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令和２年度公益社団法人岡山県医師会事業報告
緒　　　　　言

　令和２年度開始早々の４月16日に緊急事態宣言が発令されるなど、新型コロナウイルス感染症対策に翻弄された
一年間だった。主なものを述べると、４月１日に相談センターを設置し、会員からの電話相談をはじめとして、屋
外検体採取センターの共同運営、PCR検査医療機関への照会業務等を開始した。行政検査に関する県内医療機関（岡
山、倉敷を除く）と岡山県との集合契約を取りまとめた。６月１日から11月８日まで宿泊療養所で感染者の健康管
理を実施した。発熱患者等受診相談センター業務を県から受託し、12月20日から３月６日までの間の年末年始、土
日祝日のうち、８日間について実施した。
　年度前半には多くの会議が書面決議で行われたが、半ばより対面での会議も再開され、WEB会議も多く取り入
れられるようになった。理事会も対面の会議に加えて、WEB配信を利用したハイブリッド会議を３回開催した。生
涯教育講座は基本的には会場での受講としたが、県外からの講師が感染拡大防止のため来場できずWEBでの講演
となるケースも増えた。新型コロナウイルス感染症関連の講演会は受講希望者も多くハイブリッド方式で開催した。
　コロナ禍であっても重要な課題である地域包括ケアに関する活動は、小規模で感染対策に留意しながら行われた
移動会長室事業をはじめとして粛々と行われた。もう一つの重要なテーマである「働き方改革」に関し、従来から
の医療勤務環境改善支援センター事業に加えて医療労務支援事業も受託し、医療従事者の勤務環境改善に取り組む
医療機関に対する労務管理全般にわたる支援を行った。県民への広報活動として行っていた県民公開講座が中止あ
るいはWEB開催となったのを受け、新たな情報発信として民放テレビ局で医療にかかわる情報を提供するコーナー
を開始した。
　最後に、医療従事者の皆様へと多くの寄付を頂いた。ご芳志に対する謝礼の意味を込め、新型コロナウイルス
感染症が収束しマスクなしでの笑顔が取り戻せる日が一日でも早くおとずれる様にという思いを込めて「UNITE 
FOR SMILE Project　一緒に！笑顔をめざして」を立ち上げた。

総務に関する事項

⑴　会　　　　　員　　　　　数

　　令和３年３月31日現在　　3,180名　　新入会者202名　　退会者134名（内死亡25名）
　　令和２年度　物故会員氏名
　　　倉　敷　佐藤　　肇　　高　梁　丸川　尚一　　倉　敷　武田　淳志　　浅　口　中西　　亨
　　　玉野市　才野　　進　　邑　久　津島　　允　　都　窪　杉原　伸幸　　岡山市　藤田　英彦
　　　倉　敷　渡部　晋一　　岡山市　堀　章一郎　　倉　敷　氏平　勝三　　浅　口　三浦健太郎
　　　岡山市　飛岡　　隆　　邑　久　神坂　　脩　　笠　岡　小野　泰生　　久米郡　近藤　正得
　　　岡山市　小山　武子　　倉　敷　武田　繁雄　　真庭市　松田　　賢　　岡山市　髙杉　健太
　　　西大寺　平野　　寛　　吉　備　平山　昇求　　岡山市　杉山　　守　　他、２名　

岡山県医師会会員数（令和３年３月31日現在）

　 A B C 計 　 A B C 計 　 A B C 計
岡山市 433 577 15 1,025 吉　備 49 41 0 90 浅　口 22 29 0 51
西大寺 47 51 0 98 高　梁 26 31 0 57 真庭市 35 43 0 78
倉　敷 205 371 64 640 新　見 16 14 0 30 苫田郡 10 7 0 17
児　島 44 34 0 78 御　津 65 58 5 128 勝田郡 9 15 0 24
玉　島 51 32 0 83 赤　磐 43 33 0 76 美作市 14 14 0 28
津山市 81 89 18 188 和　気 29 26 0 55 久米郡 5 2 0 7
玉野市 42 31 0 73 邑　久 26 12 0 38 岡山大学 0 61 2 63
笠　岡 34 34 0 68 北児島 26 17 0 43
井　原 23 10 0 33 都　窪 51 58 0 109 計 1,386 1,690 104 3,180
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⑵　会　　　　　　　　　　　議

代議員会（第198回臨時・197回定例）　 　２回
常任理事会　 　50回
理事会　 　15回
郡市等医師会長協議会　 　２回
選挙管理委員会　 　３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
社会保障部部員・同地区委員合同会議　 　６回
社会保障部部員の会　 　２回
福祉部役員会　 　２回
会報企画委員会　 　22回
郡市地区医師会
　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
　耳鼻咽喉科部会
　　集談会　 　１回
　皮膚科部会
　　講演会　 　２回
　　委員会　 　２回
　小児科部会
　　委員会　 　２回
　産婦人科部会
　　専門医会　 　３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　 　11回
　精神科部会
　　定例会　 　11回
　透析医部会
　　委員会　 　９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・部会役員会議　 　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　 　１回
　スポーツ医部会　
　　委員会　 　２回
　警察医部会
　　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　 　１回
　勤務医部会
　女医部会
　　委員会　 　２回
　有床診療所部会
　　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
　プライマリ・ケア部会
　　部会・学会合同研修会　 　４回
　　プライマリ・ケア学会　第27回学術大会　 　１回
　禁煙推進部会
日医生涯教育講座　 　２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
学術奨励賞選考委員会　 　１回
医療事故対策委員会　 　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　 　９回
個別指導　 　７回
新規個別指導　 　３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　 　９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　 　２回
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乳がん検診講習会　 　５回
社会保険連絡協議会　 　１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　 　３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　 　２回
地域包括ケア部会・岡山地域医療構想・包括
　ケアシステム研究会合同会議　 　１回
移動会長室事業

　ACP・人生会議普及啓発　 　６回
　フレイル対策教室　 　４回
　医療のかかり方普及啓発　 　２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
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　 　１回
岡山県医療用自動車協会
　役員会　 　１回

⑶　部 外 委 員 会

〔保険福祉課〕
岡山県造血幹細胞移植推進協議会（國富）　 　１回
〔医療推進課〕
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新たな財政支援制度検
　　討部会（松山・神﨑）　 　２回
ドクターヘリ運航調整委員会（松山・合地）　 　２回
岡山県周産期医療協議会（國富）　 　３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）　 　４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　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）　 　１回
岡山県感染症対策委員会（松山・国富・田淵）  　５回
健康おかやま21推進会議（清水）　 　２回
岡山県結核対策連携会議（國富）　 　１回
〔医薬安全課〕
岡山県公害健康被害認定審査会（佐藤）　 　６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）　 　２回
〔県教育委員会〕
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
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）　 　３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）　 　２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）  　12回
〔その他〕
岡山県難病医療連絡協議会（佐藤）　 　１回
岡山県国民健康保険団体連合会理事会（合地）  　２回
岡山刑務所視察委員会（中島）　 　５回
岡山少年鑑別所視察委員会（平木）　 　４回
岡山少年院視察委員会（大原）　 　３回
岡山県留置施設視察委員会（榊原）　 　２回
岡山県学校保健会（松山・佐藤・國富）　 　１回
岡山県訪問看護ステーション連絡協議会
　　（内田）　 　４回
訪問看護事業連携・機能拡大検討委員会　 　２回
岡山県健康づくり財団理事会（松山）　 　２回
岡山県アイバンク評議員会（清水）　 　１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
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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）　 　２回
倉敷中央病院地域支援事業運営委員会（佐藤）  　４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）  　１回
山陽時事問題懇談会（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）　 　10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）　 　３回
岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員
　　会（名越）　 　２回

県南西部地域医療構想調整会議（大原）　 　１回
岡山県社会保険診療報酬支払基金幹事会
　　（大原）　 　９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・太田）　 　３回
　同　総会（松山・清水・佐藤・合地）　 　２回
岡山県精神保健福祉協会（佐藤）　 　２回
空路利用を推進する会理事会（清水）　 　１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
　　（平木）　 　１回
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）　 　３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）　 　３回
岡山家庭裁判所委員会　 　２回
 【WEB会議】　計41回

⑷　主 な る 行 事

４月１日 辞令交付
 常任理事会
 会報企画委員会
 第８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
　　２日 山陽新聞社取材
　　７日 OHK「なんしょん？」出演
 【WEB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
　　８日 常任理事会
 理事会
 第９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
 医療介護連携体制整備事業運営協議会
 整形外科部会委員会
　　９日 新規開業オリエンテーション
 新型コロナウイルス対策に関する有識者懇談会
 心臓病センター榊原病院2020年度第１回地域医療支援病院委員会
　　10日 第２回選挙管理委員会
　　12日 社会保障部部員・地区委員合同会議
　　13日 【書面審議】第838回支払基金幹事会
　　15日 岡山シーガルズへのAED機器寄贈
 常任理事会
 会報企画委員会
 第10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
  川崎医科大学総合医療センター 2020年度第１回地域医療支援病院運営委員会、第１回開放病床運営委

員会
　　17日 令和２年度岡山県周産期医療協議会
　　19日 第３回選挙管理委員会
 第１回議事運営協議会
 第198回岡山県医師会臨時代議員会
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 岡山医学会監事監査
 新型コロナウイルス感染症対策に関する懇談会
 令和２年度第１回岡山県感染症対策委員会
 岡山県医師会透析医部会令和２年度第１回感染対策委員会
　　22日 常任理事会
 第11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
 岡山県健康づくり財団見学
 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
 記者会見
 岡山医療センター地域医療支援委員会
　　30日 常任理事会
 PCR屋外検査デモンストレーション
 第12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
５月１日 屋外検体採取センター開所式
　　５日 【書面会議】令和２年度第２回岡山県感染症対策委員会
　　６日 【休会】常任理事会
　　７日 おかやまマラソン医事救護部会
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例総会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　12日 【書面会議】第839回支払基金幹事会
 第72回岡山県文化賞選考委員会
 理事会
 新型コロナウイルス感染症にかかる小児科基幹病院連絡会議
　　13日 監事監査
 岡山南ローターリークラブ寄付金贈呈式
 常任理事会
 会報企画委員会
 第13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
 岡山県病院協会幹部会
 【メール会議】整形外科部会委員会
 新規開業オリエンテーション
　　15日 【書面審議】おかやまマラソン実行委員第１回総会
 【書面会議】令和２年度第１回岡山県介護保険制度推進委員会
　　18日 精神科部会５月定例会
　　19日 岡山刑務所視察委員会第１回会議
 第３回岡山県感染症対策委員会
 令和２年度岡山県透析医部会第１回委員会
　　20日 岡山商工会議所からの寄付金贈呈式
 常任理事会
 第14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
 三菱自動車水島製作所フェイスシールド寄贈式
　　21日 山陽新聞社取材
 岡山県保健福祉部長訪問
 倉敷市長訪問
 【書面審議】岡山県学校保健会理事会
 【書面審議】令和２年度第１回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
　　22日 【書面会議】健康おかやま21推進会議
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 岡山県教職員健康診断審査委員会
　　25日 【メール会議】中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 【書面会議】岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　26日 医療ネットワーク岡山協議会第１回理事会
　　27日 【書面会議】岡山県要保護児童対策地域協議会
 常任理事会
 理事会
 第15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
 タイオン奨学基金マスク寄贈式
 岡山県精神保健福祉協会令和２年度第１回理事会
 第９回災害弔慰金等支給審査会
 【書面会議】第25回・26回岡山市立市民病院地域医療支援病院運営委員会
　　30日 【メール会議】女医部会委員会
６月２日 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　３日 禁煙週間にあたっての知事と県医師会との懇談
 常任理事会
 会報企画委員会
 辞令交付
 岡山県病院協会幹部会
　　４日  【書面開催】令和２年度第１回医療対策協議会新たな財政支援制度検討部会及び令和２年度第１回岡山

県医療対策協議会
　　 令和２年度第１回岡山県医師会臨床検査精度管理実行委員会
　　５日 【書面開催】空路利用を促進する会令和２年度理事会
　　８日 【書面会議】第840回支払基金幹事会
　　９日 岡山県健康づくり財団理事会
　　 対がん基金運営委員会
　　10日 常任理事会
 理事会
 第16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
 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
 整形外科部会委員会
 新規開業オリエンテーション
 【書面決議】令和２年度岡山県社会福祉協議会第１回理事会
　　12日 友野印刷フェイスシールド寄贈
 【書面表決】「岡山県警察友の会」理事会・総会
 令和２年度岡山県周産期医療協議会（第２回）
 【WEB会議】第１回 岡山県女性医師ネットワーク会議
 岡山県医師会内科医会・部会役員会議
 岡山県内科医会・部会総会
 横倉義武日本医師会会長候補選挙対策本部事務所開き
　　15日 岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
 OHK取材
　　16日 山陽放送取材
 岡山県医師会透析医部会令和２年度第３回感染症対策委員会
　　17日 常任理事会
 会報企画委員会
 【書面会議】岡山県アイバンク６月評議員会
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
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 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
 令和２年度第１回看護職員出向・交流研修事業運営会議
　　19日 【WEB会議】新型コロナウイルス対策の第二次補正予算に関する連絡会
 岡山経済同友会令和２年度６月定例幹事会
　　21日 第199回岡山県医師会定例代議員会
 臨時理事会
　　22日 精神科部会６月定例会
　　23日 肺がん読影研究会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 常任理事会
 医療ネットワーク岡山協議会定時役員総会
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　26日 令和２年度岡山県病院協会定時会員総会
 【書面会議】第３回岡山県後発医薬品の安心使用のための協議会
　　29日 岡山県健康づくり財団定時評議員会
７月１日 辞令交付
 常任理事会
 会報企画委員会
 山陽新聞社取材
　　６日 第４回岡山県感染症対策委員会
　　７日 岡山家庭裁判所委員会
 岡山県医療審議会（医療法人部会）
　　８日 常任理事会
 理事会
 岡山県医師会新型コロナウイルス感染症対策本部会議
 整形外科部会委員会
　　９日 新規開業オリエンテーション
 山陽新聞社取材
 心臓病センター榊原病院2020年度第２回地域医療支援病院委員会
　　11日 【WEB会議】第２回岡山県女性医師ネットワーク会議
 【WEB会議】日医生涯教育講座
　　13日 第841回支払基金幹事会
 令和２年度第１回スポーツ医・科学委員会
　　14日 岡山県健康づくり財団へPCR機器贈呈式
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
 【WEB会議】岡山県医師会皮膚科部会委員会
　　15日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県病院協会幹部会
 令和２年度岡山県自殺対策連絡協議会
 救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ検討会（第１回）
　　17日 熊本県医師会へ義援金贈呈
 プライマリ・ケア部会「プライマリ・ケア講座」
 小児科部会委員会
　　19日 産婦人科部会研修会（産婦人科専門医会）
　　20日 精神科部会７月定例会
　　21日 岡山刑務所視察委員会第２回会議
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 新型コロナウイルス感染症対策に関する知事との有識者懇談会
 岡山県保健福祉部長との懇談会
 肺がん読影研究会
　　22日 令和２年度高等学校看護連絡協議会（書面での報告）
 常任理事会
 消化管精検研究会、消化管検診研究会
　　23日 第５回医師の勤務環境改善ワークショップ
　　25日 岡山県医師国保第130回組合会議
 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会講演会
　　27日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山医療センター地域医療支援委員会
　　28日 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 令和２年度第１回新型コロナウイルス感染症対策岡山県調整本部会議
 山陽時事問題懇談会
　　29日 常任理事会
 岡山医師協同組合理事会
 令和２年度岡山少年鑑別所視察委員会第１回会議
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　31日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
８月１日 福祉部役員会
 岡山スポーツ医科学研究会・役員会
　　４日 令和２年度第１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
 【WEB会議】第８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
 支払基金幹事会
　　５日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県医師会新型コロナウイルス感染症対策本部会議
　　８日 乳がん検診講習会
　　12日 【休会】常任理事会
 【休会】理事会
　　17日 精神科部会８月定例会
　　18日 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　19日 常任理事会
 理事会
 岡山県教育庁との懇談会
 【メール会議】整形外科部会委員会
 【書面開催】第65回中国地区学校保健研究協議大会
　　21日 【WEB会議】令和２年度第１回岡山医師研修支援機構理事会
　　22日 移動会長室事業　「会長がゆく！虹色サロン」
 スポーツ医部会委員会
　　23日 【書面開催】中国地区学校保健・学校医大会
　　24日 【電子メールによる採択 】中国地方社会保険医療協議会岡山部会（～ 25日まで）
　　25日 津山中央病院PCR検査機器贈呈式
 岡山県精神保健福祉協会常任理事会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
 肺がん読影研究会
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　　26日 読売新聞社取材
 常任理事会
 【WEB会議】令和２年度全国メディカルコントロール協議会連絡会
　　27日 新規個別指導
 令和２年度第２回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
 移動会長室事業「けんこう長寿教室（運動編）」
 岡山県国民健康保険運営協議会
 岡山県教職員健康診断審査委員会
　　28日 令和２年度岡山県食物アレルギー対応委員会
　　29日 岡山県損害保険医療連絡協議会
　　31日 第10回災害弔慰金等支給審査会
９月１日 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　２日 常任理事会
 会報企画委員会
　　３日 令和２年度第１回県南西部地域医療構想調整会議
 【WEB会議】第24回医療保険請求事務実技試験委員会
 2020年度第１回ドクターヘリ運航調整委員会
 岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
 令和２年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会（津山）
　　４日 令和２年度岡山県周産期医療協議会（第３回）
　　５日 厚労省ECMOチーム等養成研修事業（人工呼吸・ECMO講習会）
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 令和２年度第１回消化管検診研究会講演会
　　７日 がん征圧事業功労感謝状・研究助成金贈呈式
 RSK番組収録
 【ハイブリッド会議】岡山県医師会透析医医部会令和２年度第２回委員会及び第４会感染対策委員会
　　９日 常任理事会
 理事会
 岡山県病院協会幹部会
 岡山県保健福祉部との懇談会
 【WEB会議】整形外科部会委員会
 新規開業オリエンテーション
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 令和２年度第１回勤務医等環境整備事業関係者会議並びに女性医師支援会議
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　11日 移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
　　12日 岡山県医師会プライマリ・ケア部会、岡山プライマリ・ケア学会合同研修会
　　13日 社会保障部部員・地区委員合同会議
 第２回新型コロナウイルス感染症対策講演会
　　14日 支払基金幹事会
 精神科部会９月定例会
　　15日 瀬戸内海放送取材
 肺がん読影研究会
 令和２年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会（倉敷）
　　16日 常任理事会
 会報企画委員会
　　17日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会令和２年度第３回理事会
 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
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 新規個別指導
　　18日 「ドリームファクトリー」ラジオ出演
 令和２年度岡山県医師会かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会（岡山）
　　20日 母体保護法指定医師審査委員会
 母体保護法指定医師研修会
　　23日 常任理事会
 山陽新聞社取材
 消化管精検研究会、消化管検診研究会
　　24日 【WEB会議】岡山県地域両立支援推進チーム会議
 新規個別指導・個別指導
 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
　　25日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　26日 「救急の日」講演会
　　27日 令和２年度岡山県認知症サポート医の集い（フォローアップ研修）
　　29日 岡山少年院視察委員会
 岡山刑務所視察委員会第３回会議
 【WEB会議】第３回総社市感染症専門家会議
　　30日 常任理事会
 特集号委員会（保険診療の手引き）
10月１日 NHK取材
　　２日 岡山少年鑑別所視察委員会第３回会議
 令和２年度第１回岡山県自立支援協議会医療的ケア児等支援部会
　　５日 令和２年度岡山県食の安全・食育推進協議会
　　６日 【WEB会議】岡山県CKD・CVD対策専門会議
 岡山県、岡山市、倉敷市、岡山県医師会、岡山市医師会、倉敷医師会の事前調整会議
　　７日 常任理事会
 会報企画委員会
　　８日 新規開業オリエンテーション
 保険医療関係機関連絡会議
 心臓病センター榊原病院2020年度第３回地域医療支援病院委員会
　　９日 令和２年度予防接種従事者研修会
　　10日 令和２年度第１回郡市等医師会長協議会
　　11日 郡市等医師会会長、基金、国保審査委員、社会保障部部員、地区委員合同会議
　　12日 RSK新社屋内見会
　　14日 常任理事会
 理事会
 岡山県病院協会幹部会
 令和２年度岡山県四師会懇談会
 【ハイブリッド会議】整形外科部会委員会
　　15日 個別指導
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
 岡山県急性心筋梗塞等医療連携体制検討会議　大動脈解離に関する部会
 令和２年度学術奨励賞選考委員会
　　16日 岡山県地域医療BCP構築事業推進委員会
　　17日 岡山県医師会・岡山県合同説明会「発熱患者等の診察・検査医療機関の体制確保」
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　　18日 乳がん検診講習会
　　19日 令和２年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
 精神科部会10月定例会
　　20日 山陽新聞社取材
　　21日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山中央病院新東館内覧会
 川崎医科大学総合医療センター第３回地域医療支援病院運営委員会、第３回開放病床運営委員会
　　23日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　24日 岡山県内科医会・部会新型コロナウイルス感染症研修会
　　25日 総社市感染症専門家会議
　　26日 山陽新聞社取材
 岡山医療センター地域医療支援委員会
 令和２年度岡山県留置施設視察委員会
 【WEB会議】令和２年度第１回岡山県急性心筋梗塞等医療連携体制検討会議
 肺がん読影研究会
　　28日 常任理事会
 【WEB会議】理事会
　　29日 個別指導
 郡市等医師会産業保健担当理事・産業医部会合同会議
　　30日 岡山医師協同組合監査
　　31日 【WEB会議】第11回岡山MUSCATフォーラム
 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
11月２日 岡山県医療審議会（医療法人部会）
 第５回岡山県感染症対策委員会
　　４日 常任理事会
 会報企画委員会
 第19回岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議
 岡山県在宅医療推進協議会
　　５日 岡山県ナースセンター事業運営会議
 岡山産業保健総合支援センター会議
　　６日 岡山刑務所視察委員会第４回会議
 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
 新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の取り扱い資料集発刊打合せ
　　８日 幸福な長寿社会実現事業研修会
 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・地区委員合同会議
　　９日 第２回訪問看護事業　連携・機能拡大検討委員会
 支払基金幹事会
　　10日 第58回岡山県精神保健福祉大会
 【WEB会議】岡山県医師会透析医部会令和２年度第５回感染対策委員会
　　11日 常任理事会
 理事会
 【WEB会議】整形外科部会委員会
　　12日 岡山県地域医療BCP構築事業検討会
 岡山少年鑑別所視察委員会第４回会議
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 個別指導
　　13日 令和３年度岡山県予算編成に関する各種団体個別懇談会
 【ハイブリッド会議】岡山プライマリ・ケア学会学術大会準備委員会
　　15日 岡山県鍼灸師会研修会
 産婦人科部会研修会（岡山産科婦人科学会・産婦人科専門医会）
　　16日 岡山家庭裁判所委員会
 令和２年度第２回スポーツ医・科学委員会
 精神科部会11月定例会
　　17日 岡山少年院視察委員会
 令和２年度第１回岡山県後期高齢者医療広域連合運営審議会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　18日 会報企画委員会
 常任理事会
 OHK「なんしょん？」出演
 岡山県病院協会幹部会
 令和２年度第４回医療ネットワーク岡山理事会
　　19日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会令和２年度第４回理事会
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
 第11回災害弔慰金等支給審査会
　　21日 移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
　　23日 岡山県皮膚科連絡協議会
　　24日 令和２年度第１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
　　25日 【書面会議】中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 常任理事会
 消化管精検研究会、消化管検診研究会
　　26日 個別指導
 2020年度第２回救急搬送体制連絡協議会メディカルコントロールワーキンググループ検討会
 岡山県国民健康保険運営協議会
 令和２年度第３回岡山赤十字病院地域医療支援委員会
　　27日 oniビジョン収録（記者会見）
 新型コロナウイルス感染症に関する岡山県医師会記者会見
 岡山県教職員健康診断審査委員会
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　28日 プライマリ・ケア部会「実践シンポジウム」
 日医生涯教育講座、日本専門医機構認定共通講習
 【WEB会議】岡山県女性医師ネットワーク会議
　　30日 令和２年度第３回岡山県介護保険制度推進委員会
12月１日 令和２年度岡山空港航空機事故総合訓練に係る第１回調整会議
 岡山県保健医療計画策定協議会（第１回）
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　２日 辞令交付
 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県病院協会幹部会
 梅毒対策に係るワーキンググループ
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 岡山県医療勤務環境改善支援センター　オンライン研修会
 令和２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「けんこう長寿教室（運動編）」
 岡山県知事との対談（オニビジョン収録）
 母体保護法指定医師審査委員会
　　６日 社会保障部部員の会
 社会保障部部員・地区委員合同会議
　　７日 【WEB会議】第45回岡山県がん診療連携協議会
　　８日 【ハイブリッド会議】岡山県医師会透析医部会令和２年度第６回感染対策委員会
　　９日 常任理事会
 理事会
 新型コロナウイルス感染症対策本部第20回会議
 【WEB会議】整形外科部会委員会
　　10日 新規開業オリエンテーション
 【WEB会議】岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
 山陽新聞社取材
　　11日 岡山産業保健総合支援センター運営協議会
　　12日 外科部会委員会
 勤務医部会委員会・生涯教育担当理事連絡協議会
 女医部会委員会
 福祉部役員会
 医療事故対策委員会
 学校保健担当理事・学校医部会委員会連絡協議会
 岡山県医師会表彰式・各種受賞者祝賀式
　　13日 【WEB会議】第３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
　　14日 支払基金幹事会
 第52回全国学校保健・学校医大会第１回準備委員会
　　15日 岡山刑務所視察委員会第５回会議
　　16日 アルコールジェル寄贈式
 会報企画委員会
 常任理事会
 OHK「なんしょん？」出演
 岡山県介護保険関連団体協議会第１回幹事会
　　17日 岡山済生会総合病院地域医療支援委員会
 個別指導
 産業医部会委員会
 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
 読売新聞社取材
 第３回新型コロナウイルス感染症対策緊急！研修会
　　19日 【WEB】医院継承セミナー
 第39回山陽女子ロードレース大会
　　21日 岡山県知事と松山会長記者会見
 RSK取材
 OHK取材
 精神科部会12月定例会
　　23日 【メール会議】中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山少年鑑別所視察委員会第５回会議
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 常任理事会
 岡山画像診断センター理事会
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　25日 岡山県教職員健康診断審査委員会
　　28日 岡山商工会議所からの寄附贈呈式
 「介護保険施設等における感染症発生時の対応職員派遣事業」説明会
１月４日 令和３年岡山県医師会「仕事始めの儀」
 岡山経済同友会令和３年新年祝賀互礼会
　　６日 常任理事会
 会報企画委員会
 岡山県病院協会幹部会
　　７日 【WEB会議】岡山県地域包括ケアシステム学会　オンライン理事会
 岡山県院内医療事故調査委員会
　　９日 令和２年度岡山県医師会放射線科部会委員会
 令和２年度岡山県医師会放射線科部会・医会合同特別講演会
　　10日 第269回岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　13日 常任理事会
 理事会
 岡山医療ネットワーク岡山協議会臨時会員総会
 【WEB会議】整形外科部会委員会
　　14日 岡山県地域医療BCP構築事業検討会
 心臓病センター榊原病院2020年度第４回地域医療支援病院委員会
　　15日 令和２年度岡山空港航空機事故総合訓練に係る第２回調整会議
 【ハイブリッド会議】地域における女性医師支援懇談会
 自賠責研修会
 倉敷成人病センター落成式
　　17日 産婦人科部会研修会（産婦人科専門医会）
　　18日 おかやまマラソン実行委員会医事救護部会
 精神科部会１月定例会
　　19日 【ハイブリッド会議】岡山県医師会透析医部会令和２年度第３回委員会第７回感染対策委員会
　　20日 税理士監査
 会報企画委員会
 常任理事会
 OHK「なんしょん？」出演
 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及び開放病床運営委員会
　　21日 個別指導
 大原謙一郎様との面談
 【書面会議】令和２年度岡山県認知症疾患医療センター検討委員会
　　22日 岡山県医療勤務環境改善支援センター運営協議会
 岡山県教職員健康診断審査委員会
 福嶋ドルフィングループ寄贈式
　　23日 岡山県医師会プライマリ・ケア部会・岡山プライマリ・ケア学会合同「ACP研修会」
　　24日 基金・国保両医科審査委員連絡会議
　　25日 【メール会議】中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 岡山医療センター地域医療支援委員会
 【WEB会議】医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種説明会
　　26日 【見送り】岡山少年院視察委員会
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 岡山県医療用自動車協会役員会
 令和２年度第２回岡山県広域特別支援連携協議会及び岡山県発達障害者支援地域協議会
 肺がん読影研究会
　　27日 常任理事会
 消化管精検研究会、消化管検診研究会
　　28日 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会令和２年度第５回理事会
 個別指導
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
 第12回災害弔慰金等支給審査会
 【WEB会議】岡山県地域包括ケアシステム学会臨時理事会
　　29日 【WEB会議】全国メディカルコントロール協議会連絡会（第２回）
 岡山県公害健康被害認定審査会
　　30日 【WEB会議】令和２年度原子爆弾被爆者指定医療機関等医師研究会
 令和２年度第２回岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会講演会
 【WEB会議】糖尿病性腎症重症化予防シンポジウム
２月１日 【WEB会議】MCWG令和２年度第３回会議
　　３日 おかやまマラソン実行委員会令和２年度第２回総会
 山陽新聞社取材
 岡山県造血幹細胞移植推進協議会
 会報企画委員会
 常任理事会
 岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
 OHK「なんしょん？」出演
　　４日 【ハイブリッド会議】令和２年度第２回勤務医等環境整備関係者会議並びに女性医師等支援会議
 令和２年度第２回看護職員出向・交流研修事業運営会議
　　５日 【WEB会議】令和２年度第１回岡山県難病医療連絡協議会
 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 【WEB会議】令和２年度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
 【WEB会議】令和２年度岡山県糖尿病対策専門会議糖尿病総合管理医療機関認定委員会
　　６日 【ハイブリッド講習会】令和２年度第２回岡山県医療勤務環境改善支援センター　
 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
 岡山県医師会脳神経外科部会委員会
 岡山県医師会脳神経外科部会総会並びに第10回岡山脳神経外科医会総会
　　８日 支払基金幹事会
 令和２年度岡山県食物アレルギー対応委員会（第２回）
　　９日 移動会長室事業（多剤・重複投与対策）
 【WEB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
 岡山県医師会皮膚科部会委員会
 岡山県医師会皮膚科部会講演会
　　10日 岡山県国民健康保険団体連合会理事会
 常任理事会
 理事会
 核戦争防止国際医師会議岡山県支部総会
  【WEB会議】岡山県糖尿病医療連携体制（おかやまDMネット）における専門治療医療機関の意見交換

会
 【WEB会議】岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会胃がん・大腸がん部会
 整形外科部会委員会
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 岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会および地域包括ケア部会合同会議
　　14日 【ハイブリッド会議】社会保障部部員・地区委員合同会議
　　15日 令和２年度岡山県難病対策協議会
 精神科部会２月定例会
　　16日 【WEB会議】訪問看護ステーション事業　連携・機能拡大検討委員会第３回委員会
 【ハイブリッド会議】岡山県医師会透析医医部会第８回感染症対策委員会
 令和２年度第２回岡山労災病院地域医療支援病院諮問委員会
 岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
 肺がん読影研究会
　　17日 【WEB会議】岡山県医師会「新型コロナウイルス感染症（COVID−19）対策本部」第21回拡大会議
 会報企画委員会
 常任理事会
 OHK「なんしょん？」出演
 岡山県病院協会幹部会
 倉敷市連合医師会・水島産業医学研究会主催日医認定産業医学講習会
　　18日 新規開業オリエンテーション
 岡山県国民健康保険運営協議会
  令和２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及び令和２年度第３回岡山県医

療対策協議会
 令和２年度学校保健推進協議会
 【WEB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
　　19日 【WEB】全国学校保健・学校医大会　引継会
 【WEB会議】水島港、宇野港、岡山港水際・防災対策連絡会議
 令和２年度第４回岡山県介護保険制度推進委員会
 【WEB会議】総社市感染症専門家会議
　　20日 令和２年度第２回郡市等医師会長協議会
 【WEB会議】新型コロナワクチンの接種実施に向けた医療機関向け説明会
　　21日 乳がん検診講習会
　　22日 医療審議会（医療法人部会）
 岡山県結核対策連携会議
 【WEB会議】岡山県急性心筋梗塞等医療連携体制検討会議　大動脈解離に関する部会
　　23日 令和２年度第２回消化管検診研究会講演会
 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 山陽新聞社取材
 常任理事会
 【WEB会議】岡山県肝炎対策協議会
 【WEB会議】第52回全国学校保健・学校医大会　第２回準備委員会
　　25日 移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
 産業医・労働衛生管理従事者交流集会
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 新型コロナワクチンの集団接種体制検討ワーキンググループ
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　26日 岡山県教職員健康診断審査委員会
 【WEB会議】岡山県有床診療所部会総会
　　27日 令和２年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
 第12回県民公開医療シンポジウム
　　28日 令和２年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会
３月２日 【WEB会議】第25回中国地方社会保険医療協議会総会
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 移動会長室事業（多剤・重複投与対策）
 令和２年度岡山県留置施設視察委員会
 倉敷中央病院地域医療支援事業運営委員会
　　３日 医療物資の贈呈式
 常任理事会
 会報企画委員会
 【WEB会議】医療秘書養成に関する運営委員会
 第１回選挙管理委員会
　　４日 令和２年度第２回岡山県訪問看護推進協議会
 新規開業医療機関に対する保険診療研修会
 【ハイブリッド会議】ワクチン接種予約SYSワーキンググループ
 令和２年度第３回岡山県訪問看護課題検討協議会
 岡山産業保健総合支援センター運営協議会
 岡山県院内医療事故調査委員会
　　６日 令和２年度岡山胸部疾患研究会講演会
 岡山県医師国民健康保険組合第131回組合会
 スポーツ医部会
 スポーツ医学再研修会
　　７日 岡山県医師会耳鼻咽喉科部会・日鼻耳岡山県地方部会役員会
 産業医研修会
　　９日 地域医療BCP構築事業検討会
　　10日 村田製作所寄付金贈呈式
 常任理事会
 理事会
 岡山県病院協会幹部会
 令和２年度岡山労働局・岡山県医師会連絡会議
 整形外科部会委員会
　　11日 新規開業オリエンテーション
 【WEB会議】岡山中央病院地域医療支援病院運営委員会
 津山中央病院地域医療支援病院連携委員会
 令和２年度看護職員人材交流事業　成果報告会
　　12日 医療審議会
 岡山産業保健総合支援センター産業保健相談員会議
 【WEB会議】糖尿病性腎症重症化予防事業における市町村専門医の説明会
　　13日 乳がん検診講習会
　　14日 社会保障部部員・地区委員合同会議
　　15日 令和２年度岡山県献血推進協議会
 おかやまマラソン実行委員会医事救護部会
 精神科部会３月定例会
　　16日 健康おかやま21推進会議
　　17日 会報企画委員会
 常任理事会
 令和２年度第５回医療ネットワーク岡山協議会理事会
 【書面会議】歯科往診サポートセンター評価委員会
 OHK「なんしょん？」出演
　　18日 【WEB会議】令和２年度岡山県麻しん風しん対策会議
 【WEB会議】岡山県死因究明等推進協議会
 【WEB会議】2020年度第２回ドクターヘリ運航調整委員会
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 岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会
 第13回災害弔慰金等支給審査会
　　19日 【WEB会議】地域医療BCP構築事業推進委員会
　　20日 小児科部会委員会
 【WEB開催】第８回CKD（慢性腎臓病）県民公開講座
　　21日 産婦人科部会研修会（産婦人科専門医会）
 【WEB開催】日本地域包括ケア学会　第２回大会
　　22日 【WEB会議】令和２年度第３回スポーツ医・科学委員会
 岡山医師協同組合理事会
　　23日 岡山県健康づくり財団理事会
 岡山少年院視察委員会
 【ハイブリッド会議】岡山県医師会透析医医部会第９回感染症対策委員会
 肺がん読影研究会
　　24日 中国地方社会保険医療協議会岡山部会
 常任理事会
 【WEB会議】理事会
 社会保険連絡協議会
 消化管精検研修会、消化管検診研究会
　　25日 おかやまマラソン実行委員会令和２年度第３回総会
 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会令和２年度第６回理事会
 岡山県医師国民健康保険組合第５回理事会
 【WEB会議】糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
 【WEB会議】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　26日 岡山県臓器移植推進連絡協議会
 第１回ケアマネジャー大会
　　28日 【ハイブリッド会議】岡山プライマリ・ケア学会 総会・第27回学術大会
　　29日 令和２年度メディカルコントロール協議会第１回会議
　　31日 常任理事会

⑷　主なる行事（延期・中止）

４月４日 【中止】岡山県医師会警察医部会委員会
 【中止】岡山県医師会警察医部会講演会
　　11日 【中止】乳がん検診講習会
　　16日 【中止】糖尿病医療連携推進事業に関する定例総会
 【中止】CKD・CVD対策に関する定例協議会
　　18日 【中止延期】整形外科部会臨時研修会
  【延期】2020年岡山県精神科部会・岡山市医師会精神科医会　NPO法人岡山県精神科医会　総会・講演

会
　　21日 【中止】岡山県医療用自動車協会　第１回役員会
　　23日 【延期】移動会長室事業「けんこう長寿教室（栄養編）」
　　24日 【中止】ミャンマー医学部生受入れ表敬訪問
　　25日 【中止延期】第384回整形外科部会研修会
　　26日 【中止】IPPNW　日本支部理事会、総会（終了後懇親会16：00 ～）
 【中止】第20回日耳鼻学会岡山県地方部会学術講演会
 【中止】第269回岡山県耳鼻咽喉科集談会
　　27日 【中止】岡山県社会福祉協議会
　　28日 【中止】第25回岡山県老人クラブ連合会健康づくり推進委員会
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 【中止】肺がん読影研究会
５月９日 【中止】社会保障部部員・地区委員合同会議
　　11日 【延期】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 【延期】新規個別指導
　　17日 【中止】岡山県産婦人科医会・岡山産科婦人科学会・岡山県医師会産婦人科部会総会
 【延期】岡山県医療用自動車協会　第71回定時支部長会並びに第67回定時総会
 【延期】母体保護法指定医師研修会
　　19日 【中止】岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　　22日 【中止】岡山県臓器バンク５月理事会
　　24日 【中止】【WEB会議】日医かかりつけ医機能研修制度応用研修会
　　26日 【中止】肺がん読影研究会
　　27日 【中止】消化管精検研究会、消化管検診研究会
　　28日 【中止】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
 【中止】糖尿病医療連携推進事業に関する定例総会
 【中止】CKD・CVD対策に関する定例協議会
 【延期】個別指導
６月３日 【中止】県南東部地域医療構想調整会議
　　４日 【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】第71回指定都市学校保健協議会 学校医研修会・三師会懇親会
　　11日 【延期】新規個別指導
　　13日 【中止】令和２年度第１回岡山県医師会産業医部会委員会
 【延期】岡山県内科医会・部会記念講演会、懇親会
　　14日 【中止】社会保障部部員・地区委員合同会議
　　16日 【中止】岡山県医師会皮膚科部会岡山市医師会合同講演会
　　18日 【延期】集団指導・集団的個別指導
　　25日 【延期】個別指導
　　27日 【中止】乳がん検診講習会
 【延期中止】第385回整形外科部会研修会
　　28日 【延期】岡山県医師会認定かかりつけ医研修会
７月５日 【延期】岡山県医師会認定かかりつけ医研修会
 【延期】日本臨床内科医医会中国四国ブロック代表者会議
　　９日 【中止】医師会説明会
 【中止】WELCOME研修医の会
 【延期】令和２年度登録前保険指導医集団指導
　　12日 【中止】第270回岡山県耳鼻咽喉科集談会
 【延期】郡市医師会会長、基金、国保審査委員、社会保障部部員、地区委員合同会議
　　16日 【延期】個別指導
　　18日 【中止】産業医研修会
　　30日 【延期】個別指導
８月20日 【中止】個別指導
　　21日 【中止】岡山県学校保健研究大会
　　22日 【中止】スポーツ医学再研修会
　　26日 【中止】会報企画委員会
９月８日 【延期】岡山刑務所視察委員会第３回会議
　　10日 【中止】個別指導
　　13日 【中止】第271回岡山県耳鼻咽喉科集談会
10月４日 【延期】岡山県地域包括ケアシステム学会学術大会
　　14日 【中止】川崎医科大学総合医療センター地域連携支援事業運営委員会
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　　26日 【中止】労災診療費算定実務研修会（岡山会場）
　　27日 【中止】労災診療費算定実務研修会（倉敷会場）
11月３日 【中止】産業医研修会（特定健診・特定保健指導研修会）
　　７日 【中止】NPO救命おかやま市民のための救命講習会
 【延期】岡山救急医療研究会第22回学術集会
　　８日 【中止】おかやまマラソン2020
　　12日 【中止】新規開業オリエンテーション
　　15日 【中止】第272回岡山県耳鼻咽喉科集談会
12月３日 【中止】集団指導・集団的個別指導
　　20日 【中止】緩和ケア研修会
　　24日 【中止】個別指導
１月12日 【延期】岡山県認知症対策連携会議
　　14日 【中止】個別指導
 【中止】新規開業オリエンテーション
 【中止】令和２年度岡山県学校保健研修会
　　16日 【中止】令和３年岡山県医師会新年祝賀会
 【延期】移動会長室事業「会長がゆく！虹色サロン」
　　24日 【中止】社会保険指導者伝達講習会
　　29日 【中止】先天性代謝異常等検査事業関係機関連絡会議
　　31日 【中止】緩和ケアフォローアップ研修会
 【中止】第273回岡山県耳鼻咽喉科集談会、補聴器相談医更新のための講習会
２月３日 【中止】学校検尿マニュアル検討委員会
　　５日 【中止】令和２年度第３回岡山県自殺対策連絡協議会
　　７日 【中止】スポーツ県民公開講座
　　９日 【延期】移動会長室事業「けんこう長寿教室（運動編）」
　　11日 【中止】個別指導
　　18日 【中止】令和２年度岡山空港機事故総合訓練
　　24日 【中止】令和２年度日本学校保健会主催研修会（保健教育推進研修会）
３月５日 【延期】岡山家庭裁判所委員会
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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

⑴　2019度日本医師会生涯教育制度単位集計結果について
　 　2020年10月１日付けで、2019年度日本医師会生涯教育制度単位取得証が発行される予定です。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、下表の通りです。岡山県の平均は昨年度と比較すると、取得単位は
1.6ポイント減少、取得CCは0.7ポイント減少。取得単位・CCの合計は2.3ポイント減少となりました。

　①　全国の平均と岡山県の平均

　
全　国 岡山県

2019 2018 2017 2019
（全国順位）

2018
（全国順位） 2017

平均取得単位 11.1 13.3 14.0 15.3
（３位）

16.9
（６位） 16.9

平均取得CC 9.9 10.7 11.6 13.5
（４位）

14.2
（５位） 14.9

取得単位+CC
合計平均 21.0 24.1 25.6 28.8

（３位）
31.1

（５位） 31.8

　　 　前回までは岡山県医師会で独自に集計した結果を掲載しておりましたが、今回より日本医師会で最終的に集
計された結果（2017、2018、2019）を掲載しております。

　②　2019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） 398.5 77 475.5
２ 中村　豊彦（西大寺医師会） 350.5 75 425.5
３ 三谷　　健（津山市医師会） 303.5 70 373.5
４ 澤田　　聡（岡山市医師会） 240.0 65 305.0
５ 津山市医師会員 228.0 65 293.0
６ 三谷原重雄（倉敷医師会） 221.5 64 285.5
７ 伏見　　章（岡山市医師会） 206.5 69 275.5
８ 和気医師会員 144.0 59 203.0
９ 河田　一彦（岡山市医師会） 128.5 58 186.5
10 小橋　秀廣（倉敷医師会） 129.0 57 186.0

※10名中９名が診療所、１名が病院の先生でした。

　③　2019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）

０ 438 502 143 1,083
0.5 ～ 20 860 667 85 1,612
20.5 ～ 40 235 77 17 329
40.5 ～ 60 60 12 1 73
60.5 ～ 80 20 4 1 25
80.5 ～ 100 13 7 2 22
100.5 ～ 400 16 4 0 20

400以上 0 0 0 0
計 1,642 1,273 249 3,164

※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）

０ 438 502 143 1,083
１～５ 258 321 46 625
６～ 10 248 201 24 473
11 ～ 15 194 99 8 301
16 ～ 20 172 58 10 240
21 ～ 25 101 37 4 142
26 ～ 30 90 23 7 120
31 ～ 35 44 16 2 62
36 ～ 40 39 5 2 46
41 ～ 45 21 4 2 27
46 ～ 50 13 2 1 16
51 ～ 55 11 3 0 14
56 ～ 60 5 2 0 7
61 ～ 65 4 0 0 4
66 ～ 70 2 0 0 2
71 ～ 75 1 0 0 1
76 ～ 80 1 0 0 1
81 ～ 84 0 0 0 0

計 1,642 1,273 249 3,164

※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）

０ 438 502 143 1,083
0.5 ～ 20 542 529 70 1,141
20.5 ～ 40 320 140 17 477
40.5 ～ 60 175 60 12 247
60.5 ～ 80 74 22 3 99
80.5 ～ 100 44 9 1 54
100.5 ～ 200 42 10 3 55
200.5 ～ 300 3 1 0 4
300.5 ～ 400 2 0 0 2
400.5以上 2 0 0 2

計 1,642 1,273 249 3,164

その他…自宅会員、老健等

　 　2019年度の会員のカリキュラムコード取得項目別に人数を比較すると、下表のとおりとなった。
　 　取得者の多い項目と少ない項目の差が激しく、一番取得者の多かった項目は、CC11「予防と保健」の1,206人で、

次いで12「地域医療」、73「慢性疾患・複合疾患の管理」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、71「流・早産および満期産」、40「鼻出血」であり、どれものべ取得者数
が20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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【2019年度カリキュラムコード取得一覧表と取得者数】

 

CC 取得者数 CC 取得者数 CC 取得者数
1 医師のプロフェッショナリズム 754 29 認知能の障害 622 57 外傷 150
2 医療倫理：臨床倫理 464 30 頭痛 88 58 褥瘡 292
3 医療倫理：研究倫理と生命倫理 335 31 めまい 64 59 背部痛 262
4 医師─患者関係とコミュニケーション 851 32 意識障害 181 60 腰痛 257
5 心理社会的アプローチ 281 33 失神 97 61 関節痛 283
6 医療制度と法律 694 34 言語障害 59 62 歩行障害 266
7 医療の質と安全 898 35 けいれん発作 165 63 四肢のしびれ 189
8 感染対策 817 36 視力障害、視野狭窄 112 64 肉眼的血尿 39
9 医療情報 678 37 目の充血 64 65 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 136

10 チーム医療 787 38 聴覚障害 53 66 乏尿・尿閉 92
11 予防と保健 1206 39 鼻漏・鼻閉 195 67 多尿 41
12 地域医療 1055 40 鼻出血 15 68 精神科領域の救急 338
13 医療と介護および福祉の連携 772 41 嗄声 53 69 不安 609
14 災害医療 181 42 胸痛 289 70 気分の障害（うつ） 372
15 臨床問題解決のプロセス 598 43 動悸 176 71 流・早産および満期産 9
16 ショック 213 44 心肺停止 73 72 成長・発達の障害 182
17 急性中毒 48 45 呼吸困難 449 73 慢性疾患・複合疾患の管理 996
18 全身倦怠感 127 46 咳・痰 446 74 高血圧症 537
19 身体機能の低下 764 47 誤嚥 87 75 脂質異常症 491
20 不眠 567 48 誤飲 2 76 糖尿病 767
21 食欲不振 248 49 嚥下困難 100 77 骨粗鬆症 198
22 体重減少・るい痩 270 50 吐血・下血 298 78 脳血管障害後遺症 146
23 体重増加・肥満 356 51 嘔気・嘔吐 227 79 気管支喘息 178
24 浮腫 133 52 胸やけ 299 80 在宅医療 613
25 リンパ節腫脹 103 53 腹痛 331 81 終末期のケア 487
26 発疹 317 54 便通異常（下痢、便秘） 437 82 生活習慣 671
27 黄疸 130 55 肛門・会陰部痛 70 83 相補・代替医療（漢方医療を含む） 167
28 発熱 250 56 熱傷 31 0 その他 78

⑵　日医生涯教育講座の開催
　①　令和２年７月14日（生涯教育講座 e ラーニング）
　　　加齢性難聴
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頚部外科講師、岡山大学病院耳鼻咽喉科　講師　前田　幸英
　　　食力向上による健康寿命の延伸 かどや歯科医院　院長　角谷　真一
　②　令和２年７月18日（プライマリ・ケア講座）
　　　岡山県における新型コロナウイルス感染症の現状 岡山県保健福祉部　参与　則安　俊昭
　　　新型コロナウイルス感染症時代の災害対策 岡山県医師会　会長　松山　正春
　③　令和２年７月23日（第５回岡山県医師会医師の勤務環境改善ワークショップ）
　　　【事例発表】救急病院における医師の勤務環境改善の取り組み 津山中央病院　病院長　林　　同輔
　　　【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　副会長　今村　　聡
　④　令和２年８月８日（乳がん検診講習会）
　　　「検診受診率をあげるためには」 川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　医長　野村　長久
　⑤　令和２年９月３日（令和２年度　かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　運動器疾患における特定疾患・指定難病 津山中央病院　整形外科　部長　皆川　　寛
　⑥　令和２年９月５日（岡山県医師会消化管検診研究会講演会−症例検討会−）
　　　胃癌症例（２例） 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　消化器内科　若槻　俊之
　　　大腸癌症例（２例） 医療法人幸伸会すぎはら眼科・循環器科内科　院長　杉原　雄策
　⑦　令和２年９月12日（認知症研修会～新型コロナウイルス感染症時代の認知症対策～）
　　　新型コロナVIRUS感染症（COVID−19）の基本的考え方と初期診療の経験
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 木村医院（有床診療所）　木村　　丹
　　　新型コロナウイルス感染症時代における認知症について
 川崎医科大学総合医療センター　内科部長　和田　健二
　⑧　令和２年９月13日（第２回新型コロナウイルス感染症対策講演会）
　　　新型コロナウイルス感染症の現状と課題について 岡山県保健福祉部長　西嶋　康浩
　　　新型コロナウイルスの現状と対応について
 日本医師会常任理事（内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策分科会」構成員　釜萢　　敏
　⑨　令和２年９月15日（令和２年度　かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　特発性大腿骨頭壊死症の診断と治療
　　　2019年日本整形外科学会診療ガイドラインと当院での取り組み
 倉敷中央病院　整形外科　部長　山元　輝明
　⑩　令和２年９月18日（令和２年度　かかりつけ医のための特定疾患・指定難病研修会）
　　　整形外科領域の特定疾患・指定難病 岡山市立市民病院　整形外科　部長　藤原　一夫
　⑪　令和２年９月20日（母体保護法指定医師研修会）
　　　知っておくべき梅毒のいろは　～実症例から学ぶ～ 岡山赤十字病院　皮膚科　医長　山口　麻里
　　　母体保護法をめぐる課題と周産期のトピックス 川崎医科大学　産婦人科学１　教授　下屋浩一郎
　　　母体保護法と生命倫理 岡山商科大学法学部法学科　教授　粟屋　　剛
　⑫　令和２年９月26日（「救急の日」講演会）
　　　県が行う新型コロナウイルス感染症対策 岡山県保健福祉部　参与　則安　俊昭
　　　新型コロナウイルス感染症に対する岡山県医師会の取り組みについて
 岡山県医師会　常任理事　佐藤　正浩
　　　新型コロナウイルスが救急医療に与えた影響
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　救命救急・災害医学　教授　中尾　篤典
　⑬　令和２年９月27日（令和２年度　岡山県認知症サポート医の集い）
　　　認知症診療のABC 川崎医科大学認知症学　主任教授　和田　健二
　　　岡山県における認知症施策について 岡山県保健福祉部　長寿社会課長　高原　　淳
　　　認知症に関する高齢運転者対策の推進状況について
 岡山県警察　交通部運転免許課　課長補佐　野田　幸誉
　⑭　令和２年10月２日（令和２年度　病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　　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
 万成病院　石丸　信一
　⑮　令和２年10月18日（乳がん検診講習会）
　　　乳癌の最新情報 岡山済生会総合病院　外科　診療部長　元木　崇之
　⑯　令和２年10月31日（令和２年度岡山県警察協力医会特別講演会）
　　　コロナ禍に改めて考える法医学の責務とは～ハンブルグ大学法医学研究所を参考に～
 岡山県警察協力医会理事、川崎医科大学法医学教室准教授　三浦　雅布
　⑰　令和２年11月２日（令和２年度　病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　　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
 万成病院　石丸　信一
　⑱　令和２年11月４日（令和２年度　病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修会）
　　　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
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　　　連携編　　院内外の多職種・他職種連携の意義の理解 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
　⑲　令和２年11月８日（令和２年度　幸福な長寿社会実現事業研修会）
　　　正解を目指さない⁉意思決定⇔支援　人生最終段階の話し合い　情報交換会
 旭川医科大学病院　緩和ケア診療部　副部長　阿部　泰之
　⑳　令和２年11月15日（岡山産科婦人科学会・産婦人科専門医会）
　　　「子宮内膜の発育とその異常」 山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　教授　杉野　法広
　㉑　令和２年11月28日（実践シンポジウム）
　　　新型コロナウイルス感染症予防の鍵 津山中央病院　感染症内科特任部長　藤田　浩二
　　　新型コロナウイルス感染症が精神障害者の生活にもたらした影響
 岡山県精神科医療センター　院長　来住　由樹
　　　新型コロナウイルス感染症が障害者の生活にもたらした影響 旭川荘　企画広報室　室長　小幡　篤志
　　　新型コロナウイルス感染症が要介護者の生活にもたらした影響
 岡山プライマリ・ケア学会　会長　福嶋　啓祐
　㉒　令和２年11月28日（日医生涯教育講座・日本専門医機構認定共通講習）
　　　【Web講演】「高齢者医療と終末期医療」
　　　−意思決定能力が低下している人を支援するために−　ケースから倫理的問題点に気づく
 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
　　　【Web講演】Society 5.0の感染症診療と感染対策
 国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター副センター長・教授　感染症学教授　　　　　　
 国際医療福祉大学成田病院感染症科　岡山大学客員教授　矢野　晴美
　　　医療安全への新しいアプローチ「Safety−Ⅱ」：安全に行われていることから学ぶ
 独立行政法人労働者健康安全機構理事、大阪大学医学部招聘教授　中島　和江
　㉓　令和２年12月３日（令和２年度第１回岡山県医療勤務環境改善支援センターオンライン講習会）
　　　「医師の働き方改革」について 岡山労働局　主任労働基準監察監督官　小松原邦正
　　　「コロナ禍での保健医療従事者の勤務環境とメンタルヘルス」
 東京大学大学院医学系研究科　公共健康医学専攻　精神保健学分野　教授　川上　憲人
　㉔　令和２年12月13日（第３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（Web講習会））
　　　炎症性腸疾患診療と私 岡山大学病院炎症性腸疾患センター　准教授　平岡佐規子
　　　Joy-boss〈医師人生を楽しむ〉 川崎医科大学神経内科学　講師　久徳　弓子
　　　フリーディスカッション　
　㉕　令和２年12月13日（乳がん検診講習会）
　　　「乳がん検診の課題とこれから」 岡山赤十字病院　院長　辻　　尚志
　㉖　令和２年12月17日（第３回新型コロナウイルス感染症対策緊急研修会）
　　　COVID−19の疫学と診療所における感染対策
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科疫学・衛生学分野　教授　頼藤　貴志
　　　COVID−19市中クラスターおよび院内クラスター対応の鍵 津山中央病院感染症内科　特任部長　藤田　浩二
　㉗　令和３年２月６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）
　　　耳鼻咽喉・頭頸領域のがんを見逃さないために−主訴と病悩期間から
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学　教授　安藤　瑞生
　　　学術奨励賞受賞講演 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学　講師　角谷　裕之
 川崎医科大学附属病院循環器内科　シニアレジデント　岡本　公志
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学　玉井　　圭
　　　網膜疾患診療の現在：糖尿病網膜症に対する検査・治療
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科眼科学　教授　森實　祐基
　㉘　令和３年２月６日（令和２年度第２回岡山県医療勤務環境改善支援センターオンライン講習会）
　　　「３つの視点で人と組織の問題を解決　長くはたらき続けられる『最強のチームビルディング』」
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 メディテイメント株式会社　代表取締役　杉浦　鉄平
　　　「看護職に選ばれる組織を目指して　～小さな変革の積み重ね～」
 倉敷中央病院リバーサイド　看護部長　安部小夜子
　㉙　令和３年２月21日（乳がん検診講習会）
　　　乳がん検診で知っておきたい乳房超音波診断 総合病院　水島協同病院　外科医長　石部　洋一
　㉚　令和３年２月23日（岡山県医師会 消化管検診研究会講演会）
　　　「リスク別の上部消化管内視鏡スクリーニング」 淳風会健康管理センター倉敷　センター長　間部　克裕
　　　「大腸癌検診の現状と大腸ポリープ切除に関する最新知見」 倉敷中央病院　消化器内科　部長　下立　雄一
　㉛　令和３年３月６日（岡山胸部疾患研究会講演会）
　　　「結核患者の早期発見と適切な治療」 岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治
　　　「肺癌の胸部単純X線診断　−読影のポイントと演習−」
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　臨床腫瘍学分野　教授　芦澤　和人
　㉜　令和３年３月６日（岡山県医師会健康スポーツ医学再研修会）
　　　健康長寿に貢献するスポーツ歯科医学 岡山大学病院　咬合・義歯補綴科　講師　兒玉　直紀
　　　スポーツの現場からみた皮膚科・形成外科のニーズ 赤磐皮膚科形成外科　高橋　義雄
　㉝　令和３年３月７日（産業医研修会）
　　　最近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　課長　高松　達朗
　　　メンタル対応面接における事前準備の重要性
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　疫学・衛生学分野　講師　高尾　総司
　　　新型コロナウイルス感染症の疫学と診療所における感染対策
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　疫学・衛生学分野　教授　頼藤　貴志
　　　作業環境改善対策と労働衛生保護具～溶接ヒューム、石綿の規則改正～
 横溝労働安全衛生コンサルタント事務所　横溝　　浩
　㉞　令和３年３月13日（乳がん検診講習会）
　　　「コロナ禍での乳がん検診・診療の動向（特に若年者乳癌）」 おおもと病院　村上　茂樹

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⑺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２年12月12日（土）午後３時より、岡山県医師会館４階 401会議室にて開催した。
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２年度は下記３名に授与された。令和２年12月12日に授与式、令和３年２月６日に三木記念ホールで受

賞講演が行われた。
　　１）「Klotho蛋白による腹膜機能保護作用の分子メカニズムの解明」
 川崎医科大学　腎臓・高血圧内科学　講師　角谷　裕之
　　２ ）「安定狭心症におけるLayered Plaqueの頻度と臨床的重要性
　　　　　　−病理組織及びOptical Coherence Tomographyを用いた検討−」
 川崎医科大学附属病院　循環器内科　シニアレジデント　岡本　公志
　　３）「満期産児の出生体重SD値とその後の健康・行動発達の関連　～ 21世紀出生児縦断調査より～」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学　大学院生　玉井　　圭
　②　岡山県医師会会長賞
　　　令和２年度は下記の団体に授与され、令和２年12月12日に授与式が行われた。
　　１）　プライマリ・ケア学会ケアキャビネット研究グループ
　　２）　津山版ACPファシリテーター養成講座
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
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ワイ大学医療教育研修事業への助成を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み、中
止となった。

　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」を開催する予
定であったが、新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み、中止となった。

　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　第８回CKD（慢性腎臓病）県民公開講座【オンライン開催】
　　　日　時：令和３年３月20日（土・祝）13：30 ～ 14：50
　　　配信会場：岡山県医師会館 401会議室
　　　テーマ　：「腎臓と栄養」
　　１）プログラム
　　　　開会挨拶：岡山県医師会　会長　松山　正春
　　　　　　　　　岡山大学医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学　教授　和田　淳
　　　　　　　　　岡山県保健福祉部　参与　則安　俊昭
　　　　司会　：岡山大学CKD・CVD地域連携包括医療学講座　教授　内田　治仁
　　　　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：「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
　　　　閉会挨拶：岡山県医師会　常任理事　佐藤　正浩
　　　◦ 今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、県民公開講座では初となるオンライン開催を

した。
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２年12月20日（日）【開催中止】　
　②　第６回岡山県緩和ケアフォローアップ研修会
　　　開催日：令和３年１月31日（日）【開催中止】
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　新型コロナ感染症拡大防止のため開催中止
　　　第２回　令和２年３月６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　講師　兒玉　直紀
　②　岡山県医師会スポーツ県民公開講座
　　　新型コロナ感染症拡大防止のため開催中止
　③　岡山県高等学校体育連盟に医師派遣
　　１）行事名　第38回岡山県高等学校空手道春季選手権大会
　　　　日時：2020年４月26日（新型コロナ感染症のため中止）
　　２）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：2020年６月２日（新型コロナ感染症のため中止）
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　　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：2020年９月12日（新型コロナ感染症のため中止）
　　４）行事名　第47回岡山県高等学校空手道秋季選手権大会
　　　　日時：2020年９月27日
　　５）行事名　第47回岡山県高等学校空手道新人大会
　　　　日時：2020年11月22日
　　６）行事名　第34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（新型コロナ感染症拡大防止のため開催中止）
　　　令和２年度岡山県高等学校総合体育大会代替大会剣道の部
　　　　日時：2020年８月８日、９日
⑽　産業医研修関連事業
　　◦９月10日　15：00 ～ 16：30　岡山県医師会館　401会議室
　　　　１．難聴患者の労務管理 ゆうえんめまい難聴クリニック　結縁　晃治
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門1.5単位
　　◦10月18日　15：00 ～ 16：30　第一セントラルビル１号館〈３F、５F、９F〉
　　　　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．就業と治療の両立支援に関する具体的課題 岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　３．発達障害が疑われる際の産業医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
 　　　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．メンタル対応（発達障害疑い対応含む）まとめ　総合討議
　　　　５．岡山大学大学院疫学・衛生学分野講師　高尾　総司
　　　　　　　【単位数】生涯研修　更新１単位、専門５単位
　　◦11月19日　岡山医師会館 三木記念ホール
　　　　１．職域における健康診断と事後措置および特殊健康診断　−特に石綿の健康管理について−
 どうみょう医院院長・労働衛生コンサルタント　道明　道弘
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦11月５日　９：30 ～ 18：05、11月６日　９：15 ～ 14：45　岡山国際交流センター
　　　　２．職業性アレルギー疾患診療ガイドライン・職業性皮膚疾患作成の歴史と最新情報
 埼玉県済生会川口総合病院皮膚科　高山かおる
　　　　３．職業性皮膚アレルギーへの産業医大の取り組みと医師教育の現場　
 産業医科大学皮膚科学教室　佐々木奈津子
　　　　４．職業性アレルギー性接触皮膚炎の歴史と最新情報　 ながたクリニック皮膚科　伊藤　明子
　　　　５．好酸球性副鼻腔炎における重症喘息の合併 福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科　藤枝　重治
　　　　６．重症喘息における好酸球性副鼻腔炎の合併 慶應義塾大学医学部呼吸器内科　福永　興壱
　　　　７．接触皮膚炎をはじめとするアレルギー性皮膚疾患 神崎皮膚科　神﨑　寛子
　　　　８．高齢者（成人）喘息 日本大学医学部内科学系・呼吸器内科学分野　權　　寧博
　　　　９．小児喘息 富山大学大学院医学薬学研究部小児発達医学講座　足立　雄一
　　　　10．食物アレルギー 国立病院機構三重病院アレルギーセンター　藤澤　隆夫
　　　　11．アナフィラキシーの病態から臨床へ 帝京大学ちば総合医療センター呼吸器内科　山口　正雄
　　　　12．生活環境におけるアナフィラキシー 国立病院機構相模原病院臨床研究センター　福冨　友馬
　　　　13．産業医としてすべきアレルギー予防・増悪対策 産業医科大学医学部呼吸器内科学　矢寺　和博
　　　　14．職業・環境と呼吸器疾患～現在直面している課題について～
 東北大学環境安全推進センター　黒澤　　一
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門６単位



− 29 −

　　◦12月19日　14：00 ～ 16：00　岡山医師会館 三木記念ホール
　　　　１．近年の労働衛生関係法令の改正について 　岡山労働局労働基準部健康安全課長　高松　達朗
　　　　２．溶接ヒュームの作業環境管理・作業管理 横溝労働安全衛生コンサルタント事務所所長　横溝　　浩
　　　　３．溶接ヒュームによる健康障害について アスベスト疾患研究・研修センター所長　岸本　卓巳
　　　　　　　【単位数】更新２単位、専門１単位
　　◦１月28日　13：30 ～ 15：30　西大寺（旭川荘厚生専門学校）
　　　　１．特定化学物質障害予防規則の改正（溶接ヒューム関係）等について
 岡山労働基準監督署安全衛生課長　高橋慎太郎
　　　　２．新型コロナのキホンと産業医活動に必要な視点 関西福祉大学　社会福祉学部　教授　勝田　吉彰
　　　　　　　【単位数】基礎後期　２単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新0.5単位、専門1.5単位
　　◦２月10日　15：00 ～ 16：30　ピュアリティまきび
　　　　１．働き方改革による労働安全衛生法の一部改正と産業医の職務について
 旭化成株式会社水島製造所産業医・労働衛生コンサルタント　伊藤　　森
　　　　　　　【単位数】更新1.5単位
　　◦２月17日　19：00 ～ 20：00　倉敷国際ホテル
　　　　１．東南アジア・東アフリカにおける健康管理状況と新型コロナ流行について
 帝京大学薬学部環境衛生学研究科教授　山本　秀樹
　　　　　　　【単位数】生涯研修　専門２単位
　　◦２月25日　14：00 ～ 16：30　産業医・衛生管理者交流集会
　　　　１．指導「最近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　高松　達朗
　　　　２．「コロナ禍における産業保健について」～メンタルヘルス対策など～
 岡山産業保健総合支援センター産業保健相談員　徳弘　雅哉
　　　　　　　【単位数】基礎後期　２単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新0.5単位、専門1.5単位
　　◦２月25日　13：30 ～ 15：30　すこやかセンター２階大会議室
　　　　１．過重労働・メンタルヘルス対策とストレスチェックについて～特に面接指導の実際～
 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】基礎後期　２単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　専門２単位
　　◦３月７日　13：30 ～ 17：30　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　　１．最近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　課長　高松　達朗
　　　　２．メンタル対応面接における事前準備の重要性
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　疫学・衛生学分野　講師　高尾　総司
　　　　３．新型コロナウイルス感染症の疫学と診療所における感染対策
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　疫学・衛生学分野　教授　頼藤　貴志
　　　　４．作業環境改善対策と労働衛生保護具−溶接ヒューム、石綿の規則改正−
 横溝労働安全衛生コンサルタント事務所　横溝　　浩
　　　　　　　【単位数】基礎後期　４単位
　　　　　　　　　　　　生涯研修　更新１単位、専門２単位、実地１単位

２．部会委員会活動に関する事項

Ⅰ　専門医部会
⑴　外科部会
　①　令和２年７月25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
　　　｢食道癌・胃癌の外科　30年の経験と最近の治験｣　
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 川崎医科大学附属病院　消化器外科部長（教授）　藤原　由規
　②　令和２年12月12日（土）15時00分～ 16時00分
　　　岡山県医師会館　７階　応接室
　　　岡山県医師会外科部会委員会
　③　令和３年１月30日（土）17時00分～ 18時00分
　　　岡山県医師会館 ４階 401会議室
　　　第２回 岡山県外科医会・岡山県医師会外科部会 講演会
　　　｢内視鏡手術支援ロボットDa Vinci｣
 岡山済生会総合病院副院長　内視鏡手術センター長　救急センター長　仁熊　健文
⑵　眼科部会
　①　眼科専門医会
　　　７月開催は新型コロナウイルス感染症の為中止となった。
　　１）令和２年11月22日
　　　ア　「加齢に伴ってみられる神経眼科疾患」 兵庫医科大学眼科学教室　准教授　木村亜紀子
　　　イ　「角膜内皮疾患−診断と治療の進歩」
 　大阪大学大学院医学系研究科　脳神経感覚器外科学（眼科学）学部内講師　相馬　剛至
　　　ウ　「ドライアイ診療2020」 京都府立医科大学眼科学教室　病院教授　横井　則彦
　　２）令和３年２月21日
　　　ア　「長寿社会における緑内障治療戦略」　 東京慈恵医科大学　眼科学講座　主任教授　中野　　匡
　　　イ　「網膜色素変性に関する最近のトピックス」 　宮崎大学医学部眼科学　教授　池田　康博
　　　ウ　「黄斑部毛細血管拡張症の診断と治療アップデート」　
 　琉球大学大学院医学研究科　医学専攻眼科学講座　教授　古泉　英貴
　②　部会委員会
　　　［バーチャル］令和２年４月20日～ 23日
　　　［バーチャル］令和２年５月25日～ 28日
　　　令和２年６月25日　令和２年７月26日　令和２年９月24日　
　　　［WEB］令和２年10月22日　令和２年11月22日
　　　［ハイブリッド］令和３年１月28日　［ハイブリッド］令和３年２月21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、医療相談は新型コロナウイルス感染症防止のため中止となった。
　　　啓蒙記事の広報を行った。
　　　山陽新聞「中途失明の原因疾患１位緑内障に注意」を掲載
　　　津山朝日新聞「緑内障のはなし」を掲載
　④　講習会
　　 　毎年開催する岡山県眼科スタッフ教育講習会とコンタクトレンズ販売管理者の継続的研修は新型コロナウイ

ルス感染症の為、開催は中止となった。　
　⑤　［WEB］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
　　　［WEB］日本眼科医会代議員会に部会担当委員３名が参加した。
　　　［WEB］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参加した。　
　　　［WEB］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参加した。
　　　［WEB］日本眼科医会臨時全国会長会議に部会担当委員が参加した。
　　　［WEB］日本眼科医会理事会に部会担当役員が参加した。
　　◦勤務医対策
　　　日本眼科医会全国勤務医連絡協議会は中止となった。
　　　［WEB］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参加した。
　　　［WEB］令和２年度日本眼科医会勤務医委員会に部会担当委員が参加した。
　　◦男女共同参画対応
　　　［WEB］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。
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　　◦学校保健
　　　［WEB］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参加した。
　　◦社会保険・介護保険
　　　［WEB］日本眼科医会社会保険委員会に部会担当委員が参加した。
　　　［WEB］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参加した。
　　　［WEB］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参加した。
　　　［WEB］日本眼科医会各都道府県眼科医会健保担当理事連絡会に部会担当委員が参加した。
　　　［バーチャル］岡山県眼科社保・国保審査委員連絡会を行った。
　　◦公衆衛生
　　　 緑内障早期発見の啓発のため、世界緑内障週間に合わせて、建物のグリーンライトアップ運動と広報活動を

行った。
　　◦災害対策
　　　［WEB］令和２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３年３月７日に部会委員会を開催
　②　岡山県耳鼻咽喉科集談会（１回）
　　　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、４月、７月、９月、11月が中止となった。
　　１）第269回　１月10日（日）
　　　　報　告
　　　　第15回日耳鼻保険医療委員会全国協議会（９月27日　WEB開催） 岡山市　前田　　学
　　　　耳鼻咽喉科領域講習
　　　　「舌癌のリンパ流−口腔と頸部の繋ぎ目はどこにあるのか−」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉・頭頸部外科学　教授　安藤　瑞生
　　　　岡山県耳鼻咽喉科医会セッション
　　　　「岡山県と岡山県耳鼻咽喉科医会」 　岡山県耳鼻咽喉科医会　顧問　遠藤　洋一
　　　　「当院のCOVID−19検査」 岡山県耳鼻咽喉科医会　地域医療委員長　岡　　　茂
　③　鼻の日、耳の日
　　　令和２年８月７日に第60回「鼻の日」のポスター配布。
　　　令和３年３月３日に第66回「耳の日」のポスター配布。
　　　 令和３年３月８日（日）に岡山県医師会館にて開催予定であった令和２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２年７月14日（WEB）、令和３年２月９日
　②　講演会
　　◦令和２年８月25日
　　　「岡山市民病院の帯状疱疹診療の現状　いかに診断精度を上げ、治療効果を上げるか」
 岡山市立市民病院　皮膚科部長　岡﨑布佐子
　　◦令和３年２月９日
　　　「アトピー性皮膚炎診療の新潮流：最近の話題」
 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　皮膚科病態学分野　教授　室田　浩之
　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）を対象に令和２年３月に第71回のSTI調査、令

和２年９月に第72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　（令和２年11月23日）（中止）
　⑤　各種事業への協力
　　１）令和２年度学校保健推進協議会（令和３年２月18日　ピュアリティまきび）
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⑸　小児科部会
　①　部会委員会
　　◦令和２年度は部会委員会を２回開催した。
　　１）第１回　令和２年７月18日　岡山県医師会館４階　402会議室
　　　（協議題）
　　◦令和２年度 小児救急地域医師研修事業について
　　◦小児科外来における患者数の減少について
　　◦予防接種率と健診児の減少について
　　◦今期部会委員への要請（任期：令和２年６月21日～令和４年６月定例代議員会終結時まで）
　　◦次回の部会委員会の日程について（小児科医会の開催日）
　　◦その他要望など
　　２）第２回　令和３年３月20日　岡山県医師会館４階　402会議室
　　　（協議題）
　　◦令和３年度 小児救急地域医師研修事業について
　　◦令和３年度 第52回全国学校保健・学校医大会計画（案）について
　　◦次回の部会委員会開催日程について
　　◦その他要望など
　②　講演会（岡山県小児科医会等と共催含む）
　　１）令和２年４月19日（日）　於　岡山コンベンションセンター　【中止】
　　　　「岡山大学病院医療安全部での経験から」 岡山大学病院　医療安全管理部長／教授　大野　貴司
　　　　「小児呼吸器感染症up-to-date　−最新のトピックスと近未来予想−」
 川崎医科大学　小児科学講座　教授　尾内　一信
　　２）令和２年10月11日（日）　於　岡山コンベンションセンター
　　　　「小児呼吸器感染症up-to-date　−最新のトピックスと近未来予想−」
 川崎医科大学　小児科学講座　教授　尾内　一信
　③ 　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28回岡山小児心身症研究会　【延期】
　⑤　第93回日本小児科学会岡山地方会
　　　令和２年12月６日（日）　於　岡山国際交流センター
　⑥　研修会等
　　１）【WEB開催】令和２年度都道府県医師会小児在宅ケア担当理事連絡協議会
　　　　令和２年10月29日（木）
　　２）日本医師会小児在宅ケア検討委員会（第１回）
　　　　令和２年12月10日（木）　於　日本医師会
　　　　【WEB会議】日本医師会小児在宅ケア検討委員会（第２回）
　　　　令和３年２月４日（木）
　　　　【WEB会議】日本医師会小児在宅ケア検討委員会（第３回）
　　　　令和３年３月18日（木）
　　３）【WEB開催】令和２年度日医母子保健講習会
　　　　令和３年２月28日（日）
　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
　　　　５）ぼうさいやどかりおかやま事業に協力
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⑹　産婦人科部会
　①　母体保護法指定医師審査員会開催（３回）
　　◦令和２年５月（書面会議）…「県内異動申請」１名について審査
　　◦令和２年９月20日…「県内異動申請」２名について審査
　　◦令和２年12月３日…「更新申請」111名、「新規申請」５名について審査
　　　 「更新申請」については、新型コロナウイルス感染症の影響で本会での研修会の回数が減ったことや、他県

での受講ができなかった状況を考慮し審査
　②　産婦人科専門医会（産婦人科部会研修会）・母体保護法指定医師研修会開催
　　１）令和２年５月17日　母体保護法指定医師研修会【延期】
　　　　「母体保護法の趣旨と適正な運用について」 公益社団法人日本産婦人科医会　常務理事　髙瀬　幸子
　　　　「母体保護法と生命倫理について」 岡山商科大学法学部　教授　粟屋　　剛
　　　　「産科におけるリスクマネジメント　～ガイドライン産科編の改訂～」
 順天堂大学大学院医学研究科　産婦人科学　教授　板倉　敦夫
　　２）令和２年７月19日　
　　　　「香川大学医学部附属病院の周産期管理　経膣分娩を再考する」
 香川大学医学部母子科学講座　周産期学婦人科学　教授　金西　賢治
　　３）令和２年９月20日　母体保護法指定医師研修会
　　　　「知っておくべき梅毒のいろは　～実症例から学ぶ～」 岡山赤十字病院　皮膚科　医長　山口　麻里
　　　　「母体保護法をめぐる課題と周産期のトピックス」 川崎医科大学　産婦人科学１　教授　下屋浩一郎
　　　　「母体保護法と生命倫理」 岡山商科大学法学部法学科　教授　粟屋　　剛
　　４）令和２年11月15日
　　　　「子宮内膜の発育とその異常」 山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　教授　杉野　法広
　　５）令和３年１月17日
　　　　「進行卵巣がんの最新治療」 　東京慈恵会医科大学産婦人科学講座　主任教授　岡本　愛光
　　６）令和３年３月21日
　　　　「生殖医療の発展と今後の課題」 徳島大学大学院医歯薬学研究部　産科婦人科学分野　教授　岩佐　　武
　③　岡山県周産期医療従事者研修会
　　◦令和３年１月17日
　　　　「周産期における新型コロナウイルス感染症の現状と課題」
　　１）行政の立場から 岡山県保健福祉部参与　則安　俊昭
　　２）感染症専門医の立場から 倉敷中央病院臨床検査・感染症科医長　上山　伸也
　　３）周産期専門医の立場から 日本産婦人科感染症学会理事長　山田　秀人
　④　【WEB会議】令和２年度家族計画・母体保護法指導者講習会
　⑤　【WEB開催】令和２年度母子保健講習会
　⑥　【TV会議】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　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
　⑧　岡山県感染症対策委員会
　⑨　岡山県周産期医療協議会
　⑩　岡山県要保護児童対策地域協議会
　⑪　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
　⑫　看護職員出向・交流研修事業運営会議
　⑬　【WEB会議】中国四国医師会連合医事紛争研究会
　⑭　岡山県院内医療事故調査委員会
　⑮　【WEB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
　⑯　岡山旭東病院地域医療支援病院運営委員会
　⑰　看護職員人材交流事業成果報告会
　⑱　岡山県教育庁との懇談会
　⑲　岡山県保健福祉部との懇談会
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　⑳　その他岡山県医師会各種委員会（医療事故対策委員会）
　㉑　岡山県産婦人科医報第66号を発行
　㉒　山陽新聞社取材（妊婦さんへのPCR検査について）
⑺　整形外科部会
　①　部会委員会：毎月第二水曜に開催（WEBまたはハイブリッド12回）
　②　新型コロナウイルス感染症感染防止のため、12回の研修会はすべて中止した。
　③　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
⑻　精神科部会
　①　総会の開催
　　　新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、集合開催については中止し、書面表決による開催とした
　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　講演会の開催
　　　新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、今年度は全て中止とした
　⑤　関係学会及び研究会への協賛、協力
　　１）岡山リハビリテーション講習会（高次脳機能障害）　後援
　　　　2021年１月28日（木）～１月31日（日）配信
　　　　WEB研修会　YouTubeにて限定配信
　⑥　学校精神保健への協力及び学校医・各嘱託医の推薦
　　 　岡山県立東備支援学校および岡山県立岡山瀬戸高等支援学校の学校医（精神科医）交代について、調整・派

遣を行った
　⑦　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
　　　　新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、今年度は開催中止
　　２）岡山県自殺対策連絡協議会への参加
　⑧　児童・思春期問題に関する啓発、各機関との連携
　　１）児童精神科部会設置
　　２）岡山県・岡山市の担当部局へ要望書を提出
　　３）かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　　新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、今年度は開催中止
　　４）かかりつけ医等発達障害対応力向上研修会への協力
　　　　第１回研修会（基本研修）
　　　　　2021年３月４日（木）19：00 ～ 20：40
　　　　　岡山県精神科医療センター　及び　ZOOMライブ配信
　　　　第２回研修会（基本研修）
　　　　　2021年３月11日（木）19：00 ～ 20：40
　　　　　岡山県精神科医療センター　及び　ZOOMライブ配信
　　　　第３回研修会（専門研修）
　　　　　2021年３月21日（日）13：00 ～ 16：25
　　　　　ZOOMライブ研修
　　５）岡山県要保護児童対策地域協議会への参加
　　６）岡山県発達障害者支援地域協議会への参加
　　７）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
　　　　新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、今年度は開催中止
　　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　2020年10月２日（金）19：00 ～ 21：00
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　　　　　　　　岡山県医師会館　401会議室
　　　　　　　2020年11月２日（月）19：00 ～ 21：00
　　　　　　　　岡山県医師会館　401会議室
　　　　倉敷　2020年11月４日（水）19：00 ～ 21：00
　　　　　　　　倉敷アイビースクエア　アイビーエメラルドホール
　　　　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：寺田整司（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）
　　　　　　　　　石原武士（川崎医科大学精神科学教授）
　　３）岡山県認知症対策連携会議への参加
　　４）岡山県備前地区認知症疾患医療連携協議会への参加
　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　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
　⑫　「日常生活自立支援事業」への協力
　⑬　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
　⑭　家庭裁判所委員会への参加
　⑮　その他
　　１）新型コロナウイルス感染症対策への具体的協力
　　２）岡山市障害者差別解消支援地域協議会への協力
　　３）岡山市特別支援連携協議会への協力
　　４）岡山県男女共同参画推進センター「こころの相談」特別相談業務への協力
　　５）岡山産業保健総合支援センター産業保健相談への協力
　　６）おかやま被害者支援ネットワークへの参加
　　７）おかやま子ども・若者サポートネットへの参加
　　８）岡山県青少年育成県民会議へ青少年育成運動団体推進員として参加
⑼　透析医部会
　 　令和２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「岡山県の透析患者数と分布の推移に関する調査（ODN survey）」
を岡山県保健福祉部・寄付講座・透析医部会の三者が協力して継続しており、新規透析導入患者の実態を市町村・
保険者ごとに報告している。

　 　令和元年末に中国武漢で発生したCOVID−19に対応するため、７回にわたって感染対策委員会を開催した。会
員施設を対象にCOVID−19についての緊急アンケートを２回実施し、その結果を岡山県行政と委員会の場で情
報共有した。岡山県調整本部に草野会長がリエゾンとして参画しCOVID−19透析患者の入院調整に当たることに
なった。これらの経緯について日本透析医会雑誌35巻第３号に「岡山県における透析患者の新型コロナウイルス
感染症対策」として投稿した。COVID−19の流行により事業計画は大幅な変更を余儀なくされた。

　 　令和２年４月末の県下の透析患者数調査では前年に比べ185名増加し5544名（HD 5299名、CAPD245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。

　　◦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
　　◦会議/会合
　　　１．透析医部会委員会　３回（５、９、１月）
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　　　２．感染対策委員会　７回（４、５、６、９、11、12、１月　岡山県医師会館・オンライン）
　　　３．総会・懇親会（６日20日　アークホテル）中止　総会のみ５月19日に開催
　　　４．三者懇談会（県行政・県腎協・透析医部会）（10月22日　アークホテル）
　　　５．施設防災責任者連絡会議（11月19日）オンライン
　　　６．その他
　　◦研修講演会
　　　１．第20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）中止
　　　２．岡山アクセスセミナー 2020（９月13日　オンライン）
　　　３．岡山CKD-MBD学術講演会（11月17日　オンライン）
　　　４．その他
　　◦会議・出張関係
　　　１．第21回日本透析医会災害ネット会議（６月12日　大阪）中止
　　　２．第25回日本透析医会透析医療保険に関する懇談会（６月12日　大阪）オンライン
　　　３．第16回中国５県合同透析医療災害対策会議（３月に予定）
　　　４．第７回岡山県透析保険医療懇談会（３月に予定）
　　　５．その他
　　◦施設防災訓練
　　　１．第21回災害時情報伝達訓練（９月１日）
　　　２．各施設の自主的防災訓練
　　◦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３年２月６日（土）に脳神経外科部会委員会を開催した。
　　協議事項：
　　１）本年度岡山県医師会脳神経外科部会総会並びに第10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：61名
　　　　岡山脳神経外科医会会員：79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　川崎医科大学脳神経外科学　教授　宇野昌明
　　　　副会長　倉敷中央病院脳神経外科　病院長　山形　専
　　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４年２月12日（土）午後３時～６時
　　　　　　　　　委員会　岡山コンベンションセンター　301会議室
　　　　　　　　　総　会　岡山県医師会館
　　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
　　８）その他
　②　令和３年２月６日（土）に脳神経外科部会総会を開催した。
　　　講　演：
　　１）医療連携「医療保険の問題点について」 岡山市立総合医療センター岡山市民病院　主任部長　徳永　浩司
　　２）特別講演「浜松医科大学での脳腫瘍の臨床と研究がめざすもの」
 浜松医科大学脳神経外科学　教授　黒住　和彦
　　３）総　会



− 37 −

⑾　内科部会
　⑴　令和２年度岡山県医師会内科医会・部会役員会議・総会
　　　令和２年６月13日　401会議室
　⑵　岡山県内科医会学術講演会　
　　　令和２年９月12日　共催：帝人ヘルスケア株式会社
　　　講演Ⅰ：『コモンディジーズに潜む内分泌疾患』
　　　講師：岡山大学病院内分泌センター　センター長　稲垣　兼一
　　　講演Ⅱ：『睡眠時無呼吸診療の向上のコツ』
　　　講師：川崎医科大学　呼吸器内科学　主任教授　小賀　徹
　⑶　岡山県内科医会・部会新型コロナウイルス感染症研修会
　　　令和２年10月24日　三木記念ホール
　　　演題：新型コロナウイルス感染症、この感染症の行きつくところは？
　　　講師：昭和大学医学部内科学講座　臨床感染症学部門　客員教授　二木　芳人
　⑷　岡山県内科医会学術講演会　令和３年３月６日　WEB講演会
　　　共催：武田薬品工業株式会社/ルンドベック・ジャパン株式会社
　　　演題：『うつ病の診断と治療　誰でもできるうつ病治療』
　　　講師：みのクリニック　三野　善央
　⑸　日本臨床内科医会　関係
　　 　日本臨床内科医会（日臨内・東京）理事会・代議員会、第37回総会は中止となり、日本臨床内科医会中国四

国ブロック代表者会議（徳島県）及び日本臨床内科医学会（福島県郡山市）は延期となった。
⑿　放射線科部会
　①　令和２年度岡山県医師会放射科線部会委員会
　　　令和３年１月９日（土）14時30分～ 15時
　②　令和２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３年１月９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】
　　　「知っておきたいじん肺の画像診断」 川崎医科大学総合医療センター放射線科部長・教授　加藤　勝也
　　　【特別講演】
　　　「胸腹部の急性感染症の画像診断～ COVID−19感染対策におけるCT画像の活用を含めて～」
 倉敷中央病院放射線科主任部長　小山　　貴

Ⅱ　事業目的別の部会
⑴　学校医部会
　①　岡山県学校検尿マニュアル検討委員会（中止）
　　　日時：令和３年２月３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19日　岡山県医師会館）
　　２）［WEB］令和２年度中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡会議（８月23日　担当：鳥取県）
　　３）令和２年度中国地区学校保健研究協議大会（書面開催）（担当：山口県）
　　４）令和２年度中国地区学校保健・学校医大会（書面会議）（担当　山口県）
　　５）第51回全国学校保健・学校医大会（11月14日　富山市）
　　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12日　岡山県医師

会館）
　　７）令和２年度岡山県学校保健研修会（開催なし）
　　８）令和２年度学校保健推進協議会（令和３年２月18日　ピュアリティまきび）
　　９）第52回全国学校保健・学校医大会準備委員会の設立
　　　　第１回準備委員会（12月14日　岡山県医師会館）
　　　　［WEB］第２回準備委員会（令和３年２月24日　岡山県医師会館）
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　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３年２月28日　富山市　延期　令和４年２月27日へ　富山市）
　④　日医母子・学校保健講習会
　　１）［WEB］令和２年度日医母子保健講習会　平成３年２月28日　
　　２）令和２年度日医学校保健講習会（開催なし）
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２年６月13日（土）
　　　　新型コロナ感染症のため中止
　　　第２回　令和２年12月17日（木）
　　　　１）地域産業保健センター全体会議（11/ ５）の報告
　　　　２）岡山産業保健総合支援センター活動状況
　　　　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（10/29）の報告
　　　　４）第２回日医産業保健委員会の報告（12/16）
　　　　５）令和２年度下半期の日医認定産業医研修会日程
　　　　６）令和３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２年10月29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
　　　　　　職場における新型コロナウイルス感染防止対策について
　　　　　　定期健康診断等の猶予について
　　　　　　健康診断関係様式における産業医等の押印の廃止について
　　　　　　溶接ヒュームによる健康障害防止対策の新たな制度について
　　　　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２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）第１回全国医師会産業医部会連絡協議会（５/31）の報告
　　　　８）第１回産業保健委員会（10/22）の報告
　　　　９）質疑応答
　③　産業保健活動推進全国会議
　　◦［WEB］第42回産業保健活動推進全国会議
　　　日時：令和３年２月４日（木）13時～ 17時
　　　場所：日本医師会館より発信
　　　　　　参加者は各自の端末（PCやタブレット等）にて参加
　④　日本医師会産業保健委員会（松山会長）　場所：日本医師会館より発信
　　　［WEB］第１回日医産業保健委員会　令和２年10月22日（木）
　　　［WEB］第２回日医産業保健委員会　令和２年12月16日（水）
　　　［WEB］第３回日医産業保健委員会　令和３年１月27日（水）
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⑷　スポーツ医部会
　　　スポーツ医部会委員会（２回）　令和２年８月22日、令和２年３月６日
⑸　警察医部会
　①　岡山県医師会警察医部会委員会
　　　令和２年４月４日（土）　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
　②　岡山県医師会警察医部会講演会
　　　令和２年４月４日（土）　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
　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２年10月31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２年度岡山県警察協力医会総会の運営について
　　２）役員の選出について
　　３）令和元年度岡山県警察協力医会会務報告
　　４）検視の状況
　　５）岡山県警察協力医会各支部の報告
　　６）岡山県医師会警察医部会について
　　７）その他
　④　岡山県警察協力医会総会
　　 　令和２年10月31日（土）午後３時から、岡山県医師会館三木記念ホールで開催された。総会前に、感謝状の

贈呈があった。
　　◦中国管区警察局長　感謝状
　　　　岩藤　知義先生（岩藤胃腸科外科歯科クリニック）
　　◦岡山県警察本部長　感謝状
　　　　三宅　一昌先生（三宅内科外科医院）、絹川　敬吾先生（松田病院）
　　　　旦　　明良先生（旦医院）作野　和人先生、金田　道弘先生（金田病院）、
　　　　近藤　正得先生（近藤クリニック）
　　　特別講演会　
　　　　「コロナ禍に改めて考える法医学の責務とは～ハンブルグ大学法医学研究所を参考に～」
　　　　　講師：岡山県警察協力医会理事、川崎医科大学法医学教室准教授　三浦　雅布　
　　　　　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医療従事者対策を参照。
　②　令和２年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　　 　令和２年６月５日（金）日本医師会において開催される予定であったが、新型コロナウイルス感染症を巡る

国内状況を鑑み、中止となった。
　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２年７月23日（木・祝）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）「岡山県医療勤務環境改善支援センターの取り組み」
 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
　　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
　　　　◦津山中央病院
　　３）特別講演（オンライン配信）
　　　　「医師の働き方改革と勤務環境改善について」 日本医師会　副会長　今村　　聡
　④　令和２年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
　　 　令和２年10月24日（土）京都市にて開催される予定であったが、新型コロナウイルス感染症発生状況等を鑑

み、中止となった。
　⑤　［WEB］令和２年度中国四国医師会連合勤務医委員会
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　　 　令和２年11月15日（日）午後１時から鳥取県担当でWebにて開催され、岡山県医師会館６階特別会議室より
清水副会長、大原副会長、合地常任理事、事務局１名が出席した。委員長の選出後、各県からの提出議題に対
する検討が行われた。

　⑥　岡山県医師会勤務医部会委員会
　　 　令和２年12月12日（土）午後３時から岡山県医師会館４階401会議室において、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）を送付し入会を勧めた。
⑺　女医部会
　①　岡山県医師会女医部会委員会
　　１）第１回　令和２年５月（メール会議）
　　◦議題　 委員の改選について、令和元年度事業報告、令和２年度事業計画、第５回医師の勤務環境改善ワーク

ショップ（勤務医部会・女医部会合同総会）、女医部会報、ピンクリボン運動、第３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、関係行事への参加について
等

　　２）第２回　令和２年12月12日（土）　岡山県医師会館 402会議室
　　　　（出席：女医部会15名、県医師会１名）
　　◦議題　 令和３年度事業計画、第６回医師の勤務環境改善ワークショップ（勤務医部会・女医部会合同総会）、

女医部会報、ピンクリボン岡山の事業報告、地域における女性医師支援懇談会、山陽女子ロードレー
ス大会救護協力等

　②　第５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２年７月23日（木・祝）　岡山県医師会館 三木記念ホール
　　◦勤務医部会・女医部会合同総会
　　◦講演
　　　「岡山県医療勤務環境改善支援センターの取り組み」
 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／社会保険労務士　佐田　俊彦
　　◦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
 「津山中央病院における医師の勤務環境改善の取り組み」　津山中央病院　病院長　林　　同輔
　　◦特別講演（オンライン配信）
　　　「医師の働き方改革と勤務環境改善について」 日本医師会　副会長　今村　　聡
　③　ピンクリボン運動
　　◦ 今年度は、乳がん検診啓発用のリーフレットを作成し、県内の保健所へ設置を依頼、また、いくつかの愛育

委員会へ配布し、愛育委員の方を中心に検診を勧奨していただくよう依頼した。さらに、寄付の返礼品とし
てエコバッグを作成し、会員等へ寄付を募った。

　④　山陽女子ロードレース救護班への参加
　　　令和２年12月20日（日）　岡山県総合グラウンド内
　　　（参加：女医部会　渡邉部会長、清水副部会長、坂口委員、金重委員、齋藤委員、新津委員）
　　◦設置されたブースを拠点として、参加者に乳がん検診・子宮頸がん検診の受診を呼びかけた。
　　◦ 今年度は、レース中に体調不良者等が出た場合、本部と連絡を取るため、最後尾の車に救護スタッフ（１名）

として乗車した。
　⑤　女医部会報（第30、31号）の発行
　⑥　地域における女性医師支援懇談会
　　　令和３年１月16日（土）岡山県医師会館402会議室、オンライン
　　　（出席：女医部会12名、県医師会２名）
　　◦ディスカッション：勤務環境の整備について、今後の女性医師支援について
⑻　救急医療対策部会
　　［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
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⑼　有床診療所部会
　　令和２年度岡山県医師会有床診療所部会岡山県有床診療所協議会・総会
　　日時：令和３年２月26日（オンライン会議）
⑽　地域包括ケア部会
　　岡山地域医療構想・包括ケアシステム研究会と合同開催
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　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２年７月18日（土）　岡山県医師会館　４階　401会議室　57名
　　　　「岡山県における新型コロナウイルス感染症の現状」 岡山県保健福祉部　参与　則安　俊昭
　　　　「新型コロナウイルス感染症時代の災害対策」
 日本医師会　救急災害医療対策委員会　副委員長／岡山県医師会　会長　松山　正春
　　２）認知症研修会　～新型コロナウイルス感染症時代の認知症対策～
　　　　令和２年９月12日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　46名
　　　　「新型コロナ VIRUS 感染症（COVID−19）の基本的考え方と初期診療の経験」
 早島町　木村医院（有床診療所）　木村　　丹
　　　　「認知症対応のABC ～新型コロナウイルス感染症の時代を踏まえて～」
 川崎医科大学　認知症学　主任教授　和田　健二
　　　　「岡山県における新型コロナウイルスの現状と今後の方針について」
 岡山県保健福祉部　参与　則安　俊昭
　　３）実践シンポジウム　
　　　　令和２年11月28日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　38名
　　　　「新型コロナウイルス感染症予防の鍵」 津山中央病院　感染症内科　特任部長　藤田　浩二
　　　　「新型コロナウイルス感染症が精神障害者の生活にもたらした影響」
 岡山県精神科医療センター　院長　來住　由樹
　　　　「新型コロナウイルス感染症が障害者の生活にもたらした影響」 旭川荘　企画広報室　室長　小幡　篤志
　　　　「新型コロナウイルス感染症が要介護者の生活にもたらした影響」
 岡山プライマリ・ケア学会　会長　福嶋　啓祐
　　４）ACP研修会
　　　　令和３年１月23日（土）岡山県医師会館　４階　401会議室　47名
　　　　「救急の現場からコロナ時代のACPを考える」 岡山大学院高度救命救急センター　教授　中尾　篤典
　　　　「新型コロナウイルス感染症の状況報告」 岡山県保健福祉部　参与　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【ハイブリッド方式】
　　　　（岡山プライマリ・ケア学会と共催）
　　　　令和３年３月28日（日）　岡山県医師会館　４階　401・402会議室　126名
　　　　　テーマ：新型コロナ（COVID−19）大会
　　　　　　　　　Withコロナ時代における保健・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Ⅰ
　　　　　　「ACP：人生会議でこころのケア」　 飛騨千光寺　住職　大下　大圓
　　　　　記念講演Ⅱ
　　　　　　「救急の現場からコロナ時代のACPを考える」
 岡山大学病院　高度救命救急センター　教授　中尾　篤典
　　　　　情報提供
　　　　　　「岡山県における新型コロナウイルス感染症の状況」 岡山県保健福祉部　参与　則安　俊昭
　　　　　Practical Education
　　　　　　「オーラルフレイル、口腔機能低下症を理解し予防する」
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　　 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　14演題
⑿　禁煙推進部会
　　新型コロナウイルスの影響により診療体制の確立、患者の受入体制の構築の為、開催は見送りになった。

３．医学会に関する事項

⑴　岡山県医師学術奨励賞
　 　令和２年度は下記３名に授与された。令和２年12月12日に授与式、令和３年２月６日に三木記念ホールで受賞

講演が行われた。
　１）　「Klotho蛋白による腹膜機能保護作用の分子メカニズムの解明」
 川崎医科大学　腎臓・高血圧内科学　講師　角谷　裕之
　２ ）　「安定狭心症におけるLayered Plaqueの頻度と臨床的重要性
　　　　　−病理組織及びOptical Coherence Tomographyを用いた検討−」
 川崎医科大学附属病院　循環器内科　シニアレジデント　岡本　公志
　３）　「満期産児の出生体重SD値とその後の健康・行動発達の関連　～ 21世紀出生児縦断調査より～」
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　小児医科学　大学院生　玉井　　圭

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４階402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　　　　　　　　　　

※病院は未定
令和２年４月 【中止】28日 −
　　　　５月 【中止】26日 27日
　　　　６月 23日 −
　　　　７月 21日 22日
　　　　８月 25日 −
　　　　９月 15日 23日
　　　　10月 27日 −
　　　　11月 24日 25日
　　　　12月 − −
令和３年１月 26日 27日
　　　　２月 16日 −
　　　　３月 23日 24日

　②　消化管検診研究会講演会
　　１）令和２年度第１回消化管検診研究会講演会（令和２年９月５日）
　　　　−症例検討会−
　　　　司会進行：医療法人草加草仁会　草加病院　院長　草加　勝康
　　　　病理担当：岡山済生会総合病院　病理診断科　診療部長・中央検査科長　能勢聡一郎
　　　　　症例１「胃癌症例（２例）」
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　　　　　　講師：独立行政法人国立病院機構　岡山医療センター消化器内科　若槻　俊之
　　　　　症例２「大腸癌症例（２例）」
　　　　　　講師：医療法人幸伸会 すぎはら眼科・循環器科内科　院長　杉原　雄策
　　２）令和２年度第２回消化管検診研究会講演会（令和３年２月23日）
　　　　司会進行：岡山県医師会　副会長　大原　利憲
　　　　座　　長：川崎医科大学　消化管内科学教室　教授　塩谷　昭子
　　　　　講演１「リスク別の上部消化管内視鏡スクリーニング」
　　　　　　講師：淳風会健康管理センター倉敷　センター長　間部　克裕
　　　　　講演２：「大腸癌検診の現状と大腸ポリープ切除に関する最新知見」
　　　　　　講師：倉敷中央病院　消化器内科　部長　下立　雄一
　③　岡山胸部疾患研究会講演会（令和３年３月６日）
　　　情報提供「岡山県における結核対策について」
　　　　　講師：岡山県保健福祉部　健康推進課　感染症対策班　石田　淳美
　　　　講演Ⅰ「結核患者の早期発見と適切な治療」
　　　　　講師：岡山県健康づくり財団附属病院　院長　西井　研治
　　　【WEB講演】
　　　　講演Ⅱ「肺癌の胸部単純X線診断　−読影のポイントと演習−」
　　　　　講師：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　臨床腫瘍学分野　教授　芦澤　和人
⑶　乳がん検診講習会　
　①　令和２年４月11日（土）：岡山県医師会館三木記念ホール　【中止】
　②　令和２年６月27日（土）：岡山県医師会館４階401会議室　【中止】
　③　令和２年８月８日（土）：岡山県医師会館三木記念ホール
　　　「検診受診率をあげるためには」 川崎医科大学附属病院　乳腺甲状腺外科　医長　野村　長久
　④　令和２年８月18日（火）：倉敷市休日夜間急患センター
　　　「乳癌診療　～最近の話題を含めて～」 川崎医科大学附属病院　病院長　園尾　博司
　⑤　令和２年８月27日（木）：津山保健センターホール
　　　「乳がん検診と精密検査のエトセトラ」 香川県立中央病院　乳腺センター　部長　白岩　美咲
　⑥　令和２年10月18日（日）：岡山県医師会館三木記念ホール
　　　「乳癌の最新情報」 岡山済生会総合病院　外科　診療部長　元木　崇之
　⑦　令和２年12月13日（日）：岡山県医師会館三木記念ホール
　　　「乳がん検診の課題とこれから」 岡山赤十字病院　院長　辻　　尚志
　⑧　令和３年１月23日（土）：WEB開催
　　　「検診で乳癌と間違えやすい良性疾患：肉芽腫性乳腺炎」
 岡山赤十字病院　乳腺・内分泌外科部長　吉富　誠二
　⑨　令和３年２月21日（日）：岡山県医師会館４階401会議室
　　　「乳がん検診で知っておきたい乳房超音波診断」 水島協同病院　外科医長　石部　洋一
　⑩　令和３年３月13日（土）：岡山県医師会館三木記念ホール
　　　「コロナ禍での乳がん検診・診療の動向（特に若年者乳癌）」 おおもと病院　村上　茂樹
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２年度は

特定疾患の内「骨・関節系疾患」をテーマに取り上げた。
　①　津山
　　　日　　時：令和２年９月３日（木）　19：30 ～ 21：00
　　　場　　所：津山鶴山ホテル
　　　司会進行：岡山県医師会地区選出理事　宮本　亨
　　　出　　席：８名
　　　「運動器疾患における特定疾患・指定難病」 津山中央病院　整形外科　部長　皆川　　寛
　②　倉敷
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　　　日　　時：令和２年９月15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：岡山県医師会地区選出理事　平木　章夫
　　　出　　席：16名
　　　「特発性大腿骨頭壊死症の診断と治療
　　　　2019年日本整形外科学会診療ガイドラインと当院の取り組み」
 倉敷中央病院　整形外科　部長　山元　輝明
　③　岡山
　　　日　　時：令和２年９月18日（金）　19：30 ～ 21：00
　　　場　　所：岡山県医師会館　４階401会議室
　　　司会進行：岡山県医師会地区選出理事　大橋　基
　　　出　　席：10名
　　　「整形外科領域の特定疾患・指定難病」 岡山市立市民病院　整形外科　部長　藤原　一夫
⑸　かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度事業は中止となった。
⑹　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　糖尿病医療連携推進事業に関する定例協議会
　　　開催月：５月、６月、７月、９月、10月、11月、12月、１月、２月、３月の10回
　　 　今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、｢Zoom｣を使用しての開催となった。本会からは佐藤常

任理事が出席した。
　②　国保ヘルスアップ支援事業
　　　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３年１月31日（日）13時～ 15時　【WEB配信】
　　　総合司会：岡山県医師会　常任理事　佐藤正浩
　　　講演：「糖尿病性腎症の克服に向けて～最近の治療の進歩と岡山県における対策～」
　　　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
　　　講演：「岡山県のCKD対策・透析医療と糖尿病性腎症の腎不全管理」
　　　講師： 岡山大学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教授／岡山県CKD・

CVD対策専門会議会長　杉山　斉
　　　講演：「糖尿病性腎症の集約的治療を支える食事療法～栄養ケアステーションで継続的食事療法～」
　　　講師：公益社団法人岡山県栄養士会会長／くらしき作陽大学食文化学部栄養学科　専任教授　坂本八千代
　③　世界糖尿病デー啓発活動への賛同
　　 　「世界糖尿病デー」イベント ブルーライトアップ活動等の実施について、岡山県糖尿病対策推進会議を開催

し（書面決議）、令和２年度も実施することとなった。
　　　今年度は、県内５か所の著名建造物等のブルーライトアップを行った。
　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等
⑺　各種協議・研究会
　①　全国有床診療所連絡協議会
　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、各種大会が延期になった。
　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２年11月４日（水）
　④　卒後臨床研修対策
　　１）令和２年度岡山県医師会臨床研修指導医養成講習会　
　　　 　令和３年２月27日、28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た。参加者は
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19名であった。
　⑤　［WEB］岡山県肝炎対策協議会（石井地区選出理事）
　　　日時：令和３年２月24日（水）
　　　場所：WEB開催
　　　議題
　　　⑴　岡山県の肝炎の状況
　　　⑵　肝炎対策事業について
　　　　　肝炎ウイルス検査の実施状況　コロナ禍で激減
　　　　　医療費助成事業等の実施状況
　　　　　地域肝炎対策サポーター研修会　Web開催で対応
　　　　　肝炎陽性者フォローアップ事業の一部改正
　　　　　肝がん・重度肝硬変医療費情勢事業の一部改正
　　　⑶　岡山県肝疾患診療連携拠点病院事業について
　　　　①　肝炎医療従事者研修会
　　　　②　肝炎相談センターの実施状況
　　　⑷　その他
　　　　　一次医療機関で肝疾患への関心が薄くなっている
　　　　　今後この会をどういう風に継続していくのかアンケート実施へ
　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令和２年10月１日からロタウイルスワクチン接種の

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２年度もこの制度が継続
している。

　　　イ　令和３年３月１日～７日　子ども予防接種週間
　　　エ 　令和２年10月９日　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３年２月22日　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３年３月18日（木）　岡山県麻しん風しん対策会議　WEB会議により開催され、國富理事が出席し

た。
　　２）公害保健
　　　 　「公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年10月５日法律第111号）」により、公害（大気汚染、水質汚染）

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

　　　 　全国の認定者数は昭和63年の107,207人が最多で、平成２年以降新規認定者は無く、平成30年度末に31,877
人、令和元年度末に30,959人であった。

　　　 　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30年度末の県内認定者数は、備前市24人、玉野市21人、
倉敷市983人。令和元年度末には、備前市22人、玉野市21人、倉敷市947人で、若干の減少がみられる。

　　　 　令和２年度の審査会は６回開催され、本会から佐藤正浩常任理事が出席した。

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２年９月17日【書面報告】
　　２）第２回　令和２年２月11日（木・祝）　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



− 46 −

　　　第17回　令和３年２月11日（木・祝）　メルパルク岡山
　　　情報提供「コロナ禍における地域包括ケアの推進へ向けて」
　　　　　　　　講師：日本医師会　常任理事　江澤和彦
　　　情報提供「感染症と地域包括ケア」
　　　　　　　　講師：産業医科大学　公衆衛生学教室　教授　松田晋哉
　③　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２年７月28日（火）倉敷リハビリテーション学院
　　　　令和２年８月22日（土）岡山学芸館清秀中学校・高等部
　　　　令和２年９月５日（土）真庭市医師会
　　　　令和２年11月19日（木）西大寺医師会（東区豊岡地区）
　　　　令和３年２月５日（金）西大寺公民館
　　　　令和３年２月25日（木）西大寺公民館
　　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２年８月27日（木）西大寺医師会（東区長沼地区）
　　　　令和２年12月３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２年９月11日（金）西大寺医師会
　　　　令和２年11月21日（土）東区松浜町内会
　　４）医療のかかり方普及啓発「いのちをまもり・医療をまもる！みんなのアクション」
　　　　令和３年２月９日（火）津山市医師会
　　　　令和３年３月２日（火）新見医師会
　④　岡山県認知症サポート医の集い（フォローアップ研修）
　　　令和２年９月27日（日）　岡山県医師会館 三木記念ホール
　　　講演「認知症診療のABC」
　　　　　　講師：川崎医科大学認知症学　教授　和田　健二
　　　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　髙原　淳
　　　　　　「認知症に関する高齢運転者対策の進捗状況について」
　　　　　　報告者：岡山県警察　交通部運転免許課　課長補佐　野田　幸誉
　⑤　主治医研修事業
　　１）〈津山会場〉　令和３年３月６日（土）　津山保健センター　
　　　◦「使える主治医意見書を目指して−特記すべき事項の活用」 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
　　　◦「地域共生社会の構築と医師の役割」 浅口医師会会長　福嶋　啓祐
　⑥　幸福な長寿社会実現事業研修会
　　　令和２年11月８日（日）岡山県医師会館　三木記念ホール
　　　講師：旭川医科大学病院　緩和ケア診療部　副部長　阿部泰之（講師はWeb参加）
　　　◦「正解を目指さない⁉意思決定⇔支援　人生最終段階の話し合い」
　　　◦情報交換会
　⑦　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 2020年度 応用研修会は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全て中止。
　　２）「日医かかりつけ医機能研修制度」修了申請77名に修了証明書を交付
　⑧　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は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全て中止。
　　２）岡山県医師会認定かかりつけ医の認定期間の１年延長
　　　 　岡山県医師会認定かかりつけ医認定証の有効期間を延長し、その満了日を令和３年３月31日の者は令和４

年３月31日、令和４年３月31日の者は令和５年３月31日とする。
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　　３）審査会　
　　　　新規18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）
　⑨　岡山県介護保険制度推進委員会　令和２年５月15日【書面報告】、10月19日、11月30日、令和３年２月19日
　⑩　岡山県介護保険制度推進委員会介護サービス評価部会　【書面開催】　
　⑪　岡山県認知症対策連携会議　令和３年１月12日【延期】
　⑫　岡山県在宅医療推進協議会　令和２年11月４日　
　⑬　岡山県介護保険関連団体協議会　総会　令和２年６月28日【書面報告】　
　⑭　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会　
　　１）総会　令和２年６月27日
　　２）理事会　令和２年５月28日、７月16日、９月17日、11月19日、令和３年１月28日、３月25日
　　３）推進協議会　令和２年７月30日、令和３年３月４日
　　４）課題検討協議会　令和２年７月30日、12月３日、令和３年３月４日
　　５）連携・機能拡大検討委員会　令和２年５月21日、11月９日、令和３年２月16日
　⑮　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【開催中止】
　　２）認知症サポート医養成研修【開催中止】
　⑯　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２年10月２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　
　　２）〈岡山会場②〉令和２年11月２日（月）　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）〈倉敷会場〉令和２年11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
　　４）〈津山会場〉令和２年11月11日（水）　津山鶴山ホテル【開催中止】
　　　　伝達講師：積善病院認知症疾患医療センター長　近藤　啓子
　　　　　　　　　岡山赤十字病院精神科部長　中島　　誠
　⑰　在宅医療関連講師人材養成事業研修会（オンライン）
　　　　事前学習　　　　令和２年10月19日（月）～ 11月１日（日）
　　　　グループワーク　令和２年11月１日（日）13：00 ～ 16：３

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３年２月３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19日　岡山県医師会館）
　　２）［WEB］令和２年度中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡会議（８月23日　担当：鳥取県）
　　３）令和２年度中国地区学校保健研究協議大会（書面開催）（担当：山口県）
　　４）令和２年度中国地区学校保健・学校医大会（書面開催）（担当：山口県）
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　　５）第51回全国学校保健・学校医大会（11月14日　富山市）
　　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12日　岡山県医師

会館）
　　７）令和２年度岡山県学校保健研修会（開催なし）
　　８）令和２年度学校保健推進協議会（令和３年２月18日　ピュアリティまきび）
　　９）第52回全国学校保健・学校医大会準備委員会の設立
　　　　第１回準備委員会（12月14日　岡山県医師会館）
　　　　［WEB］第２回準備委員会（令和３年２月24日　岡山県医師会館）
　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３年２月28日　富山市　延期　令和４年２月27日へ　富山市）
　④　日医母子・学校保健講習会
　　１）［WEB］令和２年度日医母子保健講習会　平成３年２月28日　
　　２）令和２年度日医学校保健講習会（開催なし）
⑵　小児救急地域医師研修会
　　今年度の研修会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となった。
⑶　母子保健対策
　 　厚生労働省並びに岡山県保健福祉部健康推進課が推進する母子保健事業に産婦人科・小児科専門医を中心に積

極的に協力した。年々増加する児童虐待防止に関わるハイリスク妊産婦・ハイリスク児情報提供システムの稼働
も平成23年から運用が開始されたが年々効果を発揮している。各医療機関が周知し適正に運用されている。特に
平成29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、協力精神科医療
施設が公表され、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。国も不妊治療への助成制度を拡充することになり、不妊に悩む方にとり朗報となって
いる。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、現在県下では９施設が指定されてい
る。

　 　周産期医療の充実は、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
て開始されたが、今年度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された。特にコロナ禍
にあって、感染母体の搬送などの際に運用が期待されている。

　 　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年度より産婦健康診査が委託事業となった。
コロナ禍にあって地域や実家の支援が受けにくくなり、産後うつの産婦が増加しているが、この健康診査の拡充
により早期に支援を開始できることになった。また希望する妊婦に対するPCR検査は妊婦に負担なく受けること
ができるようになった。

　 　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、近年徐々に実施が増加している。子宮がん発症ゼロを目指しさらなる広報活動が必要とされて
いる。子宮がん検診は細胞診単独あるいはＨＰＶ単独検診実施について検討が始められたが、数年後にはHPV
検診についての結論がで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のスクリーニング機関は入院（49機関）外来（４機関）で、先進県としてとして12,276名（受
験率89.7％）を検査し、0.18％の難聴児が見つかり対策が取られている。（令和元年度実績　令和３年２月末現在）

７．救急・災害医療に関する事項

（救急：大原副会長、合地常任理事、内田常任理事、榊原理事、名越理事）
（災害： 合地常任理事、内田常任理事、佐藤常任理事、名越理事、大橋地区代表理事、太田地区代表理事、宮本地

区代表理事、石井地区代表理事、平木地区代表理事）
⑴　日本医師会　救急災害医療対策委員会【WEB】（12月18日、２月26日）
⑵　都道府県医師会災害医療・感染症危機管理担当理事連絡協議会【WEB】（６月17日）
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⑶　2020年度防災訓練（災害時情報通信訓練）南海トラフ大地震想定訓練【WEB】（２月10日）
⑷　災害医療研修
　①　日本医師会JMAT研修　基本編【WEB】（１月17日）
　②　日本医師会JMAT研修　ロジスティクス編【WEB】（３月21日）
　③　岡山県JMAT研修会（中止）
　④　都道府県災害医療コーディネーター研修【オンデマンド】（２月15日～３月15日）
⑸　救急の日講演会（９月26日）
　　講演１　「県が行う新型コロナウイルス感染症対策」
　　　　　　講師　岡山県保健福祉部参与　則安　俊昭　
　　講演２　「新型コロナウイルス感染症に対する岡山県医師会の取り組みについて」
　　　　　　講師　岡山県医師会常任理事　佐藤　正浩　
　　講演３　「新型コロナウイルスが救急医療に与えた影響」　
　　　　　　講師　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　救命救急・災害医学教授　中尾　篤典　
⑹　救急医療研修会
　①　ICLSコース（中止）
　②　NPO救命おかやま市民のための救命講習会（中止）
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（中止）
⑻　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29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16日、11月26日、２月１

日【WEB】）
　③　全国メディカルコントロール協議会連絡会【WEB】（８月26日、１月29日）
⑼　岡山県防災会議（３月書面決議）
⑽　ドクターヘリ運航調整委員会（９月３日、３月18日【WEB】）
⑾　岡山空港航空機事故総合訓練（中止）　
　　　　　　〃　　　　調整会議（12月１日、１月15日）
⑿　岡山県地域医療BCP構築事業
　①　推進委員会（10月16日、３月19日）
　②　検討会（11月12日、１月14日、３月９日）
⒀　その他
　①　日本医師会新型コロナウイルス感染症（COVID−19）
　　　対応JMAT 派遣検討会議【WEB】（４月７日）
　②　岡山救急医療研究会幹事会（書面決議）
　③　岡山救急医療研究会第22回学術集会（延期）
　④　岡山シーガルズへのAED機器寄贈（４月15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２年度の社会保険指導者講習会は、10月１日・２日の２日間にわたって日本医師会館に於いて開催され

る予定だったが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み見送りになった。令和３年１月24日の伝達講習会も中
止とした。

　②　指導等実施状況
　　ⅰ）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15病院の研修医に

対して行われるが、今年度、資料送付形式で実施とみなした。
　　ⅱ）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
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　　　　集団的個別指導は中止、指定時集団指導・更新時集団指導は、今年度、資料送付形式で実施とみなした。
　　ⅲ）新規個別指導、個別指導
　　　 　本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の為、８月より指導再開となった。指導回数10回であ

り、個別指導機関12機関、新規個別指導８医療機関、対象医療機関数は病院１機関、診療所19機関であった。
　　　　指導は主に岡山県医師会館401会議室、病院個別指導は現地で行なわれた。
　　ⅳ）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
　　　　今年度、中止になった。
⑵　社会保険運営事項
　①　中国地方社会保険医療協議会
　　　岡山部会（メール会議、書面会議）で12回行われた。
　　　今年度総会は、WEB会議で開催された。
　②　社会保障部部員・同地区委員合同会議
　　 　今年度、４月、９月、11月、12月に集合形式で開催、２月、３月はハイブリッド会議で開催（５月、６月、

７月は中止、８月は休会）。
　③　社会保障部研修会
　　 　11月、３月に合同会議との併催。日本医師会　江澤　和彦常任理事をお招きして、「新型コロナウイルスワ

クチン接種」、「介護報酬改定に向けて」をテーマで講演を頂いた。
　④　郡市地区医師会長、支払基金、国保審査委員、社会保障部部員、同地区委員合同会議
　　 　郡市地区医師会長、支払基金、国保連合会審査委員、社会保障部部員、同地区委員合同会議が、「医療機関

と審査委員会の相互理解」をテーマに令和２年10月11日に三木記念ホールにて開催された。
　⑤　基金・国保両医科審査委員連絡会議
　　　令和３年１月24日支払基金、国保審査委員が「審査上の諸問題について」をテーマに討議を行った。
　⑥　中国四国医師会連合　医療保険分科会
　　　今年度は中止となった。
　⑦　岡山県医師会、中国四国厚生局、岡山県との三者懇談会
　　　開催日　令和２年７月14、令和３年２月３日（計２回）
　⑧　適正保険診療に関する研修会
　　　今年度は、新規開業医療機関のみに対して３月４日に開催した。
　⑨　保険医療関係機関連絡協議会
　　 　岡山県薬剤師会が担当で第１回は令和２年10月８日（集合形式）、第２回は書面会議で開催。次年度は岡山

県医師会が担当。
⑶　社会保険に関する事項
⑴　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
⑵　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。
⑶　各種の調査・研究を行う
　 　新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い及び施設基準の臨時的対応についての事務連絡が、２月

14日から11月11日までに30回発出（その29）され、これらの事務連絡及び関連する通知等を会員にわかりやすく
解説し、日常診療で活用していただくことを目的として、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時
的な取扱い」及び「新型コロナウイルス感染症に関連する検査の算定上の取扱い」の２編に取り纏めて『新型コ
ロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い資料集　令和２年』を作成した。この冊子を岡山県医師会A会員、
日本医師会ならびに各都道府県医師会、関係団体等に送付をした。

９．日本医師会認定医療秘書養成事業

⑴　【WEB】第24回医療保険請求事務実技試験委員会（出席：清水副会長）
　　日時：令和２年９月３日（木）14：30 ～　（出席：清水副会長）
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　　場所：応接室
　　 　第24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。
⑵　【WEB】第70回全国医師会医療秘書学院連絡協議会定例総会
　　令和２年10月31日（土）ビデオ会議　Webexを使用して下記委員会が開催された。
　①　会計監査　15：30 ～
　　 　令和元年度収支決算について、前当番県担当理事　清水副会長が立会人として参加した。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）
　　監　事　渡辺　嘉郎（愛知県）
　　立会者　清水　信義（岡山県）（前年度当番県：岡山県）
　②　令和２年度　第１回常任委員会　16：00 ～
　　１）報告事項
　　　ア　令和２年度協議会役員について
　　　イ　令和２年度各学院（校）の現況調査結果について
　　　ウ　医療保険請求事務実技試験の外部委託について
　　　エ　その他
　　２）協議事項
　　　ア　令和元年度収支決算について（清水副会長）
　　　イ　令和２年度事業計画（案）・収支予算（案）等について
　　　ウ　第70回定例総会・令和２年度第１回運営委員会について
　　　エ　その他
　③　第70回総会・令和２年度　第１回運営委員会
　　１）報告事項
　　　ア　令和元年度会務報告について（清水副会長）
　　　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
　　　キ　その他
　　２）協議事項
　　　ア　令和元年度収支決算について（清水副会長）
　　　イ　令和２年度事業計画（案）について
　　　ウ　令和２年度収支予算（案）について
　　　エ　次期当番県の決定について
　　　オ　その他
　④　懇親会　17：30 ～
⑶　第24回医療保険請求事務実技試験
　　実施日：令和２年11月５日（木）会場：就実大学
　　受験者：15名、合格者９名、合格率：60％
⑷　第41回日本医師会医療秘書認定試験（監督者：清水副会長）
　　日　時：令和３年２月７日（日）13：00 ～
　　場　所：就実大学
　　受験者：13名、合格者：13名
⑸　【WEB】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３年３月３日（水）16：15 ～



− 52 −

　　場所：岡山県医師会館　特別会議室、就実大学
⑹　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３年３月27日（土）ステーションコンファレンス東京に於いて開催される予定であったが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、開催見送りとなった。

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２年６月15日（月）14：00 ～ 15：00
　　　委員：清水信義、松島眞己、黒田善宏、双田　直、犬塚浩司、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３年１月22日（金）14：00 ～ 15：00
　　　委員：清水信義、佐能量雄、松島眞己、黒田善宏、犬塚浩司、富永優子（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）、松島眞己（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）、双田　直（岡山県社会保険労務士会会長）、
犬塚浩司（岡山労働局雇用環境改善・均等推進監理官）、唐井幸子（岡山県保健福祉部医療推進課総括参事）、
富永優子（代理出席：岡山県社会保険労務士会副会長）

⑵　講習会
　①　第５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　［ハイブリッド］令和２年度第１回岡山県医療勤務環境改善支援センターオンライン講習会
　　　日時：令和２年12月３日（木）13：30 ～ 15：30
　　◦岡山労働局からの説明
　　　「『医師の働き方改革』について」 　岡山労働局労働基準部監督課　主任労働基準監察監督官　小松原邦正
　　◦オンラインによる特別講演
　　　「コロナ禍での保健医療関係者の勤務環境とメンタルヘルス」
 　東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野　教授　川上　憲人
　③　［ハイブリッド］令和２年度第２回岡山県医療勤務環境改善支援センターオンライン講習会
　　　　～看護職に選ばれる施設になるために～
　　　日時：令和３年２月６日（土）14：00 ～ 16：30
　　◦オンラインによる講演
　　　「３つの視点で人も業績も同時に向上　長く働き続けられる職場をつくる『チームビルディング』」
 　メディテイメント株式会社　代表取締役　杉浦　鉄平
　　◦人材確保対策（事例）
　　　「看護職に選ばれる組織を目指して　～小さな変革の積み重ね～」
 　倉敷中央病院リバーサイド　看護部長　安部小夜子
⑶　実務者会議
　①　日　時：令和２年６月４日（木）10：00 ～ 11：00
　　　参加者：平井康子、富永優子、佐田俊彦、妹尾直紀、斎藤雅史、県医事務局
　②　日　時：令和２年８月４日（火）10：00 ～ 11：00
　　　参加者：松島眞己、富永優子、佐田俊彦、金武邦洋、小松原邦正、妹尾直紀、斎藤雅史、県医事務局
　③　日　時：令和２年10月２日（金）10：00 ～ 11：00
　　　参加者：松島眞己、富永優子、佐田俊彦、大倉直子、妹尾直紀、斎藤雅史、板野一郎、県医事務局
　④　日　時：令和２年12月18日（金）10：00 ～ 11：20
　　　参加者： 松島眞己、富永優子、佐田俊彦、板野多美枝、妹尾直紀、矢木めぐみ、斎藤雅史、板野一郎、県医

事務局
　⑤　日　時：令和３年２月19日（金）10：00 ～ 11：10
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　　　参加者：松島眞己、佐田俊彦、大倉直子、妹尾直紀、矢木めぐみ、斎藤雅史、板野一郎、県医事務局
　　＊ 平井康子・松島眞己（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・

大倉直子・板野多美枝（岡山県社会保険労務士会医療労務管理アドバイザー）、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）、金武邦洋（岡山産業保健総
合支援センター副所長）、小松原邦正（岡山労働局主任労働基準監察監督官）、斎藤雅史（岡山県保健福祉部
医療推進課副課長）、板野一郎（岡山県病院協会事務局長）

⑷　働き方改革に向けた医療環境の評価と改善ワークショップ
　 　令和２年度より１医療機関が参加。７月の事前説明会後、アンケートを実施。その後、ワークショップ開催を

目標にアンケートの結果分析、報告及び今後の進め方について打ち合わせ会を４回開催。
⑸　専門アドバイザーの訪問による利用勧奨・個別支援
　 　令和元年７月に厚生労働省が実施した「病院に勤務する医師の労務管理に関するアンケート」の結果を基に、

フォローアップが必要な医療機関を個別訪問し、労務相談や利用勧奨等個別支援を実施した。
⑹　ホームページの更新及びメールマガジンの発行による周知広報
　 　ホームページをリニューアルし、よくある相談内容をわかりやすく解説した「Ｑ＆Ａ」を追加、毎月更新して

いる。また、新たな取り組みとして「メールマガジン」を月１回配信し、最新情報や法改正の対応法、労務管理
に役立つ情報をお伝えしている。

11．看護職員出向・交流研修事業

　　令和２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。

令和２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 1,619,500 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
指導医のための教育ワークショップ事業 300,000 日本医師会
産業医研修関連事業 1,333,019 産業医学振興財団
結核・感染症サーベイランス事業 8,729,100 岡山県、岡山市、倉敷市
地域包括ケア体制整備支援事業 27,000,000 岡山県
かかりつけ医認定事業 117,755 岡山県
精密検査従事者講習会 2,176,000 岡山県
認知症早期診断推進事業 575,696 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 321,224 岡山県
救急・災害医療対策関係 237,400 岡山県
小児救急地域医師研修会 209,920 岡山県
緩和ケア事業 101,479 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 1,254,554 岡山県
医療勤務環境改善支援センター運営事業 4,726,040 岡山県
医療勤務環境改善支援センター運営事業 9,036,734 労働局
幸福な長寿社会実現事業 634,737 岡山県
多剤・重複投与対策に向けた住民啓発事業 945,227 岡山県

公益１　合計 60,725,035 　
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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25日 【延期】中国四国医師会連合会長会議（高知県医師会館）
　５月16日 【中止】中国四国医師会連合医療保険分科会（JRホテルクレメント高松）
　　　30日 【WEB会議】中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（岡山県医師会館）
　６月11日 【WEB会議】中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（岡山県医師会館）
　　　26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連絡会（東京ドームホテル）
　　　27日 【中止】中国四国医師会連合連絡会（日本医師会館）
 中国四国医師会連合各県医師会長による会談（日本医師会館）
　　　28日 【中止】中国四国医師会連合連絡会（日本医師会館）
　７月21日 【WEB会議】中国四国医師会連合常任委員会（テレビ会長会議）（岡山県医師会館）
　８月23日 【WEB会議】中国四国医師会連合学校保健担当理事連絡協議会（岡山県医師会館）
　10月３日 【WEB会議】中国四国医師会連合各分科会総合討論（ホテルニューオータニ鳥取・岡山県医師会館）
 【WEB会議】中国四国医師会連合常任委員会・総会（ホテルニューオータニ鳥取・岡山県医師会館）
 【WEB会議】中国四国医師会連合総会・特別講演（ホテルニューオータニ鳥取・岡山県医師会館）
  【WEB会議】中国四国医師会連合総会・ラウンドテーブル・ディスカッション（ホテルニューオータ

ニ鳥取・岡山県医師会館）
　　　４日 【中止】中国四国医師会連合総会（鳥取県）
　11月15日 【WEB会議】中国四国医師会連合医事紛争研究会（岡山県医師会館）
 【WEB会議】中国四国医師会連合勤務医委員会（岡山県医師会館）
　　　28日 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（ホテルニューオータニ鳥取）
　３月27日 【WEB会議】中国四国医師会連合常任委員会（岡山県医師会館）
⑵　日本医師会
　４月３日  【WEB会議】第６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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　10日  【WEB会議】第７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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　16日 【中止】第10回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」
　　　17日  【WEB会議】第８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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　24日  【WEB会議】第９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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
 【中止】日本医師会第７回男女共同参画委員会
　５月１日  【WEB会議】第10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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　３日 【中止】第４回全国医師ゴルフ選手権大会（～４日まで）
　　　８日  【WEB会議】第11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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　14日 【延期】日本医師会第135回年金委員会（神﨑専務理事）
　　　15日  【WEB会議】第12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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　22日  【WEB会議】第13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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　23日 【R3.5.15へ延期】第16回男女共同参画フォーラム
　　　29日  【WEB会議】第14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
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副会長、大原副会長、神﨑専務理事、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　31日  第１回全国医師会産業医部会連絡協議会（TV会議システム併用開催）（松山会長、内田常任理事、佐

藤常任理事、太田地区選出理事）
　６月５日（ 見合わせ）【WEB会議】第15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
 【中止】令和２年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会
　　　12日（ 見合わせ）【WEB会議】第16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
　　　17日  【WEB会議】令和２年度都道府県医師会災害医療・感染症危機管理担当理事連絡協議会（松山会長、

大原副会長、内田常任理事、合地常任理事、國富理事）
　　　19日（ 見合わせ）【WEB会議】第17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
 【中止】第52回産業医学講習会（21日まで）
　　　20日 日本医師会議事運営委員会（清水副会長）
　　　27日 第147回日本医師会定例代議員会（松山会長、清水副会長、神﨑専務理事、内田常任理事、國富理事）
　　　28日 【中止】第148回日本医師会臨時代議員会
　７月19日 【延期】日医かかりつけ医機能研修制度　応用研修会
　　　21日 【WEB会議】日本医師会理事会（松山会長）
　　　31日  【WEB会議】第15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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　８月18日 【WEB会議】第６回日本医師会理事会（松山会長）
　　　27日  【WEB会議】第16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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　９月４日 【WEB会議】日本医師会第136回年金委員会（神﨑専務理事）
　　　６日 【中止】【映像研修】日医かかりつけ医機能研修制度　応用研修会
　　　15日 【WEB会議】第７回日本医師会理事会（松山会長）
 【WEB会議】令和２年度第１回都道府県医師会長会議（松山会長）
　　　24日  【WEB会議】第17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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　10月１日 【見送り】第64回社会保険指導者講習会（～２日まで）
　　　11日 【中止】2020年度地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会
　　　20日 日本医師会第８回理事会（松山会長）
　　　22日 【WEB会議】第１回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　29日 【WEB会議】令和２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）
　　　30日  【WEB会議】第18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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　11月１日 日本医師会設立73周年記念式典並びに懇親会（松山会長）
　　　15日 【見送り】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
　　　17日 【WEB会議】日本医師会第９回理事会（松山会長）
 【WEB会議】令和２年度第２回都道府県医師会長会議（松山会長）
　　　26日 【WEB会議】日本医師会医療経営検討委員会（第１回）（神﨑専務理事）
　　　27日  【WEB会議】第19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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
 【WEB会議】日本医師会病院委員会（中島監事）
 第１回日本医師会学校保健委員会【オンライン併用】（内田常任理事）
　12月５日 【WEB会議】令和２年度家族計画・母体保護法指導者講習会（田淵理事）
　　　10日 日本医師会小児在宅ケア検討委員会（第１回）（内田常任理事）
　　　15日 【WEB会議】日医新型コロナウイルス感染症対策本部会議（松山会長）
 【WEB会議】日本医師会第10回理事会（松山会長）
　　　16日 【WEB会議】第２回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　18日 【WEB会議】日本医師会救急災害医療対策委員会（松山会長）
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　　　25日  【WEB会議】第20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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）

　１月７日 【WEB会議】日本医師会定款・諸規定検討委員会（清水副会長）
　　　13日 【WEB会議】日本医師会医療経営検討委員会（第２回）（神﨑専務理事）
　　　17日 【WEB会議】日本医師会JMAT研修　基本編（合地常任理事）
　　　18日  【WEB会議】第21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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　19日 【WEB会議】第11回日本医師会理事会（松山会長）
 【WEB会議】令和２年度第３回都道府県医師会長会議（松山会長）
 【中止】都道府県医師会長会議・日医連執行委員会合同新年会
　　　20日 【WEB会議】日本医師会女性医師支援センター事業運営委員会（神﨑専務理事）
　　　27日 【WEB会議】第３回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　29日 【中止】【WEB会議】第２回日本医師会学校保健委員会【オンライン併用】
　２月４日 【WEB会議】日本医師会小児在宅ケア検討委員会（第２回）（内田常任理事）
 【WEB会議】令和２年度産業保健活動推進全国会議（松山会長）
　　　５日 【WEB会議】第138回日本医師会年金委員会（神﨑専務理事）
　　　７日 第41回日本医師会医療秘書認定試験（試験監督）（清水副会長）
　　　16日 【WEB会議】第12回日本医師会理事会（松山会長）
  【WEB会議】第22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、内田常任理事、佐藤常任理事、國富理事、田淵理事、中島監事）
　　　19日 【WEB会議】日本医師会病院委員会（中島監事）
　　　26日 【WEB会議】日本医師会救急災害医療対策委員会（松山会長）
　　　28日 【WEB開催】令和２年度母子保健講習会（田淵理事、國富理事、佐藤常任理事）
　３月５日 【中止】第８回・第９回「日本医師会　赤ひげ大賞」表彰式・レセプション
　　　６日 【WEB会議】令和２年度日本医師会医療情報システム協議会（～７日まで）（合地常任理事）
　　　10日  【WEB会議】第21回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会（内田常任理事、佐藤常任理事、大

橋地区選出理事、太田地区選出理事、宮本地区選出理事、石井地区選出理事、平木地区選出理事）
　　　11日 第４回日医産業保健委員会（松山会長）
　　　12日 【WEB会議】日本医師会医療安全対策委員会（清水副会長）
　　　16日 【WEB会議】第13回日本医師会理事会（松山会長）
　　　17日 【WEB会議】日本医師会女性医師支援センター事業運営委員会（神﨑専務理事）
　　　18日 【WEB会議】日本医師会小児在宅ケア検討委員会（第３回）（内田常任理事）
　　　21日 【WEB会議】日本医師会JMAT研修　ロジスティクス編（合地常任理事）
　　　27日 【WEB会議】令和２年度医療事故調査制度　支援団体統括者セミナー（清水副会長）
　　　28日  【開催見送り】日本医師会臨時代議員会
　　　31日 【WEB会議】日本医師会医療経営検討委員会（神﨑専務理事）
⑶　他府県医師会
　６月13日 【延期】京都府医師会との懇談会　京都府
　８月29日 【延期】第22回中国四国医師会共同利用施設等連絡協議会　徳島県
　９月12日 【延期】第33回全国有床診療所連絡協議会総会（13日まで）　徳島県
　３月27日 【見送り】全国医師会医療秘書学院連絡協議会　東京都
　10月31日 【WEB会議】第70回全国医師会医療秘書学院連絡協議会定例総会　岡山県医師会館（清水副会長）
　11月13日 【中止】全国学校保健・安全研究大会中央大会　富山県
　　　〃 【中止】第51回全国学校保健・学校医大会会長招宴　富山市
　12月５日 【中止】日本学校保健会創立百周年記念式典・記念講演会並びに祝賀会　経団連会館（東京都）
　10月24日 【中止】令和２年度全国医師会勤務医部会連絡協議会　京都府
　11月14日 第51回全国学校保健・学校医大会　富山県（松山会長、佐藤常任理事、藤本常任理事、國富理事）
　　　〃 第51回全国学校保健・学校医大会会長招宴　富山県（松山会長）
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⑷　医療従事者対策
　①　養成機関関連
　　　令和２年度高等学校看護連絡協議会【書面報告】（松山会長、清水副会長）
　　　　日時：令和２年７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【書面報告】（清水副会長）
　　　　日時：令和２年６月１日
　　　　議題：岡山県准看護師試験委員会の意見について
　　　第２回岡山県准看護師試験委員会【書面会議】（清水副会長）
　　　　議題：令和２年度岡山県准看護師試験の合否判定について
　　　第51回中国四国九州地区医師会看護学校協議会（清水副会長、平木地区選出理事）
　　　　日時：令和２年８月29日・30日【開催中止】
　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、令和２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令和２年４月９日（木）に開催予定であったが、
コロナウイルス感染拡大防止のため７月９日（木）に延期なり、その後７月９日（木）の開催は中止となった。

⑸　看護従事者対策
　　令和２年度岡山県看護職員確保対策委員会【書面開催】（平木地区選出理事）
　　　議題：看護職員の需給状況、確保対策等について
　　令和２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２年６月18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２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３年２月４日
　　　場所：岡山県看護会館
　　　協議事項：令和２年度事業の評価について
　　　　　　　　令和３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（平木地区選出理事）
　　　日時：令和２年11月５日
　　　場所：岡山県看護会館
　　　協議：令和元年度　岡山県ナースセンター活動報告について
　　　　　　令和２年度　岡山県ナースセンター事業について
　　　　　　意見交換
⑹　医療関係者斡旋事業
　　令和２年度　女性医師復職支援事業　事業報告
　①　令和２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
　　１）第１回　令和２年９月10日（木）　岡山県医師会館特別会議室、オンライン
　　　　（出席： 岡山県病院協会　山田事務長会代表幹事、岡山県医療推進課　佐藤主任、岡山大学医療人キャリ

アセンター MUSCAT　片岡教授、別府氏、川崎医科大学　青山教授、女医部会　渡邉部会長、
県医師会　清水副会長、神﨑専務理事）

　　◦議題　 各団体の令和２年度事業計画、「第３回天晴れジョイボスアワード」の選考、「第３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」

　　２）第２回　令和３年２月４日（木）　岡山県医師会館502会議室、オンライン
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　　　　（出席： 岡山県病院協会　難波会長、山田事務長会代表幹事、岡山県医療推進課　佐藤主任、岡山大学医
療人キャリアセンター MUSCAT　渡邉助教、別府氏、川崎医科大学　青山教授、女医部会　渡
邉部会長、県医師会　清水副会長、神﨑専務理事）

　　◦議題　各団体の令和２年度事業報告、女子医学生インターンシップ事業について
　②　第３回天晴れジョイボスアワード、第３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
　　１）表彰式　　　　　令和２年12月12日（土）　岡山県医師会館　三木記念ホール
　　２）ワークショップ　令和２年12月13日（日）　岡山県医師会館　特別会議室、オンライン
　　◦受賞講演
　　　大　賞「炎症性腸疾患診療と私」 岡山大学病院炎症性腸疾患センター　准教授　平岡佐規子 先生
　　　奨励賞「Joy-boss〈医師人生を楽しむ〉」 川崎医科大学神経内科学　講師　久德　弓子 先生
　　◦質疑応答及びフリーディスカッション
　③　研修医レター「Good Doctor」（vol.23）の発行
　④　県医師会主催講演会での託児サービス　
　⑤　学会出席時の託児サポート
　⑥　マタニティ白衣のレンタル

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を開催しているが、今年度は、新型コロ
ナウイルス感染拡大に伴い全て中止した。また、岡山県担当者、関係団体との意見交換については、感染防止対策
を徹底し行った。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
　　１）第12回岡山県民公開医療シンポジウム　会場参加者69人、同時ライヴ配信321人
　　　　日　時：令和３年２月27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（中　止）
　　３）女性の健康週間　県民公開講座（中　止）
　　４）第８回CKD（慢性腎臓病）県民公開講座【オンライン開催】
　　　　「腎臓と栄養」　
　　　　日　　時：令和３年３月20日（土・祝）　13：30 ～ 14：50
　　　　配信会場：岡山県医師会館　401会議室
　　５）糖尿病　県民公開講座（中　止）
　② 　OHKの情報番組「なんしょん？」（午後４時40分～同５時48分）に月１回（計６回）レギュラーコーナーを

設け“医療をテーマ”に分かりやすく解説し、県民に広く周知した。
　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２年９月９日（水）　
　　　岡山県教育庁と岡山県医師会との懇談会　　　令和２年８月19日（水）　
　　　岡山県四師会懇談会　　　　　　　　　　　　令和２年10月14日（水）
　　　岡山労働局と岡山県医師会との懇談会　　　　令和３年３月10日（水）
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）
　　◦ 新型コロナウイルス感染拡大のため、会議、研修会、講演会等が中止の多かった月もあり会報への報告記事

が少なく、５月、６月号をそれぞれ合併号にし、新型コロナウイルス感染症特集を第４弾まで組み掲載した。
従来なら毎月２回、計24回の発行が、計22回の発行となった。

　　◦日医Lib閲覧の拡大普及を行った。
　②　会報企画委員会　計24回開催　
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　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、「会員専用ページ」の中に「新型コロナウイルス感染症情報のまとめ」を新設した。

　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２年５月26日　　　　医療ネットワーク岡山協議会 第１回理事会
　　　　　　　６月４日　　　　医療ネットワーク岡山協議会 第２回理事会（書面開催）
　　　　　　　６月24日　　　　医療ネットワーク岡山協議会 第３回理事会（総会内）
　　　　　　　11月18日　　　　医療ネットワーク岡山協議会 第４回理事会
　　　令和３年３月17日　　　　医療ネットワーク岡山協議会 第５回理事会
　　　令和２年６月24日　　　　医療ネットワーク岡山協議会 令和２年度定時会員総会
　　　令和３年１月13日　　　　医療ネットワーク岡山協議会 令和２年度臨時会員総会
　　　　　　　３月６日～７日　令和２年度日本医師会医療情報システム協議会
　　　令和３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　　　　　　　　106機関
　　　　　　　　　　　　　　　閲覧施設　　　　　　　　356施設
　　　令和３年１月31日現在　　日医認証カード申し込み　598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、令和２年３月に第71回のSTI調査、

令和２年９月に第72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２年度実施計画を策定し、７地域産業保健センター
事業の円滑な運営に努めた。

　 　２月からは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため対面となる事業場訪問などは控えているため、訪問指導
件数については昨年同期比で約35％程度まで落ち込んでいる。（令和２年10月時点）

　 　地域産業保健センターの活動状況としては感染拡大防止対策を講じながら柔軟な対応の結果事業場訪問以外で
はほぼ例年どおりの状況である。

⑵ 　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、４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実施した。

⑶ 　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
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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、１回の研修会を開催した。

５．労災・自賠責医療対策

⑴　労災診療算定実務研修会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中止。
⑵　岡山損害保険医療連絡協議会　令和２年８月29日　401会議室
　 　岡山県医師会、岡山県病院協会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構岡山自賠責損害調査事務所の四者

で自賠責保険について協議した。
⑶　岡山県医師会自賠責研修会 令和３年１月16日 401会議室
　　【自賠責保険講習】
　　　演　題：自賠責保険（共済）のしくみ
　　　講　師：岡山自賠責損害調査事務所　所長　藤田　憲司
　　【学術講習】
　　　演　題：交通事故に関連した脊椎外傷の診断および治療
　　　講　師：岡山大学整形外科教室　助教　三澤　治夫

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中止
　　 　例年、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に精度管理サー

ベイを実施しているが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業を中止した。
　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２年３月：令和２年度クロスチェック案内状発送
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２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等の精度管

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
　　　今年度は委員会の開催はなかった。
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２年６月４日　岡山県医師会館４階402会議室にて開催
　　大原副会長、榊原理事が出席した。
⑷　令和２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２年９月９日（水）17時15分～　第401会議室
　①　医療における新型コロナウイルス感染症対策について
　②　COVID−19は喫煙で重症化することについて
　③　岡山県として加齢性難聴にどう対応していくか
　④　癌対策事業における全国癌登録の活用について　
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⑵　岡山県教育庁との懇談
　　令和２年８月19日（水）17時15分～　第401会議室
　①　新型コロナウイルス感染症へ対応した学校運営の在り方について
　②　新型コロナ感染症による休校と児童、生徒の健康への影響について　
　③　新型コロナウイルス影響下での学校健診の実施状況について
　④　学校における働き方改革と産業医の役割について
　⑤　ゲーム依存、ネット依存について
　⑥　運動器検診の評価について　
⑶　岡山労働局との連絡会議
　　令和３年３月10日　岡山県医師会館　４階　401会議室
　（岡山労働局から）
　①　最近の労働衛生に関する動きについて
　②　アスベスト健康被害並びに脳・心臓疾患、精神障害等の労災補償状況
　③　医療労務管理支援事業の概要
　（岡山県医師会から）
　　⒜　第１回全国医師会産業医部会連絡協議会報告
　　⒝　第42産業保健活動推進全国会議報告
　　⒞　第３日本医師会産業保健委員会報告
　（質疑応答）
　協議題
　　⒜　オンラインを活用した産業医活動について
　　⒝　事業場と新型コロナウイルス感染症対策について
　（意見・情報交換）
⑷　歯科医師会、薬剤師会、その他　
　①　令和２年度 岡山県四師会懇談会
　　　10月14日（水）18：30 ～　岡山プラザホテル
　②　５月28日　【中止】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（式典）
⑸　岡山大学、川崎医科大学、その他
　　【延期】川崎学園創立50周年記念式典並びに祝賀会（６/ ６）
　　【中止】岡山医学会、鶴翔会並びに関連病院長会総会・合同懇親会（６/ ６）
　　【中止】川崎学園川崎学園理事会・評議員会合同懇親会（３/23）
　　岡山大学医学部創立150周年記念事業後援会会議（10/ ７）
　　岡山大学病院医療安全外部監査委員会（９/11、２/ ２）
　　川崎学園・九曜学園理事会・評議員会（５/26、１/14、３/23）
　　岡山大学病院長選考会議（10/ ９、12/10、１/29）

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　50,552件
　　　小中高校　心音図検査　33,015件
　 　解析データは光ディスクに収録蓄積されており、既に301万件に達している。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。
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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。

令和２年度補助事業・委託事業等

公益２．医療情報対策事業
事業名 収入額（円） 補助・委託団体等

女性医師復職支援事業 1,373,139 岡山県
女性医師復職支援事業 200,000 日本医師会
医院継承バンク事業 430,840 岡山県
肝炎ウイルス検査事業 4,504,178 岡山県、岡山市
風しん抗体検査事業 16,452,463 岡山県、岡山市、倉敷市
肺炎球菌・インフルエンザワクチン接種事業 943,987,868 岡山県
岡山県医師会心電図自動解析センター事業 1,000,000 岡山県教育委員会
臨床検査精度管理事業 1,188,000 岡山県臨床検査技師会

公益２　合計 969,136,488 　

［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　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
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令和２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５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）特別会議室の会議システムへマイク（12台）を追加設置
　　２）三木記念ホールのステージ袖扉の握手を追加取付
　　３）新型コロナ感染防止対策として、特別会議室及び７階事務室へアクリルパーテーションを設置
　　４）新型コロナ感染防止対策として、三木記念ホールへソーシャルディスタンス用座席カバーを取付
　　５）７階事務室・通路・ロビー系統のエアコン室外機を修理
　　６）外部植栽自動潅水装置の漏水調査及び修理
　　７）防火シャッター安全作動用のバッテリーを交換
　　８）エレベーター緊急停止時の外部連絡用インターホンを守衛室へ増設
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17枚、

累計792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
　 　新型コロナウイルス感染症の影響で、リアル開催の研修会や会議が中止となる一方、Webを利用した新たな形

の研修会や会議の増加に対応しながら利用促進に取り組んだ。
　　【令和３年３月末現在施設設備利用状況】

区　　分
令和２年度 　平成31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 63 9,781 　121 10,716
医療関係・県庁等　 235 7,322 557 　13,084

県医師会 254 　　−  398 　−
　合　　計　 552 17,103 1,076 　23,800



− 64 −

［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
　◦ 災害見舞金制度は令和３年３月をもって終了だが、１月末現在まで災害見舞金の支払いはなかった。
　◦ 加入率の漸減が懸念されているグループ生命保険制度の加入促進につとめ、また、団体扱生命保険制度、集団

扱損害保険制度についても、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２年度の新たな求
職者登録は４名で、求人登録は２件あった。

　　 　令和３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48施設、求職医師８名が登録してお
り、紹介・斡旋、成立はなかった。一方、女性医師バンクでは、求人医療機関33施設、求職医師４名の登録が
あり、紹介・斡旋は１件で、成立は１件であった。

　◦ 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３年２月末現在での登録数は、医療機関が８件、承継希望者が６名登録している。
　　　令和２年度は、以下のとおり、セミナーを１回開催した。
　　　○令和２年12月19日（土）岡山県医師会館 402会議室【ハイブリッド開催】
　　　　「コロナ常態化における医院経営の総点検と再構築」
　　　　講師：税理士法人久遠 代表社員 税理士　前原　幸夫 氏
　◦会員福祉の手引き（令和２年度版）を作成した。
⑵　各事業の現況（令和３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

53人
０件
０件

（160口）
　０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

12,121人
０人

０円（内持出分０円）

０円
任意加入部分
加　入　者 Ａ会員　374人 （Ａ型　1,456口）（Ｂ型　1,351口）

（Ｃ型　　288口）（Ｄ型　　161口）
（Ｅ型　　521口）（Ｆ型　　407口）
（Ｇ型　　　10口）（Ｈ型　　42口）
（Ｉ型　　　0口）（Ｊ型　　　5口）
（Ｋ型　　　20口）（Ｌ型　　　10口）
（Ｍ型　　　3口）（Ｎ型　　　0口）
（Ｏ型　　　0口）（Ｐ型　　　10口）
（Ｑ型　　　7口）（Ｒ型　　　13口）

Ｂ会員　　　67人 （Ａ型　　185口）（Ｂ型　　　42口）
（Ｃ型　　107口）（Ｄ型　　　21口）
（Ｅ型　　　99口）（Ｆ型　　　74口）
（Ｇ型　　　0口）（Ｈ型　　　0口）
（Ｉ型　　　0口）（Ｊ型　　　0口）
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（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 26人 80,630,234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

225人 （　746口）
　　1人 （　　1口）

　　Ｂ　会　員
500万
300万

　57人 （　219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

　79人 （　149口）
　　6人 （　　6口）

　　子　　　供 400万 　10人 （　　10口）

　　　令和2.4.1 ～令和3.1.31

新規加入者 増　額 減　額 脱退者

Ａ会員
500万
300万

０人（０口）
０人（０口）

０人（０口）
０人（０口）

19人（27口）
０人（０口）

６人（12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）

２人（２口）
０人（０口）

４人（10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 ３人（６口） ３人（６口） ０人（０口）
Ｂ　会　員 ２人（６口） １人（２口） １人（２口）
Ｃ　会　員 ０人（０口） ０人（０口） ０人（０口）

　　　令和２年度資格喪失者（76才脱退・死亡） ５ 人

支払保険金合計 １人 10,005,753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

１人
０人
０人
０人
０人
０人
０人

10,005,753円（２口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）
　　　　０円（０口）

⑶　役員会の記録
　①　第１回福祉部役員会開催
　　令和２年８月１日（土）〈会報第1532号〉
　　　（報　告）
　　◦令和元年度 福祉部会計決算報告
　　◦令和２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）
　　◦災害見舞金制度の現状について
　　◦福祉部団体所得補償保険制度の加入状況等について
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　　◦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
　　◦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
　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況について
　　　（協　議）
　　◦福祉部 グループ生命保険制度の加入率について
　　◦福祉部 グループ生命保険制度の保険料滞納について
　　◦会員福祉の手引き（改訂版）について
　②　第２回福祉部役員会開催
　　令和２年12月12日（土）〈会報第 1541 号〉
　　　（報　告）
　　◦令和２年度 福祉部会計現況報告（令和２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２年11月末日現在）
　　◦福祉部災害見舞金制度の現状について
　　◦医院継承バンクの登録状況について（令和２年11月末日現在）
　　◦新規開業医の福祉部制度（任意）への加入状況について
　　　（協　議）
　　◦新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度（お知らせ）

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２年度に解決された件数は８件で、未解決は13件である。
　②　［WEB］令和２年度中国四国医師会連合医事紛争研究会
　　　 　令和２年11月15日（日）に鳥取県担当でWebにて開催され、岡山県医師会館６階特別会議室より大原副会

長、合地常任理事、榊原理事、顧問弁護士２名が出席した。
　③　医療事故対策委員会
　　 　令和２年12月12日（土）に岡山県医師会館７階応接室で開催し清水副会長、合地常任理事、田淵理事、榊原

理事、顧問弁護士２名で未解決事案等について話し合った。
　④　令和２年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会
　　 　例年12月に開催されていたが新型コロナウイルスの影響に伴う参加者の安全面等を考慮し、今年度は会議形

式での開催（TV会議を含めて）は行わず、協議会資料の発送のみとなった。
　⑤　令和２年度医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」
　　 　今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、インターネットによる動画配信

「e-learning形式」にて令和３年２月15日～３月15日まで開催され、清水副会長、合地常任理事が視聴した。
　⑥　［ハイブリッド］岡山県医療事故調査等支援団体連絡協議会
　　 　令和３年３月19日（金）にハイブリッドで開催し、医療事故調査等支援団体（15団体）の代表者が出席した。

本会からは松山会長、清水副会長、合地常任理事、榊原理事が岡山県医師会館より、田淵理事、尾﨑理事がオ
ンラインにて参加した。

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２年４月16日（木）に日本医師会で開催され出席する予定であったが、中止となった。

［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50回開催
　　理事会：月１回水曜日　計15回開催（【WEB会議】２回を含む）
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２．代議員会

⑴　第198回岡山県医師会臨時代議員会
　　日時：令和２年４月19日（日）13：00 ～
　　場所：岡山県医師会館　三木記念ホール
　　◦令和２年度公益社団法人岡山県医師会事業計画
　　◦令和２年度公益社団法人岡山県医師会収支予算
　　◦ 岡山県医師会 福祉部 災害見舞金制度（福祉部第２制度）の令和２年４月以降の「更新」・「新規加入」の中

止について
　　◦岡山県医師会次期役員等の選挙
　　　 会長（１人）、副会長（２人）、理事（10人）、地区選出理事（５人）、監事（２人）、裁定委員（11人）、日本

医師会代議員（５人）、日本医師会予備代議員（５人）
⑵　第199回岡山県医師会定例代議員会
　　日時：令和２年６月21日（日）13：00 ～
　　場所：岡山県医師会館　３階　三木記念ホール
　　◦平成31年（令和元年）度公益社団法人岡山県医師会事業報告
　　◦平成31年（令和元年）度公益社団法人岡山県医師会決算認定の件

３．郡市等医師会長協議会

⑴　10月10日（土）14：00 ～　401会議室
　①　県医師会から
　　１．令和２年度第１回都道府県医師会長議会の報告
　　２．「医療資格者の労災給付の上乗せを行う医療機関への補助」に関連した日本医師会の支援策について
　　３．オンライン資格確認について（お知らせ）
　　４．「保険診療の手引き」ついて（お知らせ）
　②　郡市等医師会から
　　５．インフルエンザウイルスならびに肺炎球菌ワクチンの予防接種について
　　６．新型コロナウイルスとインフルエンザウイルス感染症の同時流行における対応
⑵　２月20日（土）14：00 ～　401会議室
　①　県医師会から
　　１．令和２年度第２回都道府県医師会長会議の報告
　　２．令和２年度第３回都道府県医師会長会議の報告
　②　郡市等医師会から
　　３．ケアキャビネットの活用について
　　４．COVID−19感染症に係る予防接種体制について
　　５．オンライン資格確認について
　　６．県の新型コロナ感染者の発表について
　③　岡山県から
　　７．新型コロナウイルスワクチンの接種体制の構築に向けて

４．郡市医師会への役員出席

　　12月５日　【中止】吉備医師会忘年会
　　７月４日　【中止】玉島医師会新年度懇親会

５．新型コロナウイルス感染症対策

⑴　新型コロナウイルス感染症対策本部の設置
　　令和２年２月５日に第１回本部会議を開催以後、21回の本部会議を開催
⑵　相談センターの設置・運営
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　 　令和２年４月１日に相談センターを設置し、会員からの電話相談を始めとして、屋外検体採取センターの県と
の共同運営、PCR検査医療機関への紹介業務等を実施
⑶　PCR検査集合契約
　　岡山県と県内医療機関（岡山・倉敷市分を除く）との間の行政検査に関する集合契約を実施
⑷　宿泊療養者の健康管理業務
　　令和２年６月１日から11月８日まで、宿泊療養所で療養する感染者の健康管理を実施
⑸　発熱患者等受診センター業務の受託
　 　令和２年12月20日から３月６日までの間の年末年始、土日祝日の内、８日間について発熱患者等受診相談セン

ター業務を実施
⑹　医業経営状況のアンケート調査
　　◦令和２年３月～６月診療分
　　◦令和２年７月～ 11月診療分
⑺　新型コロナウイルス感染症対策研修会等の実施
　　◦令和２年３月21日（土）　長崎大学 教授　山本 太郎　先生　他
　　◦令和２年９月13日（日）　日本医師会　常任理事　釜萢　敏　先生　他
　　◦令和２年12月17日（木）　岡山大学　教授　頼藤　貴志　先生　他
　　◦令和３年１月25日（月）　川崎医科大学　教授　中野　貴司　先生　他


