日医男女共同参画委員会
　　 小児救急医療電話相談事業検討会
　　 岡山県糖尿病対策専門会議おかやま糖尿病サポーター認定委員会及び糖尿病総合管理医療機関認定委員会
　　 岡山県糖尿病医療連携体制（おかやまDMネット）における専門治療医療機関の意見交換会
　　11日 福祉部臨時役員会
　　 岡山県医師会内科医会・部会循環器フィジカルイグザミネーション講習会
　　 スポーツ医部会委員会
　　 スポーツ医学再研修会
　　12日 岡山県医師会認定かかりつけ医審査会
　　 平成28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
　　 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
　　 第348回整形外科部会研修会（OCOA総会）
　　 女性の健康週間県民公開講座
　　13日 平成28年度ハートフルビジネスおかやま第３回役員会
　　 支払基金幹事会
　　 岡山県献血推進協議会
　　 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　 社会保険連絡協議会事前打合せ
　　 第１回岡山県若年性認知症自立支援ネットワーク会議
　　 精神科３月定例会
　　 第11回認知症疾患医療センター連絡会議
　　14日 指定（地方）公共機関（医療機関・医療関係団体）会議
　　 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん部会
　　 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
　　15日 理事会
　　 平成28年度岡山県看護職員確保対策委員会
　　 会報企画委員会
　　 岡山大学学都基金事務局来会
　　 社会保険連絡協議会
　　 医療ネットワーク岡山協議会第５回理事会
　　16日 個別指導
　　 岡山済生会総合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
　　 全国学校保健会会長会（16：30 ～交流会）
　　17日 平成28年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会
　　 日本赤十字社第89回代議員会



− 26 −

　　 損保ジャパン来会
　　 平成28年度救急搬送体制連絡協議会（メディカルコントロール協議会）
　　 岡山少年院視察委員会
　　 第２回介護保険委員会
　　18日 第６回岡山県児童虐待対策協議会　特別講演会
　　 医院継承セミナー
　　19日 平成28年度学校保健講習会
　　 日医ITフェア
　　20日 岡山プライマリ・ケア学会総会・第24回学術大会
　　21日 岡山県医療審議会
　　 平成28年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
　　 第１回岡山県保健医療計画策定協議会
　　 平成28年度第３回スポーツ医・科学委員会
　　 肺がん読影研究会
　　22日 理事会
　　 平成28年度第２回岡山県在宅医療推進協議会
　　 第２回理事会の体制検討委員会
　　 岡山県外科医会・岡山外科医会臨時総会
　　 消化管精検研究会
　　23日 個別指導
　　 第２回ドクターヘリ運航調整委員会
　　 第15回日本フットケア学会年次学術集会会長招宴
　　 岡山県医師会眼科部会・岡山県眼科医会第10回理事会・慰労会
　　24日 平成28年度岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会
　　 岡山県健康づくり財団理事会
　　 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　25日 全国医師会医療秘書学院連絡協議会第２回常任委員会
　　 中国四国医師会連合常任委員会
　　 中国四国医師会連合連絡会
　　26日 中国四国医師会連合連絡会
　　 第139回日医臨時代議員会
　　 第250回岡山県耳鼻咽喉科集談会第43回総会
　　28日 中国地方社会保険医療協議会
　　 岡山県後期高齢者医療審議会
　　 川崎学園・九曜学園理事会・評議員会
　　 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　29日 おかやまマラソン実行委員会来会
　　 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 岡山大学来会
　　 平成28年度第２回高梁・新見圏地域医療構想調整会議及び第２回高梁・新見圏域保険医療対策協議会
　　 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
　　 CKD・CVD対策に関する定例協議会報告
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［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）
１．生涯教育に関する事項（山本理事、合地理事、岩月理事）

⑴　平成27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28年10月１日付けで、平成27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3.4、
取得CCは2.6減少。取得単位・CCの合計は６ポイント減少となった。

　①　全国の平均と岡山県の平均

全　国 岡山県
H27年度 H26年度 H25年度 H27年度 H26年度 H25年度

平均取得単位 16.3 17.6 15.7 17.3 20.7 19.1
平均取得CC 15.1 15.4 15.2 15.3 17.9 16.4

取得単位+CC
合計平均 31.4 33.0 30.9 32.6 38.6 35.5

　②　平成27年度の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 氏名（郡市等医師会） 単位合計 CC合計 単位+CC

１ 三谷　　健（津山市医師会） 555.0 81 636　

２ 加原　雅教（児島医師会） 502.0 80 582　

３ 岩藤　知義（赤磐医師会） 486.5 79 565.5

４ 伏見　　章（岡山市医師会） 442.5 78 520.5

５ 則井　　崇（岡山市医師会） 397.5 78 475.5

６ 三谷原重雄（倉敷医師会） 381.0 73 454　

７ 福家　浩三（岡山市医師会） 288.5 74 362.5

８ 池田　裕政（北児島医師会） 284.0 78 353　

９ 西原　照夫（岡山市医師会） 280.0 73 284.5

10 澤田　　聡（岡山市医師会） 222.5 62 284.5
※10名中９名が診療所、１名が自宅会員の先生であった。

　③　連続する３年間の岡山県医師会会員上位10名の取得数

順位 氏名（郡市等医師会） 単位合計 CC合計 単位+CC

１ 三谷　　健（津山市医師会） 1,596.0 84 1,680　

２ 加原　雅教（児島医師会） 1,305.5 84 1,389.5

３ 岩藤　知義（赤磐医師会） 1,297.5 84 1,381.5

４ 則井　　崇（岡山市医師会） 1,046.5 84 1,130.5

５ 三谷原重雄（倉敷医師会） 987.5 82 1,069.5

６ 伏見　　章（倉敷医師会） 913.5 82 995.5

７ 福家　浩三（岡山市医師会） 730.0 79 809　

８ 澤田　　聡（岡山市医師会） 718.5 81 799.5

９ 仁科　秀雄（玉島医医会） 704.0 82 786　

10 市川　弘幸（倉敷医師会） 684.0 79 763　
※10名中全員が診療所の先生であった。



− 28 −

　④　平成27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）

　０ 372 315 16０ 847
　０.5 ～ 2０ 833 6０2 134 1569
　2０.5 ～ 4０ 296 1０6 2０ 422
　4０.5 ～ 6０ 11０ 35 4 149
　6０.5 ～ 8０ 35 12 1 48
　8０.5 ～ 1００ 17 5 ０ 22
1００.5 ～ 4００ 31 7 4 42

4００以上 4 ０ ０ 4
計 1,698 1,０82 323 3,1０3

【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）

０ 372 315 16０ 847
1～5 168 176 46 39０

6～ 1０ 257 173 43 473
11 ～ 15 189 127 3０ 346
16 ～ 2０ 149 95 19 263
21 ～ 25 141 66 6 213
26 ～ 3０ 1０5 39 8 152
31 ～ 35 11０ 33 1 144
36 ～ 4０ 76 21 3 1００
41 ～ 45 52 19 ０ 71
46 ～ 5０ 26 5 4 35
51 ～ 55 2０ 6 2 28
56 ～ 6０ 1０ 2 1 13
61 ～ 65 9 3 ０ 12
66 ～ 7０ 5 2 ０ 7
71 ～ 75 3 ０ ０ 3
76 ～ 8０ 5 ０ ０ 5
81 ～ 84 1 ０ ０ 1

計 1,698 1,０82 323 3,1０3
※その他…大学、自宅会員等

【単位・CC合計取得数別人数】

取得
合計数

診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

０ 372 315 16０ 847
０.5 ～ 2０ 433 368 96 897
2０.5 ～ 4０ 359 217 43 619
4０.5 ～ 6０ 225 82 13 32０
6０.5 ～ 8０ 139 52 2 193
8０.5 ～ 1００ 76 24 3 1０3
1００.5 ～ 2００ 74 22 5 1０1
2００.5 ～ 3００ 13 2 ０ 15
3００.5 ～ 4００ 1 ０ 1 2
4００.5以上 6 ０ ０ 6

計 1,698 1,０82 323 3,1０3
※その他…大学、自宅会員等
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　　平成27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、CC２「継続的な学習と臨床能

力の保持」の1,571人で、一番少なかった項目は、71「流・早産および満期産」の14人であった。他に取得者の
少なかった項目は、55「肛門・会陰部痛」、64「肉眼的血尿」、58「褥瘡」であり、どれものべ取得者数が100人
未満であった。講習会等を主催される方は、取得者の少ないカリキュラムコードの内容の講演会を開催して頂き、
会員の先生方にも積極的にそれらの講演会にご参加頂けるようお願いしたい。

【平成27年度カリキュラムコード取得一覧表と取得者数】

⑵　日医生涯教育講座の開催
　①　平成28年４月23日（乳がん検診講習会）
　　　遺伝性乳がんについて 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　講師　平　　成人
　②　平成28年５月11日（岡山県学校検尿・３歳児検尿マニュアル研修会）
　　　岡山県検尿マニュアル−適正な学校検尿・３歳児検尿のために−
 公益財団法人大原記念倉敷中央機構　小児科部長　綾　　邦彦
　③　平成28年５月22日（平成28年度母体保護法指定医師研修会）
　　　若年妊娠と高年妊娠−その現状と問題点 　公益社団法人日本産婦人科医会　常務理事　安達　知子
　　　産科領域におけるクライシスマネジメント 川崎医科大学麻酔・集中治療医学　准教授　戸田雄一郎
　　　中絶をめぐる生命倫理 岡山商科大学法学部　教授　粟屋　　剛
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　④　平成28年６月11日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌検診における画像検査の位置づけ 水島協同病院乳腺外科　科長　石部　洋一
　⑤　平成28年７月９日（産業医研修会）
　　　データヘルス計画に於ける産業医の関与について
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　医療政策・医療経済学分野　教授　浜田　　淳
　　　東京都に於けるストレスチェック制度外部委託状況と課題について
 　日医産業保健委員会委員・東京都医師会理事　天木　　聡
　　　メンタルヘルス対応　難渋事例の検討（グループ討議）
 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
　⑥ 　平成28年７月16日（日医生涯教育協力講座セミナー「認知症に寄り添う」
　　　～地域生活継続可能な社会に向けて～）
　　　認知症初期集中支援チームの立ち上げと取り組み 岡山市高齢者福祉課　介護予防担当課長　山邊　浩樹
　　　岡山市地域ケア総合推進センター　山川　万由美きのこエスポアール病院の30年
 きのこエスポアール病院　精神科　三木　知子
　　　認知症の人を診る−「医学モデル」から「生活モデル」へ− 日本医科大学精神科　講師　上田　　諭
　⑦　平成28年７月23日（第１回岡山県医師会　医師の勤務環境改善ワークショップ）
　　　医師の勤務環境改善−これまでの取り組みと今後の課題−
 日本赤十字社医療センター　第二産婦人科部長　木戸　道子
　⑧　平成28年８月７日
　　　（日医かかりつけ医機能研修制度平成28年度応用研修会/岡山県医師会認定かかりつけ医更新研修会）
　　　フレイル予防、高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群生活習慣病 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　かかりつけ医の摂食嚥下障害 岡山県内科医会理事　氏平　　徹
　　　かかりつけ医の在宅医療・緩和医療 岡山内科医会　会長　福岡　英明
　　　かかりつけ医の倫理　症例検討 岡山県医師会理事　江澤　和彦
 岡山県医師会副会長　松山　正春
　⑨　平成28年８月20日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌検診50年の回顧～視触診からのマンモ併用検診、超音波検診の評価と今後の展望～
 くにとみ外科胃腸科医院　岡崎　邦泰
　⑩　平成28年８月20日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　長距離ランナーの障害について 岡山大学病院総合リハビリテーション部　教授　千田　益生
　　　運動とメンタルヘルスについて たかはしクリニック　院長　高橋　理枝
　　　プラスの着目点に立ち、思い込みを打破していこう！ メンタルトレーナー　高畑　好秀
　⑪　平成28年８月21日（地域包括診療加算・地域包括診療科にかかるかかりつけ医研修会）
　　　脂質異常症、糖尿病、高血圧症、認知症、禁煙指導、健康相談、在宅医療、介護保険、服薬管理
　⑫　平成28年９月４日（日医生涯教育講座・救急の日講演会）
　　　マラソン大会と災害医療・危機管理
 九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座災害救急分野　助教　永田　高志
　　　救急・災害医療を巡る最近の課題 日本医師会前常任理事　石井　正三
　⑬　平成28年９月10日（岡山県医師会消化管検診研究会講演会）
　　　胃内視鏡検診の現状と課題 新潟県立がんセンター新潟病院臨床部長　成澤林太郎
　　　カテゴリー分類に基づく対策型胃がん検診の読影と精度管理 獨協医科大学放射線部　教授　石川　　勉
　⑭　平成28年９月17日（プライマリ・ケア講座）
　　　熊本地震　何が起こり、何を行ったか！−command and controlの必要性−
 熊本市民病院神経内科・地域医療連携部リハビリテーション部　首席診療部長　橋本洋一郎
　　　熊本地震における日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）ボランティア活動報告
 岡山県栄養士会理事　地域活動事業部部長　　　　　　
 　日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）リーダー　細川　良子
　⑮　平成28年10月８日（主治医研修会）
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　　　医療に関する諸問題～診療報酬改定と医療制度について～ 日本医師会　副会長　松原　謙二
　⑯　平成28年10月15日（乳がん検診講習会）
　　　乳がんの最近のトピックス 川崎医科大学乳腺甲状腺外科学教室　教授　紅林　淳一
　⑰　平成28年11月５日（認知症研修会～在宅で認知症を支える（７）～）
　　　地域包括ケアの展望 岡山県保健福祉局　副局長　柴田　拓己
　　　これからの認知症対策～発症予防から進行予防まで～
 鳥取大学医学部保健学科生体制御学教授　浦上　克哉
　⑱　平成28年11月12（日本医師会生涯教育講座）
　　　感染症診断に役立つ身体診察法
 公益財団法人田附興風会　医学研究所　北野病院　総合内科主任部長　藤本　卓司
　　　消毒を中心とした感染管理について 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科教授　尾家　重治
　　　もう１度復習しましょう−肺炎の診断と治療−
 川崎医科大学附属川崎病院内科部長/川崎医科大学総合内科学１教授　沖本　二郎
　⑲　平成28年12月４日（岡山県医師会認定かかりつけ医研修会（１日目））
　　　　健康相談・在宅医療 岡山県看護協会　江田　純子
　　　　介護保険 岡山県介護支援専門員協会　高橋　幸代
　　　　服薬管理 岡山県薬剤師会　肥後　昇平
　　　　禁煙指導 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　　死体検案について 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　平成28年12月11日（岡山県医師会認定かかりつけ医研修会（２日目））
　　　　脂質異常症 岡山医療センター内科医長　肥田　和之
　　　　糖尿病 岡山大学病院糖尿病センター助教　利根　淳仁
　　　　高血圧症 岡山県内科医会　理事　氏平　　徹
　　　　認知症 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　⑳　平成28年12月17日（乳がん検診講習会）
　　　これからの乳がん検診を考える 岡山赤十字病院副院長/乳腺・内分泌外科　部長　辻　　尚志
　㉑　平成29年１月８日（社会保険指導者伝達講習会「アレルギー疾患のすべて」）
　㉒　平成29年１月15日（医師のための介護体験実践講座） 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　「尊厳を保障する」自立支援の実現にむけて～介護の理論と実技の画期的手法～介護実技実践
 介護総合研究所「元気の素」代表　上野　文規
　㉓　平成29年２月４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）
　　　全身疾患でみられる見逃せない皮膚症状について
 岡山赤十字病院皮膚科部長（兼）形成外科部長　大野　貴司
　　　学術奨励賞受賞講演（２題）
　　　他科の先生に伝えたい眼科診療のポイント～白内障・緑内障編～
 岡山市立市民病院診療部長・眼科部長　坂口　紀子
　　　めまい・難聴のプライマリ・ケア−境界領域のめまい・難聴診療−
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学助教　前田　幸英
　㉔　平成29年２月５日（乳がん検診講習会）
　　　乳房超音波検査を併用した乳がん検診　 川崎医科大学附属川崎病院　外科　副部長　中島　一毅
　㉕　平成29年２月９日（平成28年度岡山県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 こころの健康　こうやまクリニック　香山　茂樹
　　　思春期精神疾患の診断と対応について 　希望ヶ丘ホスピタル　高山　恵子
　㉖　平成29年２月18日（岡山県認知症サポート医の集い）
　　　認知症に対する地域連携・多職種連携～サポート医の役割～
 国立長寿医療研究センター　副院長　鷲見　幸彦
　㉗　平成29年２月19日（岡山県医師会消化管検診研究会講演会）
　　　胃癌検診−出来ることから始めよう−
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 川崎医療福祉大学医療技術学部　臨床栄養学科　特任教授　春間　　賢
　　　「胃炎の京都分類」を考えたこれからの胃がん検診 川崎医科大学健康管理学教室　教授　鎌田　智有
　　　大腸癌の早期診断と治療 川崎医科大学附属病院消化器センター医長　藤田　　穣
　㉘　平成29年２月28日（平成28年度　岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　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　竹内　秀将
　　　肺聴診の基本と達人技 　川崎医科大学呼吸器内科教授　岡　三喜男
　㉙　平成29年３月２日（平成28年度　岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　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　竹内　秀将
　　　臨床の場におけるIGRAsの用い方−IGRAs陽性の場合どうしますか？−
 川崎医科大学総合医療センター副病院長　沖本　二郎
　㉚　平成29年３月４日（岡山胸部疾患研究会講演会）
　　　肺非結核性抗酸菌症について−診断・治療・マネジメント−
 岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治
　㉛　平成29年月８日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　１）認知症の人の理解及びケアの基本
　　２）認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　３）院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　４）一症例の事例紹介、総合討論 万成病院、川崎医科大学総合医療センター　石丸　信一、石原　武士
　㉜　平成29年３月９日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　１）認知症の人の理解及びケアの基本
　　２）認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　３）院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　４）一症例の事例紹介、総合討論 いぬい医院　福岡　英明
 岡山大学病院　寺田　整司
　㉝　平成29年３月11日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　ゴルフとスポーツ障害 　　　坂田整形外科医院　坂田賢一郎
　　　脳をとりまく疾患と最近の話題 広島市立広島市民病院　脳神経外科部長　廣常　信之
　㉞　平成29年３月14日（平成28年度　岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　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　竹内　秀将
　　　呼吸器領域における難病：特発性肺線維症
 岡山大学大学院保健学研究科検査技術科学分野　生体情報科学領域教授　宮原　信明
　㉟　平成29年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）
　　１）認知症の人の理解及びケアの基本
　　２）認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　３）院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　４）一症例の事例紹介、総合討論　 岡山県医師会理事　江澤　和彦
 川崎医科大学総合医療センター　石原　武士
⑶　卒後臨床研修対策（岩月理事・神﨑理事・山本理事）
　① 　平成28年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成29年２月18、19日、岡山市立市民病院に於いて、

岡山県医師会・岡山市立市民病院が主催し開催した。参加者は29名であった。
⑷ 　郡市等医師会勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協議会を平成28年12月10日（土）午後３時より、岡山

コンベンションセンター４階406会議室にて開催した。
⑸ 　都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会が平成29年３月17日に日本医師会で開催され、山本理事と赤堀事

務員が出席した。
⑹　岡山県医師会学術奨励賞及び岡山県医師会会長賞
　①　岡山県医師学術奨励賞
　　 　平成28年度は下記２名に授与された。平成27年12月10日に授与式、平成29年２月10日に三木記念ホールで受

賞講演が行われた。



− 33 −

　　◦「観音開き法再建：噴門側胃切除における逆流防止機構を付加した食道残胃吻合」
 岡山大学病院新医療研究開発センター助教　黒田　新士
　　◦ 「非合併症急性B型大動脈解離におけるadaptive servo-ventilationのC-reactive proteinならびに交感神経活

性抑制効果に関する研究」 心臓病センター榊原病院心臓血管外科部長　平岡　有努
　②　岡山県医師会会長賞
　　　平成28年度は下記の団体に授与され、平成28年12月10日に授与式が行われた。
　　◦矢掛町国民健康保険病院（矢掛町）
　　◦在宅医療・介護・権利擁護連携推進部会（玉野市）
　　◦わが街健康プロジェクト。（倉敷市）
⑺　NPO医師研修支援機構（糸島監事）
　 　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28年度に以下の事業を行いました。
　①　医学生・研修医・一般医師を対象とした病院説明会および各種セミナー等事業。
　　１ ）岡山マッチングプラザ2016を５／ 29（日）に岡山コンベンションセンターで「時代は初期→新専門医→地

域へ、キャリアパスの展望」で行いました。
　　２）マッチングプラザ＠WEB。
　　３ ）医師研修セミナーは岡山労災病院が担当し、医学生、初期研修医、若手医師27名が参加して小児科の救急

シミュレーションを熱心に行った。
　② 　地域枠学生および岡山医療圏の地域医療に興味をもつ医学生を対象としたキャリアアップ支援事業：ハワイ

大学地域医療研修助成：岡山県医師会から助成を受けて、夏には学生７名応募があり、３名を派遣した。
　③ 　地域枠学生および岡山医療圏の地域医療に興味を持つ研修医・医師を対象とした卒後キャリアアップ支援事

業
　　１）研修医OSCE Okayama cup 2016　後援。
　　２）【新事業】病院見学.com（ドットコム）：病院見学に特化した病院見学情報ポータルサイトを準備中
　④　岡山医療圏内へ就職を希望する研修医および一般医師への情報提供および就職サポート事業
　　１）Welcome研修医の会　研修医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4.6万／年
　　３）医師求人情報ページの更新
　　４）プラチナ倶楽部　マッチ者数名。
　⑤ 　その他、医師のキャリアアップおよび就職に関わる相談事業および魅力ある岡山医療圏を全国に発信する 

広報活動事業
　　１）相談事業のための環境整備として無料職業紹介事業（岡山県、岡山県医師会と共同で）。
　　２）生涯教育の情報提供；岡山県医師会ホームページの生涯教育検索システムをリンクして情報提供。
　⑥　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。
　⑦ 　地域医療部会；参加会員は126名となり、毎月30名以上の会員が参加して議論を繰り広げる。今年度から運

営を部会が担当している。
　　　平成29年３月開催にて第126回を迎えた。４つのミッションステートメント；
　　　１）地域の医療に責任を持つ体制作りを皆で考える。
　　　２）病院が担う地域医療の役割を考える。
　　　３）地域医療人を育成する。
　　　４）多職種が意見を共有する（行政・病院・大学・法曹・メディア）。
⑻　県民公開講座
　①　CKD（慢性腎臓病）
　　　日　時：平成28年10月23日（日）11：00 ～ 15：15
　　　場　所：岡山県医師会館　三木記念ホール　他 
　　　テーマ：「腎臓病と減塩を正しく知って、元気で長生きしよう！」
　　　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：130名　
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　　１）相談コーナー　（11：00 ～ 13：00）
　　　　①血圧測定、②検尿、③食事の相談（管理栄養士）、④健康相談（腎臓専門医）、⑤薬の相談（薬剤師）
　　２）パンフレット配布・食品サンプル配布
　　３）演題・講師（13：00 ～ 14：50）
　　　講演１：「CKD（慢性腎臓病）について」 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　　　　　　　　　
 　CKD・CVD地域連携・心腎血管病態解析学　准教授　内田　治仁　先生
　　　講演２：「CKD（慢性腎臓病）の食事療法～腎臓にやさしい食事～」
 重井医学研究所附属病院　栄養管理部　室長　黒住　順子　先生
　　　講演３：「クスリは正しく、腎ぞうにやさしく」 サンライズ薬局　　池田　尚代　先生
　　　講演４：「CKDにおすすめの３つの運動」 岡山大学全学教育　学生支援機構　教授　鈴木　久雄　先生
　　４）Q & Aコーナー（14：40～15：00） 
　②　糖尿病県民公開講座『楽しく学ぼう！食と運動　成功の秘訣』
　　 　平成28年11月16日（日）11：00 ～ 15：50　岡山県医師会館「三木記念ホール」「中ホール、第１、２会議室」

にて開催
　　１）健康相談　11：00 ～ 13：00
　　　①食事の相談（管理栄養士）、②薬の相談（薬剤師）、③歯の健康相談（歯科衛生士）、④血糖測定（看護師）
　　２）パネル展示
　　　・糖尿病の歴史　・インクレチンの話　・膵島移植の話
　　３）パンフレット配布
　　４）食品サンプル配布
　　５）講演会　13：00 ～ 15：50
　　　　【特別講演】（13：05 ～ 14：05）
　　　　　「糖尿病の食事療法−どう考えればいいの？」
 東京慈恵会医科大学附属病院　内科学講座（糖尿病・代謝・内分泌内科）教授　宇都宮一典　先生
　　　　【講演１】（14：15 ～ 14：45）
　　　　　「幸せを呼ぶ！　運動療法」（講演20分、エクササイズ10分）
 関西電力病院　糖尿病・代謝・内分泌センター　部長　田中　永昭　先生
 関西電力病院　理学療法士　平沢　良和　先生
　　　　【講演２】（14：45 ～ 15：15）
　　　　　「糖尿病と“共”にイキイキ過ごす秘訣～人を良くする食とは？～」
　　　　　國枝　加誉先生（健康食育シニアマスター）
　　　　【質問タイム】（15：15 ～ 15：45）
　　　　　参加者：180名
⑼　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28年12月24・25日　参加者39名、平成29年２月25・26日　参加者39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。

⑽　認定スポーツ医研修会
　①　平成28年度第１回スポーツ医部会委員会　平成28年８月20日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題Ⅰ「長距離ランナーの障害について」
　　　　講師：岡山大学病院総合リハビリテーション部教授　千田　益生　先生
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　　　演題Ⅱ「運動とメンタルヘルスについて」
　　　　講師：たかはしクリニック院長　高橋　理枝　先生
　　　演題Ⅲ「プラスの着目点に立ち、思い込みを打破していこう！」
　　　　講師：メンタルトレーナー　高畑　好秀　氏
　②　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　平成29年２月５日
　　◦DVD放映
　　◦講演　
　　　演題：「～夢の実現～」
　　　講師：古賀塾塾長
　　　　　　 IPU環太平洋大学　体育学部体育学科教授、IPU環太平洋大学　女子柔道部総監督　日本健康医療専

門学校校長　古賀　稔彦　先生
　　◦対談　
　　　〈聞き手〉　
　　　岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　岡山県医師会健康スポーツ医部会委員長　阿部　信寛
　　　岡山県医師会健康スポーツ医部会委員　　名越　　充
　③　平成28年度第２回スポーツ医部会委員会　平成28年３月11日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題Ⅰ「ゴルフとスポーツ障害」
　　　講　師：坂田整形外科医院　坂田　賢一郎　先生
　　　演題Ⅱ「脳をとりまく疾患と最近の話題」
　　　講　師：広島市立広島市民病院　脳神経外科部長　廣常　信之　先生
　④　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第34回岡山県高等学校空手道春季選手権大会
　　　　日　時　平成28年４月24日
　　２）行事名　第55回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　日　時　平成28年６月５日
　　３）行事名　第43回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　日　時　平成28年９月25日
　　４）行事名　第43回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日　時　平成28年11月20日
　　５）行事名　第30回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会　
　　　　日　時　平成29年１月４日、１月５日、１月６日
　⑤　スポーツ医・科学委員会（平成28年度）
　　　第１回　６月21日、第２回　11月14日、第３回　３月21日
⑾　産業医研修関連事業
　　◦４月16日（土）産業医研修会　19：00 ～ 20：30　おかやま西川原プラザ
　　　　１．ストレスチェック制度（高ストレス者の面接指導）に関する研修
 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1.5単位　
　　◦５月12日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ストレスチェック実施に関するポイント 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェック実施に関する疑問点を解消する−
 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
　　◦５月15日（日）産業医研修会　14：00 ～ 15：30　ライフパーク倉敷
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　　　　１．ストレスチェック制度（高ストレス者の面接指導）に関する研修
 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1.5単位　
　　◦５月25日（水）産業医研修会　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．ストレスチェック制度（高ストレス者の面接指導）に関する研修
 岡山赤十字病院精神神経科部長　中島　　誠
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新1.5単位　
　　◦６月１日（水）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．うつ病とメンタル不調者の治療連携と復職支援について
 岡山ろうさい病院精神科心療内科部長　大月　健郎
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位　
　　◦６月９日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ストレスチェックの医師面接指導に関するポイント 
　　　　　　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
　　　　　　−ストレスチェックの医師面接指導に関する疑問点を解消する−
 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
　　◦６月11日（土）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　津山市医師会
　　　　１．ストレスチェック制度（高ストレス者の面接指導）に関する研修
 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1.5単位　
　　◦６月13日（月）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　DOWAエレクトロニクス岡山㈱ 
　　　　１．職場の衛生管理体制および健康管理の実情について
　　　　２．職場巡視と事後討論
　　　　　　　　【単位数】基礎実地2.5単位、生涯実地2.5単位
　　◦６月23日（木）産業医研修会　14：00 ～ 15：30　ピュアリティまきび
　　　　１．ストレスチェック制度（高ストレス者の面接指導）に関する研修
 一般財団法人河田病院副院長　山下　龍子
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新1.5単位　
　　◦７月２日（土）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　高梁国際ホテル
　　　　１．ストレスチェック制度（高ストレス者の面接指導）に関する研修
 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1.5単位　
　　◦７月２日（土）産業医研修会　14：30 ～ 16：00　ライフパーク倉敷
　　　　１．ストレスチェック制度（高ストレス者の面接指導）に関する研修
 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1.5単位　
　　◦７月９日（土）産業医研修会　14：00 ～ 17：30　岡山県医師会館４階　第１会議室
　　　　１．データヘルス計画に於ける産業医の関与について
 岡山大学大学院医療政策・医療経済学分野教授　浜田　　淳
　　　　２．東京都に於けるストレスチェック制度外部委託状況と課題について
 日医産業保健委員会委員・東京都医師会理事　天木　　聡
　　　　３．メンタルヘルス対応　難渋事例の検討（グループ討議PartⅢ）　
 岡山大学大学院地域医療支援センター助教　岩瀬　敏秀
 岡山県医師会理事・労働衛生コンサルタント　江澤　和彦
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 岡山県医師会理事　山本　博道
　　　　　　　【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14日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．ストレスチェックの事後措置に関するポイント 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．グループワークによる事例検討
　　　　　　−ストレスチェックの事後措置に関する疑問点を解消する−
 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
　　◦８月９日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．ストレスチェック制度の概説（法改正のポイント） 
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．ストレスチェックの実務（検査、面接指導、事後措置の実施）
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位　専門１単位
　　◦９月15日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．事例で学ぶメンタルヘルス対応（復職編） 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
　　　　　　−復職困難な事例の検討− 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 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８日（土）産業医合宿研修会　13：00 ～ 17：15　新庄村ふれあいセンター
　　　　１．ルール・業務遂行レベルにもとづくメンタル対応総論　
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．手順と様式による標準化されたメンタル対応
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　３．メ職場でよくあるメンタル対応Q&Aの演習　−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
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門３単位　実地１単位
　　◦10月９日（日）産業医合宿研修会　９：00 ～ 12：30　新庄村ふれあいセンター
　　　　１．もう悩まない　完全解決ストレスチェック制度 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．高ストレス者へのストレス軽減プログラム実習　−森林セラピーを通して−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位　実地２単位
　　◦10月13日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．事例で学ぶメンタルヘルス対応（療養導入編） 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
　　　　　　−療養導入困難な事例の検討− 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 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５日（土）産業医研修会　13：00 ～ 18：15　岡山第一生命ビル３階会議室
　　　　１．就業規則にもとづくメンタル対応の試みと社会保険労務士への期待 
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．産業医と社会保険労務士の連携事例
 名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科講師　松葉　泰昌
 アムール・メディカル社労士　多賀三佐子
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
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　　　　３．具体的な就業規則項目について検討する（グループ演習）
　　　　　　−復帰基準の明文化と欠勤・休職の通算規定の整備− 社労士法人IMI社労士　万田　耕司
 社労士法人IMI社労士　岩井　雅廣
 社労士法人ベスト・パートナーズ　竹谷　保宣
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　４．弁護士から見た就業規則にもとづくメンタル対応の可能性
 村本綜合法律事務所弁護士　村本　　浩
 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
 村本綜合法律事務所弁護士　村本　　浩
 名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科講師　松葉　泰昌
 アムール・メディカル社労士　多賀三佐子
 社労士法人IMI社労士　万田　耕司
 社労士法人IMI社労士　岩井　雅廣
 社労士法人ベスト・パートナーズ　竹谷　保宣
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門３単位、実地２単位
　　◦11月10日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　中国電力㈱水島発電所
　　　　１．職場の衛生管理体制および健康管理の実情について
　　　　２．職場巡視と事後討論
　　　　　　　【単位数】基礎実地２．５単位、生涯実地２．５単位
　　◦11月10日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．事例で学ぶメンタルヘルス対応（難渋事例編１）
 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
　　　　　　−医療管理と労務管理の狭間にある困難事例の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 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23日（水・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．特定健診・特定保健指導の取組 岡山県保健福祉部健康推進副課長　山野井尚美
　　　　２．大企業における特定保健指導の現況とストレスチェック制度について
 三菱化学㈱水島事業所健康管理センター　成松　勇人
　　　　３．健康づくりのための栄養指導 岡山県南部健康づくりセンター管理栄養士　藤井由美子
　　　　４．最近の産業保健の動向 日本医師会常任理事　松本　吉郎
　　　　　　　【単位数】基礎後期　４単位、生涯専門　４単位
　　◦12月８日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．事例で学ぶメンタルヘルス対応（難渋事例編２）　
 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
　　　　　　−メンタル疾患とフィジカル疾患の併発による困難事例の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 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
　　◦平成29年１月６日（金）産業医研修会　15：00 ～ 17：00　ピュアリティまきび
　　　　１．石綿関連疾患診断技術研修について 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦１月26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
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　　　　１．最近の労働衛生行政について 岡山労働基準監督署　安全衛生課長　田渕　英二
　　　　２．ストレスチェック制度Ｑ＆Ａ　−問い合せ内容の現状を探る−
 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26日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．事例で学ぶメンタルヘルス対応（過重労働編）
 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
　　　　　　−過重労働がある場合のメンタルヘルス不調例の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位
　　◦２月４日（土）産業医研修会　18：30 ～ 20：30　倉敷休日夜間急患センター
　　　　１．ストレスチェック制度面接指導の実情について 岡山赤十字病院精神神経科部長　中島　　誠
　　　　２．ストレスチェック制度面接指導の事例検討 三菱化学株式会社水島事業所専属産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位
　　◦２月７日（火）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山医療センター
　　　　１．メンタルヘルス事例紹介１（過重労働編） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．メンタルヘルス事例紹介２（パワハラ編） 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修：専門２単位
　　◦２月９日（木）産業医研修会　14：30 ～ 16：30　高梁国際ホテル
　　　　１．ストレスチェックの実施状況について 新見労働基準監督署長　小松原邦正
　　　　２．ストレスチェック制度面接指導の事例検討 三菱化学株式会社水島事業所専属産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位　実地１単位
　　◦２月11日（土）産業医研修会　18：30 ～ 20：30　おかやま西川原プラザ
　　　　１．ストレスチェック制度面接指導の実情について 岡山赤十字病院精神神経科部長　中島　　誠
　　　　２．ストレスチェック制度面接指導の事例検討 三菱化学株式会社水島事業所専属産業医　成松　勇人
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位
　　◦２月15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．治療と職業生活の両立支援における産業保健スタッフの役割
 株式会社平和堂専属産業医　河津雄一郎
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、生涯研修：専門２単位
　　◦２月23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．職域における健康診断と事後措置について
 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２日（木）産業医・衛生管理者交流集会　13：00 ～ 16：00　ピュアリティまきび
　　　　１．化学物質リスクアセスメント実施のポイント 岡山労働局労働基準部　健康安全課長　岡田　康浩
　　　　２．ストレスチェック制度義務化　１年が過ぎた現状と今後の課題
 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2.5単位、生涯研修：更新１単位、専門1.5単位
　　◦３月５日（日）日医生涯教育講座・産業医研修会　13：00 ～ 17：00　三木記念ホール
　　　　１．全国並びに岡山県における精神疾患ほか労災認定状況
 岡山労働局労働基準部労災補償課課長　貝梅　昭憲
　　　　２．職域における発達障害労働者への係わり
 川崎医療福祉大学医療福祉学部臨床心理学科教授　谷原　弘之
　　　　３．簡易測定器を用いる場合のリスクアセスメント手法・手順
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 川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科教授　田口　豊郁
　　　　　　　【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９日（木）産業医研修会　19：00 ～ 21：00　岡山ろうさい病院
　　　　１．事例で学ぶメンタルヘルス対応（パワハラ編） 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
　　　　　　−パワハラグレーゾーン事例におけるメンタル不調例の検討−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位　実地１単位

２．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、大原理事、宮﨑理事、合地理事）
　①　平成28年７月27日（水）岡山プラザホテル
　　　岡山県医師会外科部会・第１回岡山外科医会合同講演会
　　　「非小細胞肺癌に対する個別化治療の動向と外科の役割」
 川崎医科大学呼吸器外科学　教授　中田　昌男　先生
　②　平成28年９月23日（金）岡山県医師会館
　　　岡山県医師会　外科部会委員会ワーキンググループ
　③　平成28年11月30日（水）レストラン西川
　　　岡山県医師会外科部会・第３回岡山外科医会合同講演会
　　　「胃がんスクリーニング検査における胃がんリスク層別化検査（ABC分類）の有用性と注意点」
 一般財団法人　淳風会　健康管理センター　副センター長　旭ヶ丘病院　院長代理　井上　和彦　先生
　④　平成28年12月10日（土）岡山県医師会館
　　　岡山県医師会　外科部会委員会
　⑤　平成28年３月22日（水）岡山県医師会館
　　　岡山県外科医会・岡山外科医会　臨時総会
⑵　眼科部会
　①　眼科専門医会
　　１）平成28年７月24日
　　　ア　「全身から考える滲出型加齢黄斑変性治療」 東邦大学医療センター大森病院　講師　柴　　友明　先生
　　　イ　「CLの抱える諸問題について−医療対策的見地から−」　
 日本眼科医会　副会長/神鳥眼科医院　神鳥　高世　先生
　　　ウ　「瞬目関連疾患−摩擦による眼表面疾患の謎に迫る」
 愛媛大学医学部眼科学教室　教授　白石　　敦　先生
　　２）平成28年11月24日
　　　ア　「薬剤耐性菌時代にすべての臨床医に知ってほしいこと」
 大阪大学医学部附属病院　感染制御部　助教　萩谷　英大　先生
　　　イ　「角結膜疾患の薬物治療：薬剤の選択と使い方」 杏林大学医学部眼科学教室　教授　山田　昌和　先生
　　　ウ　「やさしい神経眼科　−動画で診る眼瞼・眼球運動異常−」
 兵庫医科大学神経眼科治療学講座　特任教授　三村　　治　先生
　　３）平成29年２月26日
　　　ア　「中心性漿液性脈絡網膜症～最近の話題」 兵庫医科大学眼科学教室　主任教授　五味　　文　先生
　　　イ　「角結膜疾患実践教室」　 愛媛大学　学長　大橋　裕一　先生
　　　ウ　「白内障/IOL手術後の非細菌性眼内炎−近年の話題」 眼科三宅病院　理事長　三宅　謙作　先生
　②　部会委員会
　　　平成28年４月28日　　平成28年５月26日　　平成28年６月23日　　平成28年７月24日　　平成28年９月29日
　　　平成28年10月27日　　平成28年11月27日　　平成29年１月26日　　平成29年２月26日　　平成29年３月23日
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　③　目の愛護デー行事
　　　岡山地区、倉敷地区で老人ホーム検診、医療相談を行った。
　　　啓蒙記事の広報を行った。
　　　山陽新聞「糖尿病の眼合併症に注意」掲載
　　　津山朝日新聞「スマホと目」掲載
　　　毎日新聞「スマホ60分に10分目離す」掲載
　④　講習会
　　　第17回岡山県眼科スタッフ教育講習会を開催した。
　⑤　勤務医対策
　　　日本眼科医会全国勤務医連絡協議会に担当委員が出席した。
　　　中国四国眼科勤務医部会ブロック会議に担当委員が出席した。
　⑥　男女共同参画対応
　　　日本眼科医会中国四国ブロック男女共同参画推進委員会に担当役員が出席した。
　⑦　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。
　⑧　社会保険
　　　日本眼科医会社会保険委員会に担当役員が出席した。
　　　日本眼科医会全国眼科審査委員連絡協議会に担当委員が出席した。
　　　日本眼科医会各都道府県眼科医会健保担当理事連絡会に担当役員が出席した。
　　　岡山県眼科社保・国保審査委員連絡会を行った。
　⑨　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の継続的研修を行った。
⑶　耳鼻咽喉科部会
　①　部会委員会（３回）
　　　平成28年７月８日と平成28年10月23日と平成29年３月５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245回　４月24日（日）
　　　　第16回日耳鼻学会岡山県地方部会学術講演会
　　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　　「小児難聴診療の留意点」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学助教　片岡　祐子
　　２）第246回　７月18日（月・祝）
　　　　日耳鼻学会補聴器相談医資格更新のための講習会
　　　　　講習「補聴器による聴覚リハビリテーションの考え方」
　　　　　　　　「耳鳴に対する補聴器による音響療法～そのメカニズムと治療の実際」
　　　　　　　　「軽度・中等度難聴患者の補聴器診療～低音障害型難聴、高音障害型難聴を中心に」
 済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科主任診療科長　新田　清一
　　　　　報告　日本耳鼻咽喉科学会第41回中国四国地方部会連合保険医療委員会 岡山市　川上　登史
　　　　　　　　第42回全国身体障害者福祉医療講習会・第22回補聴器キーパーソン全国会議
 南岡山医療センター　赤木　博文
　　　　　　　　第41回日耳鼻医事問題セミナー 川崎医大附属川崎病院　　秋定　　健
　　３）第247回　10月23日（日）
　　　　共通講習⑤保険医療
　　　　「平成28年度診療報酬改定に基づく適正な保険診療」 前田耳鼻咽喉科院長　　前田　　学
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　「嗅覚系の再生異常と異臭症」 理化学研究所多細胞システム形成研究センター
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 　感覚神経回路形成研究チーム　チームリーダー　今井　　猛
　　４）第248回　11月20日（日）
　　　　共通講習③医療倫理
　　　　「日本人の死生観に寄り添う医療とは」
 岡山大学大学院社会文化科学研究科　哲学・思想文化論講座准教授　本村　昌文
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　「頭頸部がん治療における支持療法の重要性」 香川大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科教授　星川　広史
　　５）第249回　１月９日（月・祝）
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　「耳鼻咽喉科領域のアレルギー・免疫疾患について」 川崎医科大学耳鼻咽喉科学教授　原田　　保
　　　　共通講習①医療安全
　　　　「化学プラント事故事例に学ぶ医療事故防止の考え方」
 岡山大学大学院自然科学研究科機械システム系学科・知能機械システム学講座教授　鈴木　和彦
　　６）第250回　３月26日（日）
　　　　各委員会全国会議の報告
　　　　日耳鼻学会岡山県地方部会第43回総会
　③　鼻の日、耳の日
　　 　平成28年８月７日の第56回「鼻の日」のポスター配布。平成29年２月26日（日）に第63回「耳の日の集い」

を岡山県医師会館にて行い、講演「菊池流　魅力的人生のススメ」番町法律事務所　弁護士　菊池幸夫氏と「南
海トラフ巨大地震について」岡山市危機管理室　難波雅彦氏、耳の病気相談、人工内耳相談、補聴器相談、無
料聴力測定、補聴器の無料チェック・クリーニングを行った。

　④　耳鼻咽喉科未健診校の学校健診
　　例年通り阿新地区を対象に実施した。
⑷　皮膚科部会（神﨑理事）
　①　部会委員会　２回開催
　　◦平成28年７月12日、平成29年２月21日
　②　講演会
　　◦平成28年５月24日
　　　「ざ瘡と酒さの病態と治療～ざ瘡ガイドライン2016の裏を読む～」
 東北大学大学院医学系研究科　皮膚科学　准教授　山﨑　研志　先生
　　◦平成28年７月12日
　　　「非メラノサイト系病変のダーモスコピー診療」
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　皮膚科　医長　浅越　健治　先生
　　◦平成28年12月６日
　　　「乾癬外来・アトピー性皮膚炎外来の悲喜交交」
 国立大学法人浜松医科大学　皮膚科学講座　教授　戸倉　新樹　先生
　　　（岡山県医師会館と吉備医師会館をWEBにてオンライン放映を開催）
　　◦平成29年２月21日
　　　「アトピー性皮膚炎の診療」 京都府立医科大学大学院医学研究科　皮膚科学　教授　加藤　則人　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28年３月に第63回のSTI調査、

平成28年９月に第64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
　　　「いい皮膚の日の集い～知ってほしい　皮膚の病気～」（平成28年11月23日）
　　　「アトピー性皮膚炎とは？」 日本医科大学大学院医学研究科　皮膚粘膜病態学　教授　佐伯　秀久　先生
　⑤　各種事業への協力
　　ア　日本皮膚科学会総会（平成28年６月３−５日）
　　イ　平成28年度学校保健総合支援事業に係る学校保健推進協議会
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　　　　第１回　平成28年10月13日　ピュアリティまきび
　　　　第２回　平成29年２月９日　メルパルク岡山　　　
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29年３月４日　岡山県医師会館５階　第３会議室
　　　（協議）
　　　ア　小児救急医療電話相談事業
　　　イ　小児救急地域医師研修事業
　　　ウ　岡山県医師会小児科部会への要望について
　　　エ　平成29年度中国地区学校保健・学校医大会の開催と参加について　
　　　　　日　時：平成29年８月20日（日）　13：00 ～ 16：15（予定）
　　　　　場　所：岡山県医師会館
　　　オ　「運動器健診」の問題点などについて　
　　　カ　第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会の反省
　　　　　（H29.1.29　岡山県医師会館）
　　　キ　その他
　　　（報告）
　　　ア　平成27年度岡山県要保護児童対策地域協議会
　　　イ　第６回備前ブロック医師会協議会
　　　ウ　平成28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
　　　エ　平成28年度第１回岡山県立学校結核対策委員会
　　　　　岡山大学教育学部附属学校結核大祭委員会
　　　オ　小児救急医療電話相談検討会
　　　カ　小児救急地域医師研修会
　　　キ　平成28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
　　　ク　平成28年度岡山県食の安全・食育推進協議会
　　　ケ　小児救急地域医師研修会
　　　コ　第63回岡山県学校保健研究大会
　　　サ　中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡会議
　　　　　平成28年度中国地区学校保健・学校医大会
　　　シ　小児救急地域医師研修会
　　　ス　平成28年度第１回岡山県食物アレルギー対応委員会
　　　セ　平成28年度学校保健総合支援事業
　　　ソ　平成28年度小児救急医療電話相談事業検討会・研修会
　　　タ　小児救急地域医師研修会
　　　チ　平成28年度岡山県周産期医療協議会
　　　ツ　第47回全国学校保健・学校医大会都道府県医師会連絡会議
　　　　　第47回全国学校保健・学校医大会　シンポジウム
　　　テ　平成28年度第２回岡山県食物アレルギー対応委員会
　　　ト　第５回岡山県児童虐待対策協議会事例検討会
　　　ナ　各種委員会
　　　ニ　平成28年度岡山県学校保健研修会
　　　ヌ　第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
　　　　　平成28年度学術研究会
　　　ネ　第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　　ノ　平成28年度岡山県難病対策協議会
　　　ハ　平成28年度先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
　　　ヒ　平成28年度岡山県麻しん風疹対策会議
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　　　フ　平成28年度第２回特別支援学校における医療的ケアの
　　　　　実施体制の整備に関する運営協議会　
　②　講演会（岡山県小児科医会等と共催含む）
　　１）平成28年４月10日　於　岡山コンベンションセンター
　　　　「小児の食物アレルギーとアナフィラキシー」
　　 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
　　　　「iPS細胞の小児難治性疾患への応用」
 京都大学iPS細胞研究所副所長　臨床応用研究部門特定拠点教授　中畑　龍俊
　　２）平成28年10月16日（日）　於　岡山コンベンションセンター
　　　　「押さえておきたい２か月齢からのワクチン接種啓発のポイント～更なる普及と課題を考える～」
 島根県立中央病院小児科部長　成相　昭吉
　　　　「小児てんかんの診療の進歩と実践」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学分野発達神経病態学領域教授　小林　勝弘
　③　小児救急地域医師研修会
　　１）平成28年６月23日　於　笠岡グランドホテル
　　　　「小児腎疾患を中心に、小児救急対応についても」 倉敷中央病院小児科部長　綾　　邦彦
　　２）平成28年７月28日　於　高梁国際ホテル
　　　　「外来でよく遭遇する小児の腹痛、嘔吐、下痢への対応と感染性胃腸炎の経口補水療法の実際」
 神戸市立医療センター中央市民病院小児科医長　上村　克徳
　　３）平成28年８月24日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　　「小児救急医療のピットフォール」
 川崎医科大学　小児科学准教授　川崎医科大学附属病院　小児科副部長　大野　直幹
　　４）平成28年10月18日　於　井原市民病院
　　　　「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科医長　上村　克徳
　④　第24回岡山小児心身症研究会
　　１）平成28年７月12日　於　岡山大学病院内　マスカットホール
　⑤　第89回日本小児科学会岡山地方会
　　１）平成27年12月４日　於　岡山国際交流センター
　⑥　研修会
　　１）平成28年度日医母子保健講習会
　　　　平成29年２月19日　於　日本医師会館
　　２）平成28年度日医学校保健講習会
　　　　平成29年３月19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29年３月18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
　　◦平成28年５月22日
　　◦平成28年11月20日
　　◦平成28年12月16日
　　◦平成29年３月５日
　②　婦人科専門医会・母体保護法指定医師研修会開催
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　　１）平成28年５月22日「若年妊娠と高年妊娠−その現状と問題点」 日本産婦人科医会　常務理事　安達　知子
　　　　　　　　　　　　　「産科領域におけるクライシスマネジメント」
 川崎医科大学麻酔・集中治療医学　准教授　戸田雄一郎
　　　　　　　　　　　　　「中絶をめぐる生命倫理」 岡山商科大学　法学部　教授　粟屋　　剛
　　２）平成28年７月24日「若年女性のスポーツ障害と健康管理」
 東京共済病院院長（東京医科歯科大学名誉教授）　久保田俊郎
　　３）平成28年９月18日「少子化対策に求められるもの−産婦人科医療の充実−」
 慶応義塾大学名誉教授・内閣官房参与　吉村　泰典
　　４）平成28年11月20日「婦人科がん再発の手術療法」 京都医療センター院長　小西　郁生
　　５）平成29年１月15日「子宮頸がん検診へのHPV検査の応用」
 北海道大学大学院医学研究科生殖内分泌腫瘍学分野教授　櫻木　範明
　　６）平成29年３月５日「妊娠糖尿病：平松先生との四半世紀の足跡」
 愛媛大学医学部産婦人科　教授　杉山　　隆
　③　日医主催　家族計画・母体保護法指導者講習会（12月３日）　田淵理事出席
　④　日医主催　平成28年度母子保健講習会（２月19日）　石川会長出席
　⑤　岡山県産婦人科医報第62号を発行した
　⑥ 　岡山県医師会報に医事紛争のしおり「７年経ってわかった医療への信頼につながる「産科医療補償制度」」

掲載（田淵理事）
　⑦　視点「少子化対策⑶」掲載（田淵理事）
　⑧　性犯罪捜査活動及び性犯罪者被害者等への支援活動に関して岡山県警察本部に協力した
　⑨　岡山県要保護児童対策地域協議会（田淵理事出席）
　⑩　医療事故調査制度説明会（田淵理事出席）
　⑪　平成28年度「岡山県子どもを健やかに生み育てるための環境づくり推進協議会幹事会」（田淵理事出席）
　⑫　医事紛争委員会に意見書２件提出
　⑬　岡山県新生児聴覚検査事業協議会（田淵理事出席）
　⑭　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）
　⑮　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
　⑯　岡山県教育庁との懇談：性教育への取り組みについて質問
　⑰　岡山県看護協会と「助産師出向支援導入事業」について協力した
　⑱　岡山県医師会各種委員会・医事紛争委員会に出席した
⑺　整形外科部会
　①　部会委員会：毎月第二水曜に開催（12回）
　② 　日本整形外科学会の専門医資格、リウマチ医資格、スポーツ医資格、脊椎脊髄病医資格、運動器リハビリ医

資格などの継続の便宜を計るため、14回の研修会を開催した。
　　　【研修会】
　　　◦第337回：平成28年４月２日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「整形外科外来診療における超音波検査の有用性～関節リウマチを含めて～」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　生体機能再生・再建学講座　整形外科　中原　龍一　先生
　　　◦第338回：平成28年５月21日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「膝関節疾患に対する診断と最近の治療方法について」
 川崎医科大学附属川崎病院　スポーツ・外傷整形外科　教授　阿部　信寛　先生
　　　◦第339回：平成28年６月25日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「UKAを中心とした膝部分置換術の実際」
 香川大学医学部附属病院　整形外科　准教授　眞柴　賛（たすく）　先生
　　　◦第340回：平成28年７月30日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「野球肩の診断と治療−プロ野球選手の外傷と傷害−」
 福岡大学筑紫病院　整形外科　教授　柴田　陽三　先生
　　　◦第341回：平成28年８月６日（土）18時30分～　ホテルグランヴィア岡山
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　　　　「関節リウマチの最新の薬物治療について」
 大阪大学　運動器バイオマテリアル学講座　整形外科　准教授　冨田　哲也　先生
　　　◦臨時：平成28年９月17日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「慢性腰痛症に対する薬物治療」 広島赤十字・原爆病院　第二整形外科　副部長　柳澤　義和　先生
　　　◦第342回：平成28年９月24日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「腎障害患者における薬物治療の注意点−安全性を考慮した整形外科領域の薬剤選択−」
　　　　　名古屋大学大学院医学系研究科　循環器・腎臓・糖尿病（CKD）
 先進診療システム学寄附講座　准教授　安田　宜也　先生
　　　◦臨時　整形・内科合同：平成28年10月１日（土）17時30分～ 20：00　岡山プラザホテル
　　　　「地域包括ケアシステム下での骨粗鬆症治療−健康寿命・医療倫理−」
 健愛記念病院　副院長　池田　　聡　先生
　　　◦第343回：平成28年10月15日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「急性期病院における大腿骨頸部骨折に対する骨粗鬆症対策−当院における試み−」
 岡山赤十字病院　整形外科部長（兼）リウマチ科部長　小西池　泰三　先生
　　　◦第344回：平成28年11月５日（土）18時30分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「腰痛疾患におけるメカニカルな評価と治療～椎体骨折に対するテリパラチドの適正使用について～」
 岸川整形外科医員　院長　岸川　陽一　先生
　　　◦第345回：平成28年12月３日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「夜間頻尿と転倒リスク」～ロコモティブシンドロームの見地からの排尿障害～
 岡山大学　泌尿器科　准教授　渡辺　豊彦　先生
　　　◦第346回：平成29年１月14日（土）17時30分～　岡山プラザホテル　
　　　　「小さなクリニックでも出来る「最良」の創傷治療（湿潤治療）～外傷性疾患の治療～」
 医療法人社団エミリオ森口　芝浦スリーワンクリニック　院長　望月　吉彦　先生
　　　　「これからの地域医療における整形外科の役割」
 元日本医師会常任理事　医療法人葉梨整形外科　理事長　葉梨　之紀　先生
　　　◦第347回：平成29年２月25日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「安全で衛生的な医療環境を保つために」
 宇部フロンティア大学　人間健康学部　看護学科　教授　尾家　重治　先生
　　　◦第348回：平成29年３月12日（日）15時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「骨粗鬆症といたみ」 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
　　　　「脆弱性骨折をめぐる最近の話題−大腿骨近位部骨折、骨盤骨折を中心に−」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　運動器外傷学講座　准教授　野田　知之　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28年度「運動器の10年・骨と関節の日」の後援
　　　　　日時：平成28年10月２日（日）10時～ 12時　場所：岡山国際交流センター
　　　　　テーマ「ロコモ度テストでロコモを測ろう」 司会　千田　益生　先生
　　　　　　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　「ロコモ度テストでロコモを測ろう！」
 岡山大学総合リハビリテーション部教授　千田　益生　先生
　　　　　　講演３　「日常生活に取り入れよう！足腰づくり体操」
 岡山大学全学教育・学生支援機構助教　吉岡　　哲　先生
⑻　精神科部会
　①　総会の開催
　　　　平成28年４月９日（土）14：00 ～ 15：00
　　　　岡山県医師会館４階第１会議室
　②　定例会の開催（年11回　原則毎月第３月曜日）
　③　精神科医会ニュースの発行及び会員向けメーリングリストの運営
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　④　講演会の開催
　　１）平成28年４月９日（土）15：00 ～ 17：00
　　　　岡山県医師会館４階第１会議室
　　　　「福島の現状について」
　　　　　丹羽真一先生（福島県病院事業管理者・公立大学法人福島県立医科大学
　　　　　会津医療センター精神医学講座　特任教授）　
　　２）平成28年10月１日（土）13：00 ～ 14：30
　　　　岡山大学鹿田キャンパスJホール
　　　　『JDCシンポジウム　うつをこえて』
　　　　「薬物依存とその周辺のこころの問題」
　　　　　橋本望先生（岡山県精神科医療センター）
　　　　「ネット依存とともに現れるこころの問題」
　　　　　牧野和紀先生（岡山県精神科医療センター）
　　　　「アルコール依存症とうつ」
　　　　　松本洋輔先生（岡山大学病院精神神経科）
　　３）平成29年１月21日（土）15：00 ～ 17：00
　　　　岡山県医師会館４階第１会議室
　　　　「身体科の診療に役立つ精神症状の評価と対応について」
　　　　　井上真一郎先生（岡山大学病院精神神経科）
　⑤　関係学会及び研究会への協賛、協力
　　１）第24回県民精神保健講座
　　　　　平成28年６月16日（火）14：00 ～ 15：30
　　　　　さん太ホール
　　２）岡山リハビリテーション講習会
　　　　　平成28年12月18日（日）10：00 ～ 14：30
　　　　　川崎医科大学附属病院８階大講堂
　　３）心のふれあいの輪事業・第12回心のふれあい講演会
　　　　　平成29年１月28日（土）13：00 ～
　　　　　さん太ホール
　　４）第５回IPS全国研修岡山大会
　　　　　平成29年３月４日（土）９：30 ～ 16：40
　　　　　川崎医療福祉大学
　⑥　学校精神保健への協力及び学校医・各嘱託医の推薦
　⑦　家庭裁判所委員会への協力
　⑧　児童・思春期問題に関する啓発、各機関との連携
　　１）かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　岡山　平成28年12月３日（土）14：00 ～ 15：30
　　　　　　岡山市医師会館１階健康プラザ
　　　　　　「精神疾患を疑う思春期ケースへの対応」
　　　　　　　星合雅彦先生（ほしあい心療内科）
　　　　倉敷　平成29年１月19日（木）19：30 ～ 21：00
　　　　　　倉敷市休日夜間急患センター大会議室
　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　　　　　村上伸治先生（川崎医科大学附属病院）　　　
　　　　津山　平成29年２月９日（木）19：30 ～ 21：00　
　　　　　　津山保健センターホール
　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　　　　　高山恵子先生（希望ヶ丘ホスピタル）
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　　２）発達障害児（者）支援医師研修事業
　　　　第１回研修会（発達障害早期総合支援研修）
　　　　　平成28年10月30日（日）10：00 ～ 17：00
　　　　　アークホテル岡山３階
　　　　第２回研修会（発達障害精神医療研修　学童期）
　　　　　平成29年１月22日（日）10：00 ～ 16：00
　　　　　岡山ロイヤルホテル
　　　　第３回研修会（発達障害支援医学研修　思春期・青年期）
　　　　　平成29年３月12日（日）10：00 ～ 16：00
　　　　　ピュアリティまきび
　⑨　認知症高齢者に関する啓発、連携、協力
　　　かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　　津山　平成28年11月２日（水）19：00 ～ 22：00
　　　　　　津山保健センターホール
　　　　　　「認知症への実践的対応」
　　　　　　　引地充先生（希望ヶ丘ホスピタル）
　　　　岡山　平成29年２月４日（土）14：00 ～ 17：00
　　　　　　岡山市医師会館１階健康プラザ
　　　　　　「もの忘れ外来」の診療経験
　　　　　　　林泰明先生（セントラルクリニック伊島神経内科）
　⑩　精神科救急医療システムへの協力、一般救急との連携
　⑪　自殺予防対策への協力
　　　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　岡山　平成28年12月３日（土）15：30 ～ 17：00
　　　　　岡山市医師会館１階健康プラザ
　　　　　「プライマリ・ケアにおけるうつ病診療」
　　　　　　佐藤俊樹先生（さとうクリニック）
　　　倉敷　平成29年１月19日（木）18：00 ～ 19：30
　　　　　倉敷市休日夜間急患センター大会議室
　　　　　「うつ病の診断と治療について」
　　　　　　濵村貴史先生（はまむらクリニック）　　　
　　　津山　平成29年２月９日（木）18：00 ～ 19：30　
　　　　　津山保健センターホール
　　　　　「うつ病の診断と治療について」
　　　　　　香山茂樹先生（こころの健康こうやまクリニック）
　⑫　災害時の精神科救急医療体制（DPAT）への協力
　　　平成28年４月14日発生　熊本地震への派遣
　　　　期　　間：平成28年４月15日（日）～７月２日（土）（79日間）
　　　　派　遣　数：14陣
　　　　構　成　員：医師　　17名（延べ92日）
　　　　　　　　　看護師　17名（延べ100日）
　　　　　　　　　薬剤師　１名（延べ４日）
　　　　　　　　　OT　　　５名（延べ33日）
　　　　　　　　　CP　　　２名（延べ13日）
　　　　　　　　　PSW　　８名（延べ46日）
　　　　　　　　　事務　　６名（延べ74日）
　　　　支援内容：DPAT先遣隊として活動拠点本部の業務を担当
　　　　　　　　　益城病院の機能回復に必要な支援
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　⑬　「日常生活自立支援事業」への協力
　⑭　産業精神保健のあり方についての検討
　⑮　広報活動の活性化
⑼　透析医部会
　 　平成28年度事業計画に則り、以下の事業を行ったので概略を報告する。透析関連の企業による岡山大学医学部

寄付講座が平成27年末で終了するので岡山県透析医部会総会で寄付講座を継続する決議がなされ、当初３年間の
予定で寄付講座「岡山大学院医歯薬学総合研究科　血液浄化療法人材育成システム開発学」が平成28年１月１日
から発足した。透析患者のC型肝炎治療、HIV感染対策、アクセスセミナーなどを通じて、透析医療に携わる人
材育成を目的とした積極的な活動を岡山大学寄付講座と一体になって推進することができた。４月の熊本地震、
10月の鳥取中部地震と、震災が相次いだが、中国５県の防災訓練で岡山県は今年も100%の参加率を維持できた。
平成28年４月末の県下の透析患者数調査では前年に比べ74名増加して5089名（HD 4888名、CAPD 201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」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９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20日　アークホテル）
　　４）施設防災責任者会議（11月17日）
　　５）その他　柏原直樹教授　日本腎臓学会理事長就任お祝いの会（８月16日）
　　　　　　　　槇野博史岡山大学病院長　岡山大学長就任お祝いの会（１月31日）
　③　研修講演会
　　１）第17回岡山県医師会透析医部会学術講演会（７月30日　ホテルグランヴィア岡山）
　　２）岡山HCV透析カンファレンス（８月25日　岡山プラザホテル）
　　３）岡山アクセスセミナー 2016（９月18日　三木記念ホール）
　　４）岡山HIV透析医療講習会（１月22日　Junko Fukutake ホール）
　　５）その他　第６回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会市民公開講座（７月３日　さん太ホール）
　　　　　　　　全腎協中国ブロック医療講演会（１月29日　きらめきプラザ）
　　　　　　　　第１回おかやまJMAT研修会（２月26日）
　④　会議・出張関係
　　１）第17回日本透析医会災害ネット会議（６月10日　大阪）
　　２）第21回日本透析医会透析医療保険に関する懇談会（６月10日　大阪）
　　３）第13回中国地区災害ネットワーク連絡会議（10月15日　広島）
　　４）第３回岡山県透析保険医療懇談会（３月14日　アークホテル）
　　５）その他
　⑤　施設防災訓練
　　１）第18回岡山県透析施設防災訓練（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
　⑥　その他
　　１）透析施設防災関連情報管理システムのバージョンアップ
　　２）岡山県下の透析患者数調査（５月）
　　３）関連学会の支援：第43回日本血液浄化技術学会学術大会・総会（H28.4）
　　　　　　　　　　　：第11回クリアランスギャップ研究会学術集会（H28.8）
　　　　　　　　　　　：第15回日本フットケア学会年次学術集会（H29.3）
⑽　脳神経外科部会
　①　平成29年２月18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６回岡山脳神経外科医会
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　　　　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（平成29、30年度）
　　４）次年度開催予定
　　　　会場予約：平成30年２月17日（土）15時～　
　　　　　岡山県医師会館４階　401会議室（旧第１会議室）
　　５）次年度特別講演の希望者について
　　６）次年度医療連携（関連領域を含めて教育講演30分）のテーマについて
　　７）その他
　②　平成29年２月18日（土）に脳神経外科部会総会を開催した。
　　　講　演：
　　１）医療連携「医療保険の問題点について」 高梁中央病院　脳神経外科　久山　秀幸　先生
　　２）特別講演「脳動脈瘤とくも膜下出血：病態と治療を考える」
 三重大学大学院脳神経外科　教授　鈴木　秀謙　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：「地域包括ケアシステム構築に向けた現状と今後の展望」
　　　講師　日本臨床内科医会常任理事　鹿児島県医師会常任理事　林　芳郎　先生
　②　研修会
　　１）女性のミカタフォーラム岡山　平成28年５月28日
　　　　演題：当院における女性のミカタアンケート分析
　　　　講師　岡山県内科医会会長/いぬい医院　福岡　英明　先生
　　　　演題：過活動膀胱のミカタ
　　　　　　　～恥ずかしくて言えないおしっこの悩み解決します～
　　　　講師　みやびウロギネクリニック　井上　　雅　先生
　　　　演題：骨粗鬆症のミカタ～その痛み圧迫骨折かもしれません～　
　　　　講師　岡山大学整形外科/医療安全管理部　助教　鉄永　倫子　先生
　　２）保険研修会　平成28年７月２日
　　　　演題：医療介護政策の方向性−診療・介護報酬改定の動向−
　　　　講師　岡山県医師会　理事　江澤　和彦　先生
　　３）岡山県臨床整形外科医会・岡山県内科医会合同学術講演会
　　　　平成28年10月１日
　　　　演題：地域包括ケアシステム下での骨粗鬆症治療～健康寿命・医療倫理～
　　　　講師　健愛記念病院　池田　　聡　先生
　　　　演題：高齢者・フレイル・サルコペニアと骨粗鬆症
　　　　　　　～高齢者の安全なADLのために～
　　　　講師　名古屋大学地域在宅医療学・老年科学教授　葛谷　雅　文先生
　　４）内科頻用薬実践処方～さじ加減～シリーズ１　平成28年10月29日
　　　　演題：高齢者の安全な薬物の使い方～腎障害・肝障害をおこし易い頻用薬～
　　　　講師　岡山大学病院薬剤部　薬物管理指導室　主任　小川　敦　先生
　　５）内科頻用薬実践処方～さじ加減～シリーズ２　平成28年11月５日
　　　　演題： 頻用薬（循環器・糖尿病・脳神経疾患・消化器疾患など）になりやすいポリファマシーその対策と

減薬の工夫　
　　　　講師　岡大病院薬剤部薬剤管理指導室　久保　和子　先生
　　６）岡山内科医会・岡山プライマリケア学会合同研修会　平成28年12月３日
　　　　〈特別講演〉
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　　　　演題：「晴れやかネットの現状と課題−多職種情報共有のあり方−」　
　　　　講師　井原市立井原市民病院　院長　合地　明　先生　
　　　　〈シンポジウム〉　IT「ケアキャビネット」と医療介護連携
　　　　◦仲田医院　院長　仲田　永造　先生　　藤井クリニック　院長　藤井　基弘　先生　
　　　　◦氏平医院　院長　氏平　　徹　先生
　　　　◦岡山県介護支援専門員協会浅口支部長　池之上　章　先生
　　７）岡山県内科医会学術講演会　平成29年２月25日
　　　　演題：『消化器疾患　最近のトピック　酸分泌抑制療法の新展開』
　　　　講師　倉敷中央病院消化器内科　主任部長　水野　元夫　先生
　　８）岡山県内科医会・部会　循環器physical examination 講習会
　　　　平成29年３月11日
　　　　テーマ：頸静脈の見方（基本から応用まで）
　　　　　◦中心静脈圧の推定
　　　　　◦頚静脈拍動パターンの読み方
　　　　　◦頚静脈拍動パターンから鑑別する心疾
　　　　講師　山本循環器内科　山本　正治　先生
　　　　　　　心臓病センター榊原病院　林田　晃寛　先生
　③　日本臨床内科医会関係行事
　　１）日本臨床内科医会第67回理事会・第56回代議員会（東京都）
　　　　平成28年10月８日　福岡会長・中島副会長・中村専務理事出席
　　２）第30回日本臨床内科医学会（東京都）平成28年10月９日、10日　
　④　岡山県医師会内科医会・部会委員・研修委員合同会議
　　　第１回　平成28年５月14日　ホテルグランヴィア岡山　３階トパーズ
　　　第２回　平成28年７月２日　岡山県医師会館　５階第３会議室
　　　第３回　平成28年10月１日　岡山プラザホテル　４階「鷲羽の間」
　　　第４回　平成29年２月25日　岡山プラザホテル　４階「鷲羽の間」
　⑤その他
　　１）日医かかりつけ医機能研修制度　平成28年度応用研修会
　　　　平成28年８月７日　福岡会長・氏平理事
　　２）かかりつけ医機能研修制度平成28年度応用研修会
　　　　平成28年12月11日　氏平理事、岡山県内科医会より肥田　和之先生、利根　淳仁先生を推薦
　　３）内科系学会社会保険連合への診療報酬にかかわる提案について（川口理事）

Ⅱ　事業目的別の部会
⑴　学校医部会（國富・佐藤・片山・藤本理事）
　①　岡山県学校検尿・３歳児検尿マニュアル研修会
　　１）日時：平成28年４月27日（水）19：00 ～　場所：津山保健センター
　　　　特別講演「「検尿マニュアル−適正な学校検尿・３歳児検尿のために−」
 岡山医療センター　小児科　清水　順也　先生
　　２）日時：平成28年５月11日（水）19：00 ～　場所：岡山県医師会館　４階　401会議室（旧第１会議室）
　　　　特別講演「「検尿マニュアル−適正な学校検尿・３歳児検尿のために−」
 倉敷中央病院　小児科部長　綾　　邦彦　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４日　高梁総合文化会館）
　　３）平成28年度中国地区学校保健研究協議大会（８月18日　鳥取市）
　　４）平成28年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月21日　米子市）
　　５）平成28年度中国地区学校保健・学校医大会（８月21日　米子市）
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　　６）第46回全国学校保健・学校医大会（10月29日　札幌市）
　　７ ）郡市地区医師会学校保健担当理事・岡山県医師会学校医部会委員会合同連絡協議会（12月10日　岡山県医

師会館）
　　８）平成28年度岡山県学校保健研修会（29年１月26日　岡山市民会館）
　　９）平成28年度学校保健総合支援事業に係る第１回学校保健推進協議会
　　　　（10月13日　ピュアリティまきび）
　　　　平成28年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会
　　　　（平成29年２月９日　メルパルク岡山）
　　10 ）平成28年度第１回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（６月20日　岡

山県庁）
　　　 　平成28年度第２回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（平成29年２月

13日　岡山県庁）
　③　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　１）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（平成28年２月29日）
　　　　第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会　第２回準備委員会（平成28年８月31日）
　　２ ）第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会（平成29年１月29日、30日　ホテルグランヴィア岡山、

岡山県医師会館）
　④　日医母子・学校保健講習会
　　１）平成28年度日医母子保健講習会　平成29年２月19日　於　日本医師会館
　　２）平成28年度日医学校保健講習会　平成29年３月19日　於　日本医師会館
⑵　労災・自賠責医療対策部会
　①　労災診療算定実務研修会
　　　岡山会場（10月24日）
　　　倉敷会場（10月25日）
　②　岡山損害保険医療連絡協議会（５月19日）
　　 　岡山県医師会、岡山県病院協会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構岡山自賠責損害調査事務所の四

者で自賠責保険について協議した。
　③　岡山県医師会自賠責研修会　平成29年１月28日
　　 　本研修会は、自動車事故医療の現場を担っている医療機関の医師等に自賠責保険制度の成り立ち、全体的な

知識を習得していただくことを通じて、円滑な医療費請求の定着と自動車事故被害者への良質な医療の提供を
目的とし原則２ヶ年に１回実施している。

　　　研修会は「自賠責保険講習」、「学術講習」の２部構成となっている。
　　　【自賠責保険講習】
　　　　演　題：「自賠責保険（共済）損害調査のしくみ」　　
　　　　講　師：岡山自賠責損害調査事務所　所長　野村　高志　氏
　　　【学術講習】
　　　　演　題：「当院における多発外傷（交通外傷）診療と臨床研修」　
　　　　講　師：岡山赤十字病院　救急部長・救命救急センター長　實金　健　先生　
⑶　産業医部会（石川会長、松山副会長、江澤理事、山本理事、佐藤理事）
　①　産業医部会委員会
　　　１）第１回　平成28年６月18日（土）
　　　　（報告）
　　　　ア　平成28年度部会活動方針について
　　　　イ　平成28年度日医認定産業医研修事業予定について
　　　　ウ　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28年５月現在）
　　　　エ　各地域産業保健センターの活動状況について（平成28年度事業予定等を主として）
　　　　オ　岡山産業保健総合支援センター報告
　　　　カ　産業保健総合支援センター全国所長会議（４月21日）からの話題
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　　　　（協議）
　　　　キ　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
　　　　ク　平成28年度産業保健活動推進全国会議（10月開催）での質疑事項について
　　２）第２回　平成28年12月３日（土）
　　　　ア　地域産業保健センター主幹会議（10/27）の報告
　　　　イ　産業医研修会　特定健診・保健指導研修会（11/23）の報告
　　　　ウ　第60回中国四国合同産業衛生学会（11/27）の報告
　　　　エ　第２回日医産業保健委員会（12/１）の報告　
　　　　オ　平成28年度下半期の日医認定産業医研修会日程について
　　　　カ　平成29年度産業医研修事業計画概要について
　②　郡市地区医師会産業保健担当理事・岡山県医師会産業医部会委員合同会議
　　　日時：平成28年10月20日（木）午後２時～４時
　　　場所：岡山県医師会館４階　第２会議室
　　１）（岡山労働局より）
　　　ア　健康安全課説明
　　　　　平成28年度労働衛生行政重点課題ほか
　　　イ　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
　　２）（県医師会より）
　　　ア　平成28年度産業医研修事業の進捗状況並びに今後の予定について
　　　イ　各地域産業保健センターの上期活動状況について
　　　ウ　岡山産業保健総合支援センターの活動状況について
　　　エ　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
　　　オ　日医産業保健委員会（９/30）の報告
　　　カ　第38回産業保健活動推進全国会議（10/13）報告
　　　キ　質疑応答
　③　産業保健活動推進全国会議
　　◦第38回産業保健活動推進全国会議
　　　日時：平成28年10月13日（木）　13：00 ～ 17：00　場所：日本医師会館
　④　日本医師会産業保健委員会（石川会長）　場所：日本医師会館
　　　第１回日本医師会産業保健委員会　９月30日（金）
　　　第２回日本医師会産業保健委員会　12月１日（木）
　　　第３回日本医師会産業保健委員会　２月17日（金）
⑷　スポーツ医部会（石川会長、松山副会長、沼本理事）
　①　平成28年度第１回スポーツ医部会委員会　平成28年８月20日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題Ⅰ「長距離ランナーの障害について」
　　　　講師：岡山大学病院総合リハビリテーション部教授　千田　益生　先生
　　　演題Ⅱ「運動とメンタルヘルスについて」
　　　　講師：たかはしクリニック院長　高橋　理枝　先生
　　　演題Ⅲ「プラスの着目点に立ち、思い込みを打破していこう！」
　　　　講師：メンタルトレーナー　高畑　好秀　氏
　②　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　平成29年２月５日
　　◦DVD放映
　　◦講演　
　　　演題：「～夢の実現～」
　　　講　師：古賀塾塾長
　　　　　　　IPU環太平洋大学　体育学部体育学科教授、
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　　　　　　　IPU環太平洋大学　女子柔道部総監督
　　　　　　　日本健康医療専門学校校長　古賀　稔彦　先生
　　◆対談　
　　　〈聞き手〉　
　　　岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　岡山県医師会健康スポーツ医部会委員長　阿部　信寛
　　　岡山県医師会健康スポーツ医部会委員　　名越　充
　③　平成28年度第２回スポーツ医部会委員会　平成28年３月11日
　　　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　演題Ⅰ「ゴルフとスポーツ障害」
　　　講　師：坂田整形外科医院　坂田　賢一郎　先生
　　　演題Ⅱ「脳をとりまく疾患と最近の話題」
　　　講　師：広島市立広島市民病院　脳神経外科部長　廣常　信之　先生
　④　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第34回岡山県高等学校空手道春季選手権大会
　　　　日　時　平成28年４月24日
　　２）行事名　第55回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　日　時　平成28年６月５日
　　３）行事名　第43回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　日　時　平成28年９月25日
　　４）行事名　第43回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日　時　平成28年11月20日
　　５）行事名　第30回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会　
　　　　日　時　平成29年１月４日、１月５日、１月６日
　⑤　スポーツ医・科学委員会（平成28年度）
　　　第１回　６月21日、第２回　11月14日、第３回　３月21日
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28年10月22日（土）総会前の午後２時から、岡山県医師会館４階第２会議室で開催された。
　　１）平成28年度岡山県警察協力医会総会の運営について
　　２）会長・副会長の選出について
　　３）平成27年度岡山県警察協力医会会務報告
　　４）岡山県警察協力医会会員の異動
　　５）検視の状況
　　６）岡山県警察協力医会各支部の報告
　　７）岡山県医師会警察医部会の活性化について
　　８）その他
　②　岡山県警察協力医会総会
　　　平成28年10月22日（土）午後３時から岡山県医師会館４階第１会議室で開催された。
　　　総会前に、感謝状の贈呈があった。
　　　　岡山県警察本部長　　藤本　宗平先生、礒川　正史先生、長尾　知之先生、徐　揚先生
　　　　中国管区警察局長　　竹内　宣昭先生、宮石　智先生
　　◦ 竹内宣昭岡山県警察協力医会会長の辞任により新会長には岩藤知義先生（赤磐）、副会長に三浦寛人先生（岡

山市）を選任した。なお、副会長が一人欠員になっているが、岡山県医師会から推薦される理事を充てるこ
ととした。

　　◦特別講演会
　　　「大規模災害時の遺体管理について」
　　　　講師：名古屋市立大学大学院医学研究科　法医学分野　教授　青木　康博　先生



− 55 −

　　　　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28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29年３

月12日（日）に日本医師会館で開催され、本会から松山正春副会長、岩藤知義先生、三浦寛人先生が出席した。
⑹　勤務医部会
　①　「WELCOME研修医の会」
　　　平成28年４月７日（木）午後２時　ホテルグランヴィア岡山
　　１）「持続可能な社会と医療」
　　　　国立成育医療研究センター研究所　政策科学研究部　部長　森　臨太郎　
　　２）レセプション　NPO法人岡山医師研修支援機構と共催、岡山医師協同組合と協賛
　②　平成28年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　　 　平成28年５月20日（金）日本医師会において「医療事故調査制度、勤務医の意見等を吸い上げるためのフレー

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

　③　岡山県医師会　医師の勤務環境改善ワークショップ
　　 　平成28年７月23日（土）午後２時から岡山県医師会館で「岡山県医療勤務環境改善支援センターと共催で開

催された。
　　１）医師の勤務環境改善へ向けた病院での取り組み
　　　　◦岡山市立市民病院
　　　　◦岡山済生会総合病院
　　２）特別講演
　　　　「医師の勤務環境改善−これまでの取り組みと今後の課題−」
 日本赤十字社医療センター　第二産婦人科部長　木戸　道子　先生
　④　平成28年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成28年11月26日（土）　リーガロイヤルホテル大阪　タワーウイング３階「ロイヤルホール」において、

大阪府担当で行われ、清水信義副会長・大原利憲理事・山本博道理事・合地明理事・堀事務員が出席した。
　⑤　岡山県医師会勤務医部会委員会
　　　平成28年12月10日（土）午後３時　岡山コンベンションセンター４階406会議室
　　　（郡市地区医師会生涯教育担当理事連絡協議会と合同）
　⑥ 　臨床研修指定病院へ研修医の医師会入会に必要な申込書類一式（日本医師会・岡山県医師会・関係郡市等医

師会）を郵送し入会を勧めた。
⑺　女医部会
　①　岡山県医師会女医部会委員会
　　 　第１回　平成28年５月21日（土）15時00分から岡山県医師会館５階　第３会議室で、県医師会から１名、女

医部会から17名の出席で開催された。議題は、委員の新任、部会長・副部会長の選出について、平成27年度事
業報告、平成28年度事業計画、第１回医師の勤務環境改善ワークショップ（勤務医部会合同講演会）、女性医
師による社会活動の活性化（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28年７月23日（土）16時から岡山県医師会館５階　第３会議室で県医師会から１名、女医部会
から14名が出席し開催された。議題は、「女性の健康週間　県民公開講座」の開催、ピンクリボン岡山チャリティ
グッズについてであった。

　　 　第３回　平成28年12月10日（土）15時から岡山県医師会館５階　第３会議室で県医師会から２名、女医部
会から16名が出席し開催された。議題は、平成29年度事業計画、Enjoi通信、ピンクリボン岡山、女医部会報、
女性の健康週間　県民公開講座、山陽女子ロードレース、2020.30実現をめざす地区懇談会等であった。

　②　「メディカルカフェ inかわさき」Doctor’s Career Café in OKAYAMA
　　　（平成28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５」（第23回Doctor’s Career Café in OKAYAMA）
　　 　平成28年５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、多くの医師・医学生の

参加があった。笹江友美先生（川崎医科大学リウマチ・膠原病科）のお話の後、少人数に分かれて自由懇談を
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行った。
　　　「女性医師を応援します！パート６」（第25回Doctor’s Career Café in OKAYAMA）
　　 　平成28年10月20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、松尾皮膚科医院院長　菅田明子先生が講演され、その後、前回と同様に少
人数に分かれて自由懇談を行った。

　③　第12回男女共同参画フォーラム
　　 　平成28年７月30日（土）13：00 ～ホテルクレメント東日本宇都宮で開催され、岡山県医師会より清水副会長、

神﨑理事、女医部会より坂口部会長、佐藤副部会長、村田副部会長、深田委員、新津委員が出席した。
　　 　横倉義武日本医師会長と太田照男栃木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、シンポジウム「21世紀の男女平等とは何か～社会におけ
る男女の互恵関係を築くために～」で、４名のシンポジストによる講演と総合討論が行われた。

　④　岡山県医師会勤務医部会・女医部会合同総会
　　　（第１回　岡山県医師会　医師の勤務環境改善ワークショップ）
　　　平成28年７月23日（土）14時から岡山県医師会館４階　第１会議室で開催された。
　　 　岡山県医師会　石川会長の挨拶の後、「医師の勤務環境改善に向けた病院での取り組み事例発表」として岡

山市立市民病院（内科主任部長　狩山和也先生）と岡山済生会総合病院（総合医療長/岡山県医師会理事　大
原利憲先生）が講演された。

　　 　最後に、「医師の勤務環境改善−これまでの取り組みと今後の課題−」と題し、木戸道子先生（日本赤十字
社医療センター第二産婦人科部長）が講演された。

　⑤　ピンクリボン岡山への協力（９月）
　　 　９月に行われた「ピンクリボン岡山チャリティコンサート」で販売されたピンクリボン岡山チャリティグッ

ズの作成に協力した。
　⑥　日本医師会女性医師支援センター事業中国四国ブロック会議
　　 　平成28年11月５日（土）15時から岡山コンベンションセンター 405会議室で開催され、県医師会から神﨑理事、

藤本理事、女医部会から村田副部会長、溝尾委員が出席した。日本医師会女性医師支援センター事業の報告の
あと、アンケート「医師会員の係わる介護問題への県医師会の取り組み」について山口県より結果報告があり、
続いて各県における女性医師支援活動について各県から発表があった。

　⑦　おかやまマラソン救護班への参加
　　 　平成28年11月13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。
　　 　女医部会より清水副部会長、佐藤副部会長、吉岡委員の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28年12月２日（金）14時から日本医師会館大講堂で開催され、女医部会から佐藤委員が出席した。今村

定臣日本医師会常任理事から日本医師会の女性医師支援に関する取り組みについて報告があった後、北海道大
学、和歌山県立医科大学、日本産婦人科学会、日本耳鼻咽喉科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28年12月23日（金・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、参加者に乳がん・子宮頸がん検診啓発チラシ・がん検診啓発カード入りのポケッ
トティッシュをセットした200部を配布した。女医部会から、坂口部会長、清水副部会長、渡辺副部会長、金
重委員、吉岡委員、新津委員の６名が参加した。

　⑩　2020.30実現をめざす地区懇談会
　　 　平成29年２月５日（日）11時30分から岡山県医師会館５階　第３会議室で開催され、女医部会員13名と神﨑

理事が出席した。女医部会員の懇親を深め、2020.30実現に向けて何ができるか自由に意見交換を行った。また、
あわせて「女性の健康週間　県民講座」の打ち合わせを行った。

　⑪　女性の健康週間　県民公開講座の開催
　　 　平成29年３月12日（日）13時30分から岡山県医師会会館三木記念ホールで開催され、参加者480名であった。

ピンクリボンチャリティバザーも同時開催された。
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　　 　倉敷中央病院　松下睦副院長が「骨を守る−骨折予防と骨折治療−」、くらしき作陽大学食文化学部　渡邉
和子准教授が「骨粗鬆症予防は毎日の食事から」と題し講演され、岡山県南部健康づくりセンター　斉藤剛運
動指導員がお手軽スッキリ体操を指南した。

　⑫　女医部会報（第22、23号）の発行
⑻　救急医療対策部会（松山副会長、大原会計担当理事、中島理事、国富理事、沼本理事）
　①　日本医師会救急災害医療対策委員会
　　　開催日　平成29年１月11日、平成29年３月１日
　②　都道府県医師会JMAT担当理事連絡協議会　平成28年９月21日
　③　2016年度「首都直下地震を想定した衛星利用実証実験（防災訓練）」（TV会議）
　　　平成28年11月16日
　④　「救急の日」講演会　平成28年９月４日
　　　演題Ⅰ「マラソン大会と災害医療・危機管理」
　　　　講師：九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座災害救急分野　助教　永田　高志　先生
　　　演題Ⅱ「救急・災害医療を巡る最近の話題」
　　　　講師：日本医師会　前常任理事　石井　正三　先生　
　⑤　救急医療研修会（実技訓練）
　　１）ICLSコース　平成28年11月20日、平成29年２月19日
　　２）第10回市民のための救命講習会　平成28年11月12日
　　３）第１回おかやまJMAT研修会　　平成29年２月26日
　　　 　我が国で起こりうる様々な災害に対して医療支援活動を行うために必要な知識と技術を習得することを目

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

時　　間 内　　容 担当講師

９：00−９：30 30 受付　　　　　

９：30−９：40 10 挨拶・オリエンテーション
岡山県医師会副会長 松山　正春
川崎医科大学附属病院　救急科副部長
 井上　貴博

９：40−10：30 50 講義Ⅰ　災害医療概論 岡山赤十字病院検査部長（兼）
医療社会事業部長 石井　史子

10：30−10：40 10 休　憩　　　　　

10：40−11：10 30 講義Ⅱ　JMATについて 岡山県医師会副会長 松山　正春

11：10−11：30 20 講義Ⅲ　 災害時における透析医療
について

西崎内科医院　院長 西崎　哲一

11：30−12：20 50 昼食（学生食堂）　　　　　

12：20−12：50 30 講義Ⅳ　トリアージ 川崎医科大学附属病院　救急科副部長
 井上　貴博

12：50−13：20 30 実技訓練Ⅰ　 トリアージタッグ記
入

兵庫県災害医療センター副センター長兼
診療部長 石原　　諭

13：20−13：30 10 休憩/準備　　　　　

13：30−14：30 60 実技訓練Ⅱ　 災害現場におけるト
リアージ（START法）

岡山市消防局中消防署　署長補佐
 江口　伸治

14：30−14：40 10 休憩/準備　　　　　

14：40−17：00 140 机上シミュレーション
救護所・避難所における医療活動

岡山県医師会副会長 松山　正春
川崎医科大学附属病院　救急科副部長
 井上　貴博

17：00−17：20 20 総括・質疑応答 岡山県医師会副会長 松山　正春

17：20−17：30 10 修了式・終了挨拶 岡山県医師会副会長 松山　正春
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　　４）第６回BDLS岡山プロバイダーコース　　平成28年12月18日　
　　５）第４回ADLS岡山プロバイダーコース　　平成29年３月４日、５日
　　　 　これはNDLS-JAPAN事務局（東京医科歯科大学救急救命センター）主催で岡山県医師会、川崎医科大学

附属病院救急科が地方開催共催で行っている。
　　　 　受講生は26名、２日目に川崎医療短期大学、川崎医療福祉大学の学生が、SALTトリアージ、Mass 

Casualty傷病者役で参加、総勢73名の参加であった。
　　　 　本コースは、自然災害を対象にしているが、CBRNEや爆傷・銃創によるテロ対応が大きなウエイトを占

めている。さらに災害のみならず公衆衛生危機状態、ウイルス性出血熱や高病原性インフルエンザが発生し
た際の初動体制も研修の内容に含まれている。コース概要として座学、スキルステーション、症例シナリオ、
防護服の着脱、SALTトリアージ実習があり、２日目の午後は総合実働訓練になっている。

　⑥　郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急医療対策部会委員会　
　　　連絡協議会　
　　　　第１回　平成28年８月27日
　　　　第２回　平成29年２月４日
　　 　第２回会議では併催でNDLS-JAPAN事務局のコースコーディネーター金沢大学病院教授　谷口　巧先生を

お招きして救急医療研修会を開催した。
　　　　演題：「米国災害教育コースから学ぶ災害対応−日本の現状に即して考える−」
　　　　講師：金沢大学医薬保健研究域　麻酔・集中治療医学　教授　谷口　巧先生
　⑦　メディカルコントロール協議会
　　１ ）第19回日本臨床救急医学会総会・学術集会・平成28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28年５月12日（福島県郡山市）
　　２）救急搬送体制連絡協議会メディカルコントールワーキンググループ
　　　　第１回検討会　平成28年７月20日
　　　　第２回検討会　　平成28年10月24日
　　　　第３回検討会　平成29年２月６日
　　３）平成28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29年１月27日（神戸市）
　　４）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29年３月17日
　⑧　医療審議会
　　　岡山県医療審議会救急医療対策部会　平成28年３月22日
　⑨　岡山救急医療研究会
　　１）岡山救急医療研究会平成28年度幹事会　平成28年11月26日
　　２）岡山救急医療研究会第18回学術集会　　平成28年11月26日
　　　　松山副会長が、「おかやまマラソンとマラソンの医学」を講演した。
　⑩　防災訓練
　　１）平成28度総合防災訓練　平成28年９月４日
　　　　今年度は台風の影響で中止になった。
　　２）平成28年度岡山空港航空機事故総合訓練　平成28年11月22日
　　３）平成28年度岡山県国民保護共同図上訓練　平成29年１月27日
　　４）平成28年度岡山県国民保護共同図上訓練セミナー　平成29年３月10日
　⑪　DMAT
　　　平成28年度おかやまDMAT運営協議会　平成28年11月10日
　⑫　ドクターヘリ
　　１）平成28年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成28年８月４日
　　２）平成28年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成29年３月23日
　⑬　その他
　　　第32回日本救急医学会中国四国地方会　　平成28年５月20日
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　⑭　災害非常食等備蓄品について
　　 　来たるべき南海トラフ大地震に備えて、他県にJMATチーム派遣が即時対応出来るよう30名分の長期保存食

等備蓄を確保した。
　　　超長期保存水10年　２ℓ
　　　10年保存クッキー
　　　７年保存レトルト食品
　　　美味しい防災食アルファセット（１日分セット）
　　　難燃備蓄用毛布　等
⑼　有床診療所部会
　　　７月２日　岡山県医師会有床診療所部会委員会・総会・講演会（第４会議室）
　　　　日時：平成28年７月２日（土）午後３時～
　　　　場所：岡山県医師会館　５階　第３・４会議室
　　　　講演：「有床診療所における28年度診療報酬改定の活用」
 全国有床診療所連絡協議会常任理事　正木　康史　先生
　　　７月30日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成28年度役員会（静岡）
　　　７月30日～31日　第29回全国有床診療所連絡協議会総会（静岡）
　　平成29年
　　　１月22日　　　　第２回岡山県医師会有床診療所部会委員会（第４会議室）
　　　１月22日　　　　全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会役員会（第３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（第１会議室）
⑽　地域包括ケア部会
　①　岡山県医師会地域包括ケア部会委員会会議
　　１）第１回　平成28年10月８日　岡山県医師会館　第２会議室
　　　　今年度の事業計画について
　　２）第２回　平成29年９月13日　岡山県医師会館　第１会議室
　　　　地域包括ケア部会外部団体の活動報告、改正道路交通法の報告、協議
　②　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　　アドバイザー　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　１）第１回　平成29年１月20日　岡山県医師会館　第１会議室
　　　　地域医療構想と地域包括ケア　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　　　地域医療構想の実現と地域包括ケアの深化・推進と地域共生社会を目指して
 　　　　岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　２）第２回　平成29年２月17日　メルパルク岡山
　　　　高梁市における地域医療構想と地域包括ケアについて
　　　　医師会の立場から 高梁医師会　会長　仲田　永造
　　　　県（保健所）の立場から 岡山県備北保健所　所長　川井　睦子
　　　　市の立場から 高梁市　政策監　土岐　太郎
　　　　特別養護老人ホーム入所者申込数の推移等について 岡山県保健福祉部長寿社会課　課長　那須　信行
　　３）第３回　平成29年３月24日　メルパルク岡山
　　　　地域包括ケアと救急医療 岡山県医師会　副会長　松山　正春
　　　　「第２回中国地区介護老人保健施設大会 in 岡山」における特別企画
　　　　～リアルタイムで知る。終末期医療介護～看取りのきもち～
 岡山県老人保健施設協会　会長　藤本　宗平
　　　　尊厳の保障～患者の意思を最大限に尊重した院生の最終段階における医療介護～
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　③　岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　
　　　平成29年２月18日　おかやま未来ホール
　　　特別講演「岡山の地域包括ケアをつくる」 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター　教授　三浦　公嗣
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　　　報　　告「岡山県内の在宅医療・介護連携推進事業の状況報告等」
　　　　　　　　「地域医療構想の実現と地域包括ケアの深化・推進と地域共生社会を目指して」
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　グループワーク
　　　　　　　　「地域包括ケアを深化・推進する在宅医療介護連携推進事業の目指す方向性」
　　　グループワーク発表と講評
　④　目からウロコ！医師のための介護体験実践講座
　　　平成29年１月15日　倉敷スイートホスピタル
　　　講義「尊厳の保障」 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　　　「介護とは新しい価値観の創造である」 介護総合研究所「元気の素」代表　上野　文規
　　　介護実技実践　紙おむつ着用体験、寝返り・起き上がり介助、トランスファー、入浴介助
　　　意見交換会
　⑤　岡山県認知症サポート医の集い
　　　平成29年２月18日　岡山県医師会館　第１会議室
　　　特別講演「認知症に対する地域連携・多職種連携−サポート医の役割−」
 国立長寿医療研究センター　副院長　鷲見　幸彦
　　　報　　告「岡山県内の認知症施策の現状と課題」 岡山県保健福祉部長寿社会課　課長　那須　信行
　　　　　　　　「認知症に関する改正道路交通法とアセスメントツール」 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　グループワーク
　　　　　　　　「認知症早期初期集中支援チームの情報交換とサポート医の活動参加について」
　　　グループワーク発表と講評
　⑥　主治医研修事業
　　　〈岡山会場〉　平成28年10月８日
　　　　講演：「今後の医療政策の方向性～診療報酬改定と医療制度について～」 日本医師会　副会長　松原　謙二
　　　〈倉敷会場〉　平成28年11月13日
　　　　介護認定審査会委員研修 SEO財団　福祉サービス評価機構　奥住　浩代
　　　〈津山会場〉　平成28年11月16日
　　　　「医師意見書と介護保険」 津山市医師会　理事　平井　龍三
　　　　「これからの介護保険について」 津山市環境福祉部高齢介護課　伊藤智江美
　　　　「個別地域ケア会議について」 津山市こども保険部　安本　勝博
　　　　「認知症初期集中支援チームについて」 津山市地域包括支援センター　高見　京子
　　　〈高梁会場〉　平成28年12月15日
　　　　「主治医意見書の問題点と地域包括ケアの現状・方向性」 都窪医師会　会長　木村　丹
　　　〈浅口会場〉　平成29年２月16日
　　　　主治医意見書の書き方 浅口医師会　会長　福嶋　啓祐
　　　　ケアキャビネットきびきびグループの医療連携について 総社市長寿社会課　横田　美華
 訪問看護ステーションのぞみ　薬師寺三佳
 サカエ薬局　真壁店　河田　英之
 居宅介護支援事業所　清音　米田　昌紀
 藤井クリニック　藤井　基弘
　⑦　岡山県地域包括ケアシステム学会
　　１）学術大会
　　　　平成28年９月11日　川崎医療福祉大学
　　２）理事会
　　　　第２回：平成28年９月11日　
　　　　第３回：平成29年１月25日
　⑧　認知症に関する改正道路交通法協議会
　　　平成29年３月８日　岡山県医師会館　第２会議室
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　⑨　日医かかりつけ医機能研修制度における研修会
　　１）平成28年度応用研修会
　　　　平成28年５月22日　10：00 ～ 17：15　日本医師会「大講堂」
　　　 　平成28年度より日本医師会が創設した「日医かかりつけ医機能研修制度」の修了申請における応用研修会

が開催された。岡山県医師会より、６名参加し、岡山県医師会において、伝達をした。
　　２）「日医かかりつけ医機能研修制度　平成28年度応用研修会」伝達
　　　　平成28年８月７日　10：00 ～ 17：15　岡山県医師会館「三木記念ホール」
　　　　講師：かかりつけ医の倫理 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　　　生活習慣病 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　　　　フレイル予防、高齢者総合機能評価（CGA）・老年症候群 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　　　　　かかりつけ医の摂食嚥下障害 岡山県内科医会理事　氏平　　徹
　　　　　　　かかりつけ医の在宅医療・緩和医療 岡山県内科医会会長　福岡　英明
　　　　　「日医かかりつけ医機能研修制度」修了申請をした23名に修了証明書が交付された。
　⑩　「岡山県医師会認定かかりつけ医」研修会
　　１）「平成28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28年８月21日　10：00～17：30　　日本医師会「大講堂」
　　　 　「地域包括診療加算および地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修」の一部に

あたる研修会として開催された。岡山県医師会では「日本医師会テレビ会議システム」を利用し、研修会を
開催した。

　　２）「岡山県医師会認定かかりつけ医研修会」
　　　　平成28年12月４日・平成28年12月11日
　　　　講師：「健康相談」「在宅医療」 岡山県看護協会　江田　純子
　　　　　　　「介護保険」 岡山県介護支援専門員協会　高橋　幸代
　　　　　　　「服薬管理」 岡山県薬剤師会　肥後　昇平
　　　　　　　「禁煙指導」・「死体検案」 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　　　　　「脂質異常症」 岡山県医療センター内科医長　肥田　和之
　　　　　　　「糖尿病」 岡山大学病院糖尿病センター助教　利根　淳仁
　　　　　　　「高血圧症」 岡山県内科医会理事　氏平　　徹
　　　　　　　「認知症」 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　岡山県医師会認定かかりつけ医認定審査会　平成29年３月12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）
　　　　　　　　　　佐藤　正浩（岡山県医師会　担当理事）
　⑪　日本医師会介護保険委員会
　　　第１回　平成28年12月16日
　　　第２回　平成29年３月１日
　⑫　岡山県介護保険制度推進委員会
　　　第１回　平成28年６月21日
　　　第２回　平成29年３月21日
　⑬　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29年３月24日　　
　⑭　岡山県認知症対策連絡会議　平成29年１月31日
　⑮　岡山県認知症疾患医療センター検討委員会　平成29年１月16日
　⑯　岡山県認知症疾患医療センター連絡会議　　平成29年３月13日
　⑰　岡山県介護保険関連団体協議会
　　　総会及び幹事会　平成28年７月７日
　⑱　訪問看護ステーション連絡協議会
　　１）理事会
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　　　　第１回　平成28年５月26日
　　　　第２回　平成28年９月８日
　　　　第３回　平成28年12月15日
　　　　第４回　平成29年３月２日
　　２）推進協議会
　　　　第１回　平成28年７月14日
　　　　第２回　平成29年２月16日
　　３）課題検討協議会
　　　　第１回　平成28年７月14日
　　　　第２回　平成28年11月18日
　　　　第３回　平成29年２月16日
　⑲　岡山県在宅医療推進協議会
　　　第１回　平成28年11月22日
　　　第２回　平成29年３月22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
　　１）プライマリ・ケア講座（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　平成28年９月17日（土）　岡山県医師会館　４階　第１会議室　56名
　　　　　テーマ：熊本地震と救急医療・認知症対策等について
　　　　　「熊本地震　何が起こり、何を行ったか！−command and controlの必要性−」
 熊本市民病院　神経内科・地域医療連携部
 リハビリテーション部　首席診療部長　橋本洋一郎　先生
　　　　　「熊本地震における日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）のボランティア活動報告」
 岡山県栄養士会　理事　地域活動事業部部長
 日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）リーダー　細川　良子　氏　
　　２）認知症研修会　～在宅で認知症を支える⑺～
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　平成28年11月５日（土）岡山県医師会館　４階　第１会議室　58名
　　　　　テーマ：地域包括ケアシステムの構築に向けて
　　　　　「地域包括ケアの展望」 岡山市保健福祉局　副局長　柴田　拓己　氏　
　　　　　「これからの認知症対策　～発症予防から進行予防まで～」
 鳥取大学医学部保健学科生体制御学　教授　浦上　克哉　先生
　　３）ITを活用した多職種連携　−晴れやかネットとケアキャビネット−
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会、岡山県内科医会と共催）
　　　　平成28年12月３日（土）　岡山県医師会館　４階　第１会議室　49名
　　　　特別講演　
　　　　　「晴れやかネットの現状と課題　−多職種情報共有のあり方−」
 井原市立井原市民病院　院長　合地　　明　先生
　　　　シンポジウム　「IT『ケアキャビネット』と医療介護連携」
　　　　　「ICT『ケアキャビネット』と医療介護連携　−『やまぼうし』のあゆみ−」
 仲田医院　院長　仲田　永造　先生
　　　　　「地域連携とケアキャビネット『きびきび』」 藤井クリニック　院長　藤井　基弘　先生
　　　　　「岡山市訪問診療スタート支援研修会で立ち上げた診々連携『操山グループ』の活動経過と課題
　　　　　　　−ITを利用した多職種連携にむけて−」 氏平医院　院長　氏平　　徹　先生
　　　　　「晴れやかネット・ケアキャビネット　むすびの和グループ」
 岡山県介護支援専門員協会浅口支部長　池之上　章　先生
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　　４）ケアキャビネットとむすびの和（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　平成29年１月８日（日）４階　第２会議室　49名
　　　　　「むすびの和とその理念」 岡山プライマリ・ケア学会顧問　宮原　伸二　先生
　　　　　「連携シート『むすびの和』を活用して」 岡山プライマリ・ケア学会研修委員　池之上　章　氏　
　　　　　「ケアキャビネットの現状と今後」 医療ネットワーク岡山協議会事務局長　大前　　進　氏　
　　　　　「両備システムによる実技指導」
　　５）実践シンポジウム「新総合事業を社会参加に結びつける」
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　平成29年１月14日（土）岡山県医師会館　４階　第１会議室　79名
　　　　　「こんなすごい活動やってます　−居場所と食を身近で支える『なんだ村』の発展と仕掛け−」
 NPO法人「ホッと灘崎ボランティアネット」理事長　八田　和明　氏　
　　　　　「 機能訓練から社会参加へ　−全国の運動サロン事業の嚆矢となった『いきいき百歳体操』開発の経緯

と発展、そしてこれから−」 高知市保健所長　堀川　俊一　先生
　　６）ACPを体験しよう
　　　　～幸せなお別れをプロデュースするためのコミュニケーション～
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　平成29年２月18日（土）岡山県医師会館　４階　第１会議室　36名
　　　　　「ACPとは」 岡山プライマリ・ケア学会副会長　佐藤　涼介　先生
　　　　　「ロールプレイ説明」 岡山プライマリ・ケア学会役員　則安　俊昭　先生
　　　　事例１　
　　　　　「軽度のアルツハイマー型認知症の方に、将来に備えて、家族も含めどう話すか」
　　　　事例２　
　　　　　「 食道癌により余命２か月のターミナルの在宅患者に、胃瘻造設などの延命治療の希望について、家族

も含めどう話すか」
　　７）岡山プライマリ・ケア学会　総会・第24回学術大会
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　平成29年３月20日　岡山県医師会館　90名
　　　　　テーマ「暮らしを拓く新たな地域文化の創造　～新しい医療福祉文化を目指して～」
　　　　記念講演
　　　　　「ポジデビを探せ−地域包括ケアの未来のために−」
 群馬大学大学院保健学研究科教授　吉田　　亨　先生
　　　　プラクティカル・エデュケーション
　　　　　「健康長寿社会の実現を牽引する「食」への期待　
　　　　　　　～鉄人シェフと医療介護のマリアージュが生み出すおいしさの秘訣！～」
 倉敷スイートタウン　総料理長　湯浅　薫男　氏　
　③　医療福祉塾（ケアマネ・介護職のための少人数の塾）
　　　岡山プライマリ・ケア学会・岡山県介護支援専門員協会と共催
　　　場所：浅口市健康福祉センター
　　　内容：医師による疾患理解の講義
　　１）日時：平成28年９月１日（木）出席者数35名
　　　　内容：歯科・口腔
　　　　講師：ふちの歯科医院　院長　渕野瑛木先生
　　２）日時：平成28年11月24日（木）出席者数37名
　　　　内容：循環器疾患
　　　　講師：みうら内科循環器科　院長　三浦健太郎先生
　　３）日時：平成29年　１月16日（木）出席者数48名
　　　　内容：終末期在宅医療
　　　　講師：磯川内科医院　院長　磯川正史先生



− 64 −

３．医学会に関する事項

⑴　岡山県医師会学術奨励賞
　 　平成28年度は下記２名に授与された。平成28年12月10日に授与式、平成29年２月４日に三木記念ホールで受賞

講演が行われた。
　①　「観音開き法再建：噴門側胃切除における逆流防止機構を付加した食道残胃吻合」
 岡山大学病院新医療研究開発センター助教　黒田　新士
　② 　「非合併症急性B型大動脈解離におけるadaptive servo-ventilationのC-reactive proteinならびに交感神経活性

抑制効果に関する研究」 心臓病センター榊原病院心臓血管外科部長　平岡　有努

４．地域医療・保健対策に関する事項

⑴　特定健診・特定保健指導
　　昨年と同様、被用者保険及び岡山県医師国民健康保険組合と集合契約を行った。
⑵　精密検診従事者講習会
　①　肺がん読影研究会/消化管精検研究会・消化管検診研究会
　　　場所：岡山県医師会館　第３会議室

肺がん読影研究会 消化管精検研究会
消化管検診研究会

平成28年４月 26日 −
　　　　５月 24日 25日
　　　　６月 28日 −
　　　　７月 19日 20日
　　　　８月 30日 −
　　　　９月 27日 28日
　　　　10月 25日 −
　　　　11月 29日 30日
　　　　12月 − −
平成29年１月 17日 18日
　　　　２月 21日 −
　　　　３月 21日 22日

　②　消化管検診研究会講演会
　　１）平成28年度第１回消化管検診研究会講演会（平成28年９月10日）
　　　　講演Ⅰ「胃内視鏡検診の現状と課題」
　　　　　講師：新潟県立がんセンター新潟病院　臨床部長　がん予防総合センター長（兼任）　成澤林太郎　先生
　　　　講演Ⅱ「カテゴリー分類に基づく対策型胃がん検診の読影と精度管理」
　　　　　講師：獨協医科大学放射線部　教授　石川　勉　先生
　　２）平成28年度第２回消化管検診研究会講演会（平成29年２月19日）
　　　　 情報提供 「難病法における申請時の注意点について」
 岡山県保健福祉部医薬安全課　特定保健対策班主幹　重實比呂子　氏　
　　　　講演Ⅰ「胃癌検診−出来ることから始めよう−」
　　　　　講師：川崎医科大学総合医療センター総合内科学２（消化器内科）
 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科　特任教授　春間　　賢　先生
　　　　講演Ⅱ「胃炎の京都分類』を考えたこれからの胃がん検診」
　　　　講師：川崎医科大学総合医療センター総合健診センター長　
　　　　　　　川崎医科大学健康管理学　教授　鎌田　智有　先生
　　　　講演Ⅲ「大腸癌の早期診断と治療」　
　　　　講師：川崎医科大学消化管内科学　講師　藤田　穣　先生
　③　岡山胸部疾患研究会講演会（平成29年３月４日）
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　　　　 情報提供 「岡山県における結核対策」 岡山県保健福祉部健康推進課副課長　山野井尚美　氏　
　　　　講演Ⅰ「肺非結核性抗酸菌症（NTM）について−診断・治療・マネージメント−」
　　　　　講師：岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治　先生
　　　　講演Ⅱ　正しく肺癌を診断する胸部単純写真読影のコツ−過去画像やCTを参考に−
　　　　　講師：石川県立中央病院放射線診断科　診療部長　小林　健　先生
⑶　乳がん検診講習会　
　①　平成28年４月23日（土）：岡山県医師会館　三木記念ホール　
　　　「遺伝性乳がんについて」 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　講師　平　　成人　先生
　②　平成28年６月11日（土）：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　「乳癌検診における画像検査の位置づけ」 総合病院　水島協同病院　乳腺外科科長　石部　洋一　先生
　③　平成28年８月19日（金）：津山市医師会
　　　「MMG検診とDCISとそれに対する非切除の流れ」
 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　助教　枝園　忠彦　先生
　④　平成28年８月20日（土）：岡山県医師会館４F　第１会議室
　　　「乳癌検診50年の回顧～視触診からマンモ併用検診、超音波検診の評価と今後の展望～」
 くにとみ外科胃腸科医院　院長　岡崎　邦泰　先生
　⑤　平成28年10月15日（土）：岡山県医師会館４F　第１会議室
　　　「乳がんの最近のトピックス」 川崎医科大学乳腺甲状腺外科学　教授　紅林　淳一　先生
　⑥　平成28年12月17日（土）：岡山県医師会館４F　第１会議室
　　　「これからの乳がん検診を考える」 岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科　部長　辻　　尚志　先生
　⑦　平成29年２月５日（日）：岡山県医師会館４Ｆ　第１会議室
　　　「乳房超音波検査を併用した乳がん検診」
 川崎医科大学総合外科学　准教授/川崎医科大学総合医療センター　外科副部長　中島　一毅　先生
⑷　かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修事業
　 　本年度も岡山県の委託により「かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会」を開催した。平成28年度は

特定疾患の内「呼吸器系疾患」をテーマに取り上げた。
　　日時：平成29年２月28日（火）19：30 ～ 21：00
　　場所：倉敷市休日夜間急患センター大会議室
　　　「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　竹内　秀将　氏　
　　　「肺聴診の基本と達人技」 川崎医科大学附属病院呼吸器内科学教室教授　岡　三喜男　先生
　　日　時：平成29年３月２日（木）19：30 ～ 21：00
　　場　所：津山鶴山ホテル
　　　「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　竹内　秀将　氏　
　　　「臨床の場におけるIGRAsの用い方−IGRAs陽性の場合どうしますか？−」
 川崎医科大学総合医療センター副病院長　沖本　二郎　先生
　　日　時：平成29年３月14日（火）19：30 ～ 21：00
　　場　所：岡山県医師会館　４階　第１会議室
　　　「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　竹内　秀将　氏　
　　　「呼吸器領域における難病：特発性肺線維症」
 岡山大学大学院保健学研究科　検査技術科学分野　生体情報科学領域教授　宮原　信明　先生
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、肝炎治療薬の開発が急速に進み、治療方法も多様化・複雑化してきている状況の中、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29年２月２日（木）19：30 ～ 21：00
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　　　会場：岡山県医師会館　４階　第一会議室
　　　　　　（岡山市北区駅元町19−２　電話：086−250−5111）
　　演題・講師：
　　　１）「最近のウイルス肝炎治療と今後」 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　石原　光将　氏　
　　　参加人数：12名
　②　第18回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　　日時：平成28年10月16日（日）13：00 ～ 15：00
　　　場所：ピュアリティまきび　２階　孔雀
　　　演題・講師
　　　　１）「忍び寄る脂肪性肝疾患のインパクト」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器・肝臓内科学准教授　高木　章乃夫　先生
　　　　２）「肝疾患の栄養療法」 岡山大学病院臨床栄養部　副部長　長谷川　裕子　先生
　　　　３）「肝炎医療費助成事業の実施状況報告・肝炎医療費助成の申請等について」
 岡山県肝炎一次専門医療機関部会/岡山県健康推進課
　③　第19回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　　日時：平成29年３月５日（日）13：00 ～ 15：00
　　　場所：ピュアリティまきび　２階　孔雀
　　　演題・講師
　　　　１）「中四国初の陽子線治療」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　陽子線治療学　准教授　勝井　邦彰　先生
　　　　２）「岡山大学の肝炎受診勧奨活動について」
 岡山大学病院新医療研究開発センター　助教　難波志穂子　先生
　　　情報提供
　　　　○「肝炎医療費助成事業の実施状況報告」
　　　　　　報告者　岡山県肝炎一次専門医療機関部会
　　　　○「肝炎医療費助成の申請等について」
　　　　　　報告者　岡山県健康推進課
　　　〈岡山県肝炎対策協議会〉
　　　　第１回　平成28年７月13日（水曜日）ピュアリティまきびにて開催
　　　　第２回　平成28年11月９日（水曜日）ピュアリティまきびにて開催
　　　　第３回　平成29年２月15日（水曜日）ピュアリティまきびにて開催
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28年９月26日
　　　会場：岡山県医師会館
　　　人数：10名
　　研修会
　①　倉敷会場（47名）
　　　日時：平成29年１月19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　濱村　貴史　先生（はまむらクリニック）
　　　　　　２）演題　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　　　　　　講師　村上　伸治　先生（川崎医科大学附属病院）
　②　津山会場（32名）
　　　日時：平成29年２月９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）
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　　　　　　１）演題　「うつ病の診断と治療について」
　　　　　　　　講師　香山　茂樹　先生（こころの健康　こうやまクリニック）
　　　　　　２）演題　「思春期精神疾患の診断と対応について」
　　　　　　　　講師　髙山　恵子　先生（希望ヶ丘ホスピタル）
⑺　岡山県医師会糖尿病対策推進協議会
　①　糖尿病研修会
　　 　総合管理医療機関認定・更新研修会を開催ブロック郡市地区医師会、岡山県医師会、岡山県医師会糖尿病対

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28年６月23日（木）岡山コンベンションセンター
　　２）平成28年７月14日（木）津山保健センター
　②　岡山県糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業への協力
　③　世界糖尿病デー啓発活動への賛同
　④　岡山県糖尿病診療計画の改正と研修計画等について協議
⑻　各種協議・研究会
　①　全国有床診療所連絡協議会
　　　７月30日　　　　全国有床診療所連絡協議会平成28年度役員会（静岡）
　　　７月30日～ 31日　第29回全国有床診療所連絡協議会総会（静岡）
　　平成29年
　　　１月22日　　　　第２回岡山県医師会有床診療所部会委員会（第４会議室）
　　　１月22日　　　　全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会役員会（第３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（第１会議室）
　②　平成28年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　平成28年11月26日（土）　リーガロイヤルホテル大阪　タワーウイング３階「ロイヤルホール」において、

大阪府担当で行われ、清水信義副会長・大原利憲理事・山本博道理事・合地明理事・堀事務員が出席した。
　③　岡山県在宅医療推進協議会
　　　第１回　平成28年11月22日
　　　第２回　平成29年３月22日
　④　卒後臨床研修対策（岩月理事・神﨑理事・山本理事）
　　１ ）平成28年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成29年２月18、19日、岡山市立市民病院に於い

て、岡山県医師会・岡山市立市民病院が主催し開催した。参加者は29名であった。
　⑤　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28年度もこの制度が継続し
ている。平成28年10月１日より、Ｂ型肝炎ワクチンを定期予防接種に導入することとなり変更契約をおこ
なった。

　　　イ　平成29年３月１日～７日　子ども予防接種週間
　　　ウ 　平成28年６月21日（火）　平成28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29年２月17日（金）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。
　　　オ 　平成29年２月10日　岡山県感染症対策委員会　岡山件生涯学習センターにて開催され、石川紘会長、國

富泰二理事、田淵和久理事が出席した。
　　　カ 　平成29年２月10日　岡山県麻しん風しん対策会議　岡山県生涯学習センターにて開催され、國富理事が
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出席した。
　　　キ　平成29年３月14日（火）指定（地方）公共機関（医療機関・医療関係団体）会議
　　　　　岡山県立図書館　サークル活動室にて開催され、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26年度末に37,273
人、平成27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26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27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28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28年度　第１回へき地医療支援会議
　　　　　日時：平成28年７月14日（木）14：00 ～ 16：00
　　　　　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　委員紹介
　　　　ⅳ　会長及び副会長の選出
　　　　ⅴ　議事
　　　　　ａ．平成27年度へき地医療支援機構事業の実績について
　　　　　ｂ．平成28年度へき地医療支援機構事業の実施について
　　　　　ｃ．その他
　　　　　　◦岡山県医療推進課からの報告事項
　　　　　　◦次期開催期日について
　　　　　　◦その他
　　　　ⅵ　閉会
　　　イ　平成28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２日（木）14：00 ～ 16：00
　　　　　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28年度へき地医療支援機構事業の実施状況等について
　　　　　ｂ．代診医派遣について
　　　　　ｃ．岡山県医療推進課からの報告事項
　　　　　ｄ．その他
　　　　ⅳ　閉会
　　４）卒後臨床研修対策（岩月理事・神﨑理事・山本理事）
　　　ア 　平成28年度岡山県医師会　臨床研修指導医養成講習会　平成29年２月18、19日、岡山市立市民病院に於

いて、岡山県医師会・岡山市立市民病院が主催し開催した。参加者は29名であった。

５．地域福祉対策に関する事項

⑴　介護保険
　①　岡山県医師会地域包括ケア部会委員会会議
　　１）第１回　平成28年10月８日　岡山県医師会館　第２会議室
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　　　　今年度の事業計画について
　　２）第２回　平成29年９月13日　岡山県医師会館　第１会議室
　　　　地域包括ケア部会外部団体の活動報告、改正道路交通法の報告、協議
　②　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会
　　　アドバイザー　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　１）第１回　平成29年１月20日　岡山県医師会館　第１会議室
　　　　地域医療構想と地域包括ケア　産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　　　地域医療構想の実現と地域包括ケアの深化・推進と地域共生社会を目指して
 　　　　岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　２）第２回　平成29年２月17日　メルパルク岡山
　　　　高梁市における地域医療構想と地域包括ケアについて
　　　　医師会の立場から 　高梁医師会　会長　仲田　永造
　　　　県（保健所）の立場から 岡山県備北保健所　所長　川井　睦子
　　　　市の立場から 高梁市　政策監　土岐　太郎
　　　　特別養護老人ホーム入所者申込数の推移等について
　　　　岡山県保健福祉部長寿社会課　課長　那須　信行
　　３）３回　平成29年３月24日　メルパルク岡山
　　　　地域包括ケアと救急医療 岡山県医師会　副会長　松山　正春
　　　　「第２回中国地区介護老人保健施設大会in岡山」における特別企画
　　　　　～リアルタイムで知る。終末期医療介護～看取りのきもち～
 　岡山県老人保健施設協会　会長　藤本　宗平
　　　　尊厳の保障～患者の意思を最大限に尊重した院生の最終段階における医療介護～
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　③　岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　
　　　平成29年２月18日　おかやま未来ホール
　　　特別講演「岡山の地域包括ケアをつくる」 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター　教授　三浦　公嗣
　　　報　　告「岡山県内の在宅医療・介護連携推進事業の状況報告等」
　　　　　　　　「地域医療構想の実現と地域包括ケアの深化・推進と地域共生社会を目指して」
 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　グループワーク
　　　　　　　　「地域包括ケアを深化・推進する在宅医療介護連携推進事業の目指す方向性」
　　　グループワーク発表と講評
　④　目からウロコ！医師のための介護体験実践講座
　　　平成29年１月15日　倉敷スイートホスピタル
　　　講義「尊厳の保障」 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　　　　「介護とは新しい価値観の創造である」 介護総合研究所「元気の素」代表　上野　文規
　　　介護実技実践　紙おむつ着用体験、寝返り・起き上がり介助、トランスファー、入浴介助
　　　意見交換会
　⑤　岡山県認知症サポート医の集い
　　　平成29年２月18日　岡山県医師会館　第１会議室
　　　特別講演「認知症に対する地域連携・多職種連携−サポート医の役割−」
 国立長寿医療研究センター　副院長　鷲見　幸彦
　　　報　　告「岡山県内の認知症施策の現状と課題」 岡山県保健福祉部長寿社会課　課長　那須　信行
　　　　　　　　「認知症に関する改正道路交通法とアセスメントツール」 岡山県医師会　理事　江澤　和彦
　　　グループワーク
　　　　　　　　「認知症早期初期集中支援チームの情報交換とサポート医の活動参加について」
　　　グループワーク発表と講評
　⑥　主治医研修事業
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　　　〈岡山会場〉　平成28年10月８日
　　　　講演：「今後の医療政策の方向性～診療報酬改定と医療制度について～」 日本医師会　副会長　松原　謙二
　　　〈倉敷会場〉　平成28年11月13日
　　　　介護認定審査会委員研修 SEO財団　福祉サービス評価機構　奥住　浩代
　　　〈津山会場〉　平成28年11月16日
　　　　「医師意見書と介護保険」 津山市医師会　理事　平井　龍三
　　　　「これからの介護保険について」 津山市環境福祉部高齢介護課　伊藤智江美
　　　　「個別地域ケア会議について」 津山市こども保険部　安本　勝博
　　　　「認知症初期集中支援チームについて」 津山市地域包括支援センター　高見　京子
　　　〈高梁会場〉　平成28年12月15日
　　　　「主治医意見書の問題点と地域包括ケアの現状・方向性」 都窪医師会　会長　木村　　丹
　　　〈浅口会場〉　平成29年２月16日
　　　　主治医意見書の書き方 浅口医師会　会長　福嶋　啓祐
　　　　ケアキャビネットきびきびグループの医療連携について　 　総社市長寿社会課　横田　美華
 訪問看護ステーションのぞみ　薬師寺三佳
 サカエ薬局　真壁店　河田　英之
 居宅介護支援事業所　清音　米田　昌紀
 藤井クリニック　藤井　基弘
　⑦　岡山県地域包括ケアシステム学会
　　１）学術大会
　　　　平成28年９月11日　川崎医療福祉大学
　　２）理事会
　　　　第２回：平成28年９月11日　
　　　　第３回：平成29年１月25日
　⑧　認知症に関する改正道路交通法協議会
　　　平成29年３月８日　岡山県医師会館　第２会議室
　⑨　日医かかりつけ医機能研修制度における研修会
　　１）平成28年度応用研修会
　　　平成28年５月22日　10：00～17：15　日本医師会「大講堂」
　　 　平成28年度より日本医師会が創設した「日医かかりつけ医機能研修制度」の修了申請における応用研修会が

開催された。岡山県医師会より、６名参加し、岡山県医師会において、伝達をした。
　　２）「日医かかりつけ医機能研修制度　平成28年度応用研修会」伝達
　　　　平成28年８月７日　10：00～17：15　岡山県医師会館「三木記念ホール」
　　　　講師：かかりつけ医の倫理 岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　　　生活習慣病 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　　　　フレイル予防、高齢者総合機能評価（CGA）・老年症候群 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　　　　　かかりつけ医の摂食嚥下障害 岡山県内科医会理事　氏平　　徹
　　　　　　　かかりつけ医の在宅医療・緩和医療 岡山県内科医会会長　福岡　英明
　　　　「日医かかりつけ医機能研修制度」修了申請をした23名に修了証明書が交付された。
　⑩　「岡山県医師会認定かかりつけ医」研修会
　　１）「平成28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28年８月21日　10：00～17：30　日本医師会「大講堂」
　　　 　「地域包括診療加算および地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修」の一部に

あたる研修会として開催された。岡山県医師会では「日本医師会テレビ会議システム」を利用し、研修会を
開催した。

　　２）「岡山県医師会認定かかりつけ医研修会」
　　　　平成28年12月４日・平成28年12月11日
　　　　講師：「健康相談」「在宅医療」 岡山県看護協会　江田　純子
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　　　　　　　「介護保険」 岡山県介護支援専門員協会　高橋　幸代
　　　　　　　「服薬管理」 岡山県薬剤師会　肥後　昇平
　　　　　　　「禁煙指導」・「死体検案」 岡山県医師会副会長　松山　正春
　　　　　　　「脂質異常症」 岡山県医療センター内科医長　肥田　和之
　　　　　　　「糖尿病」 岡山大学病院糖尿病センター助教　利根　淳仁
　　　　　　　「高血圧症」 岡山県内科医会理事　氏平　　徹
　　　　　　　「認知症」 岡山県医師会理事　佐藤　正浩
　　　　岡山県医師会認定かかりつけ医認定審査会　平成29年３月12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）
　　　　　　　　　　佐藤　正浩（岡山県医師会　担当理事）
　⑪　日本医師会介護保険委員会
　　　第１回　平成28年12月16日
　　　第２回　平成29年３月１日
　⑫　岡山県介護保険制度推進委員会
　　　第１回　平成28年６月21日
　　　第２回　平成29年３月21日
　⑬　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29年３月24日　　
　⑭　岡山県認知症対策連絡会議　平成29年１月31日
　⑮　岡山県認知症疾患医療センター検討委員会　平成29年１月16日
　⑯　岡山県認知症疾患医療センター連絡会議　　平成29年３月13日
　⑰　岡山県介護保険関連団体協議会
　　　総会及び幹事会　平成28年７月７日
　⑱　訪問看護ステーション連絡協議会
　　１）理事会
　　　　第１回　平成28年５月26日
　　　　第２回　平成28年９月８日
　　　　第３回　平成28年12月15日
　　　　第４回　平成29年３月２日
　　２）推進協議会
　　　　第１回　平成28年７月14日
　　　　第２回　平成29年２月16日
　　３）課題検討協議会
　　　　第１回　平成28年７月14日
　　　　第２回　平成28年11月18日
　　　　第３回　平成29年２月16日
　⑲　認知症早期診断事業
　　１）かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　　〈津山市医師会〉
　　　　　日時：平成28年11月２日（日）19：00 ～ 22：00
　　　　　場所：津山保健センターホール
　　　　　出席：22名
　　　　　演題：「認知症への実践的対応」
　　　　　講師：希望ヶ丘ホスピタル院長　引地　充　先生
　　　　〈倉敷医師会〉
　　　　　日時：平成29年２月２日（木）19時30分～ 22時30分
　　　　　場所：倉敷市休日夜間急患センター大会議室
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　　　　　出席：50名
　　　ア　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
　　　イ　演題：「在宅医療の魅力とやりがいについて
　　　　　　　　　～岡山市訪問診療スキルアップ研修会で得られたこと、私の実践経験を含めて～」
　　　　　講師：岡山市医師会副会長　医療法人　佐藤医院院長・理事長　佐藤　涼介　先生
　　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10名、合計14名が研修に参加した。
　　　　平成28年８月27日（土）～ 28日（日）愛知会場４名
　　　　平成28年９月24日（土）～ 25日（日）京都会場７名
　　　　平成28年12月10日（土）～ 11日（日）福岡会場２名
　　　　平成29年１月28日（土）～ 29日（日）東京会場１名
　⑳　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。

　　　　〈津山会場〉　
　　　　　日時：平成29年３月８日（水）19時00分～ 21時00分
　　　　　会場：津山鶴山ホテル（津山市東新町114−４）
　　　　　　１）目的　編
　　　　　　　　講師：万成病院　石丸　信一　先生
　　　　　　２）対応　編
　　　　　　　　講師：川崎医科大学総合医療センター　石原　武士　先生
　　　　　　３）連携　編
　　　　　　　　講師：万成病院　石丸　信一　先生
　　　　　　４）一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　　　万成病院　石丸　信一　先生
　　　　　　　　川崎医科大学総合医療センター　石原　武士　先生
　　　　〈岡山会場①〉
　　　　　日時：平成29年３月９日（木）18時00分～ 20時00分
　　　　　場所：岡山県医師会館　４階　第１会議室（岡山市北区駅元町19−２）
　　　　　　１）目的　編
　　　　　　　　講師：いぬい医院　福岡　英明　先生
　　　　　　２）対応　編
　　　　　　　　講師：岡山大学病院　寺田　整司　先生
　　　　　　３）連携　編
　　　　　　　　講師：いぬい医院　福岡　英明　先生
　　　　　　４）一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　　　いぬい医院　福岡　英明　先生
　　　　　　　　岡山大学病院　寺田　整司　先生
　　　　〈岡山会場②〉
　　　　　日時：平成29年３月28日（火）18時00分～ 20時00分
　　　　　場所：岡山県医師会館　４階　第１会議室（岡山市北区駅元町19−２）
　　　　　　１）目的　編
　　　　　　　　講師：いぬい医院　福岡　英明　先生
　　　　　　２）対応　編
　　　　　　　　講師：岡山赤十字病院　中島　誠　先生
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　　　　　　３）連携　編
　　　　　　　　講師：いぬい医院　福岡　英明　先生
　　　　　　４）一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　　　いぬい医院　福岡　英明　先生
　　　　　　　　岡山赤十字病院　中島　誠　先生
　　　　〈倉敷会場〉　
　　　　　日時：平成29年３月29日（水）18時00分～ 20時00分
　　　　　場所：倉敷国際ホテル（倉敷市中央１丁目１番44号）
　　　　　　１）目的　編
　　　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　　２）対応　編
　　　　　　　　講師：川崎医科大学総合医療センター　石原　武士
　　　　　　３）連携　編
　　　　　　　　講師：岡山県医師会理事　江澤　和彦
　　　　　　４）一症例の事例紹介、総合討論
　　　　　　　　岡山県医師会理事　江澤　和彦　先生
　　　　　　　　川崎医科大学総合医療センター　石原　武士　先生
　㉑　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〈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
　　　　「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
　　　ア　日時：平成28年10月16日（日）９：00 ～ 16：30
　　　　　場所：岡山県医師会館　４階　第１会議室
　　　　　出席：90名
　　　イ　日時：平成28年12月18日（日）９：00 ～ 16：30
　　　　　場所：津山鶴山ホテル
　　　　　出席：35名
　　２）小児慢性特定疾病指定医研修
　　　　日時：平成29年１月15日（日）　13：30 ～ 16：30
　　　　場所：岡山県医師会館　４階　第２会議室
　　　　出席：19名
　　　　「小児慢性特定疾病医療費の支給制度等について」 岡山県保健福祉部医薬安全課
　　　　「小児慢性特定疾病の代表的な疾患の診断等について」 
 岡山済生会総合病院　小児科診療部長　田中　弘之　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　岡山県学校検尿・３歳児検尿マニュアル研修会
　　１）日時：平成28年４月27日（水）19：00 ～　場所：津山保健センター
　　　　特別講演「「検尿マニュアル−適正な学校検尿・３歳児検尿のために−」
 岡山医療センター　小児科　清水　順也　先生
　　２）日時：平成28年５月11日（水）19：00 ～　場所：岡山県医師会館　４階　401会議室（旧第１会議室）
　　　　　特別講演「「検尿マニュアル−適正な学校検尿・３歳児検尿のために−」
 倉敷中央病院　小児科部長　綾　邦彦先生
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　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４日　高梁総合文化会館）
　　３）平成28年度中国地区学校保健研究協議大会（８月18日　鳥取市）
　　４）平成28年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月21日　米子市）
　　５）平成28年度中国地区学校保健・学校医大会（８月21日　米子市）
　　６）第46回全国学校保健・学校医大会（10月29日　札幌市）
　　７ ）郡市地区医師会学校保健担当理事・岡山県医師会学校医部会委員会合同連絡協議会（12月10日　岡山県医

師会館）
　　８）平成28年度岡山県学校保健研修会（29年１月26日　岡山市民会館）
　　９）平成28年度学校保健総合支援事業に係る第１回学校保健推進協議会（10月13日　ピュアリティまきび）
　　　　平成28年度学校保健総合支援事業に係る第２回学校保健推進協議会（平成29年２月９日　メルパルク岡山）
　　10 ）平成28年度第１回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（６月20日　岡

山県庁）
　　　 　平成28年度第２回特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会（平成29年２月

13日　岡山県庁）
　③　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　１）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（平成28年２月29日）
　　　　第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会　第２回準備委員会（平成28年８月31日）
　　２ ）第49回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会（平成29年１月29日、30日　ホテルグランヴィア岡山、

岡山県医師会館）
　④　日医母子・学校保健講習会
　　１）平成28年度日医母子保健講習会　平成29年２月19日　於　日本医師会館
　　２）平成28年度日医学校保健講習会　平成29年３月19日　於　日本医師会館
⑵　小児救急地域医師研修会
　①　平成28年６月23日　於　笠岡グランドホテル
　　　「小児腎疾患を中心に、小児救急対応についても」 倉敷中央病院小児科部長　綾　　邦彦
　②　平成28年７月28日　於　高梁国際ホテル
　　　「外来でよく遭遇する小児の腹痛、嘔吐、下痢への対応と感染性胃腸炎の経口補水療法の実際」
 神戸市立医療センター中央市民病院小児科医長　上村　克徳
　③　平成28年８月24日　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　「小児救急医療のピットフォール」
 川崎医科大学　小児科学准教授　川崎医科大学附属病院　小児科副部長　大野　直幹
　④　平成28年10月18日　於　井原市民病院
　　　「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科医長　上村　克徳
⑶　母子保健対策
　 　厚生労働省並びに岡山県保健福祉部健康推進課が推進する母子保健事業に産婦人科・小児科専門医を中心に積

極的に協力した。年々増加する児童虐待防止に関わるハイリスク妊産婦・ハイリスク児情報提供システムの稼働
も12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については事業が中断され、再開の目途がたっていないが、子
宮がん検診に細胞診+HPV併用検診実施について検討を始めた。小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの公費
負担接種は順調に行われている。
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　 　新生児聴覚検査事業では、約14,000名を検査し、0.17％の難聴児が見つかり、対策が取られている。（平成27年
度実績）また従来の検査機種に加え新機種が認定された。

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

⑴　日本医師会救急災害医療対策委員会
　　開催日　平成29年１月11日、平成29年３月１日
⑵　都道府県医師会JMAT担当理事連絡協議会　平成28年９月21日
⑶　2016年度「首都直下地震を想定した衛星利用実証実験（防災訓練）」（TV会議）
　　平成28年11月16日
⑷　「救急の日」講演会　平成28年９月４日
　　演題Ⅰ「マラソン大会と災害医療・危機管理」
　　講師：九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座災害救急分野　助教　永田　高志　先生
　　演題Ⅱ「救急・災害医療を巡る最近の話題」
　　講師：日本医師会　前常任理事　石井　正三　先生　
⑸　救急医療研修会（実技訓練）
　①　ICLSコース　　平成28年11月20日、平成29年２月19日
　②　第10回市民のための救命講習会　　平成28年11月12日
　③　第１回おかやまJMAT研修会　平成29年２月26日
　　 　我が国で起こりうる様々な災害に対して医療支援活動を行うために必要な知識と技術を習得することを目的

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

時　　間 内　　容 担当講師

９：00−９：30 30 受　付　　　　　

９：30−９：40 10 挨拶・オリエンテーション
岡山県医師会副会長 松山　正春
川崎医科大学附属病院　救急科副部長
 井上　貴博

９：40−10：30 50 講義Ⅰ　災害医療概論 岡山赤十字病院検査部長（兼）
医療社会事業部長 石井　史子

10：30−10：40 10 休　憩　　　　　

10：40−11：10 30 講義Ⅱ　JMATについて 岡山県医師会副会長 松山　正春

11：10−11：30 20 講義Ⅲ　 災害時における透析医療
について 西崎内科医院　院長 西崎　哲一

11：30−12：20 50 昼食（学生食堂）　　　　　

12：20−12：50 30 講義Ⅳ　トリアージ 川崎医科大学附属病院
救急科副部長 井上　貴博

12：50−13：20 30 実技訓練Ⅰ　 トリアージタッグ記
入

兵庫県災害医療センター副センター長
兼診療部長 石原　　諭

13：20−13：30 10 休憩/準備　　　　　

13：30−14：30 60 実技訓練Ⅱ　 災害現場におけるト
リアージ（START法）

岡山市消防局中消防署　署長補佐
 江口　伸治

14：30−14：40 10 休憩/準備　　　　　

14：40−17：00 140
机上シミュレーション
救護所・避難所における
医療活動

岡山県医師会副会長 松山　正春
川崎医科大学附属病院　救急科副部長
 井上　貴博

17：00−17：20 20 総括・質疑応答 岡山県医師会副会長 松山　正春

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

　④　第６回BDLS岡山プロバイダーコース　　平成28年12月18日　
　⑤　第４回ADLS岡山プロバイダーコース　　平成29年３月４日、５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
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属病院救急科が地方開催共催で行っている。
　　 　受講生は26名、２日目に川崎医療短期大学、川崎医療福祉大学の学生が、SALTトリアージ、Mass 

Casualty傷病者役で参加、総勢73名の参加であった。
　　 　本コースは、自然災害を対象にしているが、CBRNEや爆傷・銃創によるテロ対応が大きなウエイトを占め

ている。さらに災害のみならず公衆衛生危機状態、ウイルス性出血熱や高病原性インフルエンザが発生した際
の初動体制も研修の内容に含まれている。コース概要として座学、スキルステーション、症例シナリオ、防護
服の着脱、SALTトリアージ実習があり、２日目の午後は総合実働訓練になっている。

⑹　郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急医療対策部会委員会　
　　連絡協議会　
　　　第１回　平成28年８月27日
　　　第２回　平成29年２月４日
　　 　第２回会議では併催でNDLS-JAPAN事務局のコースコーディネーター金沢大学病院教授　谷口　巧先生を

お招きして救急医療研修会を開催した。
　　演題：「米国災害教育コースから学ぶ災害対応−日本の現状に即して考える−」
　　講師：金沢大学医薬保健研究域　麻酔・集中治療医学　教授　谷口　巧先生
⑺　メディカルコントロール協議会
　① 　第19回日本臨床救急医学会総会・学術集会・平成28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28年５月12日（福島県郡山市）
　②　救急搬送体制連絡協議会メディカルコントールワーキンググループ
　　　第１回検討会　平成28年７月20日
　　　第２回検討会　平成28年10月24日
　　　第３回検討会　平成29年２月６日
　③　平成28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29年１月27日（神戸市）
　④　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29年３月17日
⑻　医療審議会
　　岡山県医療審議会救急医療対策部会　平成28年３月22日
⑼　岡山救急医療研究会
　①　岡山救急医療研究会平成28年度幹事会　平成28年11月26日
　②　岡山救急医療研究会第18回学術集会　　平成28年11月26日
　　　松山副会長が、「おかやまマラソンとマラソンの医学」を講演した。
⑽　防災訓練
　①　平成28度総合防災訓練　平成28年９月４日
　　　今年度は台風の影響で中止になった。
　②　平成28年度岡山空港航空機事故総合訓練　平成28年11月22日
　③　平成28年度岡山県国民保護共同図上訓練　平成29年１月27日
　④　平成28年度岡山県国民保護共同図上訓練セミナー　平成29年３月10日
⑾　DMAT
　　平成28年度おかやまDMAT運営協議会　平成28年11月10日
⑿　ドクターヘリ
　①　平成28年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会　平成28年８月４日
　②　平成28年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会　平成29年３月23日
⒀　その他
　　第32回日本救急医学会中国四国地方会　　平成28年５月20日
⒁　災害非常食等備蓄品について
　 　来たるべき南海トラフ大地震に備えて、他県にJMATチーム派遣が即時対応出来るよう30名分の長期保存食等

備蓄を確保した。
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　　超長期保存水10年　２ℓ
　　10年保存クッキー
　　７年保存レトルト食品
　　美味しい防災食アルファセット（１日分セット）
　　難燃備蓄用毛布　等

８．社会保障部に関する事項（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29年３月15日に開催、平成29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29年度指導実施計画（医科）」が提示され、医療担当者
に対する指導方針等について協議を行った。

　②　社会保険指導者講習会及び伝達講習会
　　 　平成29年度の社会保険指導者講習会のテーマは「アレルギー疾患のすべて」で10月５日・６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、國富理事、佐藤理事、藤本理事他１名が
聴講した。

　　 　伝達講習会は平成29年１月８日午後に岡山県医師会館三木記念ホールにおいて開催し、松山社会保障部長、
神﨑理事、國富理事、佐藤理事、藤本理事他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16病院（内１病院

は研修医なし）の研修医に対して行われ４月７日　ホテルグランヴィア岡山で指導を行い出席者は185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（集団部分のみ）
　　　 　集団指導・集団的個別指導が、平成28年７月14日に岡山県医師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49機関（出席47医療機関、欠席１機関、事務方のみ出席１機関）に、集団指導は指定時18機
関（出席17医療機関）、更新時78機関（出席73医療機関）に対して行われた。

　　　 　なお、集団的個別指導について欠席１機関、事務方のみ出席１機関に対して平成28年11月10日に指定時集
団指導４医療機関、更新時集団指導149機関（出席140医療機関）、保険医登録前集団指導（１名）が同時に
行われた。

　　　　この指導形態は集団指導・集団的個別指導との同時に行うものであり来年度以降も継続して行われる。
　　３）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21回（新規個別指導５回、個別指導15回、個別・新規個別指導１回）であり、個別指導
40機関（情報８機関、再指導15機関、集個転び17機関）、新規個別指導27機関、対象医療機関数は病院４機関、
診療所63機関であった。なお、集個転び（集団的個別指導を受けた翌年度実績が、なお高点数）の個別指導
は本年９月より指導が始められた。

　　　 　指導は主に岡山県医師会館第１会議室で行なわれた。
　　４）監査
　　　 　監査は、保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等

において、的確に事実関係を把握し、不正かつ適切な措置を採ることを主眼として行われる。昨年度からの
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１医療機関に対して３回実施された。
　　５）生活保護法に基づく指定医療機関に対する個別指導の立会について
　　　 　岡山県保健福祉部障害福祉課より生活保護法第50条第２項に基づき指定医療機関の個別指導が平成29年２

月16日１病院、２月21日１病院に対して行われ地区委員が立会をした。
⑵　社会保険運営事項
　①　中国地方社会保険医療協議会
　　◦保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し
　　◦特定承認保険医療機関の承認及び承認の取消し
　　◦保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、
　　 　厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に文書をもって建

議することができるものであるが、岡山部会12回行われた。なお、今年度総会（広島）は、延期になった。
　②　社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　 　平成28年７月及び平成29年１月を除き毎月１回（８月休会）日曜日の午後に開催された。医療情勢・医療経

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

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

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

と審査委員会の相互理解」をテーマに７月10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８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28年度中国四国医師会連合総会
　　　第１分科会　「医療保険・介護保険」　　
　　　９月24日、25日に山口市において開催された（岡山県医師会報　第1440号）。
　　　岡山県医師会より協議題として「指導について」を討議された。
　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28年度第７回（平成28年12月10日）
　　　演題：「岡山県の保健・医療・福祉行政の今後について」
　　　講師：岡山県保健福祉部　部長　荒木　裕人先生
　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、今年度は岡山県歯科医師会が担当した。
　　　開催日　７月21日、２月16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　 ５月９日、６月６日、７月４日、９月12日、10月11日、11月８日、12月５日、２月７日、３月13日
（計　９回）

　⑩　新規開業医療機関に対する保険診療研修会
　　　今年度より新規個別指導の対象となる新規開業医療機関に対して説明会を開催した。
　　 　総論では指導の仕組み（指導の種類、選定法など）や監査事例などを各論において厚生局の作成している『個

別指導において指摘した事項』、『保険診療の理解のために』を教材として診療、カルテ記載およびレセプトな
どの事務的事項について解説を行った。



− 79 −

　　　開催日　第１回　10月13日（26機関に送付　出席19医療機関）
　　　　　　　第２回　３月２日（11機関に送付　出席７医療機関）
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。
　　　来年度は、作成委員会を立ち上げ『診療報酬の手引き』を作成する。

９．日本医師会認定医療秘書養成事業

　⑴　全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成28年度第１回運営委員会
　　　日　時：平成28年度９月24日（土）14：50 ～　（就実大学から出席）
　　　場　所：滋賀県
　⑵　全国医師会医療秘書学院連絡協議会第66回定例総会
　　　日　時：平成28年度９月24日（土）16：30 ～　（就実大学から出席）
　　　場　所：滋賀県
　⑶　全国医師会医療秘書学院連絡協議会第20回医療保険請求事務実技試験
　　　日　時：平成28年10月31日（土）
　　　場　所：就実大学
　　　受験者：７名、合格者：４名
　⑷　第37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29年２月５日（日）13：00 ～
　　　場　所：就実大学
　　　受験者：５名、合格者：５名
　⑸　医療秘書養成に関する運営委員会
　　　日　時：平成29年３月８日（水）17：00 ～
　　　場　所：岡山県医師会館　第４会議室
　⑹　全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成28年度第２回常任委員会
　　　日　時：平成29年３月25日（土）15：45 ～　（出席：清水副会長）
　　　場　所：ステーションコンファレンス東京　
　⑺　全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成28年度第２回運営委員会
　　　日　時：平成29年３月25日（土）16：15 ～　　（就実大学から出席）
　　　場　所：ステーションコンファレンス東京

10．医療勤務環境改善支援事業

⑴　運営協議会
　①　第１回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　　　日時：平成28年４月24日（日）15：45 ～ 16：50
　　　委員：糸島達也、平井康子、笹井茂樹、須田秀之、山田泉、則安俊昭、國富優香　
　②　第２回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　　　日時：平成28年９月26日（月）13：30 ～ 14：20
　　　委員：松山正春、平井康子、須田秀之、則安俊昭、國富優香、富永優子（委員代理）
　③　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
　　　日時：平成28年11月16日（水）17：00 ～ 18：00
　　　委員：松山正春、佐能量雄、平井康子、須田秀之、笹井茂樹、山田泉、則安俊昭、國富優香
　④　第４回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
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　　　日時：平成29年１月29日（日）16：00 ～ 16：45
　　　委員：松山正春、佐能量雄、平井康子、須田秀之、則安俊昭、國富優香、富永優子（委員代理）
　　　※ 松山正春（岡山県医師会副会長）、佐能量雄（岡山県病院協会専務理事）、平井康子（岡山県看護協会常務

理事）、須田秀之（日本医業経営コンサルタント協会岡山県支部長）、笹井茂樹（岡山県社会保険労務士会
副会長）、山田泉（岡山労働局雇用環境・均等室）、則安俊昭（岡山県保健福祉部医療推進課長）、國富優香（岡
山県保健福祉部医療推進課総括参事）

⑵　研修会
　①　第１回岡山県医師会　医師の勤務環境改善ワークショップ
　　　日時：平成28年７月23日（土）14：00 ～ 16：00
　　　「医師の勤務環境改善に向けた病院での取り組み」事例発表
　　　　　１）岡山市立市民病院
　　　　　２）岡山済生会総合病院
　　　「医師の勤務環境改善−これまでの取り組みと今後の課題−」
 日本赤十字社医療センター第二産婦人科部長　木戸　道子　氏　
　②　岡山県医療勤務環境改善支援センター講演会
　　　日時：平成29年１月29日（日）13：00 ～ 16：00
　　　講演１．医療勤務環境改善の取組の必要性
　　　　　　　則安　俊昭　氏（岡山県保健福祉部　医療推進課　課長）
　　　講演２．医療勤務環境改善マネジメントシステムの導入について」
　　　　　　　眞鍋　　一　氏（日本医業経営コンサルタント協会　理事）
　　　講演３．メンタルヘルス対策（実践的セルフケアの一助として）
　　　　　　　板野多美枝　氏（岡山県社会保険労務士会　倉敷支部）
　　　講演４．看護の質向上を目指す手段としてのワーク・ライフ・バランス
　　　　　　　松島　眞己　氏（岡村一心堂病院　看護部長）
⑶　医師・看護職等のワークライフバランス推進ワークショップ
　①　医師・看護職等のWLB推進ワークショップ　事業の流れ説明会
　　　日　時：平成28年４月24日（日）13：30 ～ 15：30
　②　医師・看護職等のWLBインデックス調査　結果読み取り・分析説明会
　　　日　時：平成28年８月28日（日）９：00 ～ 12：00
　　　講　師：岡山大学病院　看護研究・教育センター長　教授　保科　英子　氏
　③　医師・看護職等のWLB推進ワークショップ
　　　日　時：平成28年９月２日（金）13：30 ～ 16：30
　　　支援者：岡山県看護協会　常務理事　平井　康子　氏
　　　　　　　岡山大学病院　看護研究・教育センター長　教授　保科　英子　氏
　　　　　　　重井医学研究所附属病院　看護部長　川口　法子　氏
　④　医師・看護職等のWLB推進ワークショップ取組み報告会
　　　日　時：平成28年10月30日（日）13：00 ～ 17：00
　　　講　師：東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部　看護学科　教授　中島　美津子　氏
　⑤　医師・看護職等のWLB推進フォローアップワークショップ
　　　日　時：平成29年３月10日（金）13：30 ～ 15：30
　　　支援者：岡山県看護協会　常務理事　平井　康子　氏
　　　　　　　岡山大学病院　看護研究・教育センター長　教授　保科　英子　氏、
　　　　　　　重井医学研究所附属病院　看護部長　川口　法子　氏
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平成28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 1,829,750 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 3,865,000 産業医学振興財団

結核・感染症サーベイランス事業 8,711,400 岡山県、岡山市、倉敷市

地域包括ケア体制整備支援事業 22,000,000 岡山県

かかりつけ医認定事業 3,801,000 岡山県

がん検診等医療従事者研修事業 1,350,000 岡山県

認知症早期診断推進事業 2,354,076 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 633,841 岡山県

指定医研修事業 1,092,772 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 300,935 岡山県

かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業 717,854 岡山県

小児救急地域医師研修会 1,710,585 岡山県

緩和ケア事業 2,478,053 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 1,514,376 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 58,549,292
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［Ⅱ］医療情報対策事業（公２）

１．医療問題対策

⑴　中国四国医師会連合
　５月８日　中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（岡山県医師会館）
　　　28日　中国四国ブロック会長会（高知県医師会館）
　６月４日　中国四国医師会連合　医療保険分科会（岡山県医師会館）
　　　24日　中国四国医師会連合常任委員会（東京ドームホテル）
　　　24日　中国四国医師会連合連絡会（東京ドームホテル）
　　　25日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　　　25日　中国四国医師会連合当選祝賀会（椿山荘）
　　　26日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　８月21日　中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡会議　（米子全日空ホテル）
　９月24日　中国四国医師会連合常任委員会（ホテルニュータナカ）
　　　24日　中国四国医師会連合総会　分科会（ホテルかめ福、ユウベルホテル松政）
　　　25日　中国四国医師会連合総会　特別講演（ホテルニュータナカ）
　11月６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）
　　　26日　中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（岩国国際観光ホテル）
　１月13日　中国四国医師会事務局長会議　（山口県医師会館）
　３月25日　中国四国医師会連合常任委員会（グランドプリンスホテル新高輪）
　　　25日　中国四国医師会連合連絡会（グランドプリンスホテル新高輪）
　　　26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８日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　13日　日本医師会年金委員会（沼本理事）
　　　19日　故　坪井榮孝元日本医師会会長お別れの会（石川会長）
　　　21日　平成28年度都道府県医師会広報担当理事連絡協議会（山本理事）
　５月６日　日本医師会財務委員会（糸島副会長）
　　　20日　平成28年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会（山本理事）
　　　22日　日医かかりつけ医機能研修制度　平成28年度応用研修会（松山理事、江澤理事、佐藤理事）
　　　27日　第６回ワークショップ　会員の倫理・資質向上をめざして（清水副会長、岡部理事）
　６月３日　第６回日本医師会女性医師支援委員会・懇親会（神﨑理事）
　　　５日　横倉義武日本医師会会長候補選挙対策本部事務所開き（石川会長、松山副会長）
　　　８日　日本医師会年金委員会（沼本理事）
　　　18日　日本医師会代議員会議事運営委員会（清水副会長）
　　　22日　日本医師会石井常任理事来会
　　　25日　日本医師会定例代議員会（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事、中島理事、國富理事）
　　　26日　日本医師会臨時代議員会（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事、中島理事、國富理事）
　７月９日　平成28年度死亡時画像診断（Ai）研修会（國富理事）
　　　26日　日本医師会役員就任パーティー（石川会長、松山副会長）
　　　30日　第12回男女共同参画フォーラム（清水副会長、神﨑理事）
　９月９日　日本医師会年金委員会（沼本理事）
　　　18日・19日　平成28年度死体検案研修会（上級）（松山副会長）
　　　20日　第１回都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　21日　平成28年度都道府県医師会JMAT担当理事連絡協議会（松山副会長）
　　　30日　第１回日医産業保健委員会（石川会長）
　10月５日　社会保険指導者講習会（國富理事、佐藤理事）
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　　　６日　社会保険指導者講習会（松山副会長、神﨑理事、藤本理事）
　　　８日　日医松原副会長との懇談会（石川会長、松山副会長、江澤理事）
　11月１日　第69回日本医師会設立記念医学大会表彰者記念式典、講演、懇親会（石川会長、田中理事）
　　　４日　日本医師会勤務医委員会（清水副会長）
　　　15日　第２回都道府県医師会長協議会（石川会長）
　12月１日　平成28年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会（合地理事）
　　　１日　第２回日医産業保健委員会（石川会長）
　　　３日　平成28年度家族計画・母体保護指導者講習会（田淵理事）
　　　７日　医療事故制度に係る「支援団体統括者セミナー」（前期）（清水副会長）
　　　７日　日医生涯教育委員会（松山副会長）
　　　９日　第１回男女共同参画委員会（神﨑理事）
　　　15日　第150回日本医学会シンポジウム（田中理事）
　　　16日　第１回日医介護保険委員会（江澤理事）
　　　22日　日医国際保健検討委員会（清水副会長）
　１月６日　日本医師会財務委員会（松山副会長）
　　　11日　第２回日医救急災害医療対策委員会（松山副会長）
　　　15日　平成28年度死体検案研修会（上級）（松山副会長）
　　　17日　平成28年度第３回都道府県医師会長協議会（石川会長）
　　　17日　都道府県医師会長協議会・日医連執行委員会合同新年会（石川会長、松山副会長）
　２月３日　第125回日医年金委員会（沼本理事）
　　　８日　平成28年度医療政策シンポジウム（大原理事、合地理事）
　　　10日　第２回日医勤務医委員会（清水副会長）
　　　11日・12日　平成28年度日本医師会医療情報システム協議会（合地理事）
　　　17日　平成28年度女性医師支援事業連絡協議会（神﨑理事）
　　　17日　第３回日医産業保健委員会（石川会長）
　　　19日　平成28年度母子保健講習会（石川会長、國富理事、佐藤理事）
　　　24日　平成28年度都道府県医師会事務局長連絡会
　３月１日　第18回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会（江澤理事）
　　　１日　第３回日医救急災害医療対策委員会（松山副会長）
　　　３日　平成28年度臨床検査精度管理調査報告会（島村監事）
　　　９日　日医生涯教育推進委員会（松山副会長）
　　　10日　日医男女共同参画委員会（神﨑理事）
　　　12日　平成28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（松山副会長）
　　　17日　平成28年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会（山本理事）
　　　19日　平成28年度学校保健講習会（國富理事、佐藤理事）
　　　26日　第139回日医臨時代議員会（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事、中島理事、國富理事）
⑶　他府県医師会
　６月11日　石井日本医師会会長候補者事務所訪問　東京都医師会館（松山副会長）
　９月７日　静岡県医師会来会（会館視察）　岡山市
　10月16日　東京都医師会新会館内覧会　東京都医師会館（石川会長）
　　　16日　東京都医師会館落成記念祝賀会　東京都医師会館（石川会長）
　12月18日　広島県医師会との懇談会　岡山市（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事、大原理事）
　１月12日　兵庫県医師会新年祝賀会　神戸市（石川会長）
⑷　医療従事者対策
　　養成機関関連　　
　①　平成28年度　第１回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成28年８月12日（金）に岡山市内にて開催された。（宮﨑理事）
　　　議題　１）平成28年度岡山県准看護師試験の実施について
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　　　　　　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）准看護師の行政処分について
　②　第47回中国四国九州地区医師会看護学校協議会
　　　平成28年８月20日（土）・21日（日）にホテルクレメント徳島にて開催された。（松山副会長）
　　　シンポジウム「准看護師の育成課題」
　　　　１）「准看護師教育の必要性について」 徳島県立看護学院准看護学科卒業生　長井　貴司　氏
　　　　２）「現場で働く准看護師の成長支援」 日本准看護師連絡協議会理事　大下　千鶴　氏
　　　　３）「准看護師教育の現状と課題を考える」 徳島県立総合看護学校副校長　浅野　弘子　氏
　　　特別講演
　　　　１）「地域包括ケアシステムにおける看護職の役割について」
 日本医師会常任理事（医療従事者看護担当）　釜萢　　敏　氏
　　　　２）「今、求められる看護基礎教育の在り方　～地域を支え、地域の支えによって成長する看護職～」
 日本看護学校協議会会長　荒川眞知子　氏
　　　　３）「地域を支える看護職員の確保と看護基礎教育の課題」
 厚生労働省医政局看護課課長　岩澤　和子　氏
　　　運営委員会（学校運営アンケート報告、討議）
　③　平成28年度高等学校看護連絡協議会
　　　平成28年８月25日（木）に岡山県庁にて開催された。（石川会長、宮﨑理事）
　　　協議　１）卒業生の進路状況について
　　　　　　２）看護師国家試験・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
　　　　　　　　◦実習病院の確保、医師の確保
　　　　　　　　◦准看護師の受験状況と進路（過去３年間）
　　　　　　　　◦専攻科の就職時期
　④　平成28年度　第２回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成28年11月８日（火）に岡山市内にて開催された。（宮﨑理事）
　　　議題　１）平成28年度岡山県准看護師試験問題事前審査について
　　　　　　２）准看護師の行政処分について
　　　　　　３）今後の日程などについて
　⑤　平成28年度　第３回岡山県准看護師試験委員会
　　　平成29年３月２日（木）に岡山市内にて開催された。（宮﨑理事）
　　　議題　１）平成28年度岡山県准看護師試験結果について
　　　　　　２）試験結果の発表について
　　　　　　３）准看護師の行政処分について
　⑥　平成28年度岡山県看護職員確保対策委員会
　　　平成29年３月15日（水）に岡山県分庁舎にて開催された。（宮﨑理事）
　　１）岡山県の看護職員の状況について
　　２）平成28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　職場定着の推進について
　　　エ　再就業の促進について
　　　オ　資質向上について
　　３）平成29年度岡山県看護職員確保対策の総合的推進（案）について
　　４）意見交換
⑸　医療関係者斡旋事業
　①　平成28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
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　　　平成29年２月２日（木）14時から岡山県医師会館・第４会議室で、岡山県病院
　　 　協会から　難波会長、佐藤事務長会代表幹事、岡山県保健福祉部医療推進課より平田氏、岡山大学キャリア

センター MUSCATより別府氏、川崎医科大学より塩谷先生、女医部会より坂口部会長、県医師会より清水副
会長、神﨑理事、藤本理事の出席で開催され、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28年度事業報告・平成29年度事業計画等について話し合った。

　②　平成28年度女性医師支援事業連絡協議会
　　 　平成29年２月17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.15、16）の発行
　④　県医師会主催講演会での託児サービス
　⑤　学会出席時の託児サポート
　　 　（子育て中の医師がキャリアアップのために学会、セミナー等で研鑽する機会を増やすため、平成26年10月

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

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

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

見交換を行った。対内的には会員に情報を提供・伝達し、会員の意見を掲載する県医師会報とOMA Letterを発
行している。ホームページではスマートフォンでも閲覧可能となり最新情報のアップを迅速に行うようにした。
⑴　対外的な広報活動
　①　県民公開講座　県医師会員を含む県民を対象に公開講座を開催した。
　　１）CKD（慢性腎臓病）県民公開講座　参加者　130人
　　　　「腎臓病と減塩を正しく知って、元気で長生きしよう！」
　　　　　～ 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28年10月23日（日）　11：00 ～ 15：25
　　　　会場：三木記念ホール・第１会議室・第２会議室
　　２）糖尿病県民公開講座　　参加者　180人
　　　　「楽しく学ぼう！食と運動 成功の秘訣」
　　　　日時：平成28年11月６日（日）　11：00 ～ 15：50
　　　　場所：三木記念ホール・第１会議室・第２会議室
　　３）　スポーツ県民公開講座　参加者　80人
　　　　日時：平成29年２月５日（日）　14：00 ～ 16：00
　　　　場所：三木記念ホール
　　　　講演・対談　「～夢の実現～」　古賀　稔彦　先生
　　４）第８回県民公開医療シンポジウム　参加者　270人
　　　　　「人生の最期の選択と心の洗濯」
　　　　　～後悔しない人生最期の過ごし方～
　　　　日時：平成29年２月25日（土）　13：30 ～ 16：50
　　　　場所：三木記念ホール
　　　　主催：岡山県医師会・岡山県病院協会
　　５）女性の健康週間県民公開講座　参加者　480人
　　　　「楽しく食べて100歳まで歩こう！」
　　　　～骨を元気にするおいしい講座～
　　　　日時：平成29年３月12日（日）　13：30 ～ 15：30
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　　　　場所：三木記念ホール
　②　懇談会・意見交換会　　　
　　　岡山県保健福祉部と岡山県医師会との懇談会　平成28年７月20日（水）　
　　　岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会　　　平成28年８月24日（水）
　　　岡山弁護士会との懇談　　　　　　　　　　　平成28年８月31日（水）
　　　岡山県四師会懇談会　　　　　　　　　　　　平成28年10月26日（水）
　　　岡山労働局と岡山県医師会との懇談会　　　　平成29年１月25日（水）
　　　県知事との懇談　　　　　　　　　　　　　　平成29年２月13日（月）
　　　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、豆知識などの記事を掲載した。「OMA Letter」では、新執行
部の紹介を掲載した。

　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、本会並びに他団体主催の講演会・勉強会の開催予定、生涯教育開催予定、入会・会員向け

サービス、医師会活動、勤務医・研修医・医学生向け、法人情報等を掲載。医師会館新築移転に伴い、三木記
念ホール等貸室案内ページを設けた。

　④　ナースセンター情報の掲載

３．情報化推進

⑴　医療情報
　①　情報化に向けた環境基盤整備
　　ア　会員と医師会を結ぶ情報網について。
　　イ　会員医療機関の情報化推進について。
　　　◦日医認証カードの発行
　②　会議・研修会
　　　平成28年５年18日　医療ネットワーク岡山協議会　第１回理事会
　　　（書面決議）医療ネットワーク岡山協議会　第２回理事会
　　　　　　　６月29日　医療ネットワーク岡山協議会　
　　　平成28年度定時会員総会・第３回理事会
　　　　　　　11月16日　医療ネットワーク岡山協議会　第４回理事会
　　　平成29年２月11日　平成28年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　　　２月12日　平成27年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　　　　　３月15日　医療ネットワーク岡山協議会　第５回理事会
　　　平成29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　438施設
　　　　　　　平成28年３月１日現在
　　　　　　　日医認証カード申し込み　64件　

４．産業保健対策

⑴ 　（独）労働者健康安全機構の下で、平成25年度まで旧称産業保健推進センターが展開していた産業保健３事業
を一元化する目的で設置された、傘下の47都道府県産業保健総合支援センターの管理下で、県内７地域産業保健
センターの事業運用は実施されて３年が経過した。
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　 　当総合支援センターにおける所長・運営主幹職１名には本会執行部役員が委託就任し、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28年度実施計画を作成、７地域産業保健センター事業の円滑化
に努めた。

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

⑶ 　平成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、既に施行が始まって１年半が経過した。本会所属の専属並びに嘱託産業
医はストレスチェック、その結果として抽出された高ストレス者に対する面談指導など中枢的な役割を果たして
いる。部会としては円滑な同制度導実施に向け、厚労省や有識者を招請して主として面談指導に係わる研修を随
時実施した。

⑷ 　厚労省は「治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を平成28年２月に公表した。本件に対し産業医
はがん並びに慢性疾患治療中の対象労働者について、労働者本人の意向を尊重しつつ、事業主に対して情報提供
又は助言を行う等、協力を行うこととなった。産業医の役割については未だ明記されていないものの、本会は本
件に係わる２回の研修会を既に開催した。

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

⑹ 　特定健診・特定保健指導は９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
昨年度より実施段階に入っている。この中で受診率は微増傾向が続いているが、保健指導における要積極的支援
対象者の受診率は相変わらず低迷している。特定健診・特定保健指導に特化した集中研修会は本年度も11月に開
催した。

５．労災・自賠責医療対策

⑴　労災診療算定実務研修会
　　岡山会場（10月24日）
　　倉敷会場（10月25日）
⑵　岡山損害保険医療連絡協議会（５月19日）
　 　岡山県医師会、岡山県病院協会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構岡山自賠責損害調査事務所の四者

で自賠責保険について協議した。
⑶　岡山県医師会自賠責研修会　平成29年１月28日
　 　本研修会は、自動車事故医療の現場を担っている医療機関の医師等に自賠責保険制度の成り立ち、全体的な知

識を習得していただくことを通じて、円滑な医療費請求の定着と自動車事故被害者への良質な医療の提供を目的
とし原則２ヶ年に１回実施している。

　　研修会は「自賠責保険講習」、「学術講習」の２部構成となっている。
　　【自賠責保険講習】
　　　演　題：「自賠責保険（共済）損害調査のしくみ」　　
　　　講　師：　岡山自賠責損害調査事務所　所長　野村　高志　氏
　　【学術講習】
　　　演　題：「当院における多発外傷（交通外傷）診療と臨床研修」　
　　　講　師：岡山赤十字病院　救急部長・救命救急センター長　實金　健　先生　

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28年度の

精度管理サーベイを実施した。
　　　　　勧奨施設数　155　　　
　　　　　参加施設数　130
　②　クロスチェックの実施
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　　 　県内各医療圏内の主要病院と検査センター 98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28年８月23日（火）：試料発送
　　　平成28年９月６日（火）：平成27年度サーベイ成績提出　締め切り
　　　平成28年10月11日（火）：臨床検査精度管理実行委員会
　　　平成28年10月23日（日）：速報会・講演会
　　　平成29年３月31日（金）：平成28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28年度も従来の路線を継承して、以下の事業を企画実施した。
　① 　県内で検査を実施している医師会検査センター及び商業検査センターについて、精度管理の実施状況を監査

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

会の精度管理サーベイの参加要請等を行い、精度調査を実施した。
　③　委員会開催日
　　◦平成28年度第２回精度管理専門委員会
　　　平成29年２月20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28年６月21日　岡山県医師会館５階第４会議室にて開催、大原、宮﨑理事、島村監事が出

席した。
　 　第２回委員会　平成28年10月11日　岡山県医師会館５階第４会議室にて開催、宮﨑理事、島村監事が出席した。
⑷　平成28年度臨床検査精度管理調査報告会
　　平成29年３月３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

関係機関連絡運営
⑴　岡山県保健福祉部との懇談
　　平成28年７月20日（水）16：30 ～　第１会議室
　①　県保健福祉部関連事業に関わるNPO法人への支援について
　②　地域医療介護総合確保基金について　　　　　　
　③　地域医療構想の推進及び地域包括ケアシステムの構築に向けた支援について
　④　地域医療介護総合確保基金（区分Ⅰ）を活用する事業の提案について
　⑤　特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費助成制度について
　⑥　かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業について
　⑦　「新晴れの国おかやま生き活きプラン（仮称）」骨子について
⑵　岡山県教育庁との懇談
　　平成28年８月24日（水）17時～　第２会議室
　①　「ストレスチェック制度」の実施について　　　　
　②　学校検診（運動器検診）に関するアンケート調査の統計利用について　　　
　③　若年妊娠について
　④　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29年１月25日（水）岡山県医師会館　４階　第２会議室
　①　（岡山労働局から）
　　１）労働災害の発生状況
　　　ア　平成28年分死傷災害発生状況（速報値）について
　　　イ　死亡災害発生状況（速報値）並びに発生状況13件について
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　　２）ストレスチェックの実施について
　　３）「労働災害を防止するためのリスクアセスメントを実施しましょう」について
　　４）ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント対象の追加物質について
　　５）【全国初】化学物質リスクアセスメント推進大会開催について
　　６）事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインについて
　　７）オルト−トルイジンに係る健康診断の実施について
　　８）労災レセプトのオンライン請求について
　　９）石綿による疾病の認定基準のホームページについて
　　10）石綿による疾病の労災認定
　　11）石綿ばく露歴などのチェック表について
　　12）働き方改革実現に向けた岡山労働局の取組について
　②　（岡山県医師会から）
　　平成28年度岡山県医師会産業医部会活動の概要
　　　ア　第38回産業保健活動推進全国会議（10/13）報告
　　　イ　第２回日本医師会産業保健委員会（12/１）報告
　　　ウ　第２回岡山県医師会産業医部会委員（12/３）報告
　　　平成28年度岡山県医師会日医認定産業医研修会報告
　　　全国並びに岡山県に於ける日医認定産業医数の動向について
⑷　岡山県医師会と岡山弁護士会との懇談会
　　平成28年８月31日（水）　17：30分～　岡山県医師会館
⑸　歯科医師会、薬剤師会、その他　
　①　平成28年度岡山県四師会懇談会
　　　平成28年10月26日（水）18：30 ～　岡山プラザホテル
　　１）健康サポート等の連携について
　　２）地域包括ケア推進のための看護職出向について
　　３）被保険者証・受給資格者証提示のポスター作成について
　②　５月31日　 岡山県愛育委員連合会・恩賜財団母子愛育会岡山県支部平成28年度総会並びに研修会（式典）（田

中理事）
　③　６月11日　岡山県看護協会平成28年度通常総会（石川会長）
　④　８月28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）（４/27、６/29、８/31、９/28、10/27、11/30、

12/21、１/26、２/23、）
　　岡山大学メディカルセンター（OUMC）構想全体会議（11/ １）（清水副会長）
　　岡山医学会役員会（石川会長、松山理事　５/10）、（石川会長、松山理事　12/ ６）
　　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/ ４）
　　川崎学園理事会・評議員会（５/22、７/ ４、１/16、３/28）（石川会長）
　　メディカルカフェ in かわさき（10/20）（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28年度では、小中学校１年生で99％に達
し、また、小学校４年生の心電図検査も一部実施されている。

　平成28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　54,028件
　　小中高校　心音図検査　34,831件
　 　解析データは光ディスクに収録蓄積されており、既に約270万件に達している。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
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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・祝祭日の夜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、この時間帯を看護師が担当した。

　 　毎年相談件数は増加し、27年度には16,378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が判明したので、25年９月１日から電話回線を２回線とした。これ
と同時に小児科医の担当は日曜日のみとした。

　 　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。

　 　相談の結果、受診しないで問題が解決されたのは22.9％、翌日に受診することになった場合が18.6％、当日に
病院を救急受診した場合が18.9％であった。電話相談に対する患者の満足度は85.2％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。

　 　当事業は平成28年度をもって岡山県医師会の事業としては終了する。事業は引き続き継続され民間業者が担う。

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。

12．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、平成27年８月から「退蔵する水銀血圧計・水銀体温計の回収事業」に取り組んできた。平
成27年11月には、岡山県医師会と処理業者である、野村鉱産株式会社及び株式会社こっこーと、「2015年11月回
収事業に関する同意書」を締結、郡市等医師会は、野村鉱産株式会社、株式会社こっこー、西日本エア・ウォー
ター株式会社とそれぞれ「産業廃棄物処理委託契約書」を交わした。参加する医療機関は、委任状を各郡市等医
師会長に提出し、平成28年８月１日～ 19日に回収事業を実施した。

　 　今回の回収実績は、血圧計2,232台、体温計2,424本、詰替用水銀14,321ｇとなり、血圧計は予定台数をすべて回
収したが、体温計は1,819本が未回収となった。また、詰替用水銀は4,583ｇ多く回収した。この結果、アンケー
トで保有していると答えた血圧計・体温計と今回の回収実績から、まだ医療機関に退蔵されている血圧計は1,292
台、体温計1,059本となった。この血圧計・体温計については、2017年に再度回収を行う予定である。

平成28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 662,361 日本医師会
女性医師復職支援事業 2,030,000 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 7,551,398 岡山県
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肝炎ウイルス検査事業 11,189,367 岡山県、岡山市
風しん抗体検査事業 17,427,168 岡山県、岡山市、倉敷市
岡山県医師会心電図自動解析センター事業 1,000,000 岡山県教育委員会
臨床検査精度管理事業 1,826,000 岡山県臨床検査技師会

公益２　合計 42,177,294

［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
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28年度補助事業・委託事業等

公益３．公益関係機関助成等事業

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

公益３　合計 360,000

［Ⅳ］貸室事業（収１）

１．岡山県医師会館の管理運営に関する事項

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

適切な維持管理に努めた。
　②　無人となる夜間は、セキュリティ会社に警備を委託し不測の事態に備えた。
　③　管理運営については、入居団体との連携を図った。
　④　利便性のさらなる向上を図るため、緊急修繕を行った。
　　１）三木記念ホール通路手摺設置工事
　　２）三木記念ホールステージフロアボックス取替工事
　　３）三木記念ホールムービングライト工事
　　４）三木記念ホール下手袖照明改修工事
　　５）三木記念ホール操作室台整備工事
　　６）三木記念ホール演台等補修工事
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　　７）２階ホワイエ内線電話工事
　　８）コンベンションセンターとの光ケーブル配線工事
　　９）会議室の三木記念ホールサテライト会場化工事
　　10）会議室垂れ幕昇降装置取付工事
　　11）会議室演台キャスター取付工事
　　12）会議室ステージ踏台改造工事
　　13）会議室室名変更工事
　　14）会議室プロジェクター更新・天井据付工事
　　15）避難経路案内サイン工事
　　16）旧会館駐車場カーブミラー補修工事
　　17）旧会館避難器具留金具撤去舗装補修工事
⑵　駐車場の利用
　① 　医師会員用として整備した駐車場の利用については、希望者会員に事前発行したICカード（会員用発行実績

430枚）により、医師会員の利用に供するとともに、ICカードによる駐車場利用のさらなる周知を図った。
　②　駐車場の管理運営は、ビル管理会社に委託し、ICカードを有しない医師会員の利用に供した。
⑶　貸出施設設備の利用状況
　 　交通至便な立地やグレードの高い施設設備を有する、三木記念ホールや各会議室などの貸出施設設備の利用促

進に取り組んだ。
　①　平成29年３月末現在施設設備利用状況　

区　　分 利用件数 利用料収入額

件 千円
一般・学会 47　　　　　 5,433　　　　　

医療関係・県庁等 　　　　　338　　　　　 5,808　　　　　

県医師会 　251　　　　　 　　　

合　　計 　　　　　636　　　　　 　　　11,241　　　　　

［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
　◦ 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生命保険制度の加入推進につとめ、同じく団体扱生

命保険制度、集団扱損害保険制度についても、会員福祉の一環として制度の広報を行った。
　◦ ドクターバンク事業は、NPO法人岡山医師研修支援機構・岡山県地域医療支援センターと協定を結び３年目

となるが、情報共有を行いながら順調に進んでいる。
　　平成28年度は、新たな求職者登録が４名、求人登録が８件であった。
　◦ 平成28年度は、医院承継に関するセミナーを２回開催した。
　　平成28年９月17日（土）岡山県医師会館　第２会議室
　　　「 相続・医業承継対策　持分ありから持分なしへの移行問題について～病床機能報告制度と地域医療ビジョ

ンを踏まえて～」　（講師：税理士　森田　茂伸　氏）　
　　平成29年３月18日（土）岡山県医師会館　第１会議室
　　　「院長・奥様のための病医院における人事労務マネジメントノウハウ」
　　　（講師：合同会社MASパートナーズ　代表　原　聡彦　氏）
⑵　各事業の現況（平成29年１月31日現在）
　①　福祉部災害見舞金制度　

加入者 483人 （1,604口）
台風・落雷・豪雨 ０件 ０円

火災被害 ０件 ０円
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　②　福祉部団体所得補償保険制度

全員加入部分
加　入　者 1,295人
給　　　付 12人 1,037,001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　　1,297人 （Ａ型　　423口）

（Ｂ型　1,829口）
（Ｃ型　1,620口）
（Ｄ型　　326口）
（Ｅ型　　293口）
（Ｆ型　　　51口）

Ｂ会員　　　254人 （Ａ型　　　72口）
（Ｂ型　　258口）
（Ｃ型　　　75口）
（Ｄ型　　114口）
（Ｅ型　　　10口）
（Ｆ型　　　85口）

給　　　付 16人 31,986,666円

　③　福祉部グループ保険制度

加　入　者

　　Ａ　会　員
500万 290人 （1,005口）
300万 　　０人 （　　０口）

　　Ｂ　会　員
500万 　61人 （　237口）
300万 　　１人 （　　1口）

　　配　偶　者
500万 　96人 （　180口）
300万 　　５人 （　　5口）

　　子　　　供 400万 　18人 （　18口）

　　　平成28.4.1 ～ 29.1.31

新規加入者 増　額 減　額 脱退者

Ａ会員
500万 ２人（14口） ０人（０口） 26人（42口） 17人（46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） ４人（７口） ４人（８口）
300万 ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口）

　　　（脱退者内訳）　　

任意脱退 76才脱退 死亡脱退
Ａ　会　員 ７人（28口） ９人（15口） １人（３口）
Ｂ　会　員 １人（２口） １人（２口） ２人（４口）

　　　平成28年度資格喪失者　13人

支払保険金合計 ２人 15,090,000円　　　　
病気死亡支払保険金 １人 15,000,000円（３口）
配偶者病気死亡支払保険金 ０人 　　　　０円（０口）
子供病気死亡支払保険金 ０人 　　　　０円（０口）
災害死亡支払保険金 ０人 　　　　０円（０口）
高度障害支払保険金 ０人 　　　　０円（０口）
入院給付金 １人 90,000円　　
障害給付金 ０人 　　　　０円　　　
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　④　岡山県医師会会員向け割賦・リースの運用状況について （平成28年４月～平成29年１月末）
　　　紹介受付　０件、融資実行　０件、商談進行中　０件、商談中止　０件　
　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29年２月末現在では、前者は求人医療

機関66施設、求職医師２名が登録している。
　　　紹介斡旋は２件で、成立１件であった。
　　　一方、後者は求人医療機関42施設、求職医師３名の登録があり、紹介斡旋、成立は０件であった。
⑶　役員会の記録
　①　第１回福祉部役員会開催
　　　平成28年８月６日（会報第1437号）
　　　◦平成27年度福祉部会計決算報告
　　　◦平成28年度福祉部会計現況報告（平成28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27年度実績と28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27年度実績と28年度加入状況について
　　　◦福祉部グループ生命保険制度並びに日医医師年金制度に係る加入推移について
　　　◦岡山県医師会会員向け割賦・リースの運用状況について
　　　◦ドクターバンク事業・女性医師バンク事業の現況について
　　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況について
　　　◦ 集団扱い火災保険・自動車保険等の岡山医師協同組合からの案内チラシを岡山県医師会報へ同封すること

について
　②　第２回福祉部役員会開催
　　　平成28年12月10日（会報第1445号）
　　　◦平成28年度福祉部会計現況報告（平成28年11月末日現在）
　　　◦岡山県医師会会員向け割賦・リースの運用状況について
　　　◦ドクターバンク事業・女性医師バンク事業の現況について
　　　◦新規開業会員の福祉部制度（任意）への加入状況
　③　福祉部臨時役員会開催
　　　平成29年３月11日（会報第1451号）
　　　◦福祉部団体所得補償保険制度の見直しについて
　　　◦豪雨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

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28年度に解決された件数は８件で未解決は19件である。
　②　平成28年度中国四国医師会連合総会　医事紛争研究会
　　 　平成28年11月６日（日）に山口県担当でホテルグランヴィア岡山にて開催され、本会から石川会長、清水副

会長、合地理事、田淵理事、片山理事、岩月理事が出席した。
　③　平成28年度都道府県医師会　医事紛争担当理事連絡協議会
　　　平成28年12月１日（木）に日本医師会３階小講堂で開催され本会から合地理事が出席した。
　④　医事紛争対策委員会
　　 　平成28年12月10日（土）に岡山県医師会館７階応接室で開催し、清水副会長、合地理事、田淵理事、片山理

事、顧問弁護士で未解決事案等について話し合った。
　⑤　第15回岡山医療訴訟連絡協議会
　　　平成28年12月24日（金）に岡山地方裁判所で開催され本会から片山理事が出席した。
　⑥　平成28年度Ai学術シンポジウム
　　　平成28年７月９日（土）～ 10日（日）に日本医師会で開催され、本会から國富理事が出席した。
　⑦　医事紛争の防止と処理のガイドブック（第４版）の発行
　　　岡山県医師会報（７月10日号（第1433号）付録）にて全会員へ送付した。
　⑧　医療事故調査制度に関する医療機関向け研修会
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　　 　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２月20日（月）
のアークホテル岡山での研修会には、本会から清水副会長が出席した。

　⑨　岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
　　 　平成29年３月２日（木）に岡山県医師会館で、岡山県内の医療事故調査等支援団体（12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、制度における支援団
体の役割等について協議した。本会からは、石川会長、清水副会長、合地理事、田淵理事、片山理事が出席した。

　⑩　医療事故調査制度に係る「支援団体統括者セミナー」
　　 　平成28年12月７日（水）（前期）、平成29年２月23日（木）（後期）に、日本医師会３階小講堂で開催された。

各都道府県において支援団体のとりまとめと院内調査などに直接係っている代表者に参加のお願いをした（３
名１グループ）。

　　　本会からは、【前期】セミナーに清水副会長が出席した。
　⑪　平成28年度第２回高知県医師会医療安全セミナー
　　 　平成29年３月４日（土）に高知県医師会で開催され、本会から講師として清水副会長に出席していただき、「岡

山県医師会における医療事故調査制度の取組について」と題し講演された。
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28年５月27日（金）に日本医師会で開催され、本会から清水副会長、岡部理事が出席した。

［Ⅵ］管理部門

１．理事会

　　毎週水曜日　計48回開催

２．代議員会

⑴　第189回岡山県医師会臨時代議員会
　　日時：平成28年５月15日（日）13：00 ～
　　場所：第１会議室
　　◦平成27年度公益社団法人岡山県医師会補正予算
　　◦平成28年度公益社団法人岡山県医師会事業計画
　　◦平成28年度公益社団法人岡山県医師会収支予算
　　◦岡山県医師会役員等の任期満了に伴う次期役員等を選出する選挙
⑵　第190回岡山県医師会定例代議員会
　　日時：平成28年６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報告
　　◦平成27年度公益社団法人岡山県医師会決算認定の件

３．郡市等医師会長協議会

⑴　10月１日（土）14：00 ～　第１会議室
　①　県医師会から
　　１）日医都道府県医師会長協議会、中国四国医師会連合総会の報告　　
　　２）岡山衛生会館解体の進捗状況について
　　３）岡山県医師会認定かかりつけ医と日本医師会かかりつけ医について
　　４）水銀血圧計、体温計の処理に関する事業について…本年度の実績…
　　５）理事会のあり方の検討について　　　　
　②　郡市等医師会から
　　１）「日医認定かかりつけ医機能」と「岡山県医師会認定かかりつけ医」について
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　　２）糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて　　
　　３）新たな専門医の仕組みの見直しと日本専門医機構　　
⑵　２月11日（土・祝）13：30　第１会議室
　①　県医師会から
　　１）平成28年度第３回日本医師会都道府県医師会長協議会の報告　
　　２）水銀回収について　　　
　　３）｢日医かかりつけ医機能研修制度｣における修了申請の事務手続き等について
　　４）理事会の体制検討委員会
　　５）公益社団法人　岡山県医師会設立70周年記念式典開催日程について
　　　　（平成30年１月14日（日）三木記念ホール、ホテルグランヴィア岡山））
　②　郡市等医師会から
　　６）経済財政諮問会議での診療報酬の議論について　　
　　７）かかりつけ医の普及の観点からの外来時の定額負担について
　　８）産業医の報酬について　　

４．郡市等医師会への役員出席

　４月９日　玉島医師会新年度懇親会（石川会長、松山理事）
　５月12日　井原医師会定時総会（石川会長、糸島副会長）
　　　22日　玉野市医師会懇親会（石川会長、清水副会長、糸島副会長）
　６月４日　西大寺医師会定時総会（糸島副会長）
　　　16日　真庭市医師会平成28年度定時総会（石川会長、松山理事）
　　　18日　第６回備前ブロック医師会協議会（石川会長、國富理事）
　　　18日　赤磐医師会定時総会懇親会（石川会長）
　　　23日　小児救急地域医師研修会　笠岡市（國富理事）
　７月28日　小児救急地域医師研修会　高梁市（國富理事）
　８月８日　倉敷市と倉敷市連合医師会とのサミット（石川会長）
　　　24日　小児救急地域医師研修会　新見市（國富理事）
　10月18日　小児救急地域医師研修会　井原市（國富理事）
　11月６日　第63回美作医会定例総会　津山市（石川会長、神﨑理事）
　　　19日　備中ブロック医師会協議会・懇親会　浅口市（石川会長、清水副会長、松山副会長、神﨑理事）
　12月11日　元議長森下和郎先生告別式（石川会長）
　　　13日　邑久医師会忘年会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　　　17日　吉備医師会忘年会（石川会長、清水副会長、松山副会長）
　１月５日　倉敷医師会新年宴会（石川会長、清水副会長、松山副会長、江澤理事、佐藤理事）
　　　23日　新見医師会新年会（石川会長）
　２月15日　 倉敷市連合医師会・水島産業医学研修会・岡山県医師会共催産業医学講習会（石川会長、松山副会長、

佐藤理事）
　　　27日　第２回地域包括ケア（医療関連）協議会（江澤理事）
　　　28日　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（江澤理事）
　３月２日　かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会（佐藤理事）
　　　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．岡山衛生会館解体工事

　平成28年４月１日　解体工事着工
　平成29年２月28日　解体工事完了
　平成29年３月１日　岡山県へ借用地部分引き渡し
　平成29年４月３日　積水ハウス㈱岡山支店との売買決済
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６．JMATおかやまの派遣（熊本地震）

　第１次チーム（岡山協立病院）を４月21日に派遣し以後、「JMATおかやま」として、医師９人、看護師13人、
薬剤師７人、事務職５人計34名を熊本に派遣した。
　５月の連休以降は現地の避難所も縮小傾向になり、また、現地の医療機関も90％以上が再開したことから、５月
19日第８次チームをもって派遣を中止した。
　また、平成28年５月21（土）午後２時から岡山県医師会館４階第１会議室で熊本地震・JMATおかやま医療救護
活動報告会を開催した。




