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令和元年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
緒　　　　　言

　前年度よりブロック推薦の理事に活動してもらっているがこの体制をより確実なものにすべく、５つの「地区選
出理事」枠を設けるため令和２年１月25日の第197回臨時代議員会で定款および定款施行規則を改正した。
　禁煙推進部会を中心として岡山県受動喫煙防止推進協議会を発足させ、総決起集会「岡山の空気はきれい―受動
喫煙防止大会 in OKAYAMA　～受動喫煙防止条例制定を目指して～」の開催、署名活動等を行い９月４日に岡
山県及び岡山県議会へ署名３万６千余筆を添えて岡山県受動喫煙防止条例制度要望書を提出した。結果、３月19日
の本会議で条例が可決された。
　その他、主な活動としては以下の如くである。災害医療救護マニュアルを昨年の西日本豪雨災害での活動をもと
に災害・救急医療の専門家らがワーキンググループとして集まり作成し、３月に会員向けに発送した。第69回全国
医師会医療秘書学院連絡協議会定例総会を担当県として９月７日に開催した。県内の日本医師会員数の減少が続い
ているため、12月25日、組織強化検討委員会を創設し会員数の増加及び組織強化に努めることとした。
　１月以降国内でも新型コロナウイルス感染症患者が発症の報告があり、岡山県医師会新型コロナウイルス感染症
対策本部を２月５日付で設置した。また、多くの会議、研修会が新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止
された。

総務に関する事項

⑴　会　　　　　員　　　　　数

　　令和２年３月31日現在　3,150名　　新入会者171名　　退会者157名（内死亡31名）
　　令和元年度　物故会員氏名
　　　御　津　須藤　和夫　　津山市　平井　敏之　　浅　口　北　　昭一　　新　見　難波　昌弘
　　　笠　岡　荒木　眞一　　玉野市　浅羽　敬之　　倉　敷　田村　益巳　　西大寺　藤原亀三郎
　　　倉　敷　高三　秀成　　新　見　太田　隆甫　　浅　口　栗山　士郎　　都　窪　難波　英樹
　　　児　島　古元　重光　　和　気　高場　仙悟　　御　津　佐藤あいこ　　津山市　山本　洸一
　　　津山市　多胡　和司　　笠　岡　鳥越波留海　　西大寺　宇野　博志　　岡山市　原　　功一
　　　津山市　平田潤一郎　　和　気　河本　春樹　　岡山市　西村　忠夫　　岡山市　田中　茂人
　　　倉　敷　鈴木　芳英　　岡山市　馬場　義美　　玉野市　岡　紀美男　　児　島　村山　正則　他、３名

岡山県医師会会員数（令和２年３月31日現在）

　 A B C 計 　 A B C 計 　 A B C 計

岡山市 434 574 7 1,015 吉　備 50 39 0 89 浅　口 23 29 0 52

西大寺 47 56 0 103 高　梁 27 30 0 57 真庭市 35 41 0 76

倉　敷 205 380 26 611 新　見 16 13 0 29 苫田郡 10 7 0 17

児　島 45 36 0 81 御　津 66 51 0 117 勝田郡 9 17 0 26

玉　島 52 32 0 84 赤　磐 43 35 0 78 美作市 15 11 0 26

津山市 83 88 19 190 和　気 31 23 0 54 久米郡 5 2 0 7

玉野市 42 33 0 75 邑　久 26 14 0 40 岡山大学 0 57 6 63

笠　岡 35 37 0 72 北児島 26 18 0 44 　

井　原 23 10 0 33 都　窪 52 59 0 111 計 1,400 1,692 58 3,150
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⑵　会　　　　　　　　　　　議

代議員会（第197回臨時・196回定例・195回
　臨時）　 　３回
常任理事会　 　49回
理事会　 　12回
郡市等医師会長協議会　 　２回
選挙管理委員会　 　１回
税理士監査　 　１回
監事監査　 　１回
郡市等医師会長、基金・国保両医科審査委員、
　基金・国保両医科審査委員連絡会議　 　１回
郡市等医師会長・基金、国保審査委員、社会保
　障部部員・同地区委員合同会議　 　１回
社会保険指導者講習会　 　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
郡市地区医師会
　救急担当理事救急医療対策部会委員会連絡
　　協議会　 　１回
学校保健担当理事・学校医部会委員会連絡協
　　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
勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協
　　議会　 　１回
部会委員会
　外科部会
　　講演会　 　２回
　　委員会　 　１回
　眼科部会
　　眼科部会・眼科医会理事会　 　３回
　　生涯教育講座　 　１回
　耳鼻咽喉科部会
　　集談会　 　４回
　　日耳鼻学会岡山地方部会学術講演会・岡
　　　山県耳鼻咽喉科集談会　 　１回
　　役員会　 　１回
　皮膚科部会
　　講演会　 　４回
　　委員会　 　３回
　小児科部会
　　委員会　 　２回
　産婦人科部会
　　専門医会　 　４回
　　岡山県産婦人科医会、岡山県産科婦人科
　　　学会、岡山県医師会産婦人科部会総会

　　　専門医会　 　１回
　整形外科部会
　　委員会　 　12回
　　研修会　 　10回
　精神科部会
　　定例会　 　10回
　　講演会　 　１回
　透析医部会
　　委員会　 　３回
　　総会・懇話会　 　１回
　脳神経外科部会
　　委員会　 　１回
　　部会・医会総会　 　１回
　内科部会
　　総会　 　１回
　　医会・部会合同会議　 　１回
　　医会・部会研修会　 　１回
　放射線部会
　　委員会　 　１回
　　医会合同講演会　 　１回
　学校医部会
　労災（自賠責）部会
　　岡山県損害保険医療連絡協議会　 　１回
　産業医部会
　　委員会　 　２回
　　研修会　 　２回
　スポーツ医部会　
　　委員会　 　１回
　　スポーツ医学再研修会　 　１回
　警察医部会
　　委員会・講演会　 　１回
　　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　 　１回
　勤務医部会
　女医部会
　　委員会　 　２回
　有床診療所部会
　　委員会・協議会役員会・総会　 　１回
　地域包括ケア部会　 　１回
　医療介護連携体制整備事業運営協議会　 　１回
火災対策委員会
プライマリ・ケア部会
　部会・学会合同会議　 　１回
　プライマリ・ケア学会　第27回学術大会準
　　備委員会　 　１回
　プライマリ・ケア講座　 　１回
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　禁煙推進部会
　　委員会　 　２回
日医生涯教育講座　 　３回
専門医共通講習会　 　１回
　CKD・CVD対策に関する定例協議会　 　10回
岡山県CKD・CVD対策専門会議　 　１回
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
Welcome研修医の会　 　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　 　２回
集団指導・集団的個別指導　 　１回
個別指導　 　20回
新規個別指導　 　５回
集団的個別指導　 　２回
消化管精検研究会　 　５回
消化管検診講演会　 　２回
肺がん読影研究会　 　10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　 　３回
乳がん検診講習会　 　６回
緩和ケア研修会　 　１回
社会保険連絡協議会　 　２回
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　 　２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
岡山県発達障害者支援地域協議会・岡山県広
　域特別支援連携協議会　 　３回
地域包括ケア部会および岡山地域医療構想・
　包括ケアシステム研究会合同会議　 　２回
認知症に関する改正道路交通法協議会　 　１回
岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　 　１回
移動会長室事業
　ACP・人生会議普及啓発　 　11回
　フレイル対策教室　 　６回
　受動喫煙防止教育　 　３回
かかりつけ医認知症対応力向上研修会　 　１回
かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研
　修会　 　３回
岡山県医師会認定かかりつけ医研修会　 　４回
岡山県保健福祉部との懇談会　 　１回
岡山県教育庁との懇談会　 　１回
岡山県四師会との懇談会　 　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　 　３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

⑶　部 外 委 員 会

〔保険福祉課〕
岡山県社会福祉審議会（松山）　 　１回
岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会委員
　　（國富）　 　１回
〔医療推進課〕
岡山県医療審議会（松山）　 　１回
岡山県医療審議会医療法人部会（松山・大原）  　３回
岡山県医療対策協議会（松山）　 　２回
　同　新たな財政支援制度検討部会（松山・
　　神﨑）　 　２回
精度管理専門委員会（大原・榊原）　 　２回
ドクターヘリ運航調整委員会（松山・合地）　 　１回
岡山県准看護師試験委員会（清水）　 　３回
岡山県看護職員確保対策委員会（平木）　 　１回
岡山県周産期医療協議会（國富）　 　１回
岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協

　　議会（清水）　 　２回
　同　講習会（清水）　 　２回
岡山県脳卒中連携体制検討会議（榊原）　 　１回
岡山県在宅医療推進協議会（内田）　 　１回
岡山県死因究明等推進協議会（松山）　 　１回
〔長寿社会課〕
岡山県介護保険制度推進委員会（松山）　 　２回
〔健康推進課〕　
岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会
　同　肺がん部会（清水）　 　１回
　同　胃がん・大腸がん部会（合地）　 　１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（松山・
　　藤本・國富・田淵）　 　２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（石井）　 　２回
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岡山県感染症対策委員会（松山・国富・田淵）  　１回
健康おかやま21推進会議（清水）　 　４回
岡山県結核対策連携会議（國富）　 　１回
岡山県認知症対策連携会議（佐藤）　 　１回
〔医薬安全課〕
岡山県公害健康被害認定審査会（佐藤）　 　７回
岡山県難病対策協議会（佐藤・國富）　 　１回
〔子ども未来課〕
岡山県要保護児童対策地域協議会（中島・國富・
　　田淵）　 　１回
〔消防保安課〕
救急搬送体制連絡協議会（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〕
岡山大学教育学部付属学校結核対策委員会
　　（國富）　 　１回
高等学校看護連絡協議会（松山・清水）　 　１回
岡山県教職員健康診断審査委員会（名越）　 　９回
岡山県学校保健推進協議会（神﨑・國富）　 　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（國富）　 　１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〕
岡山県スポーツ医科学委員会（名越）　 　２回
県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会
　　（松山）　 　１回
おかやまマラソン実行委員（松山）　 　３回
　同　医事救護部会（合地）　 　４回
〔中国四国厚生局〕
中国地方社会保険医療協議会岡山部会（佐藤）  　10回
中国地方社会保険医療協議会（佐藤）　 　１回
〔その他〕
岡山県難病医療連絡協議会（佐藤）　 　２回
岡山県国民健康保険団体連合会理事会（合地）  　１回
岡山県国民健康保険団体連合会臨時会議
　　（合地）　 　１回
岡山刑務所視察委員会（中島）　 　４回
岡山少年鑑別所視察委員会（平木）　 　５回
岡山少年院視察委員会（大原）　 　４回
岡山県留置施設視察委員会（大原）　 　４回
岡山県学校保健会（松山・佐藤・國富）　 　３回
岡山県訪問看護ステーション連絡協議会
　　（松山・内田）　 　５回
訪問看護ステーションの多機能化、大規模化
　　に向けた事業連携検討委員会　 　２回
岡山県健康づくり財団理事会（松山）　 　４回

岡山県臓器バンク理事会（松山）　 　１回
岡山県アイバンク評議員会（清水）　 　１回
岡山医学会役員会（松山・大原）　 　２回
学校法人川崎学園・九曜学園理事会・評議員
　　会（松山）　 　３回
榊原病院地域医療支援病院委員会（大原）　 　４回
岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　（大橋）　 　３回
岡山医療センター地域医療支援委員会（太田）  　４回
岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
　　（石井）　 　４回
倉敷中央病院地域支援事業運営委員会（佐藤）  　３回
津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
　　（宮本）　 　４回
岡山県介護保険関連団体協議会（松山・佐藤）  　１回
保健医療関係機関連絡会議（大原・合地）　 　２回
山陽時事問題懇談会（松山）　 　１回
岡山医療訴訟連絡協議会（合地・田淵）　 　１回
若年者心疾患対策協議会（松山・國富・佐藤）  　１回
岡山県社会福祉協議会（松山）　 　１回
医療分野の「雇用の質」の向上のための研修
　　会（松山）　 　１回
糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
　　（佐藤）　 　11回
岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
　　（藤本）　 　４回
岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　（田淵）　 　４回
岡山赤十字病院地域医療支援委員会（内田）　 　２回
岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員
　　会（名越）　 　３回
高梁・新見地域医療構想調整会議（太田）　 　１回
津山・英田圏域地域医療構想調整会議（合地）  　４回
県南東部地域医療構想調整会議（合地）　 　２回
県南西部地域医療構想調整会議（大原）　 　２回
岡山県社会保険診療報酬支払基金幹事会
　　（大原）　 　10回
医療ネットワーク岡山協議会理事会（松山・
　　清水・大原・神﨑・佐藤・合地）　 　２回
　　同　総会（松山・清水・大原・神﨑・
　　佐藤・合地）　 　１回
岡山県精神保健福祉協会（松山・佐藤）　 　２回
岡山救急医療研究会（松山・合地）　 　３回
空路利用を推進する会理事会（清水）　 　１回
労災診療費算定実務研修会（大原）　 　２回
備前地区認知症疾患医療連絡協議会（中島）　 　１回
岡山県後期高齢者医療広域連合運営審議会
　　（佐藤）　 　２回
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川崎医科大学総合医療センター地域医療支援
　　病院運営委員会（神﨑）　 　１回
　　同　地域医療支援病院運営委員会及び開

　　放病床運営委員会（神﨑）　 　１回
岡山家庭裁判所委員会　 　１回

⑷　主 な る 行 事

４月２日 岡山県医師会皮膚科部会委員会、日臨皮役員会及びBP賞選考委員会
　　３日 常任理事会
 平成31年度指導協議（事前協議）
 会報企画委員会
 川崎医科大学総合医療センター地域医療支援事業運営委員会
　　４日 集団指導・医師会説明会
 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会
 WELCOME研修医の会
　　５日 第３回日医勤務医委員会
　　６日 岡山県医師会警察医部会委員会・講演会
　　７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
　　８日 第826回支払基金幹事会
　　９日 岡山県医師会皮膚科部会・岡山市医師会合同講演会
　　10日 常任理事会
 社会保険連絡協議会
 整形外科部会委員会
　　11日 新規開業オリエンテーション
 平成31年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会
 心臓病センター榊原病院第１回地域医療支援病院委員会
　　12日 日本医師会病院委員会
　　13日 日本医師会医師資格証発行対面受取業務委託及び生涯教育等出欠管理システムについての説明会
 乳がん検診講習会
 玉島医師会新年度懇親会
　　15日 精神科４月定例会
　　17日 原爆被爆者健康管理手当等の認定に関する委員会
 常任理事会
 会報企画委員会
 ミャンマー医学部生受入れ表敬訪問
 岡山県病院協会第１回幹部会
　　18日 新規個別指導
 第24回岡山県老人クラブ連合会健康づくり推進委員会
 日医救急災害医療対策委員会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　19日 山陽新聞創刊百四十周年「感謝の集い」
　　20日 平成31年度中国四国医師会連合医療保険分科会
 第373回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　21日 川崎医科大学総合外科学 山辻知樹外科教授就任祝賀会
 第19回日耳鼻学会岡山県地方部会学術講演会・第263回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 第195回岡山県医師会臨時代議員会
 赤在先生山陽新聞社賞受賞を祝う会
　　22日 岡山医療センター地域医療支援委員会
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　　23日 岡山プライマリ・ケア学会、岡山県医師会プライマリ・ケア部会合同会議
　　24日 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」（西大寺地区民生委員対象）
 常任理事会
　　25日 新規個別指導
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 鶴翔会監事監査
 岡山県社会福祉審議会
 岡山画像診断センター理事会
　　26日 岡山県公害健康被害認定審査会
 平成31年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 ピンクリボン岡山実行委員会
　　27日 第30回日本医学会総会2019中部（～ 29日まで）
５月７日 レディオモモ収録
　　８日 常任理事会
 会報企画委員会
 山陽新聞社取材
 整形外科部会委員会
　　10日 第２回岡山県医師会災害医療救護マニュアル作成WG
 RSK「ごじまる」出演
 岡山医学会役員会
　　11日 NPO法人岡山県精神科医会 2019年度総会・シンポジウム
 IPPNW日本支部理事会、日本支部総会
　　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 第827回支払基金幹事会
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　14日 令和元年度「訪問看護師養成講習会」開講式
 第８回岡山大学医学部創設150周年記念事業後援会会議
 監事監査
　　15日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県病院協会幹部会
　　16日 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 新規個別指導
 岡山県学校保健会理事会
 日医年金委員会
 平成31年度岡山県学校保健会第１回理事会・評議員会
 OHK「ミルンへカモン」出演
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
 井原医師会定時総会懇親会
　　17日 おかやまマラソン実行委員会令和元年度第１回総会
 平成31年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
 第35回日本救急医学会中国四国地方会意見交換会
　　18日 倉敷中央病院予防医療プラザ落成式
 第374回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　19日 岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会（映像研修）【県北会場】
 岡山大学創立70周年記念式典・祝賀会
 岡山県産婦人科医会・岡山県産科婦人科学会、岡山県医師会産婦人科部会総会
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 母体保護法指定医師研修会
　　20日 健康おかやま21推進会議
　　21日 岡山県議長との面談
 岡山少年院視察委員会
 平成31年度第１回日医都道府県医師会長協議会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　22日 岡山県要保護児童対策地域協議会
 常任理事会
 医療介護連携体制整備事業における郡市等医師会提案事業審査会
 岡山県肝炎対策協議会
 消化管精検研究会
　　23日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会理事会
 第９回ワークショップ「会員の倫理・資質向上を目指して」
 総決起大会 岡山の空気はきれい 受動喫煙防止大会 in OKAYAMA
　　24日 平成31年度ハートフルビジネスおかやま第１回役員会・総会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 第３回日医男女共同参画委員会
 2019年度岡山経済同友会第１回通常総会、記念講演、懇親会
　　25日 全国がん検診指導者講習会
 岡山県医師会女医部会委員会
 御津医師会定時総会懇親会
　　26日 日医かかりつけ医機能研修制度平成31年度応用研修会（岡山サテライト）
 岡山県柔道整復師会第41回定期総会懇親会
 玉野市医師会懇親会
 岡山県愛育委員連合会・恩賜財団母子愛育会岡山県支部総会並びに研修会
　　28日 川崎学園・九曜学園理事会・評議員会
 2019年度岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
 原爆被爆者健康管理手当等の認定に関する委員会
　　29日 常任理事会
 岡山県病院協会幹部会
 NHK出演
 医療ネットワーク第１回理事会
　　30日 新規個別指導
 岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 RSK感謝の集い
　　31日 平成31年度第１回岡山県医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会
 第２回岡山県後発医薬品の安心使用のための協議会
 平成31年度第１回岡山県医療対策協議会
 第４回災害弔慰金支給審査委員会
６月１日 一社）鶴翔会理事会
 岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会総会・合同懇親会
 第５回母と子のメンタルヘルスフォーラム懇親会
　　３日 平成31年（令和元）度岡山県交通安全対策協議会総会
 2019年度第１回岡山県医師会精度管理実行委員会
　　４日 令和元年岡山県栄養改善協議会総会並びに研修会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
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　　５日 常任理事会
 第１回岡山県立学校結核対策委員会
 岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会
 会報企画委員会
　　６日 第４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
　　７日 「空路利用を促進する会」令和元年度理事会
　　８日 令和元年度公益社団法人岡山県栄養士会定時総会
 産業医部会委員会
 岡山県内科医会・部会、総会、記念講演会、懇親会
 第72回西大寺医師会定時総会・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
　　10日 岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
 第828回支払基金幹事会
　　11日 岡山大学病院の医療安全に係る外部監査委員会
　　12日 令和元年度都道府県医師会医師偏在対策・働き方改革担当理事連絡協議会
 常任理事会
 認知症に関する改正道路交通法協議会
 整形外科部会委員会
　　13日 岡山県健康づくり財団決算理事会
 個別指導
 岡山県アイバンク評議員会
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 新規開業オリエンテーション
 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
 Health Professional Meeting（H20）2019（14日まで）
 損害保険医療連絡協議会
　　15日 平成31年度岡山県看護協会通常総会
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 岡山市医師会懇談・懇親会
 赤磐医師会定時総会懇親会
　　16日 第196回岡山県医師会定例代議員会
　　17日 令和元年度第１回岡山県難病医療連絡協議会
 精神科部会６月定例会
　　18日 令和元年度福祉用具展示・体験コーナー運営委員会
 肺がん読影研究会
　　19日 岡山少年鑑別所視察委員会
 常任理事会
 会報企画委員会
　　20日 岡山県医師国保組合第２回理事会
 集団指導・集団的個別指導
 令和元年度真庭市医師会定時総会・懇親会
　　21日 岡山県病院協会平成31年度定時会員総会
 岡山医療ネットワーク定時会員総会
　　22日 中国四国医師会連合常任委員会
 中国四国医師会連合連絡会
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　　23日 中国四国医師会連合連絡会
 第145回日本医師会定例代議員会
 岡山医療センター名誉院長・院長就任祝賀会
　　24日 医療審議会（医療法人部会）
　　25日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
　　26日 岡山県介護保険制度推進委員会
 常任理事会
 移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
　　27日 個別指導
 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
 令和元年度第１回看護職員出向・交流研修事業運営会議
　　28日 岡山県健康づくり財団定時評議員会
 令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県健康づくり財団臨時理事会
　　29日 2019年度一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会通常総会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会通常総会
 第375回岡山県医師会整形外科部会研修会
 第９回備前ブロック医師会協議会懇親会
７月１日 令和元年度岡山県看護職員確保対策委員会
　　２日 岡山県防災会議
 岡山県高度情報化推進協議会幹事会
 PLUG取材
 岡山県介護保険関連団体協議会2019年度総会
 禁煙推進部会委員会
　　３日 常任理事会
 会報企画委員会
 第71回岡山県文化賞表彰式
　　４日 令和元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
 令和元年度第１回津山・英田圏域地域医療構想調整会議
 岡山刑務所視察委員会
 令和元年度岡山県学校保健会第２回理事会
 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
　　５日 おかやまマラソン実行委員会令和元年度第１回医事救護部会
　　７日 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会及び地域包括ケア部会合同会議
　　８日 支払基金幹事会
　　９日 個別指導
 岡山県医師会皮膚科部会委員会・講演会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　10日 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 常任理事会
 理事会
 岡山県保健福祉部との懇談会
 岡山医療センター地域医療連携の夕べ
 整形外科部会委員会
　　11日 新規開業オリエンテーション
 一般社団法人岡山県訪問看護ステーション連絡協議会令和元年度第３回理事会
 令和元年度第１回県南西部地域医療構想調整会議
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 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールWG検討会
 心臓病センター榊原病院第２回地域医療支援病院委員会
　　12日 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
　　13日 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 産業医研修会
 小児科部会委員会
　　14日 郡市地区医師会会長、基金国保審査委員、社会保障部部員・地区委員合同会議
　　15日 第264回岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　17日 令和元年第１回岡山県自立支援協議会　医療的ケア児等支援部会
 日医第４回病院委員会
 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県病院協会幹部会
 川崎医科大学総合医療センター第２回地域医療支援病院運営委員会及び第２回開放病床運営委員会
　　18日 個別指導
 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
　　19日 岡山県医師会災害医療救護マニュアル作成WG
 おかやまIOTコンソーシアムシンポジウム
　　20日 日医生涯教育講座
 岡山県スポーツ医科学研究会・役員会・総会
　　21日 母体保護法指定医師審査委員会
 産婦人科専門医会
　　22日 岡山医療センター地域医療支援委員会
 精神科部会７月定例会
　　24日 常任理事会
 第１回高梁・新見地域医療調整会議
　　25日  令和元年度都道府県医師会救急災害担当理事連絡協議会「マスギャザリング災害」対策セミナー～ラグ

ビーワールドカップ2019に向けて～」
 岡山少年鑑別所視察委員会
 第60回日本人間ドッグ学会学術大会懇親会
 小児救急地域医師研修会
　　26日 岡山県公害健康被害認定審査会
 令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 栄養セミナー in 岡山
 WAVES Japan 東口理事長との懇談会
　　27日 第50回中四九地区医師会看護学校協議会（28日まで）
 第15回男女共同参画フォーラム
 第32回全国有床診療所連絡協議会総会群馬大会（～ 28日まで）
 災害医療講演会
 第376回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　28日 第32回全国有床診療所連絡協議会総会群馬大会
 第７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
 日医かかりつけ医機能研修制度平成31年度応用研修会（映像研修）【県北会場】
　　29日 第１回岡山県准看護師試験委員会
 岡山少年院視察委員会
 2019年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　30日 肺がん読影研究会
　　31日 おかやま健康づくりアワード（知事表彰）審査委員会
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 常任理事会
 岡山県国民健康保険団体連合会臨時会議
 消化管精検研究会
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
 産業医実地研修会
 移動会長室事業「禁煙サロン」
 第５回災害弔慰金等支給審査会
　　２日 NHK取材
　　３日 平成31年度第１回福祉部役員会
 第128回岡山県医師国保組合会
　　５日 第830回支払基金幹事会
　　６日 RSKとの打合わせ
 献血感謝の集い
　　７日 常任理事会
 会報企画委員会
　　８日 岡山県学校保健研究大会
 個別指導
 幸福な長寿社会実現事業研修会　打合せ
 保険医療関係機関連絡会議
　　９日 令和元年度岡山県自殺対策連絡協議会
　　10日 乳がん検診講習会
　　11日  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科災害医療マネジメント学から見た災害シンポジウム（意見交換会18

時～）
　　13日 令和元年度第１回精度管理専門委員会
　　16日 令和元年度第１回岡山急性心筋梗塞等医療連携体制検討会議
　　17日 令和元年度第１回岡山県外科医会岡山県医師会外科部会講演会
 岡山県医師会スポーツ医部会委員会
 岡山県医師会スポーツ医学再研修会
　　18日 令和元年中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡協議会
 2019年度中国地区学校保健・学校医大会
 第４回岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ
　　19日 県南東部圏域救急医療体制推進協議会総会
　　20日 岡山県医師会災害医療救護マニュアル打合会
 第７回岡山県備前地区（岡山市を除く）認知症疾患医療連携協議会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　21日 常任理事会
 理事会
 岡山県教育庁との懇談会
 整形外科部会委員会
　　22日 個別指導
 がん征圧月間キャンペーン放送打合せ
 令和元年度第２回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 令和元年度高等学校看護連絡協議会
　　23日 岡山刑務所視察委員会第２回会議
 令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
　　24日 救急の日講演会
 第377回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　25日 岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
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 令和元年度ワンヘルス講演会
 令和元年度岡山市四師会懇親会
　　26日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 令和元年第１回岡山県食物アレルギー対応委員会
　　27日 岡山県地域医療構想調整会議
 令和元年度第２回岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
 梅毒対策に係るワーキンググループ
 肺がん読影研究会
　　28日 常任理事会
 会報企画委員会
　　29日 個別指導
 第23回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 国保連合会理事会
 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
 ドクターヘリ運航調整委員会
　　30日 衛生検査所立入検査
 令和元年度第１回県南東部地域医療構想調整会議
 「死因究明等の推進に関する政策評価」ヒアリング
 風しん・麻しん研修会
　　31日 第１回消化管検診研究会講演会
 医院継承セミナー
９月１日 平成31年度幸福な長寿社会実現事業（医師研修事業）【入門編】
 平成31年度幸福な長寿社会実現事業（医師研修事業）【県南・実践編】
　　２日 令和元年度ガン征圧岡山県大会打合せ
 がん征圧岡山県大会（式典）
　　３日 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
 「天皇陛下御即位岡山県奉祝委員会」設立総会
　　４日 岡山県知事、岡山県議会議長訪問
 常任理事会
 第１回訪問看護ステーションの多機能化、大規模化に向けた事業連携検討委員会
 会報企画委員会
　　５日 令和元年度岡山県留置施設視察委員会委員任命式及び第２回会議
 岡山県医師会第４回災害医療救護マニュアル作成WG
 第133回日本医師会年金委員会
 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 岡山赤十字病院「地域連携懇親会」
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　６日 がん征圧月間キャンペーン放送
　　７日 個別指導
 第28回全国医師会共同利用施設総会
 全国医師会医療秘書学院連絡協議会（当番県）
　　８日 第28回全国医師会共同利用施設総会
 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
　　９日 第831回支払基金幹事会
 精神科部会９月定例会
　　10日 おかやまマラソン実行委員会医事救護部会
 令和元年度「訪問看護師養成講習会」閉校式
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　　11日 常任理事会
 第18回死因究明等推進のための勉強会
 整形外科部会委員会
　　12日 岡山少年鑑別所視察委員会
 第28回岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 新規開業オリエンテーション
 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
 第４回日医男女共同参画委員会
　　13日 令和元年度岡山県社会福祉協議会第３回理事会
 日本医師会2019年度第５回病院委員会
 日本医師会医療安全委員会
　　15日 地域医療フォーラム2019
　　16日 日医かかりつけ医機能研修制度平成31年度応用研修会（映像研修）
 産婦人科専門医会
　　17日 令和元度第２回日医都道府県医師会長協議会
 令和元年度第２回岡山県医師会透析医部会委員会
　　18日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県病院協会幹部会
 平成31年度小児救急地域医師研修会
　　19日 「岡山県地域両立支援推進チーム」第３回会議
 第５回日医産業保健委員会
 令和元年度度都道府県医師会情報システム担当理事連絡協議会
 令和元年度日医自賠責研修会
　　20日 香川県福祉事業協会等の視察研修会
　　22日 おかやま健康づくりアワード2019
　　23日 令和元年度認知症サポート医の集い【岡山会場】
　　24日 岡山県健康づくり財団臨時理事会
 肺がん読影研究会
　　25日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 常任理事会
 令和元年度都道府県医師会小児在宅ケア担当理事連絡協議会
　　26日 医業の第三者承継フォーラム（都道府県担当理事連絡協議会）
 岡山県精神保健福祉協会第３回理事会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　27日 岡山刑務所視察委員会第３回会議
 岡山少年院視察委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 日本医師会　第５回勤務医委員会
 令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 令和元年度岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　　28日 中国四国医師会連合常任委員会
 中四医師会連合分科会、懇親会
 中国四国医師会連合勤務医委員会
 第378回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　29日 中四医師会連合総会
 第４回岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会
10月１日 健康おかやま21推進会議
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 岡山県CKD・CVD対策専門会議
 梅毒対策に係るワーキンググループ
　　２日 第63回社会保険指導者講習会（～３日まで）
 常任理事会
 会報企画委員会
 ペコロスの母に会いに行く舞台挨拶
　　３日 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 岡山県アレルギー疾患医療連絡協議会
 移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
 糖尿病性腎症重症化予防プログラム伝達講習会
　　７日 個別指導
 医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー
　　８日 第23回中国地方社会保険医療協議会総会
 移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
 小児救急地域医師研修会
 岡山県脳卒中連携体制検討会議
 令和元年度かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
　　９日 令和元年度第２回岡山県発達障害者支援地域協議会及び岡山県広域特別支援連携協議会
 令和元年度予防接種従事者研修会
 常任理事会
 おかやまJMAT研修打合会
 整形外科部会委員会
　　10日 第41回産業保健活動推進全国会議
 新規開業オリエンテーション
 令和元年度第２回津山・英田圏地域医療構想調整会議
 令和元年度第２回岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
　　11日 医療勤務環境改善支援センターブロック研修会
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
　　12日 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　14日 第４回ピンクリボン岡山　チャリティーコンサート
　　15日 第832回支払基金幹事会
 岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　　16日 常任理事会
 会報企画委員会
 広島県医師会との懇談会
　　17日 個別指導
 平成31年度（令和元年度）病院優良職員表彰式
 移動会長室事業「けんこう長寿教室（運動編）」
　　19日 令和元年度第１回郡市等医師会長協議会
 第379回岡山県医師会整形外科部会研修会
　　20日 「おかやまマラソン2019」救護スタッフ説明会
 岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　21日 岡山刑務所視察委員会第４回会議
 令和元年度岡山県医師会学術奨励賞選考委員会
 精神科部会10月定例会
　　22日 令和元年度JMAT研修
　　23日 常任理事会
　　24日 岡山少年鑑別所視察委員会
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 令和元年度岡山県医師国保組合第３回理事会
 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
　　25日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 令和元年度かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
　　26日 令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
 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
　　27日 第265回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 乳がん検診講習会
　　28日 健康おかやま21推進会議
 労災診療費算定実務研修会（岡山会場）
 岡山医療センター第48回地域医療支援委員会
 「国民医療を守るための総決起大会」代表者打合せ会
　　29日 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ検討会
 肺がん読影研究会
 令和元年度かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会
　　30日 個別指導
 常任理事会
 地域医療構想に関する自治体等との意見交換会
 令和元年度岡山県周産期医療協議会
 「いい皮膚の日」関連行事打合わせ会
　　31日 令和元年度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会合同会議
11月１日 日本医師会設立72周年記念式典並びに医学大会
　　２日 日本医師会「第７回人間を中心とした医療国際会議」
 産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会）
 御津医師会「第11回地域医療学術シンポジウム」・懇親会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　３日 令和元年度JMAT研修
 香川県地域包括ケアシステム学会
　　４日 糖尿病県民公開講座、シンポジウム
　　５日 移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
　　６日 常任理事会
 岡山家庭裁判所委員会
 会報企画委員会
 川崎医科大学附属病院第12回医療連携懇話会
　　７日 日医かかりつけ医機能研修制度平成31年度応用研修会（映像研修）
 第57回岡山県精神保健福祉大会
 新規開業医療機関に対する保険診療研修会
 令和元年度第２回岡山県医療対策協議会
 第６回災害弔慰金等支給審査会
 小児救急地域医師研修会
　　８日 G20岡山保健大臣会合開催記念事業「生きるを、ともに、つくる看護」
 令和元年度第２回県南東部地域医療構想調整会議
 日本医師会　病院委員会
 岡山旭東病院 岡山リハビリテーション病院 岡山ハッピィライフ操風地域医療連携懇談会
　　９日 第14回NPO救命おかやま市民のための救命講習会
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 日医生涯教育講座・専門医共通講習会
 備中ブロック医師会協議会・懇親会
　　10日 おかやまマラソン2019
 令和元年度中国四国医師会連合医事紛争研究会
 令和元年度第66回美作医会定例総会懇親会
　　11日 医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
 第833回支払基金幹事会
 岡山県医師会第５回災害医療救護マニュアル作成WG
　　12日 令和元年度岡山県食の安全・食育推進協議会
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 国保連合会理事会
 第５回岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会第１回実行委員会
　　13日 常任理事会
 令和元年度岡山県四師会懇談会
 整形外科部会委員会
　　14日 岡山県医師会認定かかりつけ医研修会（映像研修）
 新規開業オリエンテーション
 令和２年度岡山県予算編成に関する各種個別懇談会（陳情受理）
 集団的個別指導
 令和元年度岡山県保健衛生功労者表彰式
　　15日 岡山県学校保健会理事会
 令和元年度第２回岡山県准看護師試験委員会
　　16日 医師の働き方改革のための病院産業医研修会
 岡山県有床診療所協議会総会・講演会
 第380回整形外科部会研修会
　　17日 産婦人科専門医会・岡山産婦人科学会
 第10回岡山MUSCATフォーラム
 令和元年度第１回「岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会」
　　18日 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 岡山少年院視察委員会
 精神科部会11月定例会
　　19日 岡山県ナースセンター事業運営会議
 健康おかやま21推進会議
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 第27回岡山プライマリ・ケア学術大会　準備委員会
　　20日 第３回岡山県留置施設視察委員会
 常任理事会
 会報企画委員会
 天皇陛下御即位奉祝式典・提灯行列
　　21日 個別指導
 産業医実地研修会
 岡山県医療審議会（医療法人部会）
 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会及び連携登録医懇親会
　　22日 岡山県公害健康被害認定審査会
 令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 第50回全国学校保健・学校医大会会長招宴
　　23日 「いい皮膚の日」のつどい
 第50回全国学校保健・学校医大会
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 第266回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 岡山県済生会創立80周年記念式典・祝賀会
　　24日 第７回認知症疾患医療センター全国研修会岡山大会
　　25日 第６回岡山県臨床研修連絡協議会
 移動会長室事業 高校生を対象とした「受動喫煙防止サロン」
　　26日 岡山県警との懇談会
 令和元年度第３回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
　　27日 令和元年度全国国保連合会常務処理審査委員連絡会議
 常任理事会
 岡山県民公開医療シンポジウムに係る事前打ち合わせ
 消化管精検研究会
　　28日 個別指導
 令和元年度第３回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 第24回岡山市立市民病院医療支援病院運営委員会
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
　　29日 令和元年度第１回岡山県後期高齢者医療広域連合運営審議会
　　30日 岡山救急医療研究会令和元年度幹事会
 岡山救急医療研究会第21回学術集会
 産業医部会委員会
12月１日 平成31年度幸福な長寿社会実現事業（医師研修事業）【県北−入門編・実践編】
　　２日 オンライン資格確認システム説明会中国ブロック会議
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
　　３日 岡山県医師会・中国四国厚生局・岡山県との三者懇談会
 岡山県医師会禁煙推進部会委員会（臨時）
 令和元年度第３回津山・英田圏地域医療構想調整会議
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　４日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県病院協会幹部会
 岡山県国民医療を守るための総決起大会
　　５日 令和元年度医療分野の「雇用の質」の向上のための研修会
 令和元年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
 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
 岡山医学会役員会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　６日 国民医療を守るための総決起大会
　　７日 鳥越医院学術研究会
 令和元年度家族計画・母体保護法指導者講習会
 吉備医師会臨時総会並びに令和元年度常会・忘年会
　　８日 社会保障部部員の会
 令和元年度女性医師支援担当者連絡会
 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　９日 第834回支払基金幹事会
　　10日 岡大病院医療安全外部審査委員会
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 邑久医師会忘年会
　　11日 常任理事会
 整形外科部会委員会
　　12日 個別指導
 KSB瀬戸内海放送取材
 新規開業オリエンテーション
 （緊急）岡山県受動喫煙防止推進協議会
 笠岡医師会忘年会
　　13日 日本医師会第５回男女共同参画委員会
　　14日 学術奨励賞・会長賞・天晴れジョイボスアワード表彰式、各種表彰受賞祝賀会、各種委員会合同懇親会
　　15日 緩和ケア研修会
 第２回天晴れおかやま女性医師リーダー養成ワークショップ
 乳がん検診講習会
 令和元年度認知症サポート医の集い（フォローアップ研修）【倉敷会場】
　　16日 岡山県在宅医療推進協議会
 精神科部会12月定例会
　　18日 常任理事会
 会報企画委員会
　　19日 令和元年度第２回岡山県訪問看護課題検討協議会
　　 移動会長室事業高校生を対象とした「受動喫煙防止サロン」
　　20日 令和元年度留置施設の視察
 岡山少年鑑別所視察委員会第５回会議
 令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 日医救急災害医療対策委員会・JMATあり方WG
　　21日 岡山県医師会主催第２回乳房超音波医師講習会（～ 22日まで）
　　22日 日本地域包括ケア学会　第１回大会
 令和元年度災害拠点病院医療救護要員研修会
 令和元年度原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会
　　23日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
　　24日 TSC取材
 令和元年度岡山県アスベスト対策協議会（連絡会議）
　　25日 常任理事会
 臨時理事会
 第１回岡山県医師会組織強化委員会
　　26日 個別指導
 移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
 浅口医師会忘年会並びに喜寿祝い
１月６日 令和２年度岡山県医師会仕事始めの式
 岡山経済同友会令和２年新年祝賀互礼会
　　８日 常任理事会
 会報企画委員会
 整形外科部会委員会
　　９日 新規開業オリエンテーション
 岡山県死因究明等推進協議会
 糖尿病医療連携事業に関する定例協議会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
 心臓病センター榊原病院第４回地域医療支援病院運営委員会
 倉敷医師会新年宴会
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　　10日 令和元年度第１回おかやまDMAT運営協議会
　　11日 岡山県病院協会令和２年新年祝賀会
　　12日 基金・国保両医科審査員会連絡会議
 社会保険指導者伝達講習会
　　13日 第267回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 糖尿病性腎症重症化予防シンポジウム
　　14日 第835回支払基金幹事会
 新見医師会新年会
　　15日 個別指導
 常任理事会
 令和元年度西口活性化協議会新年会
 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第４回開放病床運営委員会
　　16日 第３回訪問看護ステーションの多機能化、大規模化に向けた事業連携検討委員会
 KSB取材
 川崎学園、九曜学園理事会・評議員会・懇親会
　　17日 令和元年度留置施設の視察
 第６回日医勤務医委員会
　　18日 ACP研修会（プ・ケ）
 岡山県医師会新年祝賀会
　　19日 母体保護法指定医師審査委員会
 産婦人科専門医会
　　20日 山陽時事問題懇談会
 精神科部会１月定例会
　　21日 令和元年度第３回都道府県医師会長協議会
 おかやまマラソン医事救護部会
 岡山県認知症対策連携会議
 岡山県医師会透析医部会令和元年度第３回委員会
　　22日 常任理事会
 会報企画委員会
 第７回災害弔慰金等支給審査会
 令和元年度梅毒撲滅に向けた研修会
　　23日 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールWG検討会（第３回）
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会令和元年度第６回理事会
 個別指導
  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員

会、専門医療機関意見交換会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県公害健康被害認定審査会
 令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 第７回日医産業保健委員会
　　25日 令和元年度岡山県臓器提供セミナー～救急医療におけるACPを考える～（懇親会18：30 ～）
 岡山県医師会臨時代議員会
 第52回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・評議員会・懇親会（26日まで）
 第381回整形外科部会研修会
　　26日 第52回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会
 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会役員会
 岡山県医師会有床診療所部会委員会岡山県有床診療所協議会役員会
 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会第11回総会、中国四国医師会連合有床診療所研修会
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 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会交流会
　　27日 第３回日医医療安全対策委員会
 日本赤十字社岡山県支部評議員会
 医療に関する協議会
 岡山医療センター第49回地域医療支援委員会
 令和元年度岡山県食物アレルギー対応委員会（第２回）
 令和元年度第２回岡山県新生児聴覚検査事業推進協議会
　　28日 令和元年度第２回岡山県後期高齢者医療広域連合運営協議会
 肺がん読影研究会
　　29日 常任理事会
 日本医師会第７回病院委員会
 岡山県肝炎対策協議会
 第15回（2020年第１回）岡山県安心ハートネット
 消化管精検研究会
　　30日 令和元年度訪問看護推進事業　訪問看護県民フォーラム
 岡山県学校保健研修会
　　31日 日本医師会第134回年金委員会
 令和元年度岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
２月１日 岡山県警察音楽隊第26回定期演奏会
 令和元年度日本医師会医療情報システム協議会（～２日まで）
 地域における女性医師支援懇談会
 スペシャルオリンピック日本・岡山令和２年通常総会・懇親会
　　２日 令和元年度日本医師会医療情報システム協議会
 第40回日本医師会医療秘書認定試験（試験監督）
 岡山県医師会スポーツ県民公開講座
　　３日 特別支援学校における医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会
　　４日 令和元年度第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地域協議会
 おかやまマラソン実行委員会令和元年度第３回総会
 先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
 第２回岡山県若年性認知症自立支援ネットワーク会議
　　５日 2019年度防災訓練（災害時情報通信訓練）南海トラフ大震災想定訓練（TV会議）
 常任理事会
 令和元年度岡山県難病対策協議会
 会報企画委員会
 NHK取材
 運動器検診に関する研修会
　　６日 耳鼻咽喉科部会打ち合わせ
 産業医・労働衛生管理従事者交流集会
 医師の働き方改革等に関する説明会（岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会）
 保険医療関係機関連絡会議
 令和元年度第２回看護職員出向・交流研修事業運営会議
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会子宮がん部会
　　７日 令和元年度第２回岡山県難病医療連絡協議会
 岡山県臓器バンク理事会
　　８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
 第382回整形外科部会研修会
 都窪医師会100周年記念式典
　　９日 社会保障部部員の会
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 社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　10日 令和元年第２回岡山県自立支援協議会　医療的ケア児等支援部会
　　11日 ICLSコース講習会
 内田治仁教授就任記念祝賀会
 第５回岡山県緩和ケアフォローアップ研修会
 岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会
 令和元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
　　12日 常任理事会
 理事会
 令和元年度岡山労働局・岡山県医師会連絡会議
 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
 整形外科部会委員会
　　13日 新規開業オリエンテーション
 個別指導
 岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会
 令和元年度第３回県南西部地域医療構想調整会議
 第８回日医産業保健委員会
 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん部会
　　14日 令和元年度岡山県切れ目のない母子支援研修会
 令和元年度第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
 日医男女共同参画委員会
  令和元年度第３回岡山県医療対策協議会及び令和元年度第２回医療対策協議会新たな財政支援制度検討

部会
　　15日 令和元年度第２回郡市等医師会長協議会
 岡山県医師会精神科部会・NPO岡山県精神科医会講演会
 令和元年度第２回岡山県内科医会・部会合同会議
　　16日 令和元年度母子保健講習会
 乳がん検診講習会
　　17日 「子ども予防接種週間」FMラジオ収録
 第２回岡山県衛生検査所精度管理専門委員会
 岡山県結核対策連携会議
 精神科部会２月定例会
　　18日 岡山県地域医療構想調整会議
 第18回岡山医療訴訟連絡協議会
 岡山県医師会皮膚科部会委員会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　19日 常任理事会
 会報企画委員会
 第２回岡山県医師会新型コロナ対策本部会議
 岡山画像診断センター理事会
 倉敷市連合医師会産業医学講習会
　　20日 令和元年度第４回岡山県留置施設視察委員会
 岡山県国民健康保険運営協議会
 適正保険診療に関する研修会
 令和元年度学校保健推進協議会
 第５回地域包括ケアシステム学会学術大会　拡大実行委員会
　　21日 岡山県老人保健施設協会総会
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 「こども予防接種週間」啓発番組レディオモモ収録
 都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会
 令和元年度第１回岡山県がん登録審議会
 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
 NHK取材
　　22日 新型コロナウイルス感染症医療連携会議
 第25回日本災害医学会総会・学術集会
 2019年度第２回消化管検診研究会講演会
 医院継承セミナー
 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会講演会
　　23日 第４回JMATおかやま研修会
 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会及び地域包括ケア部会合同会議
　　24日 女性の健康週間　県民公開講座
　　25日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 ケーブルテレビ番組の取材
 令和元年度第４回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
　　26日 常任理事会
 第３回岡山県医師会新型コロナ対策本部会議
 西日本放送取材
　　27日 【中止】岡山赤十字病院「開放病床運営委員会」及び「第４回地域医療支援委員会」
 令和元年度第４回津山・英田地域医療構想調整会議
 【中止】岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
 糖尿病医療連携事業に関する定例協議会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　28日 【中止】令和元年度岡山県教職員健康診断審査委員会
 【中止】令和元年度都道府県医師会事務局長連絡会
 【中止】岡山家庭裁判所委員会
　　29日 岡山県病院協会臨時幹部会
 【中止】令和元年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会（～３/ １まで）
 【中止】第11回岡山県民公開医療シンポジウム
 第129回岡山県医師国保組合会議（令和元年度通常組合会）
 令和元年度郡市等医師会救急担当理事・岡山県医師会救急医療対策部会委員会連絡協議会
３月１日 【中止】令和元年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
 【延期】移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 【中止】産業医研修会
　　２日 岡山救急医療研究会第22回学術集会実行委員会
　　３日 岡山県医療審議会（医療法人部会）
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　４日 【TV会議のみ】第20回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会
 常任理事会
 会報企画委員会
 医療秘書養成に関する運営委員会
 第４回岡山県医師会新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策本部会議
 【中止】倉敷成人病センター地域医療連携の集い（懇親会20：05 ～）
　　５日 【中止】令和元年度第２回訪問看護推進協議会
 「大規模災害発生時における緊急医療支援活動に関する連携協定」の締結式
 岡山県教職員健康診断審査委員会
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 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
 【延期】移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」（北児島医師会）
 【TV会議のみ】都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会
 【中止】令和元年度第３回岡山県訪問看護課題検討協議会
 【メール会議】令和元年度第２回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
 【中止】岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
　　６日 【中止】令和元年度臨床検査精度管理調査報告会
 令和元年度第３回岡山県准看護師試験委員会
 【中止】岡山経済同友会SDGs研究推進会議、ICT委員会合同特別講演会・懇親会
 第２回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会
　　７日 【中止】令和元年度医療事故調査制度「支援団体統括者セミナー」（１日目）
 【中止】岡山胸部疾患研究会講演会
 【中止】岡山医師研修支援機構第２回定例理事会
 【中止】岡山県内科医会・部会　循環器physical examination講習会
 【中止】岡山県医師会スポーツ医部会委員会
 【中止】岡山県医師会スポーツ医学再研修会
　　８日 【中止】令和元年度医療事故調査制度「支援団体統括者セミナー」（２日目）
 【中止】令和元年度学校保健講習会
 【中止】社会保障部部員の会
 【中止】社会保障部部員・同地区委員合同会議
 岡山県医師会耳鼻咽喉科部会役員会
　　９日 医療を生かしたまちづくりシンポジウム収録
 【中止】第837回支払基金幹事会
 社会保険連絡協議会（事前説明）三者懇談会
 週刊ポスト取材
　　10日 NHK感謝状贈呈式
　　11日 社会保険連絡協議会
 常任理事会
 理事会
 第５回岡山県医師会新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策本部会議
 【中止】令和元年度第３回スポーツ医・科学委員会
 第１回選挙管理委員会
 【メール会議】整形外科部会委員会
　　12日 【中止】令和元年度川崎学園看護師特定行為研修修了証書授与式
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 新規開業オリエンテーション
 【中止】令和元年度看護職員人材交流事業成果報告会
 おかやまマラソン医事救護部会
 令和元年度第２回岡山産業保健総合支援センター運営協議会
 OHK「なんしょん」出演
 第８回災害弔慰金等支給審査会
 【中止】令和元年度岡山県がん対策推進協議会
 岡山県医師会透析医部会令和２年第２回感染症対策委員会
　　13日 【延期】令和元年度第３回県南東部地域医療構想調整会議
 令和元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
 【TV会議】第３回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会
 新型コロナウイルス感染症対策連絡会議
 【中止】岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会がん診療連携部会



− 24 −

　　15日 【中止】令和元年度在宅医療関連講師人材養成事業研修会
 母体保護法指定医師審査委員会
 【中止】産婦人科専門医会
 【中止】第383回整形外科部会研修会
　　16日 【延期】令和元年度岡山県麻しん風しん対策会議
 岡山県感染症対策委員会
 OHK取材
 【中止】岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会
 精神科部会３月定例会
 歯科往診サポートセンター評価委員会
　　17日 岡山県医療審議会
 【中止】ドクターヘリ運航調整委員会
 【中止】福永仁夫先生山陽新聞賞受賞を祝う会
 【書面会議】令和元年度岡山県医療費適正化推進協議会
 【中止】岡山県産後母子への支援評価会議
　　18日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山医療ネットワーク第３回理事会
 「岡山県医師会認定かかりつけ医」審査会
　　19日 【中止】第３回高梁・新見地域医療構想調整会議
 令和元年度救急搬送体制連絡協議会
 糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【TV会議】第４回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会
 CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　20日 総社市感染症専門家会議
 【中止】世界腎臓デー 2020 in おかやま第7回CKD（慢性腎臓病）県民公開講座
　　21日 新型コロナウイルス講演会
　　22日 【延期】岡山プライマリ・ケア学会総会・第27回学術大会
　　23日 おかやまマラソン実行実行委員会令和元年度第４回総会
 【中止】令和元年度献血推進協議会
　　24日 【書面会議】健康おかやま21推進会議
 【中止】改定時集団指導・点数改定説明会
 【中止】令和元年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
 肺がん読影研究会
　　25日 【メール会議】中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 常任理事会
 【中止】改定時集団指導・点数改定説明会
 【中止】学校検尿マニュアル検討委員会
 【中止】消化管精検研究会
　　26日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会令和元年度第７回理事会
 川崎学園・九曜学園理事会・評議員会
 【中止】改定時集団指導・点数改定説明会
　　27日 岡山県健康づくり財団理事会
 岡山シーガルズの活躍に向けた民間活力活用推進協議会役員合同会議
 【TV会議】第５回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会
　　28日 【中止】全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成31年度第２回試験委員会
 【中止】全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成31年度第２回常任委員会
 【中止】全国医師会医療秘書学院連絡協議会平成31年度第２回運営委員会
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 【中止】小児科部会委員会
 【中止】中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）
 第10回備前ブロック医師会協議会
 【中止】中国四国医師会連合常任委員会
 【中止】中国四国医師会連合連絡会
　　29日 【中止】第268回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 【中止】中国四国医師会連合連絡会
 【中止】第146回日本医師会臨時代議員会
　　30日 【中止】改定時集団指導・点数改定説明会
 【TV会議】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応JMAT派遣検討会議
 OHK放送「なんしょん」へ出演
　　31日 岡山県医師会透析医部会第３回感染対策委員会
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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（藤本常任理事、尾﨑理事）

⑴　平成30年度日本医師会生涯教育制度単位集計結果について
　 　令和元年10月１日付けで、平成30年度日本医師会生涯教育制度単位取得証が発行された。全国平均と岡山県の

平均及び岡山県医師会会員上位10名は、下表の通りである。岡山県の平均は昨年度と比較すると、取得単位は1.4
ポイント増加、取得ＣＣは0.5ポイント減少。取得単位・CCの合計は0.8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

H30年度 H29年度 H28年度 H30年度 H29年度 H28年度
平均取得単位 13.3 13.8 14.6 18.1 16.7 17.3
平均取得CC 10.7 11.6 12.9 14.3 14.8 15.5

取得単位+CC
合計平均

24.1 25.4 27.4 30.7 31.5 32.8

　②　平成30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 岩藤　知義（赤磐医師会） 402.5 82 484.5
２ 岡山市医師会員 389.5 75 464.5
３ 三谷　　健（津山市医師会） 354.5 75 429.5
４ 中村　豊彦（西大寺医師会） 270 　 77 347 　
５ 伏見　　章（岡山市医師会） 266 　 72 338 　
６ 三谷原重雄（倉敷医師会） 228.5 66 294.5
７ 津山市医師会員 218.5 69 287.5
８ 澤田　　聡（岡山市医師会） 211.5 69 280.5
９ 和気医師会員 164 　 67 231 　
10 邑久医師会員 161 　 66 227 　

※10名中９名が診療所、１名が病院の先生であった。

　③　平成30年度 取得単位、CC、単位+CCの内訳
【取得単位数別人数】

単位 診療所
（人）

病院
（人）

その他
（人）

全体
（人）

０ 384 377 119 880
0.5 ～ 20 851 851 74 1,776
20.5 ～ 40 244 96 11 351
40.5 ～ 60 103 21 3 127
60.5 ～ 80 30 5 1 36
80.5 ～ 100 16 3 2 21
100.5 ～ 400 24 5 2 31

400以上 1 0 0 1
計 1,653 1,358 212 3,223

※その他…自宅会員、老健等
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【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）

０ 384 377 119 880
１～５ 258 435 41 734
６～ 10 214 193 18 425
11 ～ 15 215 139 9 363
16 ～ 20 137 79 8 224
21 ～ 25 125 53 8 186
26 ～ 30 114 32 1 147
31 ～ 35 80 20 1 101
36 ～ 40 54 14 1 69
41 ～ 45 17 6 2 25
46 ～ 50 21 2 1 24
51 ～ 55 10 5 2 17
56 ～ 60 9 1 0 10
61 ～ 65 4 1 1 6
66 ～ 70 5 1 0 6
71 ～ 75 4 0 0 4
76 ～ 80 1 0 0 1
81 ～ 84 1 0 0 1

計 1,653 1,358 212 3,223
※その他…自宅会員、老健等

【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）

０ 384 377 119 880
0.5 ～ 20 506 649 58 1,213
20.5 ～ 40 323 198 16 537
40.5 ～ 60 184 74 10 268
60.5 ～ 80 116 38 2 156
80.5 ～ 100 68 8 2 78
100.5 ～ 200 61 13 4 78
200.5 ～ 300 6 1 1 8
300.5 ～ 400 2 0 0 2
400.5以上 3 0 0 3

計 1,653 1,358 212 3,223
その他…自宅会員、老健等

　 　平成30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、次項のとおりとなった。
　 　取得者の多い項目と少ない項目の差が激しく、一番取得者の多かった項目は、CC11「予防と保健」の1,254人で、

次いで69「不安」、20「不眠」であった。一番少なかった項目は、41「嗄声」の23人であった。他に取得者の少なかっ
た項目は、34「言語障害」、40「鼻出血」、56「熱傷」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。
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【平成30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31年４月６日（岡山県医師会　警察医部会講演会）
　　　岡山県警察の死体取扱い状況 岡山県警察本部　統括検視官　越智　博司
　　　死因究明における救急と法医学の協働について～乳幼児突然死を中心に～
 岡山大学病院高度救命救急センター　助教　塚原　紘平
　②　平成31年４月13日（乳がん検診講習会）
　　　乳腺診療でよくある患者さんからの質問～疫学、検診、症状etc ～ 渡辺病院　溝尾　妙子
　③　令和１年５月12日（社会保障部研修会）
　　　次期診療報酬改定の課題 岡山県保健福祉部長　中谷祐貴子
　④ 　令和１年５月19日（岡山県医師会認定かかりつけ医研修会（地域包括診療加算・地域包括診療料に係る か

かりつけ医研修会））糖尿病 医療法人社団 弘健会 菅原医院　院長　菅原　正弘
　　　認知症 医療法人 ゆう心と体のクリニック　院長　瀬戸　裕司
　　　脂質異常症　 江草玄士クリニック　院長　江草　玄士
　　　高血圧症 角谷リハビリテーション病院　院長　有田　幹雄
　　　禁煙指導 公益社団法人 日本医師会　常任理事　羽鳥　　裕
　　　健康相談 医療法人社団 つくし会　理事長　新田　國夫
　　　在宅医療 医療法人 アスムス　理事長　太田　秀樹
　　　介護保険 医療法人池慶会 池端病院　理事長／院長　池端　幸彦
　　　服薬管理 医療法人 白髭内科医院　院長　白髭　　豊
　　　死体検案 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 法医学分野 助教　三浦　雅布
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　⑤　令和１年５月19日（母体保護法指定医師研修会）
　　　母体保護法指定医に求められるもの−現在の医療、社会、法制度の中で−
 日本産婦人科医会　副会長　平原　史樹
　　　出生前検査における医療倫理について 昭和大学病院産婦人科　科長　関沢　明彦
　　　安全な流産・中絶手術と女性のリプロダクティブ・ヘルス／ライツ
 大阪大学医学部附属病院　病院長　木村　　正
　⑥　令和１年５月26日（日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会（岡山サテライト会場））
　　　かかりつけ医の感染対策 国立国際医療研究センター 国際感染症センターセンター長　大曲　貴夫
　　　医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築
 医療法人博仁会 志村大宮病院 理事長・院長　鈴木　邦彦
　　　かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際
 医療法人真正会 霞ヶ関南病院 理事長　齊藤　正身
　　　終末期医療、褥瘡と排泄 公益社団法人 日本医師会 常任理事　羽鳥　　裕
 医療法人川口内科 川口メディカルクリニック 院長・理事長　川口　光彦
　　　多疾患合併症例 医療法人社団家族の森 多摩ファミリークリニック 院長　大橋　博樹
 医療法人社団至高会 たかせクリニック 理事長　高瀬　義昌
　　　かかりつけ医の社会的処方 産業医科大学 医学部公衆衛生学 教授　松田　晋哉
　⑦　令和１年６月22日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌治療の最新情報：薬物療法を中心に 川崎医科大学乳腺甲状腺外科学　教授　紅林　淳一
　⑧　令和１年６月30日（岡山県・岡山市難病指定医研修）
　　　代表的な疾患の診断等について〈神経系〉
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学教授　阿部　康二
　　　難病の医療費助成制度等について 岡山県医薬安全課
　　　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腎・免疫・内分泌代謝内科学准教授　佐田　憲映
　　　難病の医療費助成制度等について 岡山県医薬安全課
　⑨　令和１年７月７日（プライマリ・ケア講座　東日本大震災−復興への道−）
　　　災害におけるプライマリケア医の役割　プライマリヘルスケアから地域包括ケアによる街づくりへ
 石巻市立雄勝診療所長兼石巻市健康部包括ケアセンター長　長　　純一
　⑩　令和１年７月13日（産業医研修会）
　　　働き方改革推進法における労働時間法制の見直しについて 岡山労働局健康安全課長　島村　　明
　　　職場のメンタルヘルス　～事例検討～ 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　産業保健と産業医の現状 日本医師会常任理事　松本　吉郎
　⑪　令和１年７月20日（日医生涯教育講座）
　　　高齢者のフレイルとポリファーマシー 杏林大学医学部高齢医学教授　神崎　恒一
　　　ビッグデータNDBの解析から　−超高齢社会における慢性硬膜下血腫の病態−
 日本医師会総合政策研究機構主席研究員　上家　和子
　　　ＡＩ　放射線画像診断支援
 東京大学医学部附属病院22世紀医療センター コンピュータ画像診断学／予防医学講座特任准教授　吉川　健啓
　⑫　令和１年７月25日（小児救急地域医師研修会）
　　　小児内分泌の点と線−救急対応をする疾患と成長曲線−
 旭川荘療育・医療センター　院長代理　神崎　　晋
　⑬　令和１年７月28日（日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会（映像研修） in 津山）
　　　かかりつけ医の感染対策 国立国際医療研究センター病院　国際感染症センターセンター長　大曲　貴夫
　　　医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築
 医療法人博仁会 志村大宮病院 理事長・院長　鈴木　邦彦
　　　かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際
 医療法人真正会 霞ヶ関南病院 理事長　齊藤　正身
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　　　終末期医療、褥瘡と排泄 公益社団法人 日本医師会 常任理事　羽鳥　　裕
 医療法人川口内科 川口メディカルクリニック 院長・理事長　川口　光彦
　　　多疾患合併症例 医療法人社団家族の森 多摩ファミリークリニック 院長　大橋　博樹
 医療法人社団至髙会 たかせクリニック 理事長　高瀬　義昌
　　　かかりつけ医の社会的処方 産業医科大学 医学部公衆衛生学 教授　松田　晋哉
　⑭　令和１年７月28日（第182回岡山県医師会眼科部会・第182回岡山県眼科医会総会並びに生涯教育講座）
　　　視野障害と自動車事故～『私は運転しても大丈夫ですか？』と聞かれたら～
 医療法人社団済安会 西葛西・井上眼科病院　副院長　國松　志保
　　　緑内障と全身リスク因子 島根大学医学部眼科学 教授　谷戸　正樹
　　　眼科における耐性菌と抗菌薬適正使用 鳥取大学医学部視覚病態学分野 教授　井上　幸次
　⑮　令和１年８月10日（乳がん検診講習会）
　　　令和の乳がん検診で知っておくべきこと 岡山大学病院 乳腺・内分泌外科 助教　岩本　高行
　⑯　令和１年８月17日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　アンチ・ドーピング講習会～その処置、その処方～
 薬剤師　JADA（日本アンチ・ドーピング機構）公認スポーツファーマシスト　立花　義章
 卓球競技の障害とメディカルサポート　山口大学医学部附属病院 診療教授　小笠　博義
　⑰　令和１年８月18日（第４回岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ
　　　勤務環境改善に関する労働法規について（特に女性医師関連）
　　　第１回天晴れおかやま女性医師リーダー養成ワークショップの報告 岡山県医師会　専務理事　神﨑　寛子
　　　事例発表「医師の勤務環境改善へ向けた岡山労災病院での取り組み」
 岡山労災病院　女性のための総合外来部長　田端　りか
　　　特別講演「医師の働き方改革と勤務環境改善について」 日本医師会　常任理事　松本　吉郎
　⑱　令和１年８月24日（「救急の日」講演会）
　　　豪雨災害からの復旧・復興の取組と今後の防災対策 岡山県危機管理監　吉田　邦成
　　　日本医師会の救急医療への取り組み 日本医師会常任理事　長島　公之
　　　西日本豪雨災害を振り返って 厚生労働省DMAT事務局次長　近藤　久禎
　⑲ 　令和１年８月25日（岡山県医師会認定かかりつけ医研修会（地域包括診療加算・地域包括診療料に係る か

かりつけ医研修会））
　　　糖尿病 医療法人社団 弘健会 菅原医院　院長　菅原　正弘
　　　認知症 医療法人 ゆう心と体のクリニック　院長　瀬戸　裕司
　　　脂質異常症 江草玄士クリニック　院長　江草　玄士
　　　高血圧症 社会医療法人スミヤ 角谷リハビリテーション病院　院長　有田　幹雄
　　　服薬管理 東京大学医学部附属病院 老年病科　教授　秋下　雅弘
　　　禁煙指導 環境省大臣官房審議官（水・大気環境局等担当）正林　督章
　　　健康相談 医療法人鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山　院長　岡田　唯男
　　　介護保険 医療法人博仁会 志村大宮病院　理事長・院長　鈴木　邦彦
　　　在宅医療 医療法人社団 つくし会　理事長　新田　國夫
　　　死体検案 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 法医学分野 助教　三浦　雅布
　⑳　令和１年８月30日（風しん・麻しん研修会）
　　　ワクチンを用いた風疹・麻疹対策～小児から成人まで
 川崎医科大学総合医療センター小児科部長（教授）　中野　貴司
　㉑　令和１年８月31日（岡山県医師会消化管検診研究会講演会）
　　　水戸市の対策型胃内視鏡検診の取り組みと目指しているもの
 茨城県メディカルセンター消化器・内視鏡センター長　齋藤　洋子
　　　対策型内視鏡検診を含めた胃がん検診における基準化の重要性
 公益財団法人東京都保健医療公社　東京都がん検診センター消化器内科　部長　小田　丈二
　㉒　令和１年９月１日（令和元年度幸福な長寿社会実現事業）
　　　アドバンス・ケア・プランニングとは 函館稜北病院　総合診療科　科長　川口　篤也
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　　　講義　臨床倫理４分割法を活用した事例検討の進め方 函館稜北病院　総合診療科　科長　川口　篤也
　　　グループワーク　臨床倫理４分割法を活用した事例検討の進め方
 函館稜北病院　総合診療科　科長　川口　篤也
　　　事例検討を実施しての感想や課題等 函館稜北病院　総合診療科　科長　川口　篤也
　㉓　令和１年９月７日（認知症研修会　～在宅で認知症を支える（10）～）
　　　薬物と認知症 岡山県薬剤師会　副会長　監物　英男
　　　真庭地域の認知症予防の取り組み さくもとクリニック　院長　作本　修一
　㉔　令和１年９月16日（日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会（映像研修））
　　　かかりつけ医の感染対策 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センターセンター長　大曲　貴夫
　　　医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築
 医療法人博仁会 志村大宮病院 理事長・院長　鈴木　邦彦
　　　かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際
 医療法人真正会 霞ヶ関南病院 理事長　齊藤　正身
　　　終末期医療、褥瘡と排泄 公益社団法人 日本医師会 常任理事　羽鳥　　裕
 医療法人川口内科 川口メディカルクリニック 院長・理事長　川口　光彦
　　　多疾患合併症例 医療法人社団家族の森 多摩ファミリークリニック 院長　大橋　博樹
 医療法人社団至高会 たかせクリニック 理事長　高瀬　義昌
　　　かかりつけ医の社会的処方 産業医科大学 医学部公衆衛生学 教授　松田　晋哉
　㉕　令和１年９月18日（小児救急地域医師研修会）
　　　発達障害の理解と支援 岡山大学病院小児神経科　講師　岡　　牧郎
　㉖　令和１年９月19日（かかりつけ医認知症対応力向上研修会）
　　　認知症診療における工夫 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学　講師　太田　康之
　㉗　令和１年９月23日（岡山県認知症サポート医の集い）
　　　認知症診療の最新話題と認知症予防 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学 教授　阿部　康二
　　　岡山県における認知症施策について 岡山県保健福祉部 長寿社会課 課長　武内　克之
　　　高齢運転者対策の進捗状況 岡山県警察 交通部運転免許課 課長補佐　野田　幸誉
　㉘　令和１年10月３日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会【岡山１】）
　　　目的編　　認知症の人の理解及びケアの基本
　　　対応力編　認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　　連携編　　院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　　一症例の事例紹介、総合討論 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
 万成病院　石丸　信一
　㉙　令和１年10月７日（医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー）
　　　医師の働き方改革について　～医療を未来につなぐために、今、働き方改革を！～
 厚生労働省　医政局医療経営支援課　医療勤務環境改善推進室　室長補佐　西井　章浩
　　　医療勤務環境改善の最新動向とマネジメントシステム
 東京医療保健大学東が丘・立川看護学部看護学科 大学院看護学研究科 教授　中島美津子
　　　事例発表
　　　「地域で取り組む環境改善～人材確保から～」 医療法人 清梁会 高梁中央病院　看護部長　宮本富士子
　　　「子育て世代が働きやすい職場環境を目指して…」 医療法人 洋友会 中島病院　看護部長　岡本　由美
　　　「働き続けられる職場づくり」 鬼北町立北宇和病院　看護　副院長　惣谷　和子
　　　医療勤務環境改善支援センターの取組　～提供している支援について
 岡山県医療勤務環境改善支援センター
　㉚　令和１年10月８日（小児救急地域医師研修会）
　　　小児救急の実際 岡山大学病院高度救命救急センター　助教　塚原　紘平
　㉛　令和１年10月８日（かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　膠原病診療、これからの病診連携
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　助教　松本　佳則
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　㉜�　令和１年10月20日（岡山県医師会認定かかりつけ医研修会（地域包括診療加算・地域包括診療料に係る か
かりつけ医研修会））

　　　認知症 川崎医科大学 神経内科学 教授　砂田　芳秀
　　　糖尿病 岡山済生会総合病院 内科主任医長　利根　淳仁
　　　脂質異常症 独立行政法人国立医療機構岡山医療センター 糖尿病・代謝内科 医長　肥田　和之
　　　高血圧症 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 准教授　中村　一文
　　　禁煙指導 岡山県健康づくり財団附属病院 院長　西井　研治
　　　死体検案 岡山県医師会 会長　松山　正春
　　　健康相談 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長　江田　純子
　　　在宅医療 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長　江田　純子
　　　介護保険 岡山県介護支援専門員協会 理事　三石　哲也
　　　服薬管理　 岡山県薬剤師会 地域包括ケア対策委員会委員　服部　真幸
　㉝　令和１年10月25日（かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　免疫系疾患の診断と治療
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　助教　渡辺　晴樹
　㉞　令和１年10月26日（令和元年度岡山県警察協力医会特別講演会）
　　　警察活動に協力する医師としての経験から 福岡県警察医会会長、福岡県医師会監事　大木　　實
　㉟　令和１年10月27日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌　最新の動向とトピックス　～検診を含めて～ 川崎医科大学附属病院 病院長　園尾　博司
　㊱　令和１年10月29日（かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　膠原病の診断と治療
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　准教授　佐田　憲映
　㊲　令和１年11月２日（産業医研修会（特定検診・特定保健指導研修会））
　　　岡山県の特定検診・特定保健指導の取組み 岡山県保健福祉部健康推進課課長　山野井尚美
　　　職場のメンタルヘルス～事例検討～　 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　健康づくりのための栄養指導～働く世代の健康改革～
 岡山県南部健康づくりセンター管理栄養士　藤井由美子
　　　働き方改革のその後 日本医師会常任理事　城守　国斗
　㊳　令和１年11月７日（日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会（映像研修））
　　　かかりつけ医の感染対策 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センターセンター長　大曲　貴夫
　　　医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築
 医療法人博仁会 志村大宮病院 理事長・院長　鈴木　邦彦
　　　かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際
 医療法人真正会 霞ヶ関南病院 理事長　齊藤　正身
　　　終末期医療、褥瘡と排泄 公益社団法人 日本医師会 常任理事　羽鳥　　裕
 医療法人川口内科 川口メディカルクリニック 院長・理事長　川口　光彦
　　　多疾患合併症例 医療法人社団家族の森 多摩ファミリークリニック 院長　大橋　博樹
 医療法人社団至高会 たかせクリニック 理事長　高瀬　義昌
　　　かかりつけ医の社会的処方 産業医科大学 医学部公衆衛生学 教授　松田　晋哉
　㊴　令和１年11月７日（小児救急地域医師研修会）
　　　小児内分泌の点と線　−救急対応する疾患と成長曲線−
 旭川荘療育・医療センター　院長代理　神崎　　晋
　㊵�　令和１年11月９日（実践シンポジウム−発達障害を有する人と接するうえでプライマリ・ケア医が知ってお

くべき医学・生活・制度に関する知識−）
　　　ひきこもりについてプライマリ・ケア医に知っておいてほしいこと
 岡山県精神保健福祉センター長　野口　正行
　㊶　令和１年11月９日（日医生涯教育講座・専門医共通講習会）
　　　医療メディエーション：対話による関係調整： 早稲田大学大学院法務研究科教授　和田　仁孝
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　　　忍び寄る薬剤耐性菌（AMR）の脅威　～私たちが現場でできることとは？～
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 社会環境生命科学専攻 総合内科学　准教授　　　　　　
 　（瀬戸内（まるがめ）総合診療医学講座）　萩谷　英大
　　　 End-of-Life CareとACP（アドバンスケアプラニング）−ACPは「終末期医療の倫理」の熟慮・発展のプロ

セスから生まれた産物である−
 日本臨床倫理学会総務担当理事、東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野客員研究員、　　　　　　
 箕岡医院院長　箕岡　真子
　㊷�　令和１年11月14日（岡山県医師会認定かかりつけ医研修会（地域包括診療加算・地域包括診療料に係る か

かりつけ医研修会））
　　　糖尿病 医療法人社団 弘健会 菅原医院　院長　菅原　正弘
　　　認知症 医療法人 ゆう心と体のクリニック　院長　瀬戸　裕司
　　　脂質異常症 江草玄士クリニック　院長　江草　玄士
　　　高血圧症 社会医療法人スミヤ 角谷リハビリテーション病院　院長　有田　幹雄
　　　服薬管理 東京大学医学部附属病院 老年病科　教授　秋下　雅弘
　　　禁煙指導 環境省大臣官房審議官（水・大気環境局等担当）　正林　督章
　　　健康相談 医療法人鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山　院長　岡田　唯男
　　　介護保険 医療法人博仁会 志村大宮病院　理事長・院長　鈴木　邦彦
　　　在宅医療 医療法人社団 つくし会　理事長　新田　國夫
　　　死体検案 岡山県医師会　会長　松山　正春
　㊸　令和１年11月20日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会【津山】）
　　　目的編　　認知症の人の理解及びケアの基本
　　　対応力編　認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　　連携編　　院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　　一症例の事例紹介、総合討論 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学 准教授　寺田　整司
 積善病院認知症疾患医療センター長　近藤　啓子
　㊹　令和１年11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【岡山２】）
　　　目的編　　認知症の人の理解及びケアの基本
　　　対応力編　認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　　連携編　　院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　　一症例の事例紹介、総合討論 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
 万成病院　石丸　信一
　㊺　令和１年12月１日（令和元年度幸福な長寿社会実現事業研修会）
　　　患者本人の意思決定する力を考える
 岡山済生会総合病院　診療部長　緩和ケア担当責任者（ホスピス長）　石原　辰彦
　　　患者本人の意思の確認ができる場合の進め方
 岡山済生会総合病院　診療部長　緩和ケア担当責任者（ホスピス長）　石原　辰彦
　　　患者の推定意思を尊重し、意思決定に必要な情報を収集する
 医療法人慈生会　前原病院　診療部長・緩和ケア内科医長　古口　契児
　　　患者にとって最善の診療方針について合意する
 医療法人慈生会　前原病院　診療部長・緩和ケア内科医長　古口　契児
　㊻　令和１年12月４日（病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会【倉敷】）
　　　目的編　　認知症の人の理解及びケアの基本
　　　対応力編　認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　　連携編　　院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　　一症例の事例紹介、総合討論 川崎医科大学精神科学教授　石原　武士
 倉敷平成病院認知症疾患医療センター長　涌谷　陽介
　㊼　令和１年12月15日（岡山県緩和ケア研修会）
　　　コミュニケーション 岡山大学病院　卒後臨床研修センター　助教　植田　真司
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　　　全人的苦痛に対する緩和ケア 川崎医科大学附属病院　麻酔・集中治療科　医長　西江　宏行
　　　療養場所の選択と地域連携 グリーン在宅クリニック　國末　充央
　㊽　令和１年12月15日（第２回天晴れおかやま女性医師リーダー養成ワークショップ）
　　　女性医師であり続けること 川崎医科大学　総合内科学２　准教授　川中　美和
　　　自分らしく生きよう～医療とマインドフルネスと私～
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科附属医療教育センター　助教　三好　智子
　　　行政機関の医師の仕事 岡山県保健福祉部　部長　中谷祐貴子
　　　グループワーク「女性医師が指導医になる将来をあきらめない職場環境にむけての意見交換」
　㊾　令和１年12月15日（岡山県認知症サポート医の集い）
　　　認知症診療の最新話題と認知症予防 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学 教授　阿部　康二
　　　岡山県における認知症施策について 岡山県保健福祉部 長寿社会課 課長　武内　克之
　　　高齢運転者対策の進捗状況 岡山県警察 交通部運転免許課 課長補佐　野田　幸誉
　㊿　令和１年12月15日（乳がん検診講習会）
　　　マンモグラフィ検診とマンモグラフィ読影法 岡山済生会総合病院　放射線科診療部長　石原　節子
　�　令和２年１月12日（日医生涯教育講座・第63回社会保険指導者伝達講習）
　　　指定難病update 岡山県医師会社会保障部長　大原　利憲　他
　�　令和２年１月18日（ACP研修会）
　　　エンドオブライフ・ケアとスピリチュアルケア　～人生会議はだれの為～ 飛騨千光寺　住職　大下　大圓
　　　もしバナゲーム（グループディスカッション）
　�　令和２年１月22日（令和元年度　梅毒撲滅に向けた研修会）
　　　梅毒を見逃さないために～実はあなたのすぐそばに～ 岡山赤十字病院　皮膚科　山口　麻里
　�　令和２年１月30日（かかりつけ医認知症対応力向上研修会）
　　　生活習慣病治療よりみた認知症改善へのアプローチ
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学　講師　山下　　徹
　�　令和２年２月２日（スポーツ県民公開講座）
　　　人生を豊かにしてくれるスポーツの力　～　夢が広がるオリンピックの世界　～
 公益社団法人日本ホッケー協会理事　平尾　　豊
　�　令和２年２月５日（運動器検診に関する研修会）
　　　小児運動器疾患のみかた　～運動器検診をふまえて～
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　運動器スポーツ医学講座（整形外科）　准教授　島村　安則
　�　令和２年２月６日（医師の働き方改革等に関する説明会）
　　　医療保健業における労働時間制度について 岡山労働局
　　　岡山県医療勤務環境改善支援センターの取組について
 岡山県医療勤務環境改善支援センター　医療労務管理アドバイザー　佐田　俊彦
　　　医療機関における働き方改革の最新動向と進めるための３つのポイント
 ハイズ株式会社　代表取締役社長　ハイ　エイシュ
　�　令和２年２月８日（岡山県医師会学術奨励賞受賞講演並びに日本医師会生涯教育講座）
　　　緩和薬剤の使い方
 岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学　研究科　特任教授、岡山大学病院　緩和支持医療科　松岡　順治
　　　岡山県医師会学術奨励賞受賞講演
 川崎医科大学大学院組織培養・免疫系分野リウマチ分子病態解析学　辻　　尚子
　　　岡山県医師会学術奨励賞受賞講演 岡山ろうさい病院循環器内科医長　江尻健太郎
　　　岡山県医師会学術奨励賞受賞講演
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科血液・腫瘍・呼吸器内科学　槇本　　剛
　　　遺伝性のがん−地域医療としての遺伝医療とがん予防について−
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　臨床遺伝子医療学　教授　平沢　　晃
　�　令和２年２月11日（第５回岡山県緩和ケアフォローアップ研修会）
　　　地域・ケアのゴールを話し合う 岡山医療センター　藤原　慶一
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　　　アドバンス・ケア・プランニング
 岡山済生会総合病院　診療部長　緩和ケア担当責任者（ホスピス長）石原　辰彦
　　　包括的アセスメント 岡山協立病院　疼痛治療科医長　福田　展之
　　　輸液と栄養 金田病院　外科　三村　卓司
　　　苦痛緩和のための鎮静 岡山大学病院　緩和支持医療科　助教　片山　英樹
　　　死が近づいたとき 岡山赤十字病院　緩和ケア科部長　喜多嶋拓士
　�　令和２年２月16日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん治療の最新情報　−免疫療法について− 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　教授　土井原博義
⑶　卒後臨床研修対策
　　［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）、４．地域医療・保健対策に関する事項⑻各種協議・研究会を参照。
⑷　岡山県医師会勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協議会
　　令和元年12月14日（土）午後３時より、岡山国際交流センター地下１階レセプションホールにて開催した。
⑸　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
　　 　令和元年度は下記３名に授与された。令和元年12月14日に授与式、令和２年２月８日に三木記念ホールで受

賞講演が行われた。
　　１ ）「慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症患者における肺動脈バルーン形成術後の肺障害の主な原因は血管損傷であ

る」 岡山ろうさい病院　循環器内科　医長　江尻健太郎
　　２ ）「Tumor Mutation Burden高値のALK 陽性肺癌におけるアレクチニブ早期耐性機序について」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学　大学院生　槇本　　剛
　　３）「TNF受容体関連周期性症候群（TRAPS）における新規G87V変異 TNFRSF1Aの同定と機能解析」
 川崎医科大学大学院　組織培養・免疫系分野　リウマチ分子病態解析学　大学院生　辻　　尚子
　②　岡山県医師会会長賞
　　　令和元年度は下記の団体に授与され、令和元年12月14日に授与式が行われた。
　　１）一般社団法人　児島医師会（児島）
　　２）倉敷地区重症心身障害児・者の在宅医療を考える会（都窪）
⑹　NPO岡山医師研修支援機構への協力
　　認定NPO法人岡山医師研修支援機構に松山正春会長が理事として参加し、下記事業への協力を行った。
　① 　地域枠学生および岡山県医療圏の地域医療に興味を持つ医学生を対象としたキャリアアップ支援のため、ハ

ワイ大学医療教育研修事業への助成を行い、１名を派遣した。
　② 　今年度より岡山県内の病院で臨床研修を開始する研修医を対象に「WELCOME研修医の会」を開催した。

参加者は研修医169名、指導医等61名であった。
　③ 　医師のキャリアアップを目的とし、岡山県医師会ホームページの生涯教育検索システムへのリンクを行い、

生涯教育の情報提供を行った。
　④　就職に関わる相談事業として、無料職業紹介事業を共同で行った。
⑺　県民公開講座
　①　CKD（慢性腎臓病）【中止】
　　　日　時：令和２年３月20日（金・祝）13：30 ～ 15：40
　　　会　場：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　テーマ：「腎臓と栄養」
　　１）演題・講師（13：40 ～ 14：50）
　　　　講演１：「腎臓と栄養」 川崎医科大学腎臓・高血圧内科 教授　佐々木　環
　　　　講演２：「介護と栄養」 赤磐医師会病院 管理栄養士　草谷　悦子
　　　　講演３：「療養と栄養」 NPO法人岡山県腎臓病協議会　理事長　木畑　進一
　　　　講演５：「腎臓病患者の食事・栄養」 川崎医療福祉大学臨床栄養学科　特任准教授　市川　和子
　　２）Q & Aコーナー （15：15～15：35）
　②　県民公開講座参加者：310名
　　　『糖尿病から腎臓を守るためにあなたの腎臓、大丈夫ですか？』
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　　　　日　時：令和元年11月４日（月・祝）
　　　　午前の部　岡山県医師会館　401会議室
　　　　健康相談　（血糖測定、血管年齢測定、薬の相談、食事の相談、歯の健康相談）
　　　　午後の部　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　　【特別講演】
　　　　　演題「透析導入を回避するために何をすべきか」
　　　　　講師：東京女子医科大学糖尿病・代謝内科学講座　教授・講座主任
　　　　　　　　糖尿病センター内科（糖尿病・代謝内科）診療部長　馬場園　哲也
　　　　【講演】
　　　　　演題「今日からはじめる健幸生活」
　　　　　講師：日本健康運動士会岡山県支部　支部長　石尾　正紀
　　　　【講演】
　　　　　演題「知って得する腎臓を守る糖尿病食」
　　　　　講師：岡山大学病院臨床栄養部　副部長　長谷川　祐子
　　　　　〈質問タイム〉　
⑻　緩和ケア研修会事業
　①　緩和ケア研修会
　 　厚生労働省健康局長通知「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」（平成29年12月

１日健発1201第２号）に準拠した内容で実施した。本指針より、緩和ケア研修会は「e-learning」と「集合研修」
で構成し、研修対象者は、がん等の診療に携わる全ての医師・歯科医師、また、これらの医師・歯科医師と協働
し、緩和ケアに従事するその他の医療従事者も受講可能になった。全日程の修了者には、研修会主催責任者岡山
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」を交付した。

　　開催日：令和元年12月15日（日）
　　受講者：医師　17名
　　　　　　その他　１名（看護師）　　
　②　第５回岡山県緩和ケアフォローアップ研修会
　 　日常的にがん診療に携わる医師およびコメディカルスタッフを対象として、緩和ケアフォローアップ研修会を

開催した。本研修会は、日本緩和医療学会　PEACEプロジェクトの追加モジュールの内容に基づいて構成され
たプログラムを使い、さらなる緩和ケアに関する技術・知識の向上をめざし実施した。

　　開催日：令和２年２月11日（火・祝）　　
　　受講者：医　師　５名
　　　　　　看護師　５名
⑼　認定スポーツ医研修会
　①　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　第１回　令和元年８月17日
　　　　演題Ⅰ「「アンチ・ドーピング講習会～その処置、その処方～」
　　　　講師：公認スポーツファーマシスト　立花　義章　
　　　　演題Ⅱ「卓球競技の障害とメディカルサポート」
　　　　講師：山口大学医学部附属病院　診療教授　小笠　博義　
　　　第２回　令和２年３月７日
　　　　演題Ⅰ「健康長寿に貢献するスポーツ歯科医学 」
　　　　講師：赤磐皮膚科形成外科 　髙橋 義雄
　　　　演題Ⅱ「スポーツの現場からみた皮膚科・形成外科のニーズ」
　　　　講師：岡山大学病院　咬合・義歯補綴科　助教　兒玉　直紀
　②　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　
　　　令和２年２月２日
　　　講演　
　　　演題：「人生を豊かにしてくれるスポーツの力～夢が広がるオリンピックの世界～」
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　　　講師：公益社団法人日本ホッケー協会理事　平尾　豊
　　　実践編
　③　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第37回岡山県高等学空手道春季選手権大会
　　　　日時：2019年４月21日
　　２）行事名　第58回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　日時：2019年６月２日
　　３）行事名　中国高体連空手道部審判講習会およびランク付け
　　　　日時：2019年９月14日
　　４）行事名　第46回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　日時：2019年10月６日
　　５）行事名　第46回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日時：2019年11月17日
　　６）行事名　第33回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会
　　　　日時：2020年１月４日、５日、６日
　　７）行事名　第33回中国高等学校空手道選抜大会
　　　　日時：2020年１月17日、18日、19日
⑽　産業医研修関連事業
　　◦５月16日（木）18：30 ～ 20：30　岡山ろうさい病院
　　１）メンタルヘルス対応　事例紹介（面接シナリオと人事措置書）
 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面接シナリオの検討　 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
　　◦５月23日（木）15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．騒音性難聴について 岡山産業保健総合支援センター相談員　ゆうえん医院院長　結縁　晃治
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦７月13日（土）、14日（日）、15日（月・祝）　岡山大学医学部
　　　　令和元年度度岡山県医師会日医認定産業医研修会
　　　　　　　【単位数】基礎研修　前期14単位、実地６単位、後期６単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　専門６単位、実地６単位
　　◦７月13日（土）14：00 ～ 17：00　岡山医師会館 三木記念ホール
　　　　１．働き方改革推進法における労働時間法制の見直しについて　 岡山労働局健康安全課長　島村　　明
　　　　２．職場のメンタヘルス　～事例検討～ 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　３．産業保健と産業医の現状 日本医師会常任理事　松本　吉郎
　　　　　　　【単位数】基礎研修　後期３単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新１単位、専門２単位
　　◦８月１日（木）産業医研修会　14：00 ～ 16：00　アスベスト疾患研究研修センター会議室
　　　　１．石綿関連疾患診断技術研修について 　アスベスト疾患研究・研修センター所長　岸本　卓巳
 アスベスト疾患研究・研修センター研究部長兼岡山労災病院腫瘍内科部長　藤本　伸一
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地２単位
　　◦８月１日（木）産業医実地研修会　14：30 ～ 17：00　坂本産業株式会社
　　　　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
　　◦８月20日（火）18：30 ～ 20：30　岡山医療センター（岡山健康医学研究会）
　　　　１．メンタルヘルス対応　家族との関わり方 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．メンタルヘルス対応　事例紹介（面接シナリオと人事措置書） 社労士法人桑原事務所　森　　悠太
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　　　　　　　【単位数】生涯実地２単位
　　◦９月７日（土）産業医研修会　14：30 ～ 17：00　ピュアリティまきび
　　　　１．働き方改革関連法に基づく労働安全衛生法の一部改正について
　　　　２．ストレスチェック制度のあらましと長時間労働者、高ストレス者に対する面接指導
 関西福祉大学社会福祉学部教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位、専門1.5単位
　　◦９月14日（土）、15日（日）、16日（月・祝）　岡山大学医学部
　　　　令和元年度岡山県医師会日医認定産業医研修会
　　　　　　　【単位数】基礎研修　実地４単位、後期 20単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　専門19単位、実地４単位、更新１単位
　　◦10月12日（土）産業医研修会　14：30 ～ 16：30　おかやま西川原プラザ
　　　　１．最近のがん治療の動向と就労支援への取組 岡山大学病院腫瘍センター長　田端　雅弘
 岡山大学病院MSW　石橋　京子
　　　　２．治療と仕事の両立支援について 特定社会保険労務士　成川　彰浩
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦10月17日（木）産業医研修会　18：30 ～ 20：30　岡山ろうさい病院
　　　　１．労健康情報管理規程の作成について 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具体的な規程の検討 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　更新１単位、実地１単位
　　◦10月27日（日）産業医研修会　９：00 ～ 19：50　岡山大学医学部基礎講義棟
　　　　１．労務管理の視点からみた健康管理の整理
　　　　　　−働き方改革関連法案施行に伴う、産業医機能の強化を受けて−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　２．健康情報管理規程の作成について
　　　　　　労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針（平成30年９月７日）
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　３．グループワークによる具体的な規程の検討 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講　高尾　総司
 社労士法人桑原事務所　森　　悠太
 JFEスチール西日本製鉄所 嘱託産業医　梅田　理可
　　　　４．メンタル不調からの復職判定面接における面接シナリオ作成の意義と具体例
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　５．就業規則を適用した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
　　　　６．グループワークによる具体的な規程の検討 社労士法人桑原事務所　森　　悠太
　　　　７．中小企業でも実施できる人事主体の健診事後措置の具体例
 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、専門７単位
　　◦11月２日（土）特定健診・特定保健指導研修会　13：30 ～ 17：30　三木記念ホール
　　　　１．岡山県の特定健診・特定保健指導への取組み 岡山県保健福祉部健康推進課課長　山野井尚美
　　　　２．職場のメンタヘルス　～事例検討～ 岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　　　　３．健康づくりのための栄養指導 ～働く世代の健康課題～
 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．働き方改革のその後 日本医師会常任理事　城守　国斗
　　　　　　　【単位数】基礎後期　４単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　専門４単位
　　◦11月７日（木）16：30 ～ 20：30　岡山ろうさい病院
　　　　１．復職可否判定産業医面接におけるシナリオの作成の意義
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 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面接シナリオの具体的検討
　　　　　　−「心理的負荷による精神障害の認定基準」から産業医としての対応を検討する−
 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
 岡山ろうさい病院副院長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地１単位、専門１単位
　　◦11月16日（土）産業医研修会　14：30 ～ 16：30　岡山県生涯学習センター
　　　　１．がん患者の両立支援～主治医と産業医の役割～ 岡山労災病院腹部外科部長　石崎　雅浩
　　　　２．治療と仕事の両立支援について 特定社会保険労務士　成川　彰浩
　　　　　　　【単位数】生涯研修：専門２単位
　　◦11月21日（木）産業医実地研修会　14：00 ～ 16：30　ナイカイ塩業株式会社
　　　　１．職場の衛生管理体制および健康管理の実情について
　　　　２．職場巡視と事後討論
　　　　　　　【単位数】基礎実地2.5単位、生涯実地2.5単位
　　◦12月１日（日）14：00 ～ 17：20　岡山県医師会館401会議室　（産業医科大学）
　　　　１．過重労働による健康障害について
 産業医科大学特命講・師公立大学法人福岡女子大学教授　太田 雅規
　　　　２．産業医が知っておくべき働き方改革関連法令
 産業医科大学特命講師・マツダ㈱産業医　奈良井理恵
　　　　３．長時間労働者に対する面接指導 JFEスチール㈱西日本製鉄所産業医　山下真紀子
 産業医科大学ストレス関連疾病予防センター特任助教　山﨑　洋介
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位、実地１単位、専門１単位
　　◦12月５日（木）産業医研修会　13：30 ～ 16：15　イオンモール岡山５F　おかやま未来ホール
　　　　１．治療と仕事の両立支援はなぜ必要か 中国労災病院　治療就労両立支援センター所長　豊田　章宏
　　　　２．取組事例紹介 岡山大学病院医療ソーシャルワーカー　宮下　和子
 岡山労災病院がん看護専門看護師　坂井　淳恵
　　　　　　　【単位数】生涯研修：専門２単位
　　◦12月14日（土）産業医研修会　15：00 ～ 17：00　倉敷市休日夜間急患センター
　　　　１．働き方改革推進法に基づく労働安全衛生法の一部改正について
　　　　２．国境を越える産業保健　～海外赴任者・外国人労働者～
 関西福祉大学社会福祉学部教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】生涯研修：更新１単位、専門１単位
　　◦１月16日（木）産業医研修会　18：30 ～ 20：30　岡山ろうさい病院
　　　　１．中小企業でも実施できる人事主体の検診事後措置の具体例
 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就業制限の検討−緑内障による視野欠損と運転制限について−
 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
　　◦１月16日（木）産業医研修会　13：30 ～ 15：30　西大寺・瀬戸内地区産業保健研修会
　　　　１．産業医・産業保健機能と長時間労働者に対する面接指導等の強化について
 岡山労働基準監督署　署長　田渕　英二
　　　　２．ハラスメント（セクハラ、パワハラ等）について 森脇法律事務所　弁護士　山根　　務
　　　　　　　【単位数】基礎研修　後期研修２単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新研修１単位、専門研修、１単位
　　◦２月６日（木）産業医・衛生管理者交流集会　13：35 ～ 15：55　アークホテル岡山
　　　　　１．最新の労働衛生に関する動きについて 岡山労働局労働基準部健康安全課長　島村　　明
　　　　　２．改正労働安全衛生法における産業医と衛生管理者等の活動について
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  旭化成株式会社水島製造所環境安全部健康管理センター産業医　伊藤　　森
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、
　　　　　　　　　　　　生涯研修：更新0.5単位、専門1.5単位
　　◦２月12日（火）産業医研修会　18：30 ～ 20：30　ピュアリティまきび
　　　　　１．アルコールと救急医療 三重県立総合医療センター救命救急センター副センター長　伊藤　秀樹
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門１単位
　　◦２月13日（木）産業医研修会　18：30 ～ 20：30　岡山ろうさい病院
　　　　　１．復職可否判定における産業医の役割を考える 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　２．グループワークによる復職判定の具体的検討 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19日（水）倉敷市連合医師会産業医学研修会　19：00 ～ 21：00　倉敷国際ホテル
　　　　１．国境を越える産業保健～アウトバウンドとインバウンド～
 関西福祉大学社会福祉学部教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】基礎研修：後期２単位、生涯研修：専門 ２単位
　　◦２月27日（木）玉野市医師会産業医研修会　13：30 ～ 15：30　すこやかセンター
　　　　１．職域における働き方改革推進法とワークバランス改善の実際について
 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単位、生涯研修：専門２単位
　　◦３月１日（日）玉野市医師会産業医研修会　13：30 ～ 17：30　岡山医師会館　三木記念ホール
　　　　１．全国並びに岡山県における精神疾患ほかの労災認定状況
 岡山労働局労働基準部労災補償課　課長　　甲斐　利則
　　　　２．メンタル対応面接における事前準備の重要性 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　３．日本医師会における産業医の組織化に向けての取組 日本医師会常任理事　松本　吉郎
　　　　４．作業環境改善対策と労働衛生保護具
 横溝労働安全衛生コンサルタント事務所　岡山産業保健総合支援センター労働工学相談員　横溝　　浩
　　　　　　　【単位数】基礎後期　４単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新１単位、実地１単位、専門２単位
　　　　　　　　　　　　（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
　　◦３月５日（木）玉野市医師会産業医研修会　18：30 ～ 20：30　国立病院機構岡山医療センター　
　　　　１．就業規則を適用した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
　　　　２．グループワークによる具体的な規定の検討 社労士法人桑原事務所　森　　悠太
　　　　　　　【単位数】生涯研修　実地１単位、専門１単位
　　　　　　　　　　　　（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）

２．部会委員会活動に関する事項

Ⅰ　専門医部会
⑴　外科部会
　①　令和元年８月17日（土）16時45分～ 18時00分
　　　岡山プラザホテル　４階「烏城の間」
　　　第１回岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会 講演会
　　　「重症心不全に対する外科的治療戦略」　
 社会医療法人社団 十全会　心臓病センター榊原病院　外科診療部長　平岡　有努
　②　令和元年12月14日（土）16時00分～ 17時00分
　　　岡山県医師会館　５階502会議室
　　　岡山県医師会外科部会委員会
　③　令和２年２月22日（土）17時00分～ 18時15分
　　　岡山県医師会館 ４階 401会議室
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　　　第２回 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会 講演会
　　　「直腸がんとCRM」 関西医科大学附属病院消化管外科　診療科長 診療教授　濱田　　円
⑵　眼科部会
　①　眼科専門医会
　　１）令和元年７月28日
　　　ア　「視野障害と自動車事故～「私は運転しても大丈夫ですか？」と聞かれたら～」
 医療法人社団済安堂 西葛西・井上眼科病院　副院長　國松　志保
　　　イ　「緑内障と全身リスク因子」 島根大学医学部眼科　教授　谷戸　正樹
　　　ウ　「眼科における耐性菌と抗菌薬適正使用」 鳥取大学医学部視覚病態学分野　教授　井上　幸次
　　２）令和元年11月17日
　　　ア　「眼内レンズ強膜内固定術−進化と深化−」
 　横浜市立大学附属市民総合医療センター眼科　講師　山根　　真
　　　イ　「糖尿病網膜症～治療の進歩～」 香川大学医学部眼科学講座　教授　鈴間　　潔
　　　ウ　「角膜診療の現在と未来 」 京都府立医科大学特任講座感覚器未来医療学　教授　木下　　茂
　　３）令和２年２月16日
　　　ア　「涙道閉塞疾患の治療を再考する」 愛媛大学医学部附属病院　診療科眼科学講師　鎌尾　知行
　　　イ　「Patient-based Medicine　さらなる高みへ−明日の前眼部手術−」
 医療法人明和会宮田眼科病院　院長　宮田　和典
　　　ウ　「 眼腫瘍の診断と治療−悪性腫瘍を見逃さないために−」
 東京医科大学眼科学教室　主任教授　後藤　　浩
　②　部会委員会
　　　平成31年４月25日　　令和元年６月27日　　令和元年７月28日　　令和元年９月26日　　令和元年11月17日
　　　令和２年１月23日　　令和２年２月16日
　③　目の愛護デー行事
　　　岡山地区、倉敷地区で老人ホーム検診、医療相談を行った。　　　　　　　　
　　　啓蒙記事の広報を行った。
　　　山陽新聞「目がつらい…眼瞼けいれんの可能性も」掲載
　　　津山朝日新聞「流涙症（涙目）について」掲載
　④　講習会
　　　第20回岡山県眼科スタッフ教育講習会を開催した。
　　　コンタクトレンズ販売管理者の継続的研修を行った。　　
　⑤　日本眼科医会及び中国四国眼科医会ブロック協議会関連会議への参加
　　　日本眼科医会代議員会に部会担当委員３名が出席した。
　　　日本眼科医会都道府県眼科医会連絡会議に部会担当委員が出席した。　
　　　日本眼科医会代議員総務・経理合同常任委員会に部会担当委員が出席した。
　　◦勤務医対策
　　　日本眼科医会全国勤務医連絡協議会に部会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部会担当委員が出席した。
　　◦男女共同参画対応
　　　全国眼科男女共同参画協議会に部会担当委員が参加した。
　　◦学校保健
　　　日本眼科医会全国眼科学校医連絡協議会に部会担当委員が出席した。
　　◦社会保険・介護保険
　　　日本眼科医会社会保険委員会に部会担当委員が出席した。
　　　日本眼科医会全国眼科審査委員連絡協議会に部会担当委員が出席した。
　　　日本眼科医会全国介護・在宅医療担当理事連絡会に部会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（バーチャル）に部会担当委員が参加した。
　　　岡山県眼科社保・国保審査委員連絡会を行った。
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　　◦災害対策
　　　令和元年度日本眼科医会災害対策委員会に部会担当委員が出席した。
⑶　耳鼻咽喉科部会
　①　部会委員会（１回）
　　　令和２年３月８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263回　４月21日（日）
　　　　第19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
　　　　「頭頸部癌の基本手術−頸部郭清術−」 川崎医科大学耳鼻咽喉科学　講師　福田裕次郎
　　２）第264回　７月15日（月・祝）
　　　　報告
　　　　◦中四合同保険医療委員会（松江、６月23日） 岡山市　前田　　学
　　　　◦第44回日耳鼻医事問題セミナー（宮崎、６月22日、23日）
 川崎医科大学総合医療センター　秋定　　健
　　　　◦第45回全国身体障害者福祉医療講習会・第25回補聴器キーパーソン全国会議（松江、６月１日、２日）
 岡山市　大道　卓也
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　「鼻腔解剖と生理機能から見た疾患へのアプローチ」　　　　　　　　　
 広島大学大学院医系科学研究科耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学研究室　教授　竹野　幸夫
　　３）第265回　10月27日（日）
　　　　報告
　　　　◦第14回日耳鼻保険医療委員会全国協議会（９月15日　東京） 岡山大学　假谷　　伸
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　「画像評価から探る内耳障害の病態と治療」
 名古屋大学大学院医学系研究科頭頸部・感覚器外科学耳鼻咽喉科　教授　曾根三千彦
　　４）第266回　11月23日（土・祝）
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　「AMR時代における抗菌薬の適正使用」 和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科　教授　保富　宗城
　　５）第267回　１月13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耳鼻咽喉科領域講習
　　　　◦「補聴器効果の検査法」
　　　　　　講師：岡山大学病院耳鼻咽喉科　講師　片岡　祐子
　　　　◦「高齢者の聴覚と補聴器装用について」
　　　　　　講師：岡山大学病院耳鼻咽喉科　講師　前田　幸英
　　　　◦「最新の補聴器の機能と価格」
　　　　　　講師：富山大学学術研究部医学系　耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座　准教授　藤坂　実千郎
　　６）第268回　３月29日（日）〔中止〕
　　　　報告
　　　　◦令和元年度福祉医療・成人老年委員会全国会議 岡山市　大道　卓也
　　　　◦令和元年度学校保健全国代表者会議ならびに学校保健研修会 岡山市　青地　克也
　　　　◦令和元年度産業・環境保健委員会全国委員長会議 岡山市　結縁　晃治
　　　　◦令和元年度医事問題委員会ワークショップおよび全国会議 川崎医大総合医療センター　秋定　　健
　　　　◦令和元年度社療部保険医療委員会ワークショップおよび全国会議 岡山市　宇野　欽哉
　　　　◦令和元年度福祉医療・乳幼児担当者全国会議 岡山大　西﨑　和則
　　　　　日耳鼻学会岡山県地方部会第46回総会
③　鼻の日、耳の日
　 　令和元年８月７日に第58回「鼻の日」のポスター配布。令和２年３月８日（日）に岡山県医師会館にて開催予
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定であった令和元年度「耳の日の集い」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。
⑷　皮膚科部会
　①　部会委員会　２回開催
　　◦令和元年７月９日、令和２年２月18日
　②　講演会
　　◦平成31年４月９日
　　　「乾癬診療update ～生物学的製剤以外の選択肢～」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　皮膚科学　教授　森実　　真
　　◦令和元年７月９日
　　　「イベルメクチン後の疥癬の変遷について」
 日本赤十字社岡山赤十字病院　皮膚科兼形成外科部長　妹尾　明美
　　◦令和元年12月３日
　　　「当院で経験したDPP4阻害薬関連類天疱瘡の経過について」
 川崎医科大学総合医療センター　皮膚科　杉山　聖子
　　　「抗PD-L1抗体投与中に生じたlichen planus pemphigoidesの一例」 岡山大学病院　皮膚科　妹尾　春佳
　　　「あなたならどうする？」−自己免疫性水疱症の診断と治療の実態
 川崎医科大学　皮膚科　教授　青山　裕美
　　◦令和２年２月18日
　　　「明日からのアトピー性皮膚炎診療に自信が持てる外用治療法 」
 広島大学大学院医歯薬学保健学研究科　皮膚科学　准教授　田中　暁生
　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31年３月に第69回のSTI調査、令

和２年９月に第70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　ひふの日　市民公開講座　～みんなで学ぶ皮膚の病気～（令和元年11月23日）講演
　　　「アトピー性皮膚炎の治療を正しく知ろう2019」～日ごろのお肌のお手入れから最先端の治療法まで～
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学　教授　森実　　真
　⑤　令和元年度梅毒撲滅に向けた研修会（令和２年１月22日）講演
　　　「岡山県の梅毒発生動向および対策について」 岡山県保健福祉部健康推進課　技師　石田　淳美
　　　「診療科別の梅毒届け出数や症状等の特徴」−岡山市における梅毒届け出表に基づく疫学調査結果−
 岡山市保健所　医療副専門監　兒玉とも江
　　　「梅毒を見逃さないために−実はあなたのすぐそばに−」 岡山赤十字病院　山口　麻里
　⑥　各種事業への協力
　　１）令和元年度学校保健推進協議会（令和２年２月20日　メルパルクOKAYAMA）
⑸　小児科部会
　①　部会委員会
　　１）第１回　令和元年７月13日　岡山県医師会館５階　501会議室
　　　（協議）
　　　ア　令和元年度 小児救急地域医師研修事業について
　　　イ　風しん・麻しん研修会について（R1.8.30（金））
　　　ウ　医療的ケアー児の災害時対応マニュアルについて
　　　エ　岡山県医師会小児科部会への要望について
　　　オ　「運動器健診」の問題点などについて
　　　カ　次回部会委員会の日程について
　　　キ　その他
　　　（報告）
　　　ア　令和元年度岡山県学校保健会第１回理事会・評議員会
　　　イ　岡山大学教育学部附属学校結核対策委員会
　　　ウ　平成30年度第１回岡山県立学校結核対策委員会
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　　２）第２回　令和２年３月28日　岡山県医師会館５階　501会議室〔中止〕
　②　講演会（岡山県小児科医会等と共催含む）
　　１）平成31年４月７日　於　岡山コンベンションセンター
　　　「小児医療における倫理」 国立研究開発法人国立成育医療研究センター生命倫理研究室長　掛江　直子
　　　「ダウン症候群とわたし」 社会福祉法人旭川荘旭川荘療育・医療センター院長　楢原　幸二
　　２）令和元年10月６日（日）　於　ホテルグランヴィア岡山
　 　　「小児けいれん性疾患治療の最新情報−熱性けいれんから抗てんかん薬の選び方まで−」
 国立病院機構　南岡山医療センター　副院長　吉永　治美
　③　小児救急地域医師研修会
　 　［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）、６．学校保健対策・母子保健対策に関する事項、⑶小児救急地域医師

研修会を参照
　④　第27回岡山小児心身症研究会
　　１）令和元年６月30日　於　岡山大学病院構内　マスカットホール
　⑤　第92回日本小児科学会岡山地方会
　　１）令和元年12月１日　於　岡山国際交流センター
　⑥　研修会
　　１）令和元年度日医母子保健講習会
　　　　令和２年２月16日　於　日本医師会館
　　２）令和元年度日医学校保健講習会【中止】
　　　　令和２年３月８日　於　日本医師会
　⑦　その他
　　１）岡山県学校保健会事業に協力
　　２）岡山県感染症サーベイランス事業に協力
　　３）岡山県小児救急医療電話相談事業に協力
　　４）岡山県小児救急地域医師研修事業に協力
⑹　産婦人科部会
　①　母体保護法指定医師審査員会開催
　　◦令和元年７月21日
　　◦令和２年１月19日
　　◦令和２年３月15日
　②　産婦人科専門医会（産婦人科部会講演会）・母体保護法指定医師研修会開催
　　１）令和元年５月19日「母体保護法指定医に求められるもの−現在の医療、社会、法制度のなかで−」
 日本産婦人科医会　副会長　　　　　　
 横浜市病院経営本部病院事業管理者　　　　　　
　 横浜市立大学名誉教授・客員教授　平原　史樹
　　　　　　　　　　　　　「出生前検査における医療倫理について」
 昭和大学医学部産科婦人科学講座　教授　関沢　明彦
　　　　　　　　　　　　　「流産・人工妊娠中絶における安全な手技」
 大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座教授　　　　　　
 大阪大学医学部付属病院長　木村　　正
　　２）令和元年７月21日「ゲノム医療の最新動向と産婦人科領域における対応」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科臨床遺伝子医療学　教授　平沢　　晃
　　３）令和元年９月16日「子宮内膜症、その謎への腹腔免疫アプローチ」
 高知大学医学部産科婦人科学講座　教授　前田　長正
　　４）令和元年11月17日「知っておくべき卵巣がん治療の進歩と今後の展望」
 産業医科大学産科婦人科学　教授　吉野　　潔
　　５）令和２年１月19日「胎児心拍数モニタリングのベストプラクティス」
 宮崎大学理事、医学部付属病院病院長　　　　　　
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 発達泌尿生殖医学講産科婦人科学分野　主任教授　鮫島　　浩
　　６）令和２年３月15日「子宮内膜の発育とその異常」　【中止】
 山口大学医学部産科婦人科学　教授　杉野　法広
　③　日医主催　家族計画・母体保護法指導者講習会（12月７日）田淵理事出席
　④　日医主催　令和元年度母子保健講習会（２月17日）国富理事出席
　⑤　岡山県産婦人科医報第65号を発行した
　⑥　視点「読み解けない少子化対策『一億総括躍社会』」掲載（田淵理事）
　⑦　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
　⑧　岡山県要保護児童対策地域協議会（田淵・國富理事出席）
　⑨　令和元年度「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）
　⑩　医事紛争委員会に意見書１件提出
　⑪　岡山県新生児聴覚検査事業協議会（松山会長、藤本常任理事・國富理事・田淵理事出席）
　⑫　岡山県感染症対策協議会（松山会長、神﨑専務理事、國富理事、田淵理事出席）
　⑬　岡山県生活習慣病等検診子宮がん部会（部会長田淵理事）に出席した
　⑭　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
　⑮　「看護職員出向・交流研修事業」運営会議に出席した
　⑯　「岡山県産後母子への支援のあり方検討会議」に出席した
　⑰　その他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（11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、12回の研修会を開催した。
　　　【研修会】
　　◦第373回：平成31年４月20日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　「リウマチ診療に役立つ３つのポイント～高齢患者の治療、肺病変、血液検査～」
  川崎医科大学 リウマチ・膠原病学 教授　守田　吉孝
　　◦第374回：令和元年５月18日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　「内科医の視点からみた骨粗鬆症診療」 島根大学医学部内科学講座 内科学第一 准教授　山内　美香
　　◦第375回：令和元年６月29日（土）18時30分～ 岡山プラザホテル
　　　「変形性膝関節症治療のアップデート」 高知大学 医学部整形外科 教授　池内　昌彦
　　◦第376回：令和元年７月27日（土）18時30分～　岡山プラザホテル
　　　　「骨粗鬆症治療の新展開 ～多様化する病態と治療薬の新展開～」
 帝京大学ちば総合医療センター第三内科（内分泌代謝）教授　井上　大輔
　　◦第377回：令和元年８月24日（土）18時30分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　　「腰椎疾患の保存治療　～診断に基づく治療戦略の中での薬物治療とリハビリ～」
 整形外科　尾形クリニック院長　尾形　直則
　　◦第378回：令和元年９月28日（土）18時30分～ 岡山プラザホテル
　　　「腰痛治療における選択肢の拡がり」　
 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター整形外科 医長　竹内　一裕
　　◦第379回：令和元年10月19日（土）18時30分～ 岡山プラザホテル
　　　　「関節リウマチに伴う骨関節破壊機序とその対策」
 大阪大学大学院医学系研究科　運動器再生医学共同研究講座 特任教授　蛯名　耕介
　　◦第380回： 令和元年11月16日（土）18時30分～ 岡山プラザホテル
　　　「100歳時代を意識した人工膝関節置換術と骨粗鬆症治療に対するPTH製剤の重要性
　　　　～高齢患者の長期成績向上のために我々ができること～」
 なにわ生野病院 人工関節センター長　岡島　良明
　　◦第381回：令和２年１月25日（土）17時25分～　岡山プラザホテル
　　　「診療報酬の仕組みと2020年度改定について」 岡山県保健福祉部長　中谷祐貴子
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　　　「地域医療計画と地域医療構想～慢性疼痛並びに保存療法を含めて～」
 藤野整形外科医院 院長　藤野　圭司
　　◦第382回：令和２年２月８日（土）18時30分～　ホテルグランヴィア岡山
　　　「関節リウマチの診断と最新の治療」 川崎医科大学 リウマチ・膠原病学 准教授　向井　知之
　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　令和元年度「運動器の健康・骨と関節の日」の後援
　　　日時：10月13日（日）10：00 ～ 12：00　
　　　場所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　講演１　「ロコモティブシンドロームについて」 岡山大学整形外科教授　尾﨑　敏文
　　　講演２　「大腿骨近位部骨折とロコモティブシンドローム」 岡山市民病院整形外科主任医長　木浪　　陽
　　　講演３　「ロコモ度テスト・体操などの実施」 関西福祉大学教育学部 准教授　吉岡　　哲
⑻　精神科部会
　①　総会の開催
　　　令和元年５月11日（土）14：30 ～ 15：00
　　　岡山県医師会館４階401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（年３回）及び会員向けメーリングリストの運営（随時配信）
　④　講演会（シンポジウム）の開催
　　１）令和元年５月11日（土）15：00 ～ 17：00
　　　　岡山県医師会館４階401会議室
　　　　シンポジウム『アルコール使用生涯の治療目標を巡って−断酒、そして節酒−』
　　　　「治療技法に節酒はありうるのか？ついでにアルコール依存の治療の歴史を自分なりに総括したい。」
 高岡病院　藤本　　明
　　　　「節酒は断酒の一里塚か？」 ゆうクリニック　柳田　公佑
　　　　「アルコール使用障害に対して治療者が出来ること、そして出来ないこと」
 岡山県精神科医療センター　橋本　　望
　　　　指定発言：慈圭病院　堀井茂男
　　　　座長：岡山市こころの健康センター　太田順一郎
　　２）令和２年２月15日（土）15：00 ～ 17：00
　　　　ホテルメルパルクOKAYAMA　３階　曙
　　　　「ICD−11関連情報−改訂の基本骨格、および気分障害を中心とした具体的な改訂内容−」
 独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター　本村　啓介
　　　　司会：岡山県精神科医療センター　中島豊爾
　⑤　関係学会及び研究会への協賛、協力
　　１）第５回母と子のメンタルヘルスフォーラム　後援
　　　　　令和元年６月１日（日）・２日（日）
　　　　　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　２）岡山リハビリテーション講習会　後援
　　　　　令和元年11月１日（金）13：45 ～ 16：45
　　　　　倉敷健康福祉プラザ　プラザホール
　　３）第57回岡山県精神保健福祉大会　後援
　　　　　令和元年11月７日（木）13：15 ～ 16：00
　　　　　おかやま未来ホール
　⑥　学校精神保健への協力及び学校医・各嘱託医の推薦
　　 　岡山県立岡山朝日高等学校、岡山県立岡山盲学校、就実大学・就実短期大学の精神科校医交代について、調

整・派遣を行った。
　⑦　家庭裁判所委員会への協力
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　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　令和元年10月19日（土）14：00 ～ 15：30　岡山市医師会館１階　健康プラザ
　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」 岡山大学病院精神科神経科　千田真友子
　　　　津山　【COVID−19のため中止】
　　　　　　　令和２年２月27日（木）19：00 ～ 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」 希望ヶ丘ホスピタル　高山　恵子
　　　　倉敷　【COVID−19のため中止】
　　　　　　　令和２年３月３日（火）19：00 ～ 21：00　倉敷国際ホテル
　　　　　　　「思春期精神疾患の診断と対応について」 川崎医科大学附属病院　高橋　　優
　　２）かかりつけ医等発達障害対応力向上研修会
　　　　第１回研修会（発達障害支援医学研修）
　　　　　令和元年10月20日（日）13：30 ～ 17：00　岡山ロイヤルホテル
　　　　第２回研修会（事例検討会）
　　　　　令和元年12月12日（木）19：00 ～ 21：00　岡山県医師会館　401会議室
　　　　第３回研修会（発達障害地域包括支援研修）
　　　　　令和２年１月26日（日）13：00 ～ 17：00　ホテルグランヴィア岡山
　　　　第４回研修会（発達障害地域包括支援研修）
　　　　　令和２年２月８日（土）13：00 ～ 17：00　美作大学100周年ホール
　　３）岡山県要保護児童対策地域協議会への参加
　　４）岡山県発達障害者支援地域協議会への参加
　　５）岡山県広域特別支援連携協議会への参加
　⑨　認知症高齢者に関する啓発、連携、協力
　　１）かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　　岡山　令和２年２月８日（土）14：00 ～ 17：00　岡山市医師会館１階　健康プラザ
　　　　　　　「精神科でよく遭遇する認知症のBPSD ～症例を通して学ぶ～」 慈圭病院　池田智香子
　　２）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会
　　　　岡山　令和元年10月３日（木）19：00 ～ 21：00　岡山県医師会館　401会議室
　　　　　　　令和元年11月29日（金）19：00 ～ 21：00　岡山県医師会館　401会議室
　　　　津山　令和元年11月20日（水）19：00 ～ 21：00　津山鶴山ホテル
　　　　倉敷　令和元年12月４日（水）19：00 ～ 21：00　倉敷アイビースクエア
　　　　研修内容：⑴目的編　認知症の人の理解及びケアの基本
　　　　　　　　　⑵対応力編　認知症の人のアセスメント、入院中の対応の基本
　　　　　　　　　⑶連携編　院内外の多職種・他職種連携の意義の理解
　　　　　　　　　⑷一症例の事例紹介、総合討論
　　　　伝達講師：岡山赤十字病院精神神経科　部長　中島　誠
　　　　　　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神神経病態学　准教授　寺田　整司
　　　　　　　　　川崎医科大学精神科学　教授　石原　武士
　　　　　　　　　積善病院　認知症疾患医療センター長　近藤　啓子
　　３）岡山県認知症対策連携会議への参加
　⑩　精神科救急医療システムへの協力、一般救急との連携
　　　岡山県精神科救急医療システム連絡調整委員会への参加
　⑪　自殺予防対策への協力
　　１）かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　岡山　令和元年10月19日（土）15：30 ～ 17：00　岡山市医師会館１階　健康プラザ
　　　　　　　「うつ病の診断と治療」 岡山県精神保健福祉センター　岡﨑　　翼
　　　　津山　【COVID−19のため中止】
　　　　　　　令和２年２月27日（木）19：00 ～ 21：00　津山保健センターホール
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　　　　　　　「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
　　　　倉敷　【COVID−19のため中止】
　　　　　　　令和２年３月３日（火）19：00 ～ 21：00　倉敷国際ホテル
　　　　　　　「うつ病の診断と治療について」 倉敷中央病院　小髙　辰也
　　２）岡山県自殺対策連絡協議会への参加
　⑫　災害時の精神科救急医療体制（DPAT）への協力
　　　岡山県DPAT運営協議会への参加
　⑬　「日常生活自立支援事業」への協力
　⑭　産後母子への支援体制整備についての協力
　　　岡山県産後母子への支援評価会議への参加
　⑮　広報活動の活性化
⑼　透析医部会
　 　平成31年度事業計画に則り、以下の事業を行ったので概略を報告する。平成28年１月１日から発足した寄付講

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」は、平成31年１月から３年間の更
新が決定し、当部会としても引き続き支援を継続することとなった。透析患者の合併症対策、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。またCKD対策に資するため、岡山県保健福祉部・寄付講座・透析医部会の三者が協力して「岡
山県の透析患者数と分布の推移に関する調査（ODN survey）」を今後５年間にわたって行い、新規透析導入患
者の実態を市町村・保険者ごとに把握していくこととなった。

　 　平成30年７月豪雨により、100名の透析患者を抱える「まび記念病院」が水没し透析不能となったが、2019年
にも千葉県などで巨大台風による水害や長期の停電が発生し、大地震のみならず水害・台風への日頃からの備え
と定期的な訓練の重要性を認識した。

　 　平成31年４月末の県下の透析患者数調査では前年に比べ158名増加し5,359名（HD 5,140名、CAPD 219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　３回（６、９、１月）
　　２）総会・懇親会（７月６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10日　アークホテル）
　　４）施設防災責任者連絡会議（11月21日）
　　５）その他
　③　研修講演会
　　１）岡山アクセスセミナー 2019（９月１日　三木記念ホール）
　　２）岡山CKD-MBD学術講演会（５月11日　岡山プラザホテル）
　　３）岡山県腎協第16回通常総会・大会記念講演（６月９日　きらめきプラザ）
　　４）第19回岡山県医師会透析医部会学術講演会（７月27日　ホテルグランヴィア）
　　５）慢性腎臓病（CKD）研修会（第１回７月21日　第２回11月17日　第３回２月16日）
　　６）岡山HIV透析医療講習会2020（１月19日　岡山大学鹿田キャンパス）
　④　会議・出張関係
　　１）第20回日本透析医会災害ネット会議（６月28日　横浜）
　　２）第24回日本透析医会透析医療保険に関する懇談会（６月28日　横浜）
　　３）第16回中国地区災害ネットワーク連絡会議（12月８日　広島）
　　４）第７回岡山県透析保険医療懇談会（３月17日　アークホテル）〔中止〕
　　５）その他
　⑤　施設防災訓練
　　１）第20回岡山県透析施設防災訓練（９月２日）
　　２）日本透析医会主催の全国ネット防災訓練
　　３）各施設の自主的防災訓練
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　⑥　その他
　　１）透析施設防災関連情報管理システムのバージョンアップ　スマートフォン対応アプリ開発
　　２）岡山県下の透析患者数調査（５月）
　　３）関連学会の支援　
⑽　脳神経外科部会
　①　令和２年２月15日（土）に脳神経外科部会委員会を開催した。
　　　協議事項：
　　１）本年度岡山県医師会脳神経外科部会総会並びに第９回岡山脳神経外科医会総会の開催について
　　２）会員数について
　　　　岡山県医師会脳神経外科部会会員：63名
　　　　岡山脳神経外科医会会員：85名
　　３）岡山脳神経外科医会役員（会長、副会長）の交代について
　　　　会　長　岡山大学大学院脳神経外科　教授　伊達　勲
　　　　副会長　川崎医科大学脳神経外科学　教授　宇野昌明
　　４）会計報告（岡山脳神経外科医会分）
　　５）次年度開催日について（会場予約済）
　　　　会場予約：令和３年２月６日（土）午後３時～６時
　　　　委員会：５階　501会議室　総会：４階　402会議室
　　６）次年度特別講演の希望者について
　　７）次年度教育講演について（医療保険の問題点について）
　　８）その他
　②　令和２年２月15日（土）に脳神経外科部会総会を開催した。
　　　講　演：
　　１）教育講演「トルコ鞍部近傍病変に対する鏡視した手術」 岡山大学大学院脳神経外科　准教授　黒住　和彦
　　２）特別講演「二分脊椎症　脊髄髄膜瘤と脊髄脂肪種の病態と治療」
 関西医科大学脳神経外科学　診療教授　埜中　正博
　　３）総　会
⑾　内科部会
　①　岡山県内科医会・部会総会　令和元年６月８日　岡山プラザホテル
　　　〈記念講演〉
　　　演題：未病社会の実現に必要なバイオマーカーとは
　　　講師：東京医科大学医学総合研究所分子細胞治療研究部門　教授　落谷　孝広　
　②　研修会（令和元年度）
　　１）風しん・麻しん研修会　８月30日　401会議室
　　　　全国的に風しん・麻しんが流行しているため、岡山県の要望により開催をした。
　　　〈岡山県からの情報提供〉
　　　　◦風しん・麻しんの発生状況
　　　　◦発生時の対応（発生届、検体採取等について）
　　　　講師：岡山県環境保健センターウイルス科 科長 木田 浩司
　　　〈研修会〉　
　　　　演題：ワクチンを用いた風疹・麻疹対策～小児から成人まで
　　　　講師：川崎医科大学総合医療センター　小児科部長（教授）　中野　貴司　
　　２）岡山県内科医会・部会保険研修会　１月25日　402会議室
　　　　演題Ⅰ：支払基金の業務効率化・高度化によるレセプト審査について
　　　　講　師：岡山県社会保険診療報酬請求書審査委員会　委員長　平松　信
　　　　演題Ⅱ：コンピューターチェックの統一に向けて
　　　　講　師：岡山県国民健康保険診療報酬審査会　会長　小塚　彰　
　　３）岡山県内科医会・部会循環器physical examination　講習会　３月７日
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　　　　全国的に新型コロナウイルス感染症が発生しており、感染拡大の防止という観点から中止となった。
　③　岡山県内科医会・部会合同会議
　　　第１回　６月８日（岡山プラザホテル）
　　　第２回　２月15日（岡山プラザホテル）
　④　日本臨床内科医会関係行事
　　１）令和元年度日本臨床内科医会中国四国ブロック代表者会議
　　　　令和元年６月30日　ホテルグランヴィア岡山（担当：山口内科医会）
⑿　放射線科部会
　①　第２回岡山県医師会放射線部会委員会
　　　令和２年１月11日（土）14時30分～ 15時
　②　令和元年度岡山県医師会放射線科部会・医会合同総会・講演会ならびに特別講演会
　　　令和２年１月11日（土）15時00分～ 17時30分　岡山県医師会館　401会議室
　　　【合同講演】
　　　「前立腺癌診療における前立腺マルチパラメトリックMRIの役割」
 川崎医科大学放射線診断学教室教授　玉田　　勉　先生
　　　【特別講演】
　　　「The North Wind “or” the Sun ～抗菌薬の適正使用と感染対策を考える～」
 倉敷中央病院感染症科/感染制御室医長　上山　伸也　先生

Ⅱ　事業目的別の部会
⑴　学校医部会（佐藤常任理事・藤本常任理事・國富理事）
　①　岡山県学校検尿マニュアル検討委員会〔中止〕
　　　日時：令和２年３月25日（水）19：00 ～　場所：岡山県医師会館
　②　委員会等
　　１）岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会（８月21日　岡山県医師会館）
　　２）令和元年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月18日　広島市）
　　３）令和元年度中国地区学校保健研究協議大会（８月９日　勝山文化センター）
　　４）令和元年度中国地区学校保健・学校医大会（８月18日　広島市）
　　５）第50回全国学校保健・学校医大会（11月23日　さいたま市）
　　６ ）郡市等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14日　岡山県医師

会館）
　　７）令和元年度岡山県学校保健研修会（２年１月30日　岡山市民会館）
　　８）令和元年度学校保健推進協議会（令和２年２月20日　メルパルクOKAYAMA）
　　９ ）令和元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（令和２年２月３日　

岡山県庁）
　③　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　　第52回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・評議員会、総会
　　　（令和２年１月25日、26日　金沢市）
　④　日医母子・学校保健講習会
　　１）令和元年度日医母子保健講習会　平成２年２月16日　於 日本医師会館
　　２）令和元年度日医学校保健講習会　令和２年３月８日　於 日本医師会館〔中止〕
⑵　労災・自賠責医療対策部会
　　［Ⅱ］医療情報対策事業（公２）　５．労災・自賠責医療対策を参照
⑶　産業医部会
　①　産業医部会委員会
　　　第１回　令和元年６月８日（土）
　　　（報告）
　　　　１）令和元年度部会活動方針について
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　　　　２）令和元年度日医認定産業医研修事業予定について
　　　　３）全国並びに岡山県に於ける日医認定産業医数の動向について（平成31年３月現在）
　　　　４）各地域産業保健センターの活動状況について（令和元年度事業予定等を主として）
　　　　５）岡山産業保健総合支援センター報告
　　　　　　平成30年度事業報告・令和元年度事業計画の概要等について
　　　　６）産業保健総合支援センター全国所長会議
　　　（協議）
　　　　７）産業医契約書の手引きについて
　　　　８）地域産業保健センター事業運営における最近の課題について
　　　　９）令和元年度産業保健活動推進全国会議（10月開催予定）における
　　　　10）産業医名簿作成について
　　　第２回　令和元年11月30日（土）
　　　　１）地域産業保健センター主幹会議（11/14）の報告
　　　　２）岡山産業保健総合支援センターの活動状況
　　　　３）郡市等医師会産業保健担当理事・産業医部会委員合同会議（10/31）の報告
　　　　４）特定健診・特定保健指導研修会（11/２）の報告
　　　　５）令和元年度下半期の日医認定産業医研修会日程
　　　　６）令和２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：令和元年10月31日（木）14：00 ～ 16：00
　　　場所：岡山県医師会館４階　401会議室
　　　（岡山労働局より）
　　　　１）健康安全課説明
　　　　　　令和元年度労働衛生行政重点課題ほか
　　　　２）労災補償課説明
　　　　　　アスベスト健康被害並びに脳心疾患・精神疾患の労災認定状況ほか
　　　（県医師会より）
　　　　３）令和元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
　　　　４）各地域産業保健センターの上期活動状況について
　　　　５）岡山産業保健総合支援センターの活動状況について
　　　　６）全国並びに県下における日医認定産業医数の動向について
　　　　７）日医産業保健委員会（９/19）の報告
　　　　８）令和元年度産業保健活動推進全国会議（10/10）報告
　　　　９）質疑応答
　③　産業保健活動推進全国会議
　　◦第41回産業保健活動推進全国会議
　　　日時：令和元年10月10日（木）　13：00 ～ 17：30　　　場所：日本医師会館
　④　日本医師会産業保健委員会（松山会長）　場所：日本医師会館
　　　第５回日本医師会産業保健委員会　令和元年９月19日（木）
　　　第７回日本医師会産業保健委員会　令和２年１月24日（金）
⑷　スポーツ医部会
　①　スポーツ医部会委員会（２回）　令和元年８月17日、令和２年３月７日
　②　岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会
　　　第１回　令和元年８月17日
　　　　演題Ⅰ「「アンチ・ドーピング講習会～その処置、その処方～」
　　　　講師：公認スポーツファーマシスト　立花 義章　
　　　　演題Ⅱ「卓球競技の障害とメディカルサポート」
　　　　講師：山口大学医学部附属病院　診療教授　小笠　博義　
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　　　第２回　令和２年３月７日
　　　　演題Ⅰ「健康長寿に貢献するスポーツ歯科医学 」
　　　　講師：赤磐皮膚科形成外科　髙橋　義雄
　　　　演題Ⅱ「スポーツの現場からみた皮膚科・形成外科のニーズ」
　　　　講師：岡山大学病院　咬合・義歯補綴科　助教　兒玉　直紀
　③　岡山県医師会スポーツ県民公開講座　令和２年２月２日
　　　　講演　
　　　　演題：「人生を豊かにしてくれるスポーツの力 ～夢が広がるオリンピックの世界～」
　　　　講師：公益社団法人日本ホッケー協会理事　平尾　豊
　　　　実践編
　④　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第37回岡山県高等学空手道春季選手権大会
　　　　日時：2019年４月21日
　　２）行事名　第58回岡山県高等学校総合体育大会空手道競技会
　　　　日時：2019年６月２日
　　３）行事名　中国高体連空手道部審判講習会およびランク付け
　　　　日時：2019年９月14日
　　４）行事名　第46回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　日時：2019年10月６日
　　５）行事名　第46回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日時：2019年11月17日
　　６）行事名　第33回桃太郎杯全国高等学校空手道錬成大会
　　　　日時：2020年１月４日、５日、６日
　　７）行事名　第33回中国高等学校空手道選抜大会
　　　　日時：2020年１月17日、18日、19日
　　　〈スポーツ医・科学委員会〉
　　　　岡山県スポーツ医・科学研究会・役員会・総会
　　　　日時：令和元年７月20日
　　　第１回スポーツ医・科学委員会
　　　　日時：令和元年７月29日
⑸　警察医部会
　①　岡山県医師会警察医部会委員会
　　　平成31年４月６日（土）午後２時から、岡山県医師会館４階402会議室で開催された。
　　１）死体検案医について　①高齢化　②地域偏在　③資質の向上
　　２）死因究明についての報告
　　３）検案現場のチェックシートについて
　②　岡山県医師会 警察医部会講演会
　　　平成31年４月６日（土）午後３時から、岡山県医師会館４階401会議室で開催された。
　　１）「岡山県警察の死体取扱い状況」 岡山県警察本部　越智　博司　統括検視官
　　２）「死因究明における救急と法医学の協働について　～乳幼児突然死を中心に～」
　　　　講師：岡山大学病院高度救命救急センター　助教　塚原　紘平　
　　　　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　
　③　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
　　　令和元年10月26日（土）午後２時から、岡山県医師会館４階402会議室で開催された。
　　１）令和元年度岡山県警察協力医会総会の運営について
　　２）平成30年度岡山県警察協力医会会務報告
　　３）岡山県警察協力医会会員の異動
　　４）検視の状況
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　　５）岡山県警察協力医会各支部の報告
　　６）岡山県医師会警察医部会について
　　７）その他
　④　岡山県警察協力医会総会
　　 　令和元年10月26日（土）午後３時から、岡山県医師会館４階402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　感謝状
　　　　三浦　寛人　先生、渡邉　正俊　先生、船曳　定実　先生
　　◦中国管区警察局長　感謝状
　　　　竹内　龍三　先生
　　　特別講演会　
　　　　「警察活動に協力する医師としての経験から」
　　　　　講師：福岡県警察医会会長、福岡県医師会監事　大木　　實
　　　　　座長：岡山県医師会会長、岡山県警察協力医会副会長　松山　正春
⑹　勤務医部会
　①　「WELCOME研修医の会」
　　　［Ⅱ］医療情報対策事業（公２）　１．医療問題対策　⑷医療従事者育成対策を参照。
　②　令和元年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　　 　令和元年５月17日（金）日本医師会において「医師の働き方改革、勤務医の医師会入会への動機を喚起する

ための方策」をテーマにした協議が行われた。日本医師会委員として清水副会長、岡山県医師会より合地常任
理事・事務局１名が出席した。

　③　岡山県医師会　医師の勤務環境改善ワークショップ
　　 　令和元年８月18日（日）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）「勤務環境改善に関する労働法規について（特に女性医師関連）」
　　　　「第１回天晴れおかやま女性医師リーダー養成ワークショップの報告」
 岡山県医師会　専務理事　神﨑　寛子
　　２）医師の勤務環境改善へ向けた病院での取り組み　事例発表
　　　　◦岡山労災病院
　　３）特別講演
　　　　「働き方改革・医師の勤務環境改善」 日本医師会　常任理事　松本　吉郎
　④　令和元年度中国四国医師会連合勤務医委員会
　　 　令和元年９月28日（土）午後５時から高知県担当でザ クラウンパレス新阪急高知にて開催され、清水副会長、

合地常任理事、事務局１名が出席した。委員会の位置付け及び委員長の選出について協議され、清水副会長が
委員長に就任することとなった。

　⑤　令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　令和元年10月26日（土）　山形市「ホテルメトロポリタン山形」において、山形県医師会が担当で行われ、

清水副会長、合地常任理事が出席した。メインテーマは「待ったなしの働き方改革～勤務医の立場から～」で
あった。

　⑥　岡山県医師会勤務医部会委員会
　　 　令和元年12月14日（土）午後３時から岡山国際交流センター　B１F　レセプションホールにおいて、郡市

等医師会生涯教育担当理事連絡協議会と合同で開催された。
　⑦ 　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　令和元年５月25日（土）に岡山県医師会館501会議室で、女医部会から14名、県医師会から２名の

出席で開催された。議題は、平成30年度事業報告、令和元年度事業計画、第４回医師の勤務環境改善ワークショッ
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プ（勤務医部会・女医部会合同総会）、女医部会報、地域における女性医師支援懇談会、ピンクリボン運動、
第２回天晴れおかやま女性医師リーダー養成ワークショップ、女性の健康週間 県民公開講座、各会議への参
加（日本医師会女性医師支援センター中国四国ブロック会議、おかやまマラソン・山陽女子ロードレース救護
班への参加）についてであった。

　　 　第２回　令和元年12月14日（土）に岡山県医師会館402会議室で女医部会から９名、県医師会から１名の出
席で開催された。議題は、女性の健康週間 県民公開講座、ピンクリボン岡山の事業報告、令和２年度事業計画、
女医部会報、地域における女性医師支援懇談会等であった。

　②　第15回男女共同参画フォーラム
　　 　令和元年７月27日（土）に仙台勝山館で開催され、女医部会より坂口部会長、県医師会から神﨑専務理事が

出席した。
　　 　日本医師会 横倉義武会長と宮城県医師会 佐藤和宏会長の挨拶の後、東北大学加齢医学研究所遺伝子発現制

御分野 本橋ほづみ教授が「酸化ストレス応答と健康長寿と介護」と題し講演された。また、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の報告、「男女共同参画のこれまでとこれから～さらなるス
テージへ～」をテーマにシンポジストによる講演、総合討論、フォーラム宣言採択、次期担当県医師会の挨拶
があった。

　③　岡山県医師会勤務医部会・女医部会合同総会
　　　（第４回　岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ）
　　 　令和元年８月18日（日）に岡山県医師会館401会議室で開催された。県医師会松山会長の挨拶の後、「勤務環

境改善に関する労働法規について（特に女性医師関連）」「第１回天晴れおかやま女性医師リーダー養成ワーク
ショップの報告」と題して県医師会神﨑専務理事が講演された。また、医師の勤務環境改善へ向けた病院での
取り組みの事例について、岡山労災病院女性のための総合外来部　田端りか部長が発表された。

　　　最後に、「働き方改革・医師の勤務環境改善」と題し、日本医師会　松本吉郎常任理事が講演された。
　④　ピンクリボン運動
　　 　令和元年10月14日（月・祝）にピンクリボン岡山チャリティーコンサートを岡山県医師会館三木記念ホール

で開催した。受付ではチャリティーバザーを設置し、来場者に寄付を募った。
　　 　また、同日にピンクリボン岡山フェスタがイオンモール岡山で開催され、企業・団体・患者会などのブース

出展や、県民公開講座、無料検診が実施され、女医部会から溝尾委員が参加した。
　⑤　おかやまマラソン救護班への参加
　　 　令和元年11月10日（日）岡山県総合グラウンド内に設置された救護室にて救護のボランティアを行った。女

医部会より吉岡委員、県医師会より神﨑専務理事が参加した。
　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
　　 　令和元年11月10日（日）にホテルグランヴィア岡山で開催され、女医部会から坂口部会長、渡邉副部会長、

岡山大学から渡邉真由先生が出席した。今年度より全国のブロック会議の共通テーマと各ブロック独自のテー
マにより議論することになった。共通テーマは「各県における病児・病後児保育について」、ブロック独自のテー
マは「男女共同参画における医師会と大学の連携について」で、各県からの発表、質疑応答等があった。

　⑦　山陽女子ロードレース救護班への参加
　　 　令和元年12月15日（日）に岡山県総合グラウンド内に設置された県医師会女医部会ブースを拠点として、参

加者に乳がん検診・子宮頸がん検診の啓発用チラシとリーフレット、乳がん検診啓発用の栞が入ったポケット
ティッシュを200セット配布した。女医部会から、坂口部会長、清水副部会長、深田委員、永山委員、松香前
委員の５名が参加した。

　⑧　女医部会報（第28、29号）の発行
　⑨　地域における女性医師支援懇談会
　　 　令和２年２月１日（土）に岡山県医師会館501会議室で開催され、女医部会から16名、県医師会から２名が

出席した。「働き方改革」について自由に意見交換を行い、あわせて「女性の健康週間 県民公開講座」の打ち
合わせを行った。

　⑩　女性の健康週間 県民公開講座
　　 　令和２年２月24日（月・振休）に岡山県医師会館三木記念ホールで開催され、参加者は約360名であった。

ピンクリボン岡山チャリティーバザーも同時に行った。
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　　 　ゆうえん医院 結縁晃治院長が「中高年のめまい」と題し講演され、岡山大学病院耳鼻咽喉科 菅谷明子助教
が「難聴と耳鳴りの耳よりな話」を講演された。また、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、
講演を１つ取り止めて休憩中に県医師会　神﨑専務理事より肩こりストレッチを行い開催時間の短縮を図っ
た。

⑻　救急医療対策部会（大原副会長、内田会計担当理事、合地常任理事、榊原理事、名越理事）
　　［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）７．救急・災害医療に関する事項を参照
⑼　有床診療所部会
　　［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）、４．地域医療・保健対策に関する事項⑻各種協議・研究会
　①　全国有床診療所連絡協議会を参照
⑽　地域包括ケア部会
　　［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）、５．地域福祉対策に関する事項　⑴介護保険を参照（㉑を除く）。
⑾　プライマリ・ケア部会
　　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　１回開催
　②　研修会（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　１）プライマリ・ケア講座　
　　　　令和元年７月７日（日）　 岡山県医師会館　４階　401会議室　25名
　　　　テーマ：東日本大震災　～復興への道～
　　　　「災害におけるプライマリケア医の役割　プライマリヘルスケアから地域包括ケアによる街づくりへ」
 石巻市立雄勝診療所長兼石巻市健康部包括ケアセンター長　長　　純一
　　２）認知症研修会　～在宅で認知症を支える（10）～
　　　　令和元年９月７日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　40名
　　　　「薬物と認知症」 岡山県薬剤師会 副会長　監物　英男
　　　　「真庭地域の認知症予防の取り組み」 さくもとクリニック　院長　　作本　修一
　　３ ）実践シンポジウム　～ひきこもりについてプライマリ・ケア医が知っておくべき医学・生活・制度に関す

る知識～
　　　　令和元年11月９日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　31名
　　　　「ひきこもりについてプライマリ・ケア医に知っておいてほしいこと」
 岡山県精神保健福祉センター長　野口　正行
　　４）ACP研修会
　　　　令和２年１月18日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　52名
　　　　「エンドオブライフ・ケアとスピリチュアルケア～人生会議はだれのもの？」
 飛騨千光寺　住職　大下　大圓
　　　　「グループディスカッション」 岡山県保健福祉部医療推進課　主幹　阿部　浩三
　　　　「県の施策について」 岡山プライマリ・ケア学会　役員　則安　俊昭
　　５）岡山プライマリ・ケア学会　総会・第27回学術大会〔延期〕
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　令和２年３月22日（日）　岡山県医師会館　４階　401・402会議室　
　　　　テーマ：保健・医療・介護・生活支援の目指すべき方向～地域住民のニーズにいかに応えるのか～
　　　　記念講演
　　　　「ACPを育むケアラー自身のスピリチュアルケア」 飛騨千光寺　住職　大下　大圓
　　　　プラクティカル・エデュケーション
　　　　「オーラルフレイル、口腔機能低下症を理解し予防する」
 川崎医療福祉大学 リハビリテーション学部 言語聴覚療法学科講師　池野　雅裕
　　　　研究発表　19演題
⑿　禁煙推進部会
　①　「岡山の空気はきれい一受動喫煙防止大会　in OKAYAMA−
　　　～岡山県受動喫煙防止粂例制定を目指して～」　５月23日　
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　　 　岡山市の岡山市民会館で開かれ、来賓の国会議員、県議会議員約20人をはじめ医療関係団体、県民ら約1,000
人が参加した。県民からの“たばこフリー”を訴えるメッセージなどが披露され、条例の制定と喫煙率の低下
を目指す「決議」が採択された。会場はほぼ満席となり、新聞、TVも取材に訪れ、大会は成功裏に終わった。

　②　岡山県医師会禁煙推進部会委員会　７月２日
　③　岡山県受動喫煙防止条例制定要望書提出
　　 　９月４日に岡山県及び岡山県議会へ署名３万６千余筆を添えて岡山県受動喫煙防止要望書を提出。11月21日

に条例骨子案が発表された。
　④　（臨時）岡山県医師会禁煙推進部会委員会　12月３日
　⑤　（緊急）岡山県受動喫煙防止推進協議会　　12月12日
　※④、⑤は要望書再提出に向けて協議を諮った。

３．医学会に関する事項

⑴　岡山県医師学術奨励賞
　 　令和元年度は下記３名に授与された。令和元年12月14日に授与式、令和２年２月８日に三木記念ホールで受賞

講演が行われた。
　①　「慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症患者における肺動脈バルーン形成術後の肺障害の主な原因は血管損傷である」
 岡山ろうさい病院　循環器内科　医長　江尻健太郎
　②　「Tumor Mutation Burden高値のALK 陽性肺癌におけるアレクチニブ早期耐性機序について」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　血液・腫瘍・呼吸器内科学　大学院生　槇本　　剛
　③　「TNF受容体関連周期性症候群（TRAPS）における新規G87V変異 TNFRSF1Aの同定と機能解析」
 川崎医科大学大学院　組織培養・免疫系分野　リウマチ分子病態解析学　大学院生　辻　　尚子

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　501会議室

肺がん読影研究会
（日医生涯教育講座）

1.5単位
カリキュラムコード

11：予防と保健　　　　　　
12：地域医療　　　　　　　
15：臨床問題解決のプロセス

消化管精検研究会
消化管検診研究会

（日医生涯教育講座）
1.5単位

カリキュラムコード
１：医師のプロフェッショナリズム
２：医療倫理：臨床倫理　　　　　
12：地域医療　　　　　　　　　　

2019年４月 休会 −
　　　５月 21日 22日（岡山済生会総合病院）
　　　６月 18日 −
　　　７月 30日 31日（岡山赤十字病院）
　　　８月 27日 −
　　　９月 24日 25日（川崎医科大学総合医療センター）
　　　10月 29日 −
　　　11月 26日 27日（岡山医療センター）
　　　12月 − −
2020年１月 28日 29日（おおもと病院）
　　　２月 25日 −
　　　３月 24日 25日（岡山労災病院）

　②　消化管検診研究会講演会 三木記念ホール
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　　１）令和元年度第１回消化管検診研究会講演会（令和元年８月31日）
　　　　演題Ⅰ：水戸市の対策型胃内視鏡検診の取り組みと目指しているもの
　　　　講　師：茨城県メディカルセンター
　　　　　　　　消化器・内視鏡センター長　齋藤　洋子　
　　　　演題Ⅱ：対策型内視鏡検診を含めた胃がん検診における基準化の重要性
　　　　講　師：公益財団法人東京都保健医療公社　東京都がん検診センター消化器内科　部長　小田　丈二
　　２）令和元年度第２回消化管検診研究会講演会（令和２年２月22日）
　　　　演題Ⅰ：大腸がん予防のカギは検診の普及にある
　　　　講　師：岡山大学病院　消化器内科　助教　原田　馨太　
　　　　演題Ⅱ：早期胃癌診断に対する拡大内視鏡の臨床応用
　　　　講　師：福岡大学筑紫病院内視鏡部　教授　八尾　建史　
　③　岡山胸部疾患研究会講演会（令和２年３月７日）　三木記念ホール
　　　全国的に新型コロナウイルス感染症が発生しており、感染拡大の防止という観点から中止となった。
⑶　乳がん検診講習会　
　①　平成31年４月13日（土）：岡山県医師会館三木記念ホール
　　　「乳癌診療でよくある患者さんからの質問～疫学、検診、症状etc ～」 渡辺病院　外科　溝尾　妙子
　②　令和元年６月22日（土）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「乳癌治療の最新情報：薬物療法を中心に」 　川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学教授　紅林　淳一
　③　令和元年８月10日（土）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「令和の乳がん検診で知っておくべきこと」
 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　新医療研究開発センター　助教　岩本　高行
　④　令和元年８月20日（火）：倉敷市休日夜間急患センター
　　　「乳癌　最近の動向と課題　～検診を含めて～」 川崎医科大学附属病院　病院長　園尾　博司
　⑤　令和元年８月30日（金）：津山保健センターホール
　　　「乳がんと疫学・予防について」 川崎医科大学　乳腺甲状腺外科学医長　野村　長久
　⑥　令和元年10月27日（日）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「乳癌　最新の動向とトピックス　～検診を含めて～」 川崎医科大学附属病院 病院長　園尾　博司
　⑦　令和元年12月15日（日）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「マンモグラフィ検診とマンモグラフィ読影法」 岡山済生会総合病院 放射線科診療部長　石原　節子
　⑧　令和２年２月16日（日）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「乳がん治療の最新情報−免疫療法について−」
 岡山大学病院　乳腺・内分泌外科　教授　土井原博義
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。令和元年度は

特定疾患の内「膠原病」をテーマに取り上げた。
　①　倉敷
　　　日　　時：令和元年10月８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
　　　司会進行：岡山県医師会理事　平木　章夫
　　　出　　席：22名
　　　「膠原病診療、これからの病診連携」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　助教　松本　佳則
　②　津山
　　　日　　時：令和元年10月25日（金）　19：30 ～ 21：00
　　　場　　所：津山鶴山ホテル
　　　司会進行：岡山県医師会理事　宮本　亨
　　　出　　席：11名
　　　「免疫系疾患の診断と治療」
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 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　助教　渡辺　晴樹
　③　岡山
　　　日　　時：令和元年10月29日（火）　19：30 ～ 21：00
　　　場　　所：岡山県医師会館　４階401会議室
　　　司会進行：岡山県医師会理事　大橋　基
　　　出　　席：14名
　　　「膠原病の診断と治療」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　准教授　佐田　憲映
⑸　肝疾患対策事業
　　第23回岡山県肝炎医療従事者研修会
　　　日　時：令和元年11月10日（日）13：00 ～ 15：30
　　　場　所：ピュアリティまきび　２階　孔雀
　　　研修テーマ：肝炎ウイルス検査の受検から受診促進のための工夫
　　　【基調講演】
　　　演題・講師
　　　「肝炎ウイルス検査受検・受診勧奨の動機づけ促進の工夫」
 　　　一般財団法人　佐賀県産業医学協会　後藤　英之
　　　【情報提供】
　①　「肝炎医療費助成制度の実施状況報告」
　　　報告者　岡山県肝炎一次専門医療機関部会
　②　「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
⑹　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　①　企画委員会
　②　研修会
　　１）県北会場（津山）【中止】
　　　　日時：令和２年３月25日（水）19時～ 21時
　　　　会場：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」 希望ヶ丘ホスピタル　髙山　恵子
　　　◦「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
　　２）県南会場（倉敷）【中止】
　　　日時：令和２年３月３日（火）19時～ 21時
　　　会場：倉敷国際ホテル
　　　◦「うつ病の診断と治療について」 倉敷中央病院　小高　辰也
　　　◦「思春期精神疾患の診断と対応について」 川崎以下大学附属病院　高橋　　優
⑺　岡山県糖尿病等生活習慣病医療連携推進事業への協力
　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、岡山県糖尿病対策推進

会議、岡山大学病院糖尿病センター主催で開催した。
　　　令和元年６月13日　津山保健センター
　　　令和元年７月21日　倉敷アイビースクエア
　　　「糖尿病の診断と治療について」
　　　　講師：岡山大学病院　新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
　　　「糖尿病の合併症治療等について」
　　　　講師：岡山大学病院　糖尿病センター　助教　片山　晶博
　　　「岡山県の糖尿病性腎症重症化予防事業について」　
　　　　講師：岡山大学病院　新医療研究開発センター　教授　四方　賢一　
　②　国保ヘルスアップ支援事業
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　　　岡山県糖尿病医療連携シンポジウム「糖尿病性腎症の克服を目指して」
　　　令和２年１月13日　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　演題Ⅰ「糖尿病性腎症重症化予防対策の実践」
　　　　講師　佐賀大学医学部　内科講座　肝臓・糖尿病・内分泌内科
　　　　　　　佐賀大学医学部附属病院　副病院長・卒後研修センター長
　　　　　　　医療情報部長・食育指導センター長　安西　慶三
　　　演題Ⅱ「糖尿病性腎症重症化予防プログラム改定について」
　　　　講師　厚生労働省　保険局国民健康保険課
　　　　　　　在宅医療・健康管理技術推進専門官　保健事業推進専門官　山口　敦子
　　　演題Ⅲ「岡山県における糖尿病性腎症重症化予防の取組」
　　　　講師　岡山大学病院　新医療研究開発センター　教授
　　　　　　　岡山県糖尿病対策専門会議　会長　四方　賢一
　　　演題Ⅳ「真庭市における糖尿病性腎症重症化予防の取組」
　　　　講師　真庭市役所健康福祉部健康推進課　課長　梶岡　亘子
　③　世界糖尿病デー啓発活動への賛同
　④　岡山県における糖尿病性腎症重症化予防プログラム事業（岡山方式）の協力
　　　市町村による「岡山県糖尿病総合管理医療機関」を対象とした伝達講習会
⑻　各種協議・研究会
　①　全国有床診療所連絡協議会
　　　７月27日～28日　第32回全国有床診療所連絡協議会総会（群馬大会）
　　　11月16日　　　　第１回岡山県医師会有床診療所部会委員会
　　　　　　　　　　　有床診療所連絡協議会総会・講演会 岡山メルパルク岡山
　　　　　　　　　　　演題：有床診療所への期待～医療政策の視点から
　　　　　　　　　　　講師：岡山県保健福祉部長　中谷祐貴子
　　　１月26日　　　　第２回岡山県医師会有床診療所部会委員会
　　　　　　　　　　　有床診療所連絡協議会総会（岡山）　501会議室
　　　１月26日　　　　 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会第11回総会・中国四国医師会連合有床診療

所研修会　401会議室
　　　特別講演Ⅰ
　　　　「有床診療所の事業承継～医療法人の場合、個人開業の場合～」
　　　　講師：税理士法人青木会計代表社員　日本医師会有床診療所委員会委員　青木　惠一　
　　　特別講演Ⅱ
　　　　「次期診療報酬改定について」講師：日本医師会　副会長　今村　聡
　②　令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）、２．部会委員会活動に関する事項　Ⅱ事業目的別の部会、⑹勤務医

部会を参照。
　③　岡山県在宅医療推進協議会
　　　第１回　令和元年12月16日（月）
　④　卒後臨床研修対策
　　１）令和元年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会　
　　　 　令和２年２月29日、３月１日岡山赤十字病院に於いて、岡山県医師会・岡山赤十字病院が主催し参加者32

名にて開催予定であったが、新型コロナウイルス感染の拡大防止のため中止となった。
　⑤　岡山県肝炎対策協議会及び岡山県肝疾患診療連携拠点病院等連絡行議会（石井理事）
　　　第１回岡山県肝炎対策協議会及び岡山県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会　
　　　　日時：令和元年５月22日（水）
　　　　場所：ピュアリティまきびにて開催
　　　　議題
　　　　１）岡山県肝疾患診療連携拠点病院事業について
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　　　　　ア　肝炎相談センターの実施状況
　　　　　イ　その他の事業（肝炎無料ウイルス検査）
　　　　　ウ　その他の事業
　　　　２）肝炎治療費助成事業等の実施状況について
　　　　３）地域肝炎対策サポーター研修会について
　　　　４）肝炎患者支援手帳（もも肝手帳）の改訂について
　　　　５）医療費助成制度の一部改正について
　　　　６）肝炎陽性者フォローアップ事業の一部改正について
　　　第２回岡山県肝炎対策協議会
　　　　日時：令和２年１月29日（水）
　　　　場所：ピュアリティまきびにて開催
　　　　議題
　　　　１）岡山県の肝炎の現状について
　　　　２）肝炎ウイルス検査の実施状況について
　　　　　ア　肝炎無料ウイルス検査　
　　　　　イ　健康増進事業における肝炎ウイルス検診　
　　　　３）医療費助成事業等の実施状況について
　　　　　１．医療費助成事業の実施状況について
　　　　　　①インターフェロン治療
　　　　　　②インターフェロンフリー治療　申請件数及び薬剤内訳
　　　　　　③インターフェロンフリー治療　「受診の契機」内訳
　　　　　　④核酸アナログ製材治療　新規及び更新申請件数
　　　　　　⑤肝がん・重度肝硬変入院医療助成　新規申請件数
　　　　　２．肝炎陽性者フォローアップ事業の実施状況について
　　　　４）地域肝炎対策サポーター研修会について
　　　　５）肝がん・重度肝硬変医療費助成事業の一部改正について
　　　　６）第23回　岡山県肝炎医療従事者研修会について
　　　　７）肝炎相談センターの実施状況
　　　　８）岡山県肝炎医療コーディネーター情報共有会の開催について
　⑥　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、令和元年度もこの制度が継続し
ている。

　　　イ　令和２年３月１日～７日　子ども予防接種週間
　　　ウ 　令和元年６月５日（水）令和元年度第１回岡山県立学校結核対策委員会、岡山大学教育学部附属学校結

核対策委員会第が健康づくり財団にて開催され、國富理事が出席した。
　　　エ 　令和元年10月９日（水）平成30年度予防接種従事者研修会が岡山コンベンションセンターで開催され、

國富理事が出席した。
　　　カ 　令和２年２月17日（月）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、國富理事が出席

した。
　　　キ 　令和２年３月16日（月） 岡山県感染症対策委員会　岡山県医師会館402会議室にて開催され、松山会長、

國富理事、田淵理事が出席した。
　　　ク 　令和２年３月16日（月） 岡山県麻しん風しん対策会議〔延期〕
　　２）公害保健
　　　 　「公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年10月５日法律第111号）」により、公害（大気汚染、水質汚染）

による健康被害に対する補償が為されている。大気汚染については、第１種指定地域が指定され、昭和62年
に解除された。
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　　　 　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29年度末に32,845
人。平成30年度末に31,877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29年度末の県内認定者数は、
備前市27人、玉野市24人、倉敷市1,020人。平成30年度末には、備前市24人、玉野市21人、倉敷市983人。若
干の減少がみられる。令和元年度の備前保健所での審査会には、中田会長、近藤副会長のもと年度７回審査
会が開催された。

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　令和元年７月７日（日）　岡山プラザホテル
　　　　　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会との合同会議
　　２）第２回　令和２年２月23日（日）　メルパルク岡山
　　　　　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会との合同会議
　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15回　令和元年７月７日（日）　岡山プラザホテル
　　　　情報提供「地域医療構想と包括ケアシステムの一体的推進方策」
　　　　　　　　　講師：日本医師会　常任理事　江澤　和彦
　　　　情報提供「かかりつけ医の社会的処方」
　　　　　　　　　講師：産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　　２）第16回　令和２年２月23日（日）　メルパルク岡山
　　　　情報提供「地域医療構想と包括ケアシステムの一体的推進方策」
　　　　　　　　　講師：日本医師会　常任理事　江澤　和彦
　　　　情報提供「かかりつけ医の社会的処方」
　　　　　　　　　講師：産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田　晋哉
　③　岡山県郡市等地区地域包括ケア推進協議会　
　　　令和２年２月11日（火・祝）　メルパルク岡山
　　　講演「地域包括ケアシステムの今後のあり方と多職種・他機関の役割」　
　　　講師：岡山県保健福祉部　部長　中谷祐貴子
　　　講演「令和時代の地域包括ケアの深化・推進へ向けて
　　　　　　～大往生で支える「多死社会」と不可欠となる「予防時代」を迎えて～」　
　　　講師：日本医師会　常任理事　江澤　和彦　　　
　　　　　　グループワーク「地域包括ケアシステム我が街の次の一手を考える」
　　　グループワーク発表と講評
　④　移動会長室事業
　　１）ACP・人生会議普及啓発『会長がゆく！「虹色サロン」』
　　　　平成31年４月24日（水）西大寺医師会
　　　　令和元年５月30日（木）玉島医師会
　　　　令和元年６月15日（土）明誠学院高等学校
　　　　令和元年７月10日（水）金光学園中学校
　　　　令和元年７月12日（金）早島町
　　　　令和元年７月13日（土）岡山県立津山高等学校
　　　　令和元年10月11日（木）高梁医師会
　　　　令和元年11月12日（火）岡山県立倉敷高等学校
　　　　令和元年11月18日（月）津山市医師会
　　　　令和元年11月28日（木）井原医師会
　　　　令和元年12月２日（月）岡山県共生高等学校
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　　２）フレイル対策教室『県医師会発！「けんこう長寿教室」』運動編
　　　　令和元年10月17日（木）西大寺医師会
　　３）フレイル対策教室『県医師会発！「けんこう長寿教室」』栄養編
　　　　令和元年６月26日（水）吉備医師会
　　　　令和元年10月３日（木）津山市医師会
　　　　令和元年10月８日（木）浅口医師会
　　　　令和元年11月５日（木）新見医師会
　　　　令和元年12月26日（木）倉敷連合医師会
　　４）受動喫煙防止教育『禁煙・分煙ひろめ隊長派遣！「禁煙サロン」』
　　　　令和元年８月１日（木）津山市医師会
　　　　令和元年11月25日（月）おかやま山陽高等学校
　　　　令和元年12月19日（木）岡山学芸館清秀中学校・高等部
　⑤　認知症に関する改正道路交通法協議会
　　　　令和元年６月12日（水）　岡山県医師会館401会議室
　　　　情報提供「高齢運転者対策の推進状況（平成30年中）」
　　　　　　　　　「運転適性相談員としての医療系専門職員（保健師）の配置状況」
　　　　　　　　　講師：岡山県警察本部交通部運転免許課
　　　　情報提供「令和元年度岡山県認知症関係施策の主な取組について」
　　　　　　　　　「市町村別認知症施策の取組状況について」
　　　　　　　　　「新オレンジプランに係る目標の達成状況」
　　　　　　　　　講師：岡山県保健福祉部長寿社会課
　　　　情報提供「道路交通法改正後の“自動車運転と認知症に関わる実態や課題”について」
　　　　　　　　　講師：岡山県介護支援専門員協会
　⑥　岡山県認知症サポート医の集い（フォローアップ研修）
　　１）〈岡山会場〉　令和元年９月23日（月祝）　岡山県医師会館 401会議室
　　２）〈倉敷会場〉　令和元年12月15日（日） 　倉敷国際ホテル
　　　　講演　「認知症診療の最新話題と認知症予防」
　　　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科脳神経内科学 教授　阿部　康二
　　　　報告　「岡山県における認知症施策について」
　　　　　　　　報告者：岡山県保健福祉部 長寿社会課 課長　武内 克之
　　　　　　　「高齢運転者対策の進捗状況」
　　　　　　　　報告者：岡山県警察 交通部運転免許課 課長補佐　野田　幸誉
　⑦　主治医研修事業
　　１）〈倉敷会場〉　令和元年10月11日（金）　倉敷市休日夜間急患センター　
　　　◦「地域共生社会に構築と医師の役割」 浅口医師会会長　福嶋　啓祐
　　　◦「主治医意見書の記載について」 倉敷市介護保険課　介護認定審査係
　　２）〈笠岡会場〉　令和元年10月26日（土）　笠岡グランドホテル
　　　◦「笠岡市の高齢者の現状と介護保険事業ついて」 笠岡市長寿支援課
　　　◦「地域共生社会に構築と医師の役割」 浅口医師会会長　福嶋　啓祐
　　　◦「主治医意見書の記載について」 笠岡市長寿支援課
　　３）〈邑久会場〉　令和２年２月22日（土）　瀬戸内市民病院
　　　◦「瀬戸内市介護保険事業の状況」 瀬戸内市保健福祉部 いきいき長寿課
　　　◦「要介護認定における主治医意見書の記入について」 瀬戸内市保健福祉部 いきいき長寿課
　　　◦「地域共生社会に構築と医師の役割」 浅口医師会会長　福嶋　啓祐
　　４）〈津山会場〉　令和２年２月29日（土）　津山保健センター　【中止】
　　　◦「使える主治医意見書を目指して」 津山市医師会在宅医療部理事　市場　　隆
　　　◦「ケアマネージメントにおける主治医意見書の役割」 岡山県介護支援専門員協会津山支部長　大塚　　愛
　　　◦「地域共生社会に構築と医師の役割」 浅口医師会会長　福嶋　啓祐
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　⑧　幸福な長寿社会実現事業研修会
　　１）県南会場：令和元年９月１日（日）メルパルク岡山
　　　　講師：函館稜北病院　副院長　総合診療科　科長　川口　篤也
　　　　【入門編】
　　　　議題１「アドバンス・ケア・プランニング～多職種で紡ぐ共同意思決定～」
　　　　【実践編】
　　　　議題２「臨床倫理～患者の最大限の幸福を目指して～」
　　　　グループワーク
　　２）県北会場：令和元年12月１日（日）津山市中央公民館
　　　　【入門編】
　　　　講師：岡山済生会総合病院緩和ケア担当責任者（ホスピス長）　石原辰彦
　　　　オリエンテーション
　　　　STEP １+グループワーク「患者本人の意思決定する力を考える」
　　　　STEP ２+ロールプレイ「患者本人の意思の確認ができる場合の進め方」
　　　　【実践編】
　　　　講師：医療法人慈生会前原病院　ハートベルホスピス　
　　　　診療部長・緩和ケア内科医長　古口契児
　　　　STEP ３「患者の推定意思を尊重し、意思決定に必要な情報を収集する」
　　　　STEP ４「患者にとって最善の診療方針について合意する」
　　　　グループワーク
　⑨　日医かかりつけ医機能研修制度
　　１）日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度　応用研修会（岡山サテライト会場）
　　　　令和元年５月26日（日）　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　１．かかりつけ医の感染対策
　　　２．医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築
　　　３．かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際
　　　４．終末期医療、褥瘡と排泄
　　　５．多疾患合併症例
　　　６．かかりつけ医の社会的処方
　　２）日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会（映像研修）
　　　　令和元年７月28日（日）　津山保健センターホール
　　３）日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会（映像研修）
　　　　令和元年９月16日（月祝）　岡山県医師会館 三木記念ホール
　　４）日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会（映像研修）
　　　　令和元年11月７日（木）　岡山県医師会館 401会議室
　　　　「日医かかりつけ医機能研修制度」修了申請61名に修了証明書を交付
　⑩　岡山県医師会認定かかりつけ医制度
　　１）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会（映像研修）
　　　　（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）
　　　　令和元年５月19日（日）　真庭リバーサイドホテル
　　　　１．糖尿病　　２．認知症　　３．脂質異常症　　４．高血圧症　　５．禁煙指導
　　　　６．健康相談　７．在宅医療　８．介護保険　　　９．服薬管理　　10．死体検案
　　２）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
　　　　（日医 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　岡山サテライト会場）
　　　　令和元年８月25日（日）　岡山県医師会館 三木記念ホール
　　　　１．糖尿病　　２．認知症　　３．脂質異常症　　４．高血圧症　　５．禁煙指導
　　　　６．健康相談　７．在宅医療　８．介護保険　　　９．服薬管理　　10．死体検案
　　３）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会
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　　　　（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）
　　　　令和元年10月20日（日）　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　　１．認知症　　　砂田　芳秀（川崎医科大学 神経内科学 教授）
　　　　２．糖尿病　　　利根　淳仁（岡山済生会総合病院 内科主任医長）
　　　　３．脂質異常症　肥田　和之（独立行政法人国立医療機構岡山医療センター 糖尿病・代謝内科 医長）
　　　　４．高血圧症　　中村　一文（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 准教授）
　　　　５．禁煙指導　　西井　研治（岡山県健康づくり財団附属病院 院長）
　　　　６．死体検案　　松山　正春（岡山県医師会 会長）
　　　　７．健康相談　　江田　純子（岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長）
　　　　８．在宅医療　　江田　純子（岡山県訪問看護ステーション連絡協議会 会長）
　　　　９．介護保険　　三石　哲也（岡山県介護支援専門員協会 理事）
　　　　10．服薬管理　　服部　真幸（岡山県薬剤師会 地域包括ケア対策委員会委員）
　　４）岡山県医師会認定かかりつけ医認定研修会（映像研修）
　　　　（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）
　　　　令和元年11月14日（木）　岡山県医師会館 401会議室
　　　　１．糖尿病　　２．認知症　　３．脂質異常症　　４．高血圧症　　５．禁煙指導
　　　　６．健康相談　７．在宅医療　８．介護保険　　　９．服薬管理　　10．死体検案
　　５）審査会　
　　　　令和２年３月18日（水）　岡山県医師会館　応接室
　　　　新規63名、更新183名の申請を承認
　　　　審査会委員：堀部　　徹（岡山薬剤師会会長）
　　　　　　　　　　下野間　豊（岡山県医療推進課課長）
　　　　　　　　　　福嶋　啓祐（岡山プライマリケア学会会長）
　　　　　　　　　　松山　正春（岡山県医師会会長）
　　　　　　　　　　佐藤　正浩（岡山県医師会常任理事）
　⑪　岡山県介護保険制度推進委員会　　令和元年６月26日、令和２年３月24日〔延期〕
　⑫　岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会　　令和元年３月13日　　
　⑬　岡山県認知症対策連携会　　令和２年１月21日
　⑭　岡山県在宅医療推進協議会　令和元年12月16日　　
　⑮　岡山県介護保険関連団体協議会　総会　令和元年７月２日　　
　⑯　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　　
　　１）理事会　令和元年５月23日、６月29日、７月11日、９月19日、11月21日、令和２年１月23日、３月26日
　　２）推進協議会　令和元年７月25日、令和２年３月５日〔中止〕
　　３）課題検討協議会　令和元年７月25日、12月19日、令和２年３月５日〔中止〕
　　４）訪問看護ステーションの多機能化、大規模化に向けた事業連携検討委員会　
　　　　令和元年９月４日、11月６日、令和２年１月16日
　⑰　認知症早期診断推進事業
　　１）かかりつけ医認知症対応力向上研修会
　　　〈県北会場〉令和元年９月19日（木）　津山保健センターホール
　　　　①　講義「認知症診療における工夫」
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学　講師　太田　康之
　　　　②　症例検討
　　　〈県南会場〉令和２年１月30日（木）　 倉敷市休日夜間急患センター
　　　　①　講義「生活習慣病治療よりみた認知症改善へのアプローチ」
　　　　　　講師：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学　講師　山下　徹
　　　　②　症例検討
　　２）認知症サポート医養成研修
　　　　岡山県医師会推薦13名、市町村推薦４名、他４名の合計21名が研修に参加した。
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　　　　令和元年８月31日（土）～９月１日（日）福岡会場　３名
　　　　令和元年９月28日（土）～ 29日（日）愛知会場　３名
　　　　令和元年12月14日（土）～ 15日（日）大阪会場　10名
　　　　令和２年１月25日（土）～ 26日（日）東京会場　５名
　⑱　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）〈岡山会場①〉令和元年10月３日（木）　岡山県医師会館　401会議室
　　　　伝達講師：万成病院　石丸 信一
　　　　　　　　　岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠　
　　２）〈津山会場〉令和元年11月20日（水）　津山鶴山ホテル
　　　　伝達講師：積善病院認知症疾患医療センター長　近藤　啓子
　　　　　　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 精神神経病態学 准教授　寺田　整司
　　３）〈岡山会場②〉令和元年11月29日（金）　岡山県医師会館　401会議室
　　　　伝達講師：万成病院　石丸 信一
　　　　　　　　　岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠　
　　４）〈倉敷会場〉令和元年12月４日（水）　倉敷アイビースクエア
　　　　伝達講師：倉敷平成病院認知症疾患医療センター長　涌谷　陽介
　　　　　　　　　川崎医科大学精神科学教授　石原　武士
　⑲　指定医研修業務
　　１）難病指定医研修
　　　　日時：令和元年６月30日（日）　９：00 ～ 16：30
　　　　場所：三木記念ホール
　　　　出席：156名
　　　　「代表的な疾患の診断等について〈神経系〉」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経内科学　教授　阿部　康二
　　　　「難病の医療費助成制度等について」 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　腎・免疫・内分泌代謝内科学　准教授　佐田　憲映

６．学校保健対策・母子保健対策に関する事項

⑴　学校保健
　①　学校医部会（國富・佐藤・藤本理事）
　　１）岡山県学校検尿マニュアル検討委員会〔中止〕
　　　日時：令和２年３月25日（水）19：00 ～　場所：岡山県医師会館
　②　委員会等
　　１）岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会（８月21日　岡山県医師会館）
　　２）令和元年度中国四国学校保健担当理事連絡会議（８月18日　広島市）
　　３）令和元年度中国地区学校保健研究協議大会（８月９日　勝山文化センター）
　　４）令和元年度中国地区学校保健・学校医大会（８月18日　広島市）
　　５）第50回全国学校保健・学校医大会（11月23日　さいたま市）
　　６ ）郡市等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14日　岡山県医師

会館）
　　７）令和元年度岡山県学校保健研修会（２年１月30日　岡山市民会館）
　　８）令和元年度学校保健推進協議会（令和２年２月20日　メルパルクOKAYAMA）
　　９ ）令和元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（令和２年２月３日　

岡山県庁）
　③　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
　　　第52回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・評議員会、総会（令和２年１月25日、26日　金沢市）
⑵　日医母子・学校保健講習会
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　①　令和元年度日医母子保健講習会　平成２年２月16日　於 日本医師会館
　②　令和元年度日医学校保健講習会　令和２年３月８日　於 日本医師会館〔中止〕
⑶　小児救急地域医師研修会
　①　令和元年７月25日（木）　於　高梁国際ホテル
　　　　「小児内分泌の点と線−救急対応をする疾患と成長曲線−」
 旭川荘療育・医療センター　院長代理　神﨑　　晋
　②　令和元年９月18日（水）　於　介護老人保健施設くろかみ
　　　「発達障害の理解と支援」 岡山大学病院小児神経科　講師　岡　　牧郎
　③　令和元年10月８日（火）　於　井原市民病院
　　　「小児救急の実際」 岡山大学病院高度救命救急センター　助教　塚原　紘平
　④　令和元年11月７日（木）　於　笠岡グランドホテル
　　　「小児内分泌の点と線−救急対応をする疾患と成長曲線−」
 旭川荘療育・医療センター　院長代理　神﨑　　晋
⑷　母子保健対策
　 　厚生労働省並びに岡山県保健福祉部健康推進課が推進する母子保健事業に産婦人科・小児科専門医を中心に積

極的に協力した。年々増加する児童虐待防止に関わるハイリスク妊産婦・ハイリスク児情報提供システムの稼働
も15年目を迎え、保健師訪問事業も順調に進んでいる。

　 　特に昨年度からは「産後母子支援のあり方検討協議会」が精神科専門医の参加も得て開始され、産後の母子支
援の強化が推進されることになった。　

　 　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。現在県下では９施設が指定されている。

　 　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。岡山大学と産科一次施設の間では超緊急搬送に対する新しいシステムがパイロットスタ
ディとして開始され、数年後には全県下で搬送支援アプリ（iPicss）を用いたシステムを構築する予定になって
いる。

　 　更に、市町村に対する妊婦健診委託事業は拡大され、新たに平成30年度より産後検診が委託事業となった。
　 　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が始められ、数年後には開始される
見通しとなっている。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。

　 　新生児聴覚検査事業は県として先進県として12,597名（受験率88.0％）を検査し、0.12％の難聴児が見つかり、
対策が取られている。（平成30年度実績　令和２年２月末現在）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（大原副会長、内田会計担当理事、合地常任理事、榊原理事、名越理事）

⑴　日本医師会 救急災害医療対策委員会（４月18日、12月20日）
⑵　都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会（マスギャザリン災害対策セミナー）（７月25日）
⑶　2019年度防災訓練（災害時情報通信訓練）南海トラフ大震災想定訓練（TV会議）（２月５日）
⑷　災害医療研修
　①　日本医師会JMAT研修・統括JMAT編（10月22日、11月３日）
　②　第４回JMATおかやま研修会（２月23日）
　③　令和元年度都道府県災害医療コーディネーター研修 （９月28・29日）　　
⑸　救急の日講演会（８月24日）
　　講演１　「豪雨災害からの復旧・復興の取組と今後の防災対策」
　　　　　　講師　岡山県危機管理監　吉田　邦成　
　　講演２　「日本医師会の救急医療への取り組み」　
　　　　　　講師　日本医師会常任理事　長島 公之　　　
　　講演３　「西日本豪雨災害を振り返って」　　　
　　　　　　講師　厚生労働省DMAT事務局次長　近藤　久禎　
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⑹　救急医療研修会
　①　ICLSコース（２月11日）
　②　NPO救命おかやま市民のための救命講習会（11月９日）
⑺　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（２月29日）
⑻　災害医療救護マニュアル作成
　　会員、関係機関へ配布（３月）
　　災害医療救護マニュアル作成ワーキンググループ（５月10日、７月19日、８月20日、９月５日、11月11日）
⑼　メディカルコントロール協議会
　①　救急搬送体制連絡協議会（岡山県メディカルコントロール協議会）（３月15日）
　②　救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ検討会（７月11日、10月29日、１月23日）
⑽　岡山県防災会議（７月２日）
⑾　岡山県総合防災訓練　（９月28日）
⑿　おかやまDMAT運営協議会（１月10日）
⒀　ドクターヘリ運航調整委員会（８月29日）
⒁　その他
　①　県南東部県域救急医療体制推進協議会総会（８月19日）
　②　岡山救急医療研究会幹事会（11月30日）
　③　岡山救急医療研究会第21回学術集会（11月30日）
　④　岡山県災害拠点病院医療救護要員研修会（12月22日）
　⑤　第25回 日本災害医療学会・学術集会（２月22日）

８．社会保障対策に関する事項（大原社会保障部長、合地社会保障部副部長）

　　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　社会保険指導者講習会及び伝達講習会
　　 　令和元年度の社会保険指導者講習会のテーマは「難病指定update」で10月２日・３日の２日間にわたって日

本医師会館に於いて開催され大原社会保障部長、合地社会保障部副部長、内田常任理事、宮本理事、他３名が
聴講した。

　　 　伝達講習会は令和２年１月12日午後に岡山県医師会館401会議室において開催し、大原社会保障部長、合地
社会保障部副部長、内田常任理事、宮本理事、他３名が会員に対して周知を図った。

　②　指導について
　　ⅰ）社会保険連絡協議会
　　　 　４月10日において、平成30年度指導実施状況及び平成31年度（令和元年度）指導実施計画の説明があった。

これに伴い昨年同様に各種指導が行われた。
　　ⅱ）新規登録保険医集団指導
　　　 　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３病院

は研修医なし）の研修医に対して行われ４月４日 三木記念ホールで指導を行い出席者は172名であった。
　　ⅲ）集団的個別指導（集団部分のみ）、指定時集団指導、更新時集団指導
　　　 　集団的個別指導・集団指導が、令和元年６月20 日に岡山県医師会館三木記念ホールで開催された。集団

的個別指導の対象医療機関数64機関（出席61機関、欠席３機関）、指定時集団指導（出席７機関、欠席１機関）、
更新時集団指導（出席47機関、欠席６機関）であった。集団的個別指導の欠席３機関は引き続き11月14日の
集団的個別指導の対象医療機関となった。

　　　※指定時集団指導、更新時集団指導（平成30年11月～平成31年４月）
　　　 　11月20日に集団的個別指導・集団指導が開催された。集団的個別指導（出席３機関）、指定時集団指導（出

席９機関、欠席２機関）、更新時集団指導（出席66機関、欠席１機関）であった。
　　　※指定時集団指導、更新時集団指導（令和元年５月～令和元年10月）
　　　 　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％にあたる医療機関である。
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　　 　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。
　　ⅳ）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24回（新規個別指導４回、個別指導12回、新規個別指導・個別指導２回、病院個別指導
６回）であり、個別指導機関55機関、新規個別指導24医療機関、対象医療機関数は病院６機関、診療所73機
関であった。

　　　 　指導は岡山県医師会館401会議室、病院個別指導は現地で行なわれた。
　　ⅴ）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。
　　　 　なお、令和元年度は、監査は実施されなかった。
　　ⅵ）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令和２年２

月12日１病院に対して行われ地区委員が立会をした。
　　ⅶ）令和２年度改定時集団指導
　　　 　全国的に新型コロナウイルス感染症が発生しており、感染拡大の防止という観点から４日間、３会場は全

て中止となった。
　　　３月24日（火）ベルフォーレ津山
　　　３月25日（水）岡山市民会館
　　　３月26日（木）岡山市民会館
　　　３月30日（月）高梁市文化交流館
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、10月８日に開催
された。

　②　社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　 　令和元年７月及び令和２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。

　　 　５月、12月は社会保障部研修会を併催して行った。
　　　なお、３月においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止という観点から中止となった。
　③　社会保障部部員の会（４月、５月、６月、９月、12月、２月　計６回）
　　 　平成18年度より合同会議の前に部員の会を開催している。今年度もタイムリーな話題について討議し、意志

の疎通を図った。
　④　社会保障部研修会
　　ⅰ）2019年度第２回（５月12日）
　　　　演題：次期診療報酬改定の課題
　　　　講師：岡山県保健福祉部長　中谷祐貴子　
　　ⅱ）2019年度第６回（12月８日）
　　　　演題：医療政策の動向と令和２年度診療報酬改定の論点
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　　　　講師：日本医師会　常任理事　江澤　和彦　
　⑤　郡市地区医師会長、支払基金、国保審査委員、社会保障部部員、同地区委員合同会議
　　 　郡市地区医師会長、支払基金、国保連合会審査委員、社会保障部部員、同地区委員合同会議が、「医療機関

と審査委員会の相互理解」をテーマに７月14日に例年の如く開催された。
　⑥　基金・国保両医科審査委員連絡会議
　　　１月12日支払基金、国保審査委員が「審査上の諸問題について」をテーマに討議を行った。
　⑦　令和元度中国四国医師会連合　医療保険分科会　
　　　平成31年４月20日　ホテルグランヴィア岡山で開催された。
　　　重点議題として、特定疾患療養管理料（算定方法の見直し月250点⇒月450点）　　　
　　　対象疾患の拡大：認知症、骨粗鬆症、難治性逆流性食道炎、慢性腎臓病、パーキンソン病、高尿酸血症
　　　 　薬剤については、薬材料（７種類以上）の逓減制廃止、院内調剤の増点、院内調剤での一包化加算の新設、

診療情報提供料（電子的診療情報評価料を含む）などが討論された。その他で、ACP加算、リビングウィ
ル作成加算、回復期リハビリテーション病棟入院料（心臓リハビリテーション）の新設の要望などがあった。

　⑧　平成30年度中国四国医師会連合総会
　　　第１分科会 医療保険・産業保健
　　　９月28日にザ　クラウンパレス新阪急高知において開催された
　　　（岡山県医師会報　第1513号）。医療をめぐる多岐の課題が議論された。
　⑨　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８月８日、２月６日
　⑩　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13 日、９月３日、12月３日、３月９日（計４回）
　⑪　適正保険診療に関する研修会
　　 　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は、基本診療料、特掲診

療料の各種指導管理料の要点など、事例集を元に説明した。
　　　開催日　第１回11月７日　新規開設医療機関（新規個別指導対象者）10医療機関　13名
　　　　　　　第２回２月20日　新規開設医療機関（新規個別指導対象者）７医療機関　13名
　　　　　　　　　　　　　　　個別指導対象（世襲交代）９機関　17名
　　　　　　　　　　　　　　　個別指導対象（再指導予備医療機関）10医療機関　21名
　　 　２回目からは新規開設医療機関のみでなく、個別指導においてリピート傾向のある医療機関、世襲交代の医

療機関のピアレビューのため、研修会の案内を出し、適正診療の要点説明を行なった。
　⑫　診療報酬改定説明会
　　 　全国的に新型コロナウイルス感染症が発生しており、感染拡大の防止という観点から４日間、３会場は全て

中止となった。
　　　３月24日（火）ベルフォーレ津山
　　　３月25日（水）岡山市民会館
　　　３月26日（木）岡山市民会館
　　　３月30日（月）高梁市文化交流館
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。
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　③　各種の調査・研究を行う。

９．日本医師会認定医療秘書養成事業

　　今年度は、全国医師会医療秘書学院連絡協議会の当番県として事業をすすめた。
⑴　前当番県宮崎県より事務引き継ぎ
　　平成31年４月25日（木）　場所：岡山県医師会館
⑵　役員の選出
　　　令和元年度下記役員の委嘱を行った
　①　運営委員
　②　常任委員
　③　監事
　④　医療保険請求事務実技試験委員会委員
⑶　常任委員会（書面審査）
　常任委員会の開催はぜず、書面審査として資料を令和元年７月11送付した。
　①　報告事項
　　１）令和元年度常任委員について
　　２）令和元年度運営委員について
　　３）令和元年度監事について
　　４）令和元年度日本医師会認定医療秘書について
　②　協議事項
　　１）平成30年度収支決算について
　　２）令和元年度事業計画（案）について
　　３）令和元年度収支予算（案）について
　　４）令和元年度会務日程（案）について
　　５）秋田県医師会の協議会の加入について
　　６）医療保険請求事務実技試験実施要綱（案）および実施要領（案）
　　７）定例総会（案）について
　　８）次期当番県について
⑷　第23回医療保険請求事務実技試験問題作成
　　株式会社ミックスへ、試験問題作成業務を委託契約し、試験問題を作成した。
⑸　第69回全国医師会医療秘書学院連絡協議会定例総会（出席：松山会長・清水副会長）
　　令和元年９月７日（土）　ホテルグランヴィア岡山に於いて下記の委員会を開催した。
　①　会計監査　14：50 ～
　　　平成30年度収支決算について、監査の結果、適正妥当であるとの報告を受けた。
　　　監　事　宮﨑　茂則（福井県）※書面審査
　　　監　事　樋口　俊寛（愛知県）※書面審査
　　　立会者　池井　義彦（宮崎県）（前年度当番県：宮崎県）
　②　第23回医療保険請求事務実技試験委員会　15：20 ～
　　 　第23回医療保険請求事務実技試験実施について、実施事項・要領を確認し、試験問題については原案通り承

認された。
　③　令和元年度第１回常任委員会　16：10 ～
　　１）報告事項
　　　ア　令和元年度協議会役員について
　　　イ　令和元年度各学院（校）の現況調査結果について
　　　ウ　秋田県医師会の協議会加入について
　　　エ　医療保険請求事務実技試験の外部委託について
　　２）協議事項
　　　ア　平成30年度収支決算について
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　　　イ　令和元年度事業計画（案）・収支予算（案）等について
　　　ウ　第69回定例総会・令和元年度第１回運営委員会について
　④　第69回定例総会・令和元年度第１回運営委員会　16：40 ～
　　１）報告事項
　　　ア　平成30年度会務報告について
　　　イ　常任委員会について
　　　ウ　日本医師会医療秘書認定試験委員会について
　　　エ　各学院の現況調査結果について
　　　オ　医療保険請求事務実技試験委員会について
　　　カ　医療保険請求事務実技試験の外部委託について
　　２）協議事項
　　　ア　平成30年度収支決算について（会計監査報告）
　　　イ　令和元年度事業計画（案）について
　　　ウ　令和元年度収支予算（案）について
　　　エ　次期当番県の決定について
　⑤　第69回定例総会懇親会　18：10 ～
⑹　第23回医療保険請求事務実技試験
　 　試験日統一については各校（学院）のスケジュール調整が難しく、10月28日から10月31日の４日間で試験実施

を案内し、期間内に実施された。結果は以下の通り。
　 　受験者：377名、合格者：255名、合格率：67.6％、平均点：63.46点
　 　岡山県の就実大学関しては以下の通り。
　 　実施日：令和元年10月30日（水）会場：就実大学
　 　受験者：22名、合格者：11名、合格率：50％、平均点：55.18点
⑺　第40回日医医療秘書認定試試験（監督者：清水副会長）
　 　日時：令和２年２月２日（日）13：00 ～
　 　場所：就実大学
　 　受験者：９名、合格者：９名
⑻　医療秘書養成に関する運営委員会
　 　（出席：松山会長・清水副会長・大原副会長・神﨑専務理事・内田常任理事）
　 　日時：令和２年３月４日（水）16：30 ～
　 　場所：岡山県医師会館　402会議室
⑼　全国医師会医療秘書学院連絡協議会　常任委員・運営委員会等
　 　令和２年３月28日（土）ステーションコンファレンス東京に於いて下記の委員会開催を予定していたが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、中止とした。
　　◦全国医師会医療秘書学院連絡協議会第23回医療保険請求事務実技試験委員会
　　◦全国医師会医療秘書学院連絡協議会令和元年度第２回常任委員会
　　◦全国医師会医療秘書学院連絡協議会令和元年度第２回運営委員会

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：令和元年６月10日（月）13：30 ～ 15：00
　　　委員：清水信義、佐能量雄、平井康子、黒田善宏、富永優子、木畑文彦、則安俊昭、唐井幸子　
　②　第２回岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
　　　日時：令和元年10月15日（火）14：00 ～ 14：50
　　　委員：清水信義、平井康子、黒田善宏、木畑文彦、則安俊昭、唐井幸子、重井文博（代）
　　※ 清水信義（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）、黒田善宏（日本医業経営コンサルタント協会岡山県支部長）、富永優子（岡山県社会保険労務士会副会長）、
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木畑文彦（岡山労働局雇用環境改善・均等推進監理官）、則安俊昭（岡山県保健福祉部参与）、唐井幸子（岡
山県保健福祉部医療推進課総括参事）、重井文博（代理出席：岡山県病院協会副会長）

⑵　研修会
　①　第４回岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ
　　 　［Ⅰ］医療社会活動・教育事業（公１）、２．部会委員会活動に関する事項　Ⅱ事業目的別の部会、⑹勤務医

部会を参照。
　②　令和元年度第１回岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会
　　　～看護職に選ばれる施設になるために～
　　　日時：令和元年11月17日（日）13：30 ～ 16：30
　　　　◦講演「働きつづける職場づくりをめざして」 倉敷中央病院　副理事長　相田　俊夫
　　　　◦人材確保対策（事例）
　　　　　　⑴　看護部長経験者が語る看護職の採用と定着 岡村一心堂病院　経営企画室　松島　眞美
　　　　　　⑵　吹田病院オリジナルナースバンク制度について 大阪府済生会吹田病院　看護部長　佐藤　美幸
　③　令和元年度第２回岡山県医療勤務環境改善支援センター講習会
　　　～医師の働き方改革等に関する説明会～
　　　日時：令和元年２月６日（木）14：00 ～ 16：30
　　　「医療機関における働き方改革の最新動向と進めるための３つのポイント」
 ハイズ株式会社　代表取締役社長　裵　　英洙
⑶　実務者会議
　　①　日　時：平成31年４月22日（月）14：00 ～ 16：00
　　　　参加者：平井康子、富永優子、佐田俊彦、板野多美枝、県医事務局
　　②　日　時：令和元年７月８日（月）13：30 ～ 15：00
　　　　参加者：平井康子、富永優子、佐田俊彦、板野多美枝、県医事務局
　　③　日　時：令和元年９月５日（木）13：30 ～ 15：00
　　　　参加者： 平井康子、富永優子、佐田俊彦、板野多美枝、犬塚浩司、妹尾直紀、矢木めぐみ、時間信吾、県

医事務局
　　④　日　時：令和元年11月11日（月）10：00 ～ 11：30
　　　　参加者： 平井康子、富永優子、佐田俊彦、板野多美枝、犬塚浩司、木畑文彦、妹尾直紀、時間信吾、県医

事務局
　　⑤　日　時：令和２年１月10日（金）10：00 ～ 11：30
　　　　参加者：平井康子、富永優子、佐田俊彦、犬塚浩司、木畑文彦、時間信吾、県医事務局
　　　＊ 平井康子（岡山県看護協会常務理事）、富永優子（岡山県社会保険労務士会副会長）、佐田俊彦・板野多美枝（岡

山県社会保険労務士会医療労務アドバイザー）、犬塚浩司（岡山労働局労働基準部監督課上席監察監督官）、
木畑文彦（岡山労働局雇用環境・均等室監理官）、妹尾直紀（岡山労働局雇用環境・均等室労働紛争調整官）、
矢木めぐみ（岡山労働局雇用環境・均等室指導係長）、時間信吾（岡山県保健福祉部医療推進課副課長）

11．看護職員出向・交流研修事業

　　令和元年度岡山県看護協会に委託した看護職員出向・交流研修事業に協力した。

平成31年（令和元年）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 1,623,000 日本医師会
糖尿病研修事業 450,000 日本医師会
かかりつけ医認定事業 100,000 日本医師会
健康スポーツ医学再研修事業 300,000 日本医師会
産業医研修関連事業 3,883,000 産業医学振興財団
結核・感染症サーベイランス事業 8,772,100 岡山県、岡山市、倉敷市
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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 2,100,000 岡山県
精密検診従事者講習会 2,029,179 岡山県
認知症早期診断推進事業 2,779,939 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 491,867 岡山県
指定医研修事業 405,000 岡山県
救急・災害医療対策関係 237,315 岡山県
かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業 62,846 岡山県
小児救急地域医師研修会 989,179 岡山県
緩和ケア事業 1,823,470 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 1,553,242 岡山県
医療勤務環境改善支援センター運営事業 4,156,240 岡山県
幸福な長寿社会実現事業 2,100,109 岡山県
公益１　合計 56,713,136 　
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［Ⅱ］医療情報対策事業（公２）

１．医療問題対策

⑴　中国四国医師会連合
　４月20日　平成31年度中国四国医師会連合　医療保険分科会（ホテルグランヴィア岡山）
　６月22日　中国四国医師会連合常任委員会（東京ドームホテル）
　　　　　　中国四国医師会連合連絡会（東京ドームホテル）
　　　23日　中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
　８月18日　令和元年度中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡協議会（広島県医師会館）
　９月28日　中国四国医師会連合常任委員会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　中国四国医師会連合勤務医委員会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　　　　　　中国四国医師会連合総会・分科会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　　　29日　中国四国医師会連合総会（ザ クラウンパレス新阪急高知）
　11月10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）
　１月26日　 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック総会・中国四国医師会連合有床診療所委員会研修会（岡

山県医師会館）
　３月28日　（中止）中国四国医師会連合常任委員会（東京ドームホテル）
　　　　　　（中止）中国四国医師会連合常任委員会（東京ドームホテル）
　　　　　　（中止）中国四国医師会連合連絡会（東京ドームホテル）
　　　29日　（中止）中国四国医師会連合連絡会（日医会館）
⑵　日本医師会
　４月４日　都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会（佐藤常任理事）
　　　５日　第３回日医勤務医委員会（清水副会長）
　　　11日　平成31年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会（佐藤常任理事）
　　　12日　日本医師会病院委員会（中島監事）
　　　18日　日医救急災害医療対策委員会（松山会長）
　５月16日　日医年金委員会（神﨑専務理事）
　　　17日　平成31年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会（清水副会長、合地常任理事）
　　　21日　平成31年度第１回日医都道府県医師会長協議会（松山会長）
　　　24日　第３回日医男女共同参画委員会（神﨑専務理事）
　６月６日　第４回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　12日　令和元年度都道府県医師会医師偏在対策・働き方改革担当理事連絡協議会（合地常任理事）
　　　13日　Health Professional Meeting（H20）2019（14日まで）（清水副会長）
　　　23日　 第145回日本医師会定例代議員会（松山会長、清水副会長、大原副会長、神﨑専務理事、内田常任理事、

武田日医代議員）
　７月17日　日医第４回病院委員会（中島監事）
　　　25日　 令和元年度都道府県医師会救急災害担当理事連絡協議会「マスギャザリング災害」対策セミナー～ラ

グビーワールドカップ2019に向けて～」（合地常任理事）
　　　27日　第15回男女共同参画フォーラム（神﨑専務理事）
　９月５日　第133回日本医師会年金委員会（神﨑専務理事）
　　　７日　第28回全国医師会共同利用施設総会（～８日まで）（佐藤常任理事、合地常任理事、太田理事）
　　　12日　第４回日医男女共同参画委員会（神﨑専務理事）
　　　13日　日本医師会2019年度第５回病院委員会（中島監事）
　　　　　　日本医師会医療安全委員会（清水副会長）
　　　17日　令和元度第２回日医都道府県医師会長協議会（松山会長）
　　　19日　第５回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　　　　令和元年度度都道府県医師会情報システム担当理事連絡協議会（合地常任理事）
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　　　　　　令和元年度日医自賠責研修会（名越理事）
　　　25日　令和元年度都道府県医師会小児在宅ケア担当理事連絡協議会（國富理事）
　　　26日　医業の第三者承継フォーラム（都道府県担当理事連絡協議会）（神﨑専務理事）
　　　27日　日本医師会　第５回勤務医委員会（清水副会長）
　10月２日　第63回社会保険指導者講習会（～３日まで）（内田常任理事、宮本理事）
　　　10日　第41回産業保健活動推進全国会議（松山会長）
　　　22日　令和元年度JMAT研修（榊原理事）
　　　26日　令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会（清水副会長、合地常任理事）
　11月１日　日本医師会設立72周年記念式典並びに医学大会（松山会長、清水副会長）
　　　２日　日本医師会「第７回人間を中心とした医療国際会議」（清水副会長）
　　　８日　日本医師会　病院委員会（中島監事）
　　　23日　第50回全国学校保健・学校医大会（松山会長、佐藤常任理事、藤本常任理事、國富理事）
　12月５日　令和元年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会（合地常任理事）
　　　６日　国民医療を守るための総決起大会（松山会長、清水副会長）
　　　７日　令和元年度家族計画・母体保護法指導者講習会（田淵理事）
　　　８日　令和元年度女性医師支援担当者連絡会（神﨑専務理事）
　　　13日　日本医師会第５回男女共同参画委員会（神﨑専務理事）
　　　20日　日医救急災害医療対策委員会・JMATあり方WG（松山会長）
　　　22日　日本地域包括ケア学会　第１回大会（佐藤常任理事、太田理事、宮本理事）
　１月17日　第６回日医勤務医委員会（清水副会長）
　　　21日　令和元年度第３回都道府県医師会長協議会（松山会長）
　　　21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（松山会長）
　　　24日　第７回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　27日　第３回日医医療安全対策委員会（清水副会長）
　　　29日　日本医師会第７回病院委員会（中島監事）
　　　31日　日本医師会第134回年金委員会（神﨑専務理事）
　２月１日　令和元年度日本医師会医療情報システム協議会（～２日まで）（合地常任理事）
　　　11日　 令和元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（内田

常任理事、榊原理事）
　　　13日　第８回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　14日　日医男女共同参画委員会（神﨑専務理事）
　　　16日　令和元年度母子保健講習会（佐藤常任理事、國富理事、田淵理事）
　　　21日　都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会（松山会長）
　３月５日　【TV会議のみ】都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会（松山会長）
　　　６日　【中止】令和元年度臨床検査精度管理調査報告会（大原副会長）
　　　６日　 第２回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会（松山会長、清水副会長、大原

副会長、神﨑専務理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事
　　　８日　【中止】令和元年度学校保健講習会（松山会長、佐藤常任理事、國富理事）
　　　13日　 【TV会議】第３回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会（松山会長、清水副

会長、大原副会長、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　15日　【中止】令和元年度在宅医療関連講師人材養成事業研修会（宮本理事、大橋理事）
　　　19日　 【TV会議】第４回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会（松山会長、清水副

会長、大原副会長、神﨑専務理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　27日　 【TV会議】第５回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会（松山会長、清水副

会長、大原副会長、神﨑専務理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　29日　 【中止】第146回日本医師会臨時代議員会（松山会長、清水副会長、神﨑専務理事、内田常任理事、合

地常任理事地常任理事、武田日医代議員）
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⑶　他府県医師会
　４月26日　第30回日本医学会総会祝宴2019中部（第２部）　愛知県　松山会長
　　　27日　 第30回日本医学会総会2019中部（～ 29日まで）　愛知県　松山会長、清水副会長、大原副会長、神﨑

専務理事、佐藤常任理事、合地常任理事、國富理事、名越理事、平木理事
　　　　　　第30回日本医学会総会開会式　愛知県（松山会長）
　　　　　　 日本医師会・愛知県医師会共催懇親会　愛知県（松山会長、清水副会長、大原副会長、佐藤常任理事、

石井理事、名越理事）
　５月11日　IPPNW日本支部理事会、日本支部総会　広島県（松山会長）
　　　25日　全国がん検診指導者講習会　東京都（合地常任理事）
　７月27日　第50回中四九地区医師会看護学校協議会（～ 28日まで）　広島県（清水副会長、平木理事）
　　　　　　第32回全国有床診療所連絡協議会総会群馬大会（～ 28日まで）　群馬県（松山会長）
　　　　　　災害医療講演会　愛媛県（榊原理事）
　　　28日　第50回中四九地区医師会看護学校協議会　広島県（清水副会長）
　９月15日　地域医療フォーラム2019　東京都（宮本理事）
　10月16日　広島県医師会との懇談会　広島県（松山会長、清水副会長、神﨑専務理事、内田常任理事）
　11月３日　令和元年度JMAT研修　愛知県（佐藤常任理事）
　　　　　　香川県地域包括ケアシステム学会　香川県（松山会長）
　　　27日　令和元年度全国国保連合会常務処理審査委員連絡会議　東京都（合地常任理事）
　12月２日　オンライン資格確認システム説明会中国ブロック会議　広島県（合地常任理事）
　　　22日　令和元年度原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会　広島県（内田常任理事）
　１月25日　第52回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・評議員会・総会（26日まで）　石川県（國富理事）
　２月22日　第25回日本災害医学会総会・学術集会　兵庫県（松山会長）
　３月７日　【中止】令和元年度医療事故調査制度「支援団体統括者セミナー」（～８日まで）　広島県（清水副会長）
⑷　医療従事者対策
　①　養成機関関連
　　　令和元年度高等学校看護連絡協議会（松山会長、清水副会長）
　　　　日時：令和元年８月22日
　　　　場所：岡山県医師会館
　　　　協議：卒業生の進路について
　　　　　　　准看護師試験・看護師試験の結果等について
　　　　　　　高等学校看護教育の現状と課題
　　　第１回岡山県准看護師試験委員会（清水副会長）
　　　　日時：令和元年７月29日
　　　　場所：岡山県庁分庁舎
　　　　議題：令和元年度岡山県准看護師試験の実施について
　　　　　　　問題作成と審査方法について
　　　　　　　試験委員の問題作成分担等について
　　　第２回岡山県准看護師試験委員会（清水副会長）
　　　　日時：令和元年11月15日
　　　　場所：岡山県立図書館
　　　　議題：令和元年度岡山県准看護師試験問題事前審査について
　　　　　　　准看護師の行政処分について
　　　第３回岡山県准看護師試験委員会（清水副会長）
　　　　日時：令和２年３月６日
　　　　場所：岡山県庁分庁舎
　　　　議題：令和元年度岡山県准看護師試験の合否判定について
　　　第50回中国四国九州地区医師会看護学校協議会　（清水副会長、平木理事）
　　　　日時：令和元年７月27日・28日
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　　　　場所：リーガロイヤルホテル広島
　　　　テーマ：新たな未来を拓く看護職をめざして　～学生の能力を最大限に引きだす関わり～
　　　　特別講演Ⅰ：看護職員の養成等の行政動向について 厚生労働省医政局看護課　課長　島田　陽子　氏
　　　　　　　　　　今後求められる看護職と現状について 日本医師会　常任理事　釜萢　　敏　氏
　　　　特別講演Ⅱ：お菓子は喜びをつくる食べ物 株式会社にしき堂　代表取締役社長　大谷　博国　氏
　　　　運営委員会（学校運営アンケート報告、討議）
　②　研修医の医師会加入促進
　　◦WELCOME研修医の会
　　　 岡山県医師会とNPO法人岡山医師研修支援機構の主催により、平成31年４月から臨床研修を開始する研修

医を対象に、医療倫理をテーマにしたオリエンテーションを行った。
　　　日　時：平成31年４月４日（木）午後２時～
　　　場　所：岡山県医師会　三木記念ホール・401会議室
　　　参加者：初期研修医169人、臨床研修指定病院院長他61人
⑸　看護従事者対策
　　令和元年度岡山県看護職員確保対策委員会（平木理事）
　　　日　　時：令和元年７月１日
　　　場　　所：岡山県分庁舎
　　　議　　題：看護職員の需給状況、確保対策等について
　　令和元年度第１回看護職員出向・交流研修事業運営会議　（田淵理事）
　　　日　　時：令和元年６月27日
　　　場　　所：岡山県看護会館
　　　内　　容：看護職員出向・交流研修事業参加希望調査の結果について
　　令和元年度第２回看護職員出向・交流研修事業運営会議　（田淵理事）
　　　日　　時：令和２年２月６日
　　　場　　所：岡山県看護会館
　　　協議事項：令和元年度事業の評価について
　　　　　　　　令和２年度事業実施計画について
　　第１回ナースセンター事業運営会議　（平木理事）
　　　　日時：令和元年11月19日
　　　　場所：岡山県看護会館
　　　　協議：ナースバンクへの登録について
⑹　医療関係者斡旋事業
　　令和元年度　女性医師復職支援事業　事業報告
　①　令和元年度勤務医等環境整備事業関係者会議並びに女性医師等支援会議
　　　 　第１回　令和元年８月29日（木）に岡山県医師会館502会議室で、岡山県病院協会より難波会長、佐藤事務

長会代表幹事、岡山県医療推進課より藤原副参事、岡山大学医療人キャリアセンター MUSCATより片岡セ
ンター長、別府氏、川崎医科大学より青山教授、女医部会より坂口部会長、県医師会より清水副会長、神﨑
専務理事、藤本常任理事の出席で開催した。各団体の令和元年度事業計画、女性指導医の顕彰事業「第２回
天晴れジョイボスアワード」の選考、女性指導医育成セミナー「第２回天晴れおかやま女性医師リーダー養
成ワークショップ」について話し合った。

　　　 　第２回は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、関係者間のメーリングリストにて令和
元年度の事業報告等を行った。

　②　令和元年度女性医師支援担当者連絡会
　　　 　令和元年12月８日（日）に日本医師会館大講堂で開催され、女医部会より坂口部会長、岡山大学医療人キャ

リアセンター MUSCATより竹原先生、別府氏、県医師会から神﨑専務理事が出席した。
　　　 　日本医師会女性医師支援センターの取り組み、「病児・病後児保育およびいわゆる学童保育に対する支援の

現状」について、「女性医師支援に関するアンケート調査」について、男女共同参画など多様な背景を持つ会
員の学術活動への参画と今後の支援方策に関する調査結果について報告があった。また、大分大学医学部、
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帝京大学医学部、日本腎臓学会、日本核医学会、神奈川県医師会、山口県医師会における女性医師支援の取
り組みの発表、質疑応答・総合討論が行われた。

　③　第２回天晴れジョイボスアワード、第２回天晴れおかやま女性医師リーダー養成ワークショップ　
　　　 　昨年度より、岡山県、岡山大学、川崎医科大学、県医師会で女性指導医の活躍を促進するために「天晴れジョ

イボスアワード」を創設し、女性指導医や次世代の女性指導医を顕彰することとなった。令和元年８月29日（木）
に開催の「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」内で、大賞、奨励賞、特別賞の選
考を行った。また、12月14日（土）に各種表彰受賞祝賀会・各種委員会合同懇親会（岡山県医師会館401会議
室）にて、大賞、奨励賞の表彰式を行い、翌日の15日（日）に「第２回天晴れおかやま女性医師リーダー養成
ワークショップ」（同会館402会議室）を開催し、特別賞の表彰式と各賞の受賞講演を行った。大賞は、川崎
医科大学総合内科学２　川中美和准教授、奨励賞は岡山大学大学院医歯薬学総合研究科附属医療教育センター　
三好智子助教、特別賞は岡山県保健福祉部　中谷祐貴子部長が受賞された。また、グループワークを行い、
女性医師が働き続け指導医を目指すために本人や周囲がどう向き合っていくかについて意見交換を行った。

　④ 　「メディカルカフェ」第34回Doctor’s Career Café in Okayama（令和元年度　医学生、研修医等をサポート
するための会）

　　 　令和元年６月５日（水）に川崎医科大学校舎棟８階ラウンジで、医学生へキャリア情報を提供する場として
開催された。渡部芳子先生（川崎医科大学生理学１特任講師）と庵谷千恵子先生（川崎医科大学総合臨床医学
講師）からのミニレクチャー、研修医による病院での研修報告、グループでの交流会が行われた。

　⑤　第３回倉敷女性医師の会
　　　 　令和２年２月５日（水）に倉敷国際ホテルで開催された。
　　　 　女性医師の復職支援に関するアンケート（倉敷、水島地区の病院を対象）の報告があった。また、病院の

労働環境改善の取り組みについて倉敷中央病院腎臓内科　西川真那医長が発表された。最後に、働き方改革
時代の女性医師支援について岡山大学地域医療人材育成講座　片岡仁美教授が講演された。

　⑥　研修医レター「Good Doctor」（vol.21、22）の発行
　⑦　県医師会主催講演会での託児サービス
　⑧　学会出席時の託児サポート
　⑨　マタニティ白衣のレンタル
　⑩　保育施設検索システムの更新

２．広報に関する事項（神﨑専務理事・藤本常任理事）　
　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を発行している。ホーム
ページでは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）第11回岡山県民公開医療シンポジウム（中　止）
　　　　日　時：令和２年２月29日（土）　13：30 ～ 16：00
　　　　場　所：三木記念ホール
　　　　主　催：岡山県病院協会・岡山県医師会
　　２）スポーツ県民公開講座　参加者　63人
　　　　人生を豊かにしてくれるスポーツの力～夢が広がるオリンピックの世界～　平尾　豊 先生
　　　　日　時：令和２年２月２日（日）　14：00 ～ 16：00
　　　　場　所：三木記念ホール
　　３）女性の健康週間　県民公開講座　参加者　360人
　　　　耳鳴り・めまい・難聴 ～困っているあなたへのアドバイス～
　　　　日　時：令和２年２月24日（月・振休）　13：30 ～ 15：45
　　　　場　所：三木記念ホール
　　４）第７回CKD（慢性腎臓病）県民公開講座（中　止）
　　　　「腎臓と栄養」
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　　　　日　時：令和２年３月20日（金・祝）　13：30 ～ 15：40
　　　　会　場：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　令和元年７月10日（水）　
　　　岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会　　　令和元年８月21日（水）　　
　　　岡山県四師会懇談会　　　　　　　　　　　　令和元年11月13日（水）
　　　岡山労働局と岡山県医師会との懇談会　　　　令和元年２月12日（水）
　　　県知事との懇談　　　　　　　　　　　　　　令和２年２月10日（月）
⑵　対内的な広報活動
　①　県医師会報の発行　　毎月２回、計24回
　　 　B５判からA４判にサイズを変更し、従来どおり会議録、研修会案内、県からの連絡事項、視点、社会保障

部だより、地域包括ケアネットワーク、専門科からの豆知識などの記事を掲載した。また、「会員の声」の更
なる投稿を求めた。

　②　会報企画委員会　　計24回開催　　
　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。その他、三木記念ホール等貸室案
内を引き続き掲載。また、緊急時に対応できるよう「緊急のお知らせ」と「会員専用ページ」（研修会等の映
像ライブラリー）を開設した。

　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
　　　令和元年５月29日　　　　医療ネットワーク岡山協議会　第１回理事会
　　　　　　　12月５日　　　　医療ネットワーク岡山協議会　第２回理事会（書面開催）
　　　　　　　３月18日　　　　医療ネットワーク岡山協議会　第３回理事会
　　　　　　　６月21日　　　　医療ネットワーク岡山協議会　令和元年度定時会員総会
　　　令和２年２年１日～２日　令和元年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　令和２年１月31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　　　　　　　　112機関
　　　　　　　　　　　　　　　閲覧施設　　　　　　　　398施設
　　　令和２年１月31日現在　　日医認証カード申し込み　228件　
⑵　各種アンケート調査
　①　STI患者数調査
　　 　皮膚科部会会員及び総合病院泌尿器科（岡大、川大を含む）を対象に、平成31年３月に第69回のSTI調査、

令和元年９月に第70回のSTI調査を、それぞれ１カ月間を調査期間として実施した。

４．産業保健対策

⑴ 　平成26年度から、産業保健３事業が一元化され全国に産業保健総合支援センターが全国に設置された。岡山県
においても「岡山産業保健総合支援センター」が設置され、県内７地域産業保健センターの業務遂行を支援して
いる。

　 　岡山県産業保健総合支援センターの所長、運営主管として岡山県医師会員が就任し、毎年改正される法律・規
制に派生する課題に対応し、これまでの実施状況を考慮し令和元年度実施計画を策定し、７地域産業保健センター
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事業の円滑な運営に努めた。
⑵ 　岡山産業保健総合支援センターを中心にして、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、３年が経過した。

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
導など中心的な役割を果たしている。部会としては円滑なストレスチェック制度実施に向け、厚労省や有識者を
招請して主に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
はがん並びに厚生労働省が指定する疾病で治療中の労働者について、労働者本人の意向を尊重しつつ、事業者に
対して情報提供又は助言を行う等、協力を行っている。産業医の役割については岡山大学病院・岡山労災病院設
置の窓口相談との連携が主業務となっており、かかりつけ医・産業医が最初の受け皿の役目も引き受けている。
本会は本年度、両立支援に係る２回の研修会を開催した。

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
実習は岡山労災病院・岡山産業保健総合支援センターに依頼し開催した。

⑹ 　特定健診・特定保健指導は12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
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28日）、倉敷会場（10月29日）
⑵　岡山損害保険医療連絡協議会（６月13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。　　　　

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、令和元年度の

精度管理サーベイを実施した。
　　　　勧奨施設数　　154
　　　　参加施設数　　127
　②　クロスチェックの実施
　　 　県内各医療圏内の主要病院と検査センター 99施設を対象として、検査データの互換性を推進する目的で、

平成16年10月から開始したクロスチェックを継続実施した（月１回）。これにより、県内の病院、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
　　　令和元年８月20日（火）：令和元年度精度管理調査試料発送
　　　令和元年９月３日（火）：精度管理調査結果提出締め切り
　　　令和元年６月３日（月）：第１回臨床検査精度管理実行委員会
　　　令和元年10月10日（木）：第２回臨床検査精度管理実行委員会
　　　令和元年10月27日（日）：精度管理調査速報会・講演会
　　　令和２年３月31日（火）：令和元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、令和元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



− 81 −

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
　　◦令和元年度第１回精度管理専門委員会
　　　令和元年８月13日　岡山県庁分庁舎にて開催、大原副会長、榊原理事が出席した。
　　◦令和元年度第２回精度管理専門委員会
　　　　令和２年２月17日　岡山県庁分庁舎にて開催、大原副会長、榊原理事が出席した。
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　令和元年６月３日　岡山県医師会館５階502会議室にて開催、大原副会長、榊原理事が出席した。
　　第２回委員会　令和元年10月10日　岡山県医師会館５階502会議室にて開催、榊原理事が出席した。
⑷　令和元年度臨床検査精度管理調査報告会【中止】

７．関係機関連絡運営

⑴　岡山県保健福祉部との懇談
　　令和元年７月10日（水）17時15分～　第401会議室
　①　専攻医のシーリングについて　　　　　　　　　　　　　　
　②　被虐待児への支援・対応について　　　　　　　　　　　　
　③　岡山県がん登録事業についての要望　　　　　　　　　　　
　④　地域医療構想調整会議について　　　　　　　　　　　　　
　⑤　精度管理の今後の方針について　　　　　　　　　　　　　
　⑥　受動喫煙防止条例の策定に向けて　　　　　　　　　　　　
⑵　岡山県教育庁との懇談
　　令和元年８月21日（水）17時15分～　第401会議室
　①　いじめの対処法について　　　　　　　　　　　　　　　
　②　中高校生に対する性教育の充実について　　　　　　　　
　③　教職員のメンタルヘルスケアについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　④　特別支援学校の医療的ケア等について　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑶　岡山労働局との連絡会議
　　令和２年２月12日（水）岡山県医師会館　４階　401会議室
　（岡山労働局から）
　①　受動喫煙防止対策について
　　⒜　作業環境測定法施行規制の一部を改正する省令案等について
　②　治療と仕事の両立支援について
　③　「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」について
　④　事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引きについて
　⑤　脳・心臓疾患、精神障害等の労災補償状況
　⑥　石綿による疾患にかかる労災認定状況等
　⑦　医療労務管理支援事業の概要
　（岡山県医師会から）
　⑧　令和元年度岡山県医師会産業医部会活動の概要
　　⒜　第41回産業保健活動推進全国会議（10/10）報告
　　⒝　第５回日本医師会産業保健委員会（９/19）報告
　　⒞　第７回日本医師会産業保健委員会（１/24）報告
　　⒟　第２回岡山県医師会産業医部会委員（11/30）報告
　⑨　令和元年度日医認定産業医研修会報告
　⑩　令和２年度日医認定産業医関係予定
　⑪　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
　（質疑応答）
　　協議題
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　　⒜　医師の働き方は、一般労働者の労働と同一のものか
　　⒝　安衛法による健康診断書の書式の統一について
　　⒞　産業医業務委託業者について
　　⒟　大学病院からの非常勤医師派遣について
⑷　歯科医師会、薬剤師会、その他　
　①　令和元年度 岡山県四師会懇談会
　　　11月13日（水）18：30 ～　岡山プラザホテル
　②　５月28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30年度総会並びに研修会（式典）（松

山会長）
　③　８月25日　　岡山市四師会懇親会（松山会長）
⑸　岡山大学、川崎医科大学、その他
　　岡山医学会役員会（５/10、12/ ５）
　　岡山医学会・鶴翔会・岡山大学関連病院長会総会（６/ １）
　　岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議（５/14）
　　岡山大学病院の医療安全に係る外部監査委員会（６/11）
　　川崎学園・九曜学園理事会・評議員会（５/28、１/16、３/26）
　　川崎学園看護師特定行為研修修了証書授与式　川崎医療福祉大学（３/12）

８．心電図自動解析センターに関する事項

　 　心電図自動解析センターは、昭和60年４月の開所以来順調に運営され、県内児童生徒並びに成人の心臓検診に
大きく貢献してきている。昭和62年より加えられた心音図検査も、令和元年度では、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。

　令和元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　　51,289件
　　小中高校　心音図検査　　33,617件
　 　解析データは光ディスクに収録蓄積されており、既に293万件に達している。医療機関、検診機関からの過去

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

９．特定感染症検査等事業

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

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

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

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

平成31年（令和元年）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 552,968 日本医師会
女性医師復職支援事業 2,273,000 岡山県
医院継承バンク事業 491,000 岡山県
肝炎ウイルス検査事業 9,282,637 岡山県、岡山市
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風しん抗体検査事業 21,127,029 岡山県、岡山市、倉敷市
岡山県医師会心電図自動解析センター事業 1,000,000 岡山県教育委員会

「国民医療を守るための国民運動」決起集会 500,000 日本医師会
臨床検査精度管理事業 1,828,000 岡山県臨床検査技師会
公益２　合計 37,054,634 　

［Ⅲ］公益関係機関助成事業（公３）

１．団体、学会等が主催する講演会・研修会に対する補助金

⑴　岡山医学会が主催する講演会助成
⑵　健康づくり財団主催のがん征圧大会への助成
⑶　岡山医師研修支援機構：ハワイ大学研修費助成
⑷　各種学会等への助成

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 　郡市等医師会：郡市医師会が行う地域医療提供体制の確保事業及び郡市等医師会が行う研修会・講演会への助

成
⑸　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会に対する助成

３．会館貸室事業

　◦Ⅳ貸室事業（収１）に併記

平成31年（令和元年）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４年目に当たる岡山県医師会館の、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）１F駐車場電動グリルシャッター巻上げ不良点検整備
　　２）501会議室インナーコンセント増設工事
　　３）１Fホール三木記念ホール等案内表示板取付工事
　　４）三木記念ホール映像視聴工事
　　５）三木記念ホール空調制御電源バッテリー交換工事
　　６）４F廊下自動ドア設置工事
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　　７）６F岡山県医療勤務環境改善センター設置前整備
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、希望者に事前発行したICカード（会員用発行実績34枚、

累計765枚）により、医師会員の利用を促進するとともに、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　令和２年３月末現在施設設備利用状況　

区　　分
平成31年度 平成30年度

利用件数 利用料収入額 利用件数 利用料収入額
件 千円 件 千円

一般・学会 116 10,718 124 14,815
医療関係・県庁等 542 12,941 502 11,060

県医師会 388 − 363 −
合　計 1,046 23,659 989 25,875

一般８件、関係団体15件、医師会５件はコロナにより中止

［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
　◦ 災害見舞金制度については、平成30年７月豪雨の甚大な被害に対しお見舞金を支出し、資金が無くなるまでは

従来通り制度を存続し、場合によっては資金に応じて給付基準を下げざるを得ないことや、将来的には制度が
廃止となることも有り得ることを加入者へ報告していた。しかし、昨今の気候変動により水害などの頻発化、
激甚化が懸念され、資金によっては公平な制度としての運用が困難となることが想定されるため、令和元年度
第２回福祉部役員会において、制度の今後の運営について再度協議を行った結果、令和２年４月以降の制度の

「更新」と「新規加入」を中止し、令和３年３月をもって制度を終了することが決定した。加入者へは文書で
報告し、全会員に向けては会報にて周知した。

　◦ グループ生命保険制度については、参入当初から今年度まで新規加入の実績がなかった引受保険会社が１社脱
退したため、引受保険会社の引受割合が変更になり、新たに団体定期保険共同取扱契約協定書を交わした。ま
た、かねてからの懸案事項である加入率の低下については、今年度は配当金に影響の出る可能性のある加入率
となった。

　◦ 団体扱生命保険制度は、取扱い保険会社が１社減り９社となった。
　◦ 集団扱損害保険制度は、案内ちらしを会報付録として封入するなど、制度の広報を行った。
　◦ ドクターバンク事業（含 女性医師バンク事業）については、平成26年度にNPO法人岡山医師研修支援機構、

岡山県地域医療支援センターと協定を結び、情報共有を行いながら順調に進んでいる。令和元年度の新たな求
職者登録は３名で、求人登録も３件あった。

　　 　令和２年２月末現在での登録数は、ドクターバンクでは、求人医療機関57施設、求職医師５名が登録してお
り、紹介・斡旋は３件で成立はなかった。一方、女性医師バンクでは、求人医療機関39施設、求職医師４名の
登録があり、紹介・斡旋、成立はなかった。

　◦ 医院継承バンク事業については、平成27年度より岡山県の補助事業として開始しており、今年度も会報やホー
ムページで事業の広報を行い、承継希望医療機関、承継希望者の新規登録の促進を図った。令和２年２月末現
在での登録数は、医療機関が９件、承継希望者が６名登録している。

　　　令和元年度は、以下のとおり、セミナーを２回開催した。
　　　　○令和元年８月31日（土）岡山県医師会館 501会議室
　　　　　「親子間の継承・他人への譲渡、個人事業と医療法人の違いと対策！」



− 85 −

　　　　　講師：有限会社　エフピーサポート　大友　弘信　氏　
　　　　○令和２年２月22日（土）岡山県医師会館 501会議室
　　　　　「医療現場における不当要求、過剰要求を行う患者対応ノウハウ」
　　　　　講師：岡山県医師会顧問弁護士（クオーレ法律事務所）　佐々木基彰　氏
　　 　また、日本医師会からの依頼により、本会の神﨑寛子専務理事が「医業の第三者承継フォーラム」（令和元

年９月26日開催）にて、岡山県医師会における医院継承バンク事業についての発表を行った。
⑵　各事業の現況（令和２年１月31日現在）
　①　福祉部災害見舞金制度　

加入者
台風・落雷・豪雨

火災被害

445人
　　7件
　　0件

　（1,447口）
1,015,848円
　　　　　　　0円

　②　福祉部団体所得補償保険制度

全員加入部分
　給　　　付
傷害死亡一時金
　加　入　者
　給　　　付

　０人

11,335人
１人

０円（内持出分　０円）

480,000円
任意加入部分
　加　入　者 Ａ会員　　　382人 （Ａ型　1,562口）（Ｂ型　1,414口）

（Ｃ型　　317口）（Ｄ型　　166口）
（Ｅ型　　451口）（Ｆ型　　386口）
（Ｇ型　　　20口）（Ｈ型　　　63口）
（Ｉ型　　　0口）（Ｊ型　　　5口）
（Ｋ型　　　15口）（Ｌ型　　　5口）
（Ｍ型　　　5口）（Ｎ型　　　0口）
（Ｏ型　　　0口）（Ｐ型　　　10口）
（Ｑ型　　　3口）（Ｒ型　　　0口）

Ｂ会員　　　72人 （Ａ型　　216口）（Ｂ型　　　54口）
（Ｃ型　　127口）（Ｄ型　　　10口）
（Ｅ型　　106口）（Ｆ型　　　87口）
（Ｇ型　　　0口）（Ｈ型　　　0口）
（Ｉ型　　　0口）（Ｊ型　　　0口）
（Ｋ型　　　0口）（Ｌ型　　　0口）
（Ｍ型　　　0口）（Ｎ型　　　0口）
（Ｏ型　　　0口）（Ｐ型　　　0口）
（Ｑ型　　　0口）（Ｒ型　　　0口）

　給　　　付 24人 70,346,670円

　③　福祉部グループ生命保険制度

加　入　者

　　Ａ　会　員
500万
300万

238人 （　794口）
　　1人 （　　1口）

　　Ｂ　会　員
500万
300万

　55人 （　217口）
　　2人 （　　2口）

　　Ｃ　会　員
500万
300万

　　0人 （　　0口）
　　0人 （　　0口）

　　配　偶　者
500万
300万

　80人 （　150口）
　　6人 （　　6口）

　　子　　　供 400万 　11人 （　　11口）
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　　　平成31.4.1 ～令和2.1.31

新規加入者 増　　額 減　　額 脱　退　者

Ａ会員
500万
300万

２人（16口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

17人（33口）
０人（０口）

12人（35口）
０人（０口）

Ｂ会員
500万
300万

１人（８口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

５人（11口）
０人（０口）

４人（９口）
０人（０口）

Ｃ会員
500万
300万

０人（０口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

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 ４人（20口） ８人（15口） ０人（０口）
Ｂ　会　員 １人（４口） ３人（５口） ０人（０口）
Ｃ　会　員 ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口）

　　　令和元年度資格喪失者（76才脱退・死亡）　　11人

支払保険金合計 ２人 2,718,000円　　　

病気死亡支払保険金
配偶者病気死亡支払保険金
子供病気死亡支払保険金
災害死亡支払保険金　
高度障害支払保険金
入院給付金　　
障害給付金

０人
０人
０人
０人
０人
２人
２人

　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　318,000円（４口）
　2,400,000円（４口）

⑶　役員会の記録
　①　第１回福祉部役員会開催
　　令和元年８月３日（土）〈会報第1509号〉
　　　（報　告）
　　◦平成30年度 福祉部会計決算報告
　　◦令和元年度 福祉部会計現況報告（平成31年４月１日～令和元年６月30日）
　　◦福祉部団体所得補償保険制度の加入状況等について
　　◦個人情報漏えい保険・医師賠償責任保険・ウォームハート・クレーム対応費用保険の加入状況について
　　◦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
　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況について
　　◦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
　　◦医院継承バンクの登録状況について
　　　（協　議）
　　◦福祉部 災害見舞金制度からの給付について
　　◦福祉部 グループ生命保険制度の引受割合について
　　◦福祉部 グループ生命保険制度の保険料滞納者について
　　◦医院継承バンク事業について（進め方・情報公開について）
　　◦岡山医師協同組合（電気・旅行・車）案内チラシを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
　　令和元年12月14日（土）〈会報第 1517 号〉
　　　（報　告）
　　◦令和元年度 福祉部会計現況報告（令和元年11月末日現在）
　　◦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（令和元年11月末日現在）
　　◦医院継承バンクの登録状況について（令和元年11月末日現在）
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　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況について
　　◦岡山県医師会「団体扱い生命保険」からの保険会社の脱退について
　　　 （協　議）
　　◦令和元年８月の台風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
　　◦福祉部 災害見舞金制度の今後について
　　◦医院継承バンク事業におけるコンサルタント等との連携のための秘密保持契約の締結について

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　令和元年度に解決された件数は９件で、未解決は14件である。
　②　令和元年度中国四国医師会連合総会 医事紛争研究会
　　 　令和元年11月10日（日）に高知県担当でホテルグランヴィア岡山にて開催され、本会から松山会長、清水副

会長、大原副会長、田淵理事、榊原理事が出席した。
　③　日本医師会主催　医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
　　 　令和元年11月11日（月）に岡山県医師会館 三木記念ホールで開催され、本会から清水副会長、合地常任理事、

事務局１名が出席した。
　④　令和元年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
　　　令和元年12月５日（木）に日本医師会３階小講堂で開催され、本会から合地常任理事が出席した。
　⑤　医療事故対策委員会
　　 　令和元年12月14日（土）に岡山県医師会館７階応接室で開催し、合地常任理事、田淵理事、顧問弁護士で未

解決事案等について話し合った。
　⑥　第18回岡山医療訴訟連絡協議会
　　　令和２年２月18日（火）に岡山地方裁判所で開催され、本会から合地常任理事、田淵理事が出席した。
　⑦　岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
　　 　令和２年３月24日（火）に岡山県医師会館で、医療事故調査等支援団体（15団体）の代表者が出席し開催予

定であったが、新型コロナウイルス感染の拡大防止のため延期となった。
⑵　自浄作用活性化委員会
　　◦日本医師会主催　ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」
　　　令和元年５月23日（木）に日本医師会で開催され、本会から清水副会長が出席した。

［Ⅵ］管理部門
１．理事会・常任理事会　

　　常任理事会：毎週水曜日　計49回開催
　　理事会：月１回水曜日　　計12回開催

２．代議員会

⑴　第195回岡山県医師会臨時代議員会
　　日時：平成31年４月21日（日）14：00 ～
　　場所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　◦義援金の配分について
　　◦平成30年度公益社団法人岡山県医師会事業計画（補正）について
　　◦平成31年度公益社団法人岡山県医師会事業計画
　　◦平成31年度公益社団法人岡山県医師会収支予算
　　◦岡山県医師会会費・入会金徴収規程について
　　◦岡山県医師会代議員会決議の件
　　　「岡山県受動喫煙防止条例」を制定すること
　　　「岡山県における喫煙率の低下を図ること」
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　　◦その他「受動喫煙防止大会 in OKAYAMA」（５月23日（木）18時～）について（お願い）
⑵　第196回岡山県医師会定例代議員会
　　日時：令和元年６月16日（日）14：00 ～
　　場所：岡山県医師会館　３階　三木記念ホール
　　◦平成30年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
　　◦平成30年度公益社団法人岡山県医師会決算認定の件
　　◦岡山県医師会代議員会 決議の件
　　　 「2020年度専門医研修プログラムの専攻医募集定員に係る都道府県別・診療科別シーリングの見送りについ

て」
　　◦その他「受動喫煙防止大会 in OKAYAMA」（５月23日（木）18時～）について（御礼）
⑶　第197回岡山県医師会臨時代議員会
　　日時：令和２年１月25日（土）14：00 ～
　　場所：岡山県医師会館　３階　三木記念ホール
　　◦公益社団法人　岡山県医師会定款改正の件　
　　◦公益社団法人　岡山県医師会定款施行規則改正の件

３．郡市等医師会長協議会

⑴　10月19日（土）14：00 ～　401会議室
　①　県医師会から
　　１．令和元年度第２回都道府県医師会長協議会の報告
　　２．岡山県医師会定款及び同施行規則の一部改正について
　　３．岡山県医師会臨時代議員会の開催について（令和２年１月25日（土）14：00 ～）
　　４．医師資格証（HPKIカード）について　　　　
　②　郡市等医師会から
　　５．介護認定審査会委員研修について
　　６．岡山県医師会移動会長室事業について　
⑵　２月15日（土）14：00 ～　401会議室
　①　県医師会から
　　１．令和元年度第３回都道府県医師会長協議会の報告
　　２．岡山県医師会組織強化検討委員会の設置について
　　３．梅毒撲滅に向けた研修会の地区開催について（お願い）
　　４．「会員の声」の原稿依頼について（お願い）
　②　郡市等医師会から
　　５．地域包括ケアシステム構築に医師会の強いリーダーシップを
　　６．地区選出理事について
　　７ ．要望「医療介護連携体制整備事業における郡市等医師会計画事業」における郡市医師会へのさらなる支援

の要望　　　　　　　　

４．組織強化検討委員会

⑴　第１回岡山県医師会組織強化検討委員会
　　日時：令和元年12月25日（水）16：30 ～ 17：00　
　　場所：岡山県医師会館　６階　特別会議室
　　◦日医会員の推移について
　　◦他県との比較について
　　◦病院における日医加入の問題点について

５．郡市等医師会への役員出席

　　４月13日　玉島医師会新年度懇親会（松山会長、清水副会長）　
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　　５月16日　井原医師会定時総会懇親会（松山会長、大原副会長）　
　　　　25日　御津医師会定時総会懇親会（松山会長）　
　　　　26日　玉野市医師会懇親会（松山会長、清水副会長）　
　　６月８日　第72回西大寺医師会定時総会・懇親会（松山会長、清水副会長）　
　　　　15日　岡山市医師会懇談・懇親会（松山会長）　
　　　　　　　赤磐医師会定時総会懇親会（松山会長、清水副会長）　
　　　　20日　令和元年度真庭市医師会定時総会・懇親会（松山会長、大原副会長）　
　　　　29日　第９回備前ブロック医師会協議会懇親会（松山会長、清水副会長、大原副会長）　
　　11月２日　御津医師会「第11回地域医療学術シンポジウム」（神﨑専務理事）　
　　　　９日　備中ブロック医師会協議会・懇親会（松山会長）　
　　　　10日　令和元年度第66回美作医会定例総会懇親会（松山会長、内田常任理事）　
　　12月７日　吉備医師会臨時総会並びに令和元年度常会・忘年会（松山会長、清水副会長）　
　　　　10日　邑久医師会忘年会（松山会長、清水副会長）　
　　　　12日　笠岡医師会忘年会（松山会長、清水副会長）　
　　　　26日　浅口医師会忘年会並びに喜寿祝い（松山会長、清水副会長）　
　　１月９日　倉敷医師会新年宴会（松山会長、清水副会長、佐藤常任理事、平木理事）　
　　　　14日　新見医師会新年会（松山会長）　
　　２月８日　都窪医師会100周年記念式典（松山会長）　
　　３月28日　第10回備前ブロック医師会協議会（松山会長）　




