
 
 

 

平成２６年度 

公益社団法人 宮崎県医師会 
 

事 業 報 告 
 

 

 

 

宮崎県医師会は、公益社団法人として、平成26年度の重点項目に 

１．国民皆保険制度の堅持 

２．地域医療の充実 

１）医師不足及び偏在の是正 

２）看護職員不足の解消 

３）安定した医業経営が可能な診療報酬の確保 

４）地域医療連携の推進 

５）在宅医療の推進 

６）医療と介護の連携推進 

３．医療崩壊に繋がるTPP参入の阻止 

を掲げ、平成26年３月11日（火）に開催した第２回理事会で承認された事

業計画（平成26年５月27日（火）第159回宮崎県医師会臨時代議員会報告）に

そって、内外の重要な諸問題に取り組みながら会務を進めた。 
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公益事業１ ◇生涯教育の推進と充実を図る事業 

 

第１．生涯教育の強化充実 

H26.  6月12日 県医学会役員会 

  9月 6日 県医医学会 

  9月 8日 医学会誌編集委員会 

 12月13日 日医生涯教育協力講座セミナー【TV会議】 

 12月25日 医学賞選考委員会 

H27.  1月10日 日医生涯教育協力講座セミナー【TV会議】 

  2月14日 日医生涯教育協力講座セミナー【TV会議】 

  3月 4日 都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会 

  3月 9日 医学会誌編集委員会 

１．宮崎県医師会医学会の開催 

日時：９月６日（土）  場所：県医師会館 

概要：会員等92名の参加。 

「遺伝カウンセリングはなぜ必要か」 

山口昌俊 先生（宮崎大学医学部附属病院産婦人科病院教授） 

「海外旅行者の発熱」 

加藤康幸 先生（国立国際医療研究センター国際感染症対策室医長） 

２．日医生涯教育制度への対応と申告の推進 

◇日医生涯教育制度 

概要：416 学会を認定。平成 25 年度単位取得者数 1,316 名（単位取得者率 78.1％、全国平均

62.7%）。 

◇日医生涯教育協力講座セミナー 

「かかりつけ医のための泌尿器疾患診療のポイント」 

日時：12月13日（土）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：アステラス製薬(株)の共催により開催し73名が参加。 

メインテーマ「かかりつけ医のための排尿障害診療のポイント」 

基調講演１「前立腺肥大症・前立腺癌の診断と治療」 

賀本敏行 先生（宮崎大学医学部外科学講座泌尿器科学分野教授） 

基調講演２「過活動膀胱の診断と治療」 

吉田正貴 先生（国立長寿医療研究センター手術・集中治療部長） 

パネルディスカッション「かかりつけ医のための排尿障害診療のポイント」 

小林隆彦 先生（野崎東病院副院長） 

黒岩顕太郎 先生（県立宮崎病院泌尿器科部長） 

南口尚紀 先生（古賀総合病院泌尿器科部長） 

「新しいステージを迎えた糖尿病医療」 

日時：１月10日（土）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：田辺三菱製薬(株)の共催により開催し81名が参加。 

メインテーマ「新しい糖尿病治療戦略」 
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特別講演「最新の糖尿病薬物治療―SGLT２阻害剤を含む―」 

安西慶三 先生（佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科教授）  

パネルディスカッション「Patient-Centered Approach」 

西 勇一 先生（宮永病院内科医長） 

東 真弓 先生（県立宮崎病院糖尿病内科医長） 

光川知宏 先生（光川内科医院院長） 

原田和子 先生（平和台病院糖尿病看護認定看護師／教育師長） 

「COPD診療にいかに取り組むか－新ガイドラインに沿った診断と治療－」 

日時：２月14日（土）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：グラクソ・スミスクライン(株)の共催により開催し111名が参加。 

メインテーマ「実践COPD診療－かかりつけ医におけるCOPD診断と治療について－」 

パネルディスカッション１「明日からできるCOPD診断のコツ」 

有村保次 先生（宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野助教） 

柳 重久 先生（国立病院機構宮崎東病院呼吸器内科） 

橋口典久 先生（橋口医院院長） 

パネルディスカッション２「明日からできるCOPD治療のコツ」 

野田 隆 先生（のだ小児科医院院長） 

佐野ありさ 先生（国立病院機構宮崎東病院呼吸器内科） 

平塚雄聡 先生（県立日南病院内科部長） 

特別講演「COPDの病態と治療 最近の話題」 

井上博雅 先生（鹿児島大学医学部医歯学総合研究科呼吸器内科学教授） 

３．研修登録医制度の推進 

◇宮崎大学医学部附属病院研修登録医制度 

概要：今年度で 26 年目。本会会員を含め、産婦人科２名、総合周産期母子医療センター１名、脳

神経外科１名、血液浄化療法部２名、内科１名、皮膚科１名、泌尿器科１名の合計９名の先生方

が登録し参加研修。 

４．医学会誌の刊行及び優秀論文の表彰 

◇宮崎県医師会医学会誌 

概要：編集委員会を開催し第38巻第２号（19編）および第39巻第１号（14編）を発行。 

◇宮崎県医師会医学賞（第28回） 

概要：12月25日（木）に選考委員会を開催。２月25日（水）の創立126周年記念医学会で受賞

講演。 

対象論文 第37巻第１・２号 

医学賞 「過疎地域に位置する当院の高齢者胆道内視鏡治療の現状と問題点」  

井上龍二 先生（串間市民病院） 

５．各郡市医師会、各専門分科医会、部会が開催する医学会への支援 

概要：各郡市医師会、各専門分科医会、学校医部会、園医部会、労災部会が主催する学術講習に対

し、医学会補助金として援助を行った（各郡市医師会10回、各専門分科医会13回、部会10回）。 

 

第２．医療保険対策 

H26.  4月17日 保険医療機関の指導計画等打合せ会 

  4月25日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 
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  5月16日 九州地方社会保険医療協議会総会 

  5月30日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

  6月27日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

  7月17日 社会保険医療担当者（医科）の新規個別指導 

  7月31日 新規集団指導（医科） 

  7月31日 新規保険医療機関への説明会 

  8月29日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

  9月 4日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

  9月18日 社会保険医療担当者（医科）の集団的個別指導 

 10月 1日 日医社保指導者講習会 

 10月 2日 日医社保指導者講習会 

 10月 9日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

 10月16日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

 10月28日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

 10月30日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

 11月 1日 日医社会保険指導者講習会復講【TV会議】 

 11月13日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

 11月27日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

 12月11日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

 12月24日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

 12月25日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

H27.  1月 8日 社会保険医療担当者（医科）の新規集団指導 

  1月 8日 新規保険医療機関への説明会 

  1月15日 社会保険医療担当者（医科）の新規個別指導 

  1月27日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

  2月 5日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

  2月19日 社会保険医療担当（医科）の更新時集団指導【TV会議】 

  2月26日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

  2月27日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

  3月12日 社会保険医療担当者（医科）の集団的個別指導 

  3月27日 九州地方社会保険医療協議会宮崎部会 

  3月27日 社会保険医療担当者（医科）の個別指導 

１．医療保険診療内容の向上 

１）各郡市医師会、各専門分科医会による保険指導の推進 

概要：各郡市医師会、各専門分科医会が主催する社会保険の勉強会に対し、社保指導補助金とし

て援助を行った（各郡市医師会20回、各専門分科医会25回）。 

２）日本医師会社保指導者講習会への参加と復講 

◇日医社保指導者講習会 

日時：10月１日（水）～２日（木）の２日間  場所：日医 

概要：テーマ「痛みのマネージメント」 

◇日医社保指導者講習会 復講 

日時：11月１日（土）  場所：県医師会館（TV会議：都城・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 
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概要：出席者59名。   

宇野武司 先生（潤和会記念病院） 

田中信彦 先生（宮崎大学医学部附属病院麻酔科） 

黒木修司 先生（宮崎大学医学部附属病院整形外科） 

２．医療保険運営の円滑化 

１）保険指導への適切な対応 

概要：４月以降、新規集団指導２回、新規個別指導２回、個別指導11回、集団的個別指導２回、

更新時集団指導１回が実施され、新規集団指導を除く全指導に担当役員が立会い。 

◇新規集団指導：保険医療機関として新たに指定された14医療機関を対象に、JA-AZMホールで実施。 

◇新規個別指導：平成25年度及び26年度内に保険医療機関として新たに指定された14医療機関を対

象に、JA-AZMホールで実施。 

◇個別指導：32医療機関を対象にJA-AZMホール、当該医療機関で実施。 

◇集団的個別指導：９月18日（木）に33医療機関、３月12日（木）に２医療機関を対象にJA-AZMホ

ールで実施。 

◇更新時集団指導：２月19日（木）に20医療機関を対象に県医師会館（TV会議：都城・延岡・児湯

・南那珂）で実施。 

２）審査委員会及び専門分科医会との緊密な連携 

概要：会員から寄せられた保険請求等に関する質問については、その都度、支払基金及び国保

連合会を通じて、審査委員の意見を確認する等して対応を行った。 

３）疑義解釈・苦情処理への対応 

概要：日本医師会や厚労省から出される情報を中心に情報発信。 

４）保険診療関係者との協議会の開催 

概要：九州厚生局宮崎事務所を中心とする関係機関と協力し、保険請求の問題点、指導計画等を

協議。全体協議会は開催しなかった。 

５）高齢者医療制度への対応 

概要：県後期高齢者医療広域連合運営懇話会及び療養費適正化研究会に委員として参画、制度や

療養費給付に係る問題点を協議。 

６）平成26年度診療報酬改定の対応 

概要：日本医師会や厚労省から配信される診療報酬改定に関する情報等を、県医ホームページや

FAX等を用いて迅速に会員へ伝達した。 

 

第３．その他の事項 

H27.  2月25日 創立126周年記念医学会 

１．創立126周年記念医学会の開催 

日時：２月25日（水）  場所：県医師会館 

概要：講演に先立ち医神祭並びにヒポクラテスの木記念植樹ビデオ上映及び感謝状贈呈を執り行っ

た。その後、医学賞受賞講演に引き続き特別講演を行った。出席者77名。 

特別講演 「宮崎大学医学部のミッション」 

丸山眞杉 先生（宮崎大学医学部長） 

２．自浄作用活性化と倫理向上に向けた取り組み 

概要：都道府県医師会における医療倫理への取り組み・日本医師会への要望についてのアンケ

ート調査及び「医師の職業倫理指針」に関するアンケート調査に協力。 
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公益事業２ ◇地域医療及び救急医療の充実を図り、県民に公平な医療供給の推進を

行うとともに「健康社会」の構築に寄与する事業 

 

第１．地域医療体制の整備 

１．地域医療対策の確立 

１）医師確保対策 

H26.  4月12日 県と女性医師との意見交換会 

  4月14日 県臨床研修運営協議会 

 4月22日 地域医療現場における働きやすい環境を考える会検討会 

  5月31日 宮崎県ゆかりの福岡都市圏医師との交流会 

  6月 1日 ｅレジフェア 

  6月 6日 宮大医学部附属病院マッチング説明会＆基幹型臨床研修病院説明会 

  7月 6日 レジナビフェア 

  7月19日 首都圏医師との交流会 

  7月20日 レジナビフェア 

  7月26日 男女共同参画フォーラム 

  8月 5日 地域医療現場における働きやすい環境を考える会検討会 

  9月19日 医療現場のワークライフバランスセミナー 

  9月22日 みやざき若手医師キャリアプラン講演会・交流会 

  9月23日 九州ブロック初期・後期臨床研修進路説明会 

  9月23日 九州ブロック初期・後期臨床研修進路説明会実行委員会 

  9月26日 日医大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会 

 10月 4日 日医「2020.30」推進懇話会 

 10月28日 地域医療現場における働きやすい環境を考える会検討会 

 11月 5日 女性医師委員会 

 11月19日 宮崎生協病院託児ルーム視察 

 11月25日 宮大医学部附属病院医師研修管理委員会 

 11月29日 メディカルトライアングルプロジェクト学生向けセミナー 

 12月 7日 女性医師支援センター事業九州ブロック別会議 

 12月 8日 保育園コスモナーサリー視察 

 12月11～12日 県外臨床研修病院視察 

 12月20～21日 指導医のための教育ワークショップ 

H27.  1月30日 日医「2020.30」推進懇話会 

  2月10日 地域医療現場における働きやすい環境を考える会検討会 

  2月27日 日医女性医師支援事業連絡協議会 

  3月 1日 レジナビフェア 

  3月 2日 医師確保対策委員会 

◇医師確保対策委員会 

日時：３月２日（月）  場所：県医師会館（TV会議：西臼杵） 

概要：各郡市医師会の医師不足の現状報告、県・大学・県医師会の医師確保の取り組みについ

て報告・協議。 

（１）県内臨床研修医の確保 
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・宮大医学部附属病院マッチング説明会＆県内基幹型臨床研修病院説明会の開催 

日時：６月６日（金）  場所：宮崎大学医学部附属病院 

概要：宮崎大学医学部学生等を対象に、マッチングスケジュールの説明、基幹型臨床研修病院

研修プログラムのプレゼンテーション、面談形式による各ブースでの個別説明会を行い、98

名が参加。 

・県臨床研修運営協議会の開催 

日時：４月14日（月）  場所：県医師会館 

概要：７基幹型臨床研修病院による現状報告、レジナビフェアおよび指導医のための教育ワー

クショップの運営方法等について協議。 

・レジナビフェア（東京・大阪・福岡）及びｅレジフェア（福岡）、九州ブロック初期・後期臨床

研修進路説明会への出展 

概要：県内７基幹型臨床研修病院が協力して参加。 

本県ブース来場者 ６月１日（日）ｅレジフェアin西日本（西日本総合展示場） 73名 

７月６日（日）レジナビフェアin大阪（インテックス大阪） 27名 

７月20日（日）レジナビフェアin東京（東京ビッグサイト） 50名 

９月23日（火）九州ブロック初期・後期臨床研修進路説明会 

（福岡国際会議場） １名 

３月１日（日）レジナビフェアin福岡（マリンメッセ福岡） 63名 

・指導医のための教育ワークショップの開催 

日時：12月20日（土）・21日（日）  場所：サンホテルフェニックス 

概要：指導医の養成を目的として、７年以上臨床経験があり基幹型・協力型研修病院等で勤務

し指導的立場が期待されている医師を対象に開催。県内医療機関から 41 名の医師が参加し

修了証を交付。 

ディレクター 

金丸吉昌 先生（宮崎県医師会常任理事／美郷町地域包括医療局総院長） 

チーフタスクフォース 

小松弘幸 先生（宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター副センター長・准教授) 

タスクフォース 

江村 正 先生（佐賀大学医学部附属病院卒後臨床研修センター副センター長・准教授） 

吉田和代 先生（佐賀大学医学部附属病院卒後臨床研修センター准教授） 

木佐貫篤 先生（宮崎県立日南病院診療部・臨床検査科部長） 

上園繁弘 先生（宮崎県立宮崎病院内科医長・臨床工学科部長） 

長濱博幸 先生（宮崎大学医学部附属病院第二外科講師） 

有村保次 先生（宮崎大学医学部附属病院第三内科助教） 

安倍弘生 先生（宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター助教） 

（２）宮崎大学医学部地域医療学講座への積極的支援と協力 

概要：県臨床研修運営協議会等を通じて、地域医療・総合診療医学講座の活動に積極的に

協力すると共に、行政に対して継続的な支援を要望した。 

（３）女性医師離職防止・復職支援対策 

・相談窓口の継続 

概要：担当理事がコーディネータとなり、女性医師の離職を防止し、出産・育児と勤務との両

立を安心して行うことができる環境の整備を図ることを目的に設置。女性医師メーリングリ

ストを活用し積極的に情報交換を行っている。 

・研修会や情報交換会の開催 
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◇女性医師委員会 

日時：11月５日（水）  場所：県医師会館 

概要：前年度の女性医師関連事業の報告、本年度の計画等について協議。 

◇医療現場のワークライフバランスセミナー 

日時：９月19日（金）  場所：宮観ホテル 

概要：男女を問わない働きやすい環境整備の必要性や実現に向け考える機会として、医療関係

者を対象に開催。参加者32名。 

「ワークライフバランスの先に見えてきた世界」 

藤巻高光  先生（埼玉医科大学病院 脳神経外科教授） 

藤巻わかえ 先生（女子栄養大学 栄養学部教授） 

（４）医師の働きやすい環境の整備 

◇メディカルトライアングルプロジェクト学生向けセミナー 

「ドクターズキャリアカフェ～はじめのいっぽ！～」 

日時：11月29日（土）  場所：ホテルJALシティ宮崎 

概要：医学部学生を対象に、医療機関で働く先輩医師の声が直接届く場を提供し、卒後のキ

ャリアを長期的な視点から考える機会となることを目的に開催。27名が参加。 

 

２）保健医療福祉の連携推進 

H26.  4月11日 都道府県医師会地域医療ビジョン担当理事連絡協議会【TV会議参加含む】 

  4月25日 都道府県医師会新たな財政支援制度担当理事連絡協議会【TV会議参加含む】 

  5月19日 県移植推進財団理事会 

  6月 5日 県移植推進財団評議員会 

  6月30日 県糖尿病対策推進会議小幹事会 

  8月 2～3日 病院部会・医療法人部会病床機能に関する個別相談会 

8月 5日 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度に係る厚

生労働省ヒアリング前説明会 

8月 7日 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度に係る厚

生労働省ヒアリング 

  9月11日 県糖尿病対策推進会議幹事会 

  9月18日 地域医療連携プランについての話合い 

  9月25日 地域リハビリテーション広域支援センター連絡会議 

 10月15日 都道府県医師会難病・小児慢性特定疾病担当理事連絡協議会【TV会議】 

 10月16日 日医地域医療対策委員会 

 10月20日 パーキンソン病部会 

 10月21日 県医療審議会 

 11月12日 県認知症疾患医療センターと県医役員との意見交換会 

 11月14日 世界糖尿病デー県庁ライトアップ 

 11月16日 世界糖尿病デー市民公開講座 

11月27日 医療従事者向け認知症対応力向上研修【TV会議】 

 12月 5日 日医地域医療対策委員会 

 12月 8日 県難病医療連絡協議会 

H27.  1月15日 県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会 

2月 6日 日医地域医療対策委員会 
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2月13日 医療関連サービス振興会シンポジウム 

2月14～15日 認知症サポート医養成研修 

  2月18日 肝炎対策懇話会 

  2月21日 かかりつけ医認知症対応力向上研修会【TV会議】 

3月12日 地域リハビリテーション広域支援センター連絡会議 

  3月12日 糖尿病診療のための地区別小講習会 

  3月17日 県医療介護推進協議会 

3月17日 県医療審議会 

3月19日 都道府県医師会地域医療構想（ビジョン）担当理事連絡協議会【TV会議参加】 

  3月24日 県移植推進財団理事会 

  3月28日 地域リハビリテーション研修会 

（１）次期県医療計画の検討・協議 

概要：平成27年度に策定される予定の地域医療構想（ビジョン）は医療計画の一部とな

るため、「地域医療介護総合確保推進法」に伴う医療法改定等について、県担当課と

意見交換を行った。 

（２）地域医療ビジョンの検討・協議 

概要：都道府県医師会地域医療ビジョン担当理事連絡協議会に出席すると共に日州医事

等を通じて情報提供を行った。また、都道府県医師会長協議会で報告された情報を基

に、９月30日に開催された各郡市医師会長協議会で今後のスケジュール等について協

議を行った。 

◇地域医療介護総合確保基金（新たな財政支援）への対応 

概要：各郡市医師会等の意向を確認した上で、類似案件等を集約し、20の新規事業と

14の既存事業として県に提出。その後、厚労省ヒアリング、県医療審議会等に参加

し事業化へ向け対応した。 

（３）病床機能報告制度への対応 

概要：日州医談等を通じて情報提供を行うと共に、県医師会病院部会並びに医療法人部

会の協力を得て個別相談を行った。参加10医療機関。 

◇病床機能等に関する個別相談会 

日時：８月２日（土）～３日（日）  場所：シーガイアコンベンションセンター 

アドバイザー 西本育夫 氏（（医）三星会大倉山記念病院） 

（４）糖尿病対策の推進 

◇宮崎県糖尿病対策推進会議「小幹事会」 

日時：６月30日（月）  場所：県医師会館 

◇宮崎県糖尿病対策推進会議幹事会 

日時：９月11日（木）  場所：県医師会館 

概要：25年度の事業報告および26年度の糖尿病週間及び世界糖尿病デー関連イベント、

地区別研修会等について協議。 

◇世界糖尿病デーライトアップ点灯式等 

日時：11月14日（金）  場所：県庁本館前広場 

概要：県庁本館をブルーにライトアップした。参加者は約30名（関係者のみで開催） 

日時：11月14日（金）  場所：都城市総合文化ホール 

概要：都城市北諸県郡医師会・都城健康サービスセンター・都城市の主催で、都城電気

工事業協同組合の協力によりライトアップ、講演会、アトラクションを開催。参加者

は446名。 
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講演会：「糖尿病と口腔疾患の関係」 中条伸哉 先生（中条歯科医院院長） 

「糖尿病についての様々な誤解」 西 勇一 先生（宮永病院内科医長） 

アトラクション：橘太鼓響座、ものまねライブ 

◇世界糖尿病デー市民公開講座 

日時：11月16日（日）  場所：宮崎市民プラザ（オルブライトホール） 

講演：「長生きする長寿ウォーキングのやり方」 

佐藤真治 先生（大阪産業大学人間環境学部スポーツ健康学科教授） 

「認知症にならないための糖尿病講座」 

五島大祐 先生（九州中央病院糖尿病・内分泌代謝内科部長） 

イベント：村上三絃道による三味線演奏。「ナーレイ アロハ カウ イカヴェキウ」に

よるフラダンス。みやざき犬が出演。参加者は約220名。 

◇糖尿病無料検診と医療相談 

日時：11月９日（日）  場所：イオンモール宮崎 ウエストコート 

日時：11月16日（日）  場所：イオンモール都城駅前 イーストコート 

概要：医師、看護師等が市民に血圧測定（都城のみ）、血糖測定、医療相談、栄養相談

、口臭測定等を実施。参加者は宮崎472名、都城385名。 

◇糖尿病診療のための地区別小講習会 

日時：３月12日（木）  場所：ホテル高千穂 

「シンプルで効果的な糖尿病治療～肥満から透析まで～」  

天野一志 先生（医療法人社団紘和会 平和台病院） 

概要：26年度については西臼杵郡地区で小講習会を開催。参加者は24名。 

（５）肝炎対策の推進 

◇肝疾患診療ネットワーク事業 

概要：肝疾患専門医療機関並びに協力医療機関の指定・登録に協力。 

◇緊急肝炎ウイルス検査事業 

概要：検査費請求の取りまとめを実施した。実績は121件。 

（６）慢性腎臓病対策の推進 

概要：県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会に担当理事が参加。 

（７）地域リハビリテーション活動の支援 

概要：県から「寝たきり予防対策支援センター事業」の委託を受け実施。 

◇宮崎県寝たきり予防対策支援センター 

概要：県央（潤和会記念病院）、都城北諸（藤元総合病院）、県北（延岡リハビリテーショ

ン病院）、日向入郷（和田病院）、西都児湯（鶴田病院）、県南（日南市立中部病院）、

西諸（池田病院）の７地区の地域リハビリテーション広域支援センターが行う事業への支

援。地域リハビリテーションに関するホームページ（ブログ）の運用を行った。 

◇地域リハビリテーション広域支援センター連絡会議 

日時：９月25日（木）、３月12日（木） 場所：県医師会館  

概要：広域支援センター、県寝たきり予防対策支援センター、寝たきり予防推進本部、各保

健所の担当者が参加し、運営・活動状況について情報交換を行った。 

◇第14回地域リハビリテーション研修会 

日時：３月28日（土）  場所：JA-AZM別館 

概要：参加者61名。 

「地域包括ケアにおける地域リハビリテーションへの期待」 
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村上重紀 先生（公立みつぎ総合病院リハビリ部参与） 

（８）難病患者対策への協力 

概要：宮崎県難病相談・支援センターとの連絡協調の下、各郡市医師会および宮崎県地域医

療・福祉推進協議会などを通して、行政への働きかけなどを実施。 

（９）認知症対策の推進 

（公益事業２ 第３の２「認知症対策事業への協力」に掲載（P19）） 

 

３）在宅医療の充実 

H26.  4月21日 県プライマリ・ケア研究会学術広報委員会 

  5月10～11日 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 

  5月18日 日医在宅医療支援フォーラム 

  7月12日 京都府医師会在宅医療実地研修会・医療トレーニングセンター視察 

  7月27日 県プライマリ・ケア研究会世話人会・総会・講演会 

  8月30日 在宅医療協議会役員会・総会・研修会 

  8月31日 日本プライマリ・ケア連合学会九州支部長会 

  9月16日 日本プライマリ・ケア連合学会九州支部総会・講習会打合せ会 

 10月13日 かかりつけ医機能強化研修会（日医在宅医リーダー研修会）【TV会議含む】 

 10月14日 日本プライマリ・ケア連合学会九州支部総会・講習会実行委員会 

 10月23日 県プライマリ・ケア研究会学術広報委員会 

11月18日 県プライマリ・ケア研究会世話人会と九州ブロック総会・講習会実行委員

との合同会議 

H27.  1月11日 緩和ケアチーム研修会 

  1月21日 日本プライマリ・ケア連合学会九州支部総会・講習会実行委員会 

  2月 9日 日本プライマリ・ケア学会九州支部総会・研修会実行委員会 

  2月21日 かかりつけ医認知症対応力向上研修会【TV会議】 

  2月21日 日本プライマリ・ケア連合学会九州ブロックプレ講習会 

  2月22日 日本プライマリ・ケア連合学会九州ブロック総会・講演会 

（１）かかりつけ医療の推進 

◇かかりつけ医機能強化研修会（日医在宅医リーダー研修会） 

日時：10月13日（月・祝）  場所：日本医師会館 

概要：都道府県医師会や地域医師会で核になる在宅医療のリーダー育成を目的として開催さ

れた。各郡市医師会からの推薦等により９名（TV会議参加含む）の医師が参加。 

◇かかりつけ医認知症対応力向上研修会 

日時：２月21日（土）  場所：県医師会館 

（TV会議：延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：高齢者が日頃より受診する主治医（かかりつけ医）に対し、適切な認知症診療の

知識・技術や認知症の人本人とその家族を支える知識と方法を習得するために開催。

参加者は69名。 

（２）多職種協働による医療連携の推進 

概要：病診連携、病病連携、大学病院・県病院等公立病院との連携、在宅医療の推進、多職

種との連携など、かかりつけ医が地域で円滑に診療できるよう、取り組みを推進している。

また、昨年度に引き続き大学救命救急センターからの逆搬送システム構築について取り組

んだ。 

（３）プライマリ・ケアの推進 
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◇日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 

日時：５月10日（土）～11日（日）  場所：岡山市 

概要：メインテーマ「家族の力と地域の力－これからのプライマリ・ケアの姿を求めて

－」 

◇日本プライマリ・ケア連合学会九州各県支部長会 

日時：８月31日（日）  場所：福岡市（博多都ホテル） 

◇日本プライマリ・ケア連合学会第10回九州支部総会・講習会及び役員会 

日時：２月21日（土）～22日（日）  場所：宮崎県医師会館 

概要：メインテーマ「地域医療の未来・展望～地域包括ケアの推進～」、宮崎県担当で

開催。九州各県から250名が参加。 

◇宮崎県プライマリ・ケア研究会 世話人会、総会・講演会 

日時：７月27日（土）  場所：県医師会館 

概要：「地域包括ケアと在宅医療」。牛谷義秀先生（クリニックうしたに）の講演の後

、「多職種連携」についてグループワークを開催。 

◇県プライマリ・ケア研究会会誌 

概要：学術広報委員会を開催し、第２・３号を発刊。 

（４）県医師会在宅医療協議会の推進等 

概要：地域医療再生基金による「在宅医療推進のための連携・スキルアップ研修事業」補助

金を活用して各郡市医師会において主体的に多職種連携の研修会等を行っていただくと共

に、県医師会在宅医療協議会の事業を行った。 

◇在宅医療協議会役員会、総会・研修会 

日時：８月30日（土）  場所：県医師会館 

「地域包括ケアシステムについて」 県長寿介護課 

「宮崎市郡医師会在宅医療推進委員会アンケート結果報告」 牛谷義秀常任理事 

「各地域の問題点等について」（グループワーク）参加者は92名。 

◇新たな財政支援制度「地域医療介護総合確保基金」を活用した在宅医療に関する事業 

・在宅医療研修支援事業 

概要：在宅医療に取り組む、また取り組もうとする医師等に対して、トレーニング

機器を用いた実技研修会を開催するため、京都府医師会館内の医療トレーニング

センターを視察して機器選定等を行い、県医師会館内に収納エリアを確保して可

動型のトレーニング機器類を整備。 

・在宅医療実施施設と救急医療機関の連絡協議会開催事業 

概要：各地域の在宅医療実施施設と後方支援を担う医療機関等との連携強化を図る

ため、二次医療圏を網羅する各郡市医師会に地区別協議会を設置し、情報交換や

研修会等を開催していただく事業。26年度は実施承認を得るために協議会を開催

し、各区域へ事業方針を伝達。 

（５）緩和ケアへの積極的な取り組み 

◇緩和ケアチーム研修会 

日時：１月11日（日）  場所：県医師会館 

概要：「がん医療における高齢者ケア～認知機能障害への対応を中心として～」をテー

マに、医師、薬剤師、看護師など109名が参加。講演だけでなく事例検討やネットワ

ーキングセッションによるグループワーク等の研修を実施。 

企画責任者：黒岩ゆかり 先生（宮崎市郡医師会病院内科（緩和ケア）科長） 

講師：谷向 仁 先生（大阪大学医学部附属病院オンコロジーセンター） 

秋山正子 先生（株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長） 
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桑田美代子 先生（青梅慶友病院看護介護開発室）船橋英樹 先生（宮崎大学医

学部附属病院精神科助教） 

 

４）医療情報システムの構築 

H26.  8月 7日 日医医療情報システム協議会運営委員会 

  9月 4日 日医医療情報システム協議会運営委員会 

 10月23日 日医医療情報システム協議会運営委員会 

 10月30日 日医医療IT委員会 

 12月25日 日医医療IT委員会 

H27.  2月14日 日医医療情報システム協議会 

  2月15日 日医医療情報システム協議会 

  2月26日 日医医療IT委員会 

◇日医医療情報システム協議会 

日時：２月14日(土)・15日(日)  場所：日本医師会館 

概要：メインテーマ「医療情報の取り扱いはどうあるべきか？～医療におけるIDのあり方～

」沖縄県医師会が担当で開催。 

（１）TV会議システム活用の推進 

協力機関：都城市北諸県郡医師会、延岡市医師会、日向市東臼杵郡医師会、児湯医師会、西

都市西児湯医師会、南那珂医師会、西諸医師会、西臼杵郡医師会（高千穂町国保病院） 

運用実績：研修会・講演会等25回、各種委員会３回、日本医師会の研修会等の放映を行う日

医TV会議システムの運用実績は９回であった。（P59参考資料参照） 

（２）日医標準レセプトソフト（ORCA）利用の促進  

◇レセプトオンライン化への対応 

概要：平成27年２月末現在、宮崎県の医療機関888施設のうち、レセ電請求対応は808施設。

病院並びに診療所のオンライン請求の県内普及率は45.8％（全国普及率70.4％）。 

◇日医標準レセプトソフト（ORCA）利用の促進及び会員施設IT化への支援。 

概要：ORCAは県内208医療機関で稼働中。準備中は15医療機関。 

（３）日医電子認証センター・医師資格証（ICカード）の普及・推進 

概要：日本医師会が発行している医師資格証について、普及推進のため広報すると共に、地

域受付審査局（LRA）を９月に開設し発行審査に協力。発行実績は７枚。 

（４）電子カルテ導入など会員施設IT化への支援  

概要：本会が一次窓口となり、販売斡旋を行っている医師協同組合や業者などを紹介。 

（５）はにわネットを利用した地域医療連携の推進 

概要：宮崎大学医学部と協力し、はにわネットを活用した地域医療情報連携を拡大。 

 

５）救急医療体制整備及び関係機関との連携 

H26.  5月30日 全国メディカルコントロール協議会連絡会 

  9月18日 都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会 

 12月16日 県ドクターヘリ運航調整委員会 

H27.  1月30日 全国メディカルコントロール協議会連絡会 

  3月18日 県メディカルコントロール協議会 

◇関係機関との連携 

概要：メディカルコントロール協議会、県ドクターヘリ運航調整委員会、その他救急医療体制に
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関する会議等に担当役員が参加。 

 

６）大規模災害医療への対応及び対策の推進 

H26.  5月23日 県総合防災訓練にかかる関係機関会議 

  5月24日 死体検案研修会 

  8月26日 県災害対策本部総合対策部本部運営訓練 

8月30日 総合防災訓練における広域医療搬送訓練 

  9月16日 宮崎空港航空機事故消火救難部分訓練 

  9月17日 県総合防災訓練に係る広域医療搬送訓練関係者会議 

 10月19日 県総合防災訓練 

 12月 8日 広域医療搬送訓練研究会 

 12月10日 南海トラフ大震災を想定した衛星利用実証実験（防災訓練）【TV会議】 

H27.  2月 3日 県災害医療従事者研修会 

 3月23日 県防災会議 

（１）各医師会・会員・行政等との連絡網の確立 

◇関係機関との連携・協調 

概要：担当役員等が会議・訓練に出席し、関係団体との情報交換を行った。各郡市医師会等

へ情報提供を行い、連携・協調に努めた。 

◇県総合医療機能情報提供システム、緊急情報ネットワークシステム（Em-Net：エムネット） 

概要：災害発生時に関係機関との連絡、情報交換等が行えるよう登録して訓練を行った。 

◇災害時における医療救護に関する協定 

概要：平成 26 年７月４日の第 340 回九医連常任委員会で協議の上、災害時における九州ブ

ロック医師会相互の支援協定「九医連災害時医療救護協定」を締結。 

◇携帯電話等による緊急連絡網 

概要：緊急時や災害時に速やかに本会役職員に連絡がとれるよう、携帯電話等のメール機能

を使った緊急連絡網（オムニシステム：マ・メール）を整備・活用。 

（２）JMATの位置づけ・訓練体制の確立 

概要：10月19日（日）の県総合防災訓練で、県医師会JMATとして３チームが参加。 

（３）DMATへの協力 

概要：県総合防災訓練およびその関連会議で情報交換を行い、その他の研修会周知について

協力した。 

（４）災害時備蓄用品の整備 

概要：日医および県で開催された関係会議に参加し、災害発生時に必要な備蓄用品等につい

て確認した。 

（５）トリアージの理解及び教育 

◇ICLS（心肺蘇生法）指導者養成ワークショップおよびACLS（二次救命処置）研修会 

日時：10月11日（土）・12日（日）、３月14日（土）・15日（日） 場所：県医師会館 

概要：受講者（医師、看護師、その他医療従事者）を対象にトリアージの理解及び教育を行

った。 

◇宮崎県版の新トリアージタッグ 

概要：10 月 19 日（日）の県総合防災訓練において、事前に検討された宮崎県版の新トリア

ージタッグが試用され、その後の反省会等でも意見照会があり協議された。 

（６）検案体制の構築 
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◇死体検案研修会の開催 

日時：５月24日（土）  場所：県医師会館 

概要：警察活動に協力する医師の組織化を構築するため、検視立ち会い医師の確保および検

視の均質化、大規模災害時等の検案医師派遣体制の整備を図ることを目的に研修会を開催。

参加者は51名。 

「警察等が取り扱う死体の死因または身元の調査等に関する法律等について」 
石黒次男 氏（宮崎県警察本部刑事部捜査第一課検視官室長）  

「死体の視かたと検案書作成の注意点」  
湯川修弘 先生（宮崎大学医学部社会医学講座法医学分野教授） 

 

７）小児救急医療電話相談事業の推進 

H26. 10月29日 小児救急医療電話相談事業運営協議会 

概要：県の委託事業。県小児科医会及び県看護協会の協力を得て実施。宮崎市夜間急病センター

の移転に伴い、平成 26 年４月から相談場所を宮崎市郡医師会病院から県医師会館へ変更。平

成 27 年１月５日からは、23 時から翌朝８時まで相談時間を延長し、延長時間帯は、東京海上

日動メディカルサービス㈱へ再委託。 

日時：毎日（365日体制） 19：00 ～ 23：00（相談件数5,661件） 

23：00 ～ 翌朝8：00（ 〃  521件） 

◇小児救急電話相談事業運営協議会 

日時：10月29日（水）  場所：ホテルメリージュ 

概要：相談看護師の小児救急医療電話相談技能のスキルアップを目的とした小児科医の講演を実

施。 

「小児救急医療電話相談技能のスキルアップについて」 

弓削昭彦 先生（ゆげ小児科・弓削整形外科院長） 

 

８）各種検診事業の維持・啓発、各種がん検診等研修の実施  

H26.  7月11日 ピンクリボン活動みやざき実行委員会 

  8月28日 生活習慣病検診各部会長連絡会議 

12月 1日 生活習慣病検診従事者研修会【TV会議】 

 12月11日 生活習慣病検診従事者研修会【TV会議】 

 12月20日 生活習慣病検診従事者研修会【TV会議】 

 12月20日 がん登録推進法に関するシンポジウム 

H27.  1月 7日 県がん診療連携協議会 

 2月 6日 ピンクリボン活動みやざき企画委員会 

◇県医師会生活習慣病検診従事者研修会（肺・乳・胃・大腸がん検診研修会） 

日時：12月１日（月）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

：12月11日（木）  場所：県医師会館（TV会議：都城・日向・児湯・西都・西諸） 

：12月20日（土）  場所：県医師会館（TV会議：都城・延岡・児湯・西都・西諸） 

概要：各種がん検診実施医療機関等の登録・指定・更新による研修会。会員の負担軽減を考慮し

３回開催。合計で計597名の出席。 

「肺癌診療の現況」  別府樹一郎 先生（県立宮崎病院外科医長） 

「乳癌検診について」 町田英一郎 先生（All About Breast乳腺外科クリニック院長） 
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「驚異的ABC検診－宮崎市郡医師会胃がんリスク検診（ABC検診）を導入して－」 

尾上耕治 先生（宮崎市郡医師会成人病検診センター所長） 

「大腸癌治療の最近の動向―症例を中心に―」 

岩村威志 先生（潤和会記念病院 副院長） 

この他、県健康づくり協会、県細胞診部会、県産婦人科医会との共催により、胃がん検診エ

ックス線撮影従事者研修会や子宮がん検診細胞診従事者研修会等を開催。研修会以外にも、

「ピンクリボン活動みやざき」に参画し、様々な企業・団体と連携し普及啓発活動を行い、乳

がん撲滅運動に協力。 

 

９）特定健診・特定保健指導事業への協力 

H27.  1月15日 特定健康診査等従事者研修会【TV会議】 

◇特定健康診査等従事者研修会 

日時：１月15日（木）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・南那珂・西諸） 

概要：県からの委託事業「生活習慣病検診従事者研修事業」として開催し、78名出席。 

「生活習慣病とタバコ－禁煙支援はたのしく－」 

野田 隆 先生（のだ小児科医院院長） 

◇被用者保険（被扶養者分）の特定健診に係る集合契約等 

概要：代表保険者である全国健康保険協会宮崎支部と協議を重ね、県内統一の健診項目及び契約

単価の取り決めを行った。また、児湯医師会、西都市西児湯医師会の集合契約は本会が行い、

実施機関の取りまとめを郡市医師会へ依頼し、平成27年度契約の準備を行った。 

 

10）県地域医療・福祉推進協議会活動の推進 

H27.  1月15日 国民医療を守るための総決起大会 

  1月27日 県地域医療・福祉推進協議会代表者会 

◇宮崎県地域医療・福祉推進協議会代表者会 

日時：１月27日（火）  場所：県医師会館 

概要：１月15日の国民医療を守るための総決起大会に参加し、それを受けて１月27日に宮崎県

地域医療・福祉推進協議会（43団体）の代表者会を開催し、国民皆保険制度の堅持・医療に

おける消費税等についての決議を採択した。決議文は内閣総理大臣、厚生労働大臣をはじめ各

省庁、国会議員、県議会議員、関係行政機関、各医師会等へ送付。 

 

11）へき地医療への協力 

◇宮崎県へき地出張診療所医師派遣事業 

概要：県からの委託事業により、委託医師５名の協力を得て、県内７か所の出張診療所で 281 回

（受診者合計：1,770名）実施。 

 

12）医師会立共同利用施設への協力 

H26.  8月 2～3日 九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 

◇九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会 

日時：８月２日（土）、３日（日） 

場所：大分県別府市。参加者について各郡市医師会へ案内。 

 

13）臨床検査精度管理事業の推進 
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H26.  7月25日 精度管理調査実行委員会 

H27.  1月28日 精度管理調査実行委員会 

  3月 6日 臨床検査精度管理調査報告会 

 3月14日 臨床検査精度管理調査に基づく勉強会 

◇臨床検査精度管理調査 

日時：10月９日（木） 

概要：県臨床検査技師会の協力を得て、県内247施設の参加により実施。 

検査項目：尿検査・血液検査・生化学検査（38項目） 

結果対応：臨床検査精度管理調査結果報告書を各医療機関に配布。メーカーにも解析のコメント

並びに意見を聴取し、フォローも含めた管理を依頼。 

◇臨床検査精度管理調査に基づく勉強会 

日時：３月14日（土）  場所：県医師会館 

概要：各医療機関の臨床検査の正確度・精密度を高め、施設間較差是正に努めるため実施。講演

及び尿・血液・生化学検査部門の解析報告 

「何故、凝固線溶検査が必要か!? －凝固線溶検査の基礎と考え方－」 

水永正一 先生（大分大学医学部附属病院医療技術部臨床検査部門） 

 

14）ACLS（二次救命処置）研修会実施及びAED等の救急医療に関する知識・技術の普及 

H26. 10月11日 ICLS指導者養成ワークショップ 

 10月12日 ACLS研修会 

H27.  3月14日 ICLS指導者養成ワークショップ 

  3月15日 ACLS研修会 

◇ICLS（心肺蘇生法）指導者養成ワークショップ 

日時：10月11日（土）及び３月14日（土） 場所：県医師会館 

概要：県からの委託事業「救急医療施設医師研修事業」として実施した。10 月 11 日は 10 名、

３月14日は12名が受講。 

◇ACLS（二次救命処置）研修会 

日時：10月12日（日）及び３月15日（日） 場所：県医師会館 

概要：県からの委託事業「救急医療施設医師研修事業」として実施した。それぞれ 36 名が受講。 

◇宮崎ICLS普及委員会との連携 

概要：AED の普及啓発及び各研修会を県内で積極的に行っており、県からの委託事業である救急

医療施設医師研修事業についてもコーディネートを依頼。 

 

15）うつ病医療連携・自殺対策事業への協力 

H27.  2月18日 自殺対策うつ病研修会【TV会議】 

◇自殺対策うつ病研修会 

日時：２月18日（水）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

概要：県の委託事業。医師や医療従事者を対象に自殺対策うつ病研修会を実施。参加者194名 

「自殺対策としての睡眠障害、うつ病へのアプローチ」 

土山幸之助 先生（大分県こころとからだの相談支援センター所長） 

 

16）治験促進センター機構の普及推進 
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H26.  4月 1日 治験審査委員会 

  5月13日 治験審査委員会 

  6月17日 治験審査委員会 

  7月 1日 治験審査委員会 

  8月 5日 治験審査委員会 

  9月 2日 治験審査委員会 

 10月 7日 治験理事会 

 10月14日 治験審査委員会 

 10月27日 治験セミナー【TV会議】 

 11月18日 治験審査委員会 

 12月 9日 治験審査委員会 

H27.  1月 6日 治験審査委員会 

  2月 3日 治験審査委員会 

  3月 3日 治験審査委員会 

  3月17日 治験理事会 

◇県医地域治験ネットワーク 

概要：治験ネットワーク参加医療機関は、63施設となった。 

新規案件紹介：日本医師会治験促進19、施設支援機関22（累計313試験/８年間）。 

治験依頼者：製薬企業16社。 

治験実施：30試験（消化器科、整形外科、脳神経内科、小児科、癌領域、特定疾患、循環器

科、精神科、眼科、内分泌代謝、皮膚科等）を大学病院、小規模診療所を含む県内延べ43

施設で治験を実施（新たにがん領域、関節リウマチ領域（バイオシミラー）の治験を実

施）。 

治験審査委員会（IRB）：12回開催（通算104回）。 

県医治験事務局：安全性情報・治験進捗状況・治験に係る文書及び記録の一括管理の継続。 

医薬品GCP実地調査 １件、結果：改善すべき事項なく承認。 

日本医師会カット・ドゥ・スクエア導入（事務手続き効率化）宮崎大学での説明会へ参加。 

◇第10回治験セミナ－ 

日時：10月27日（月）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：治験促進センター機構と共催で開催。参加者は28施設53名。 

「治験実施上の留意点－GCPの観点から－」 

牧野康平 氏（独立行政法人医薬品医療機器総合機構調査専門員） 

「治験ネットワークの有効活用 

～SMOは治験ネットワークの活性化にどのような役割を担うか～」 

稲森恵弥子 氏（（株）新日本科学臨床薬理研究所） 

◇県民向け啓発活動 

概要：県難病団体連絡協議会の主催する「市民向け公開講座」に講師を派遣し、新薬誕生まで

の経緯や治験促進センター機構の取り組み等について講演を行った。 

 

17）その他の地域医療活動への協力   

 

第２．医療安全対策 
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H26. 10月31日 医療安全対策セミナー【TV会議】 

 11月 5日 九州・沖縄地区医療安全に関するワークショップ 

 11月16日 日医医療事故防止研修会 

H27.  2月23日 医療機関のための防火対策講演会 

  3月 6日 医療安全対策セミナー【TV会議】 

１．医療安全への積極的な取り組み 

１）医療安全対策研修会の開催 

概要：県医師協同組合と協力し医療従事者を対象とした医療安全のための研修会を開催した。 

◇第１回医療安全対策セミナー 

日時：10月31日（金）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

概要：県医師協同組合と共催で開催。参加者615名。 

「事例で学ぶ医療事故～事故はこうして評価する～」 

山本貴章 先生（東京海上日動メディカルサービス（株）医療本部第三医療部長） 

◇第２回医療安全対策セミナー 

日時：３月６日（金）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：県医師協同組合と共催で開催。参加者481名。 

「医療機関のBCP（業務継続計画）～新型インフルエンザ対策を中心に～」 

足立尚人 先生（損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント（株） 

医療リスクマネジメント事業部 部長） 

２）医療安全に関する通知等の迅速な伝達 

概要：医療機関に対し、日医から出される情報を中心に、日州医事、FAXニュース、MMA通信、専

用ページを通じて情報を発信。 

３）その他 

◇医療機関のための防火対策講演会 

概要：県有床診療所協議会と協力（共催）し、医療機関の防火対策に関する講演会を開催した。

参加者64名。 

日時：２月23日（月）  場所：県医師会館 

「有床診療所等の補助金申請について」   宮崎県福祉保健部医療薬務課  

「病院・診療所に係る消防法令改正の概要」 四本貴久 氏（宮崎市消防局予防課予防係長） 

「スプリンクラー設備の概要について」   戸敷道隆 氏（㈱エレック日栄代表取締役） 

 

２．個人情報保護法への適切な対応 

概要：医療機関が保有する個人情報の取扱いについて、日医が発行する「診療に関する個人情報の

取扱い指針」等を参考に、医療機関からの質問等に対応。 

 

第３．介護保険対策 

H26.  5月28日 県認知症高齢者グループホーム連絡協議会理事会 

  7月19日 県認知症高齢者グループホーム連絡協議会理事会・総会・全体研修会 

 8月 4日 県認知症高齢者グループホーム連絡協議会広報に関する打合せ会 

 8月 5日 県訪問看護ステーション連絡協議会役員会 
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 8月30日 在宅医療協議会研修会 

 10月21日 県訪問看護推進協議会 

 10月25日 県訪問看護ステーション連絡協議会総会・研修会 

 11月 6日 県高齢者サービス総合調整推進会議 

 11月12日 県認知症疾患医療センターと県医役員との意見交換会 

 11月17日 介護保険委員会【TV会議】 

 11月20日 県認知症高齢者グループホーム連絡協議会理事会 

 11月27日 医療従事者向け認知症対応力向上研修会【TV会議】 

H27.  1月15日 県高齢者サービス総合調整推進会議 

  2月 5日 県認知症高齢者グループホーム連絡協議会理事会 

  2月14～15日 認知症サポート医養成研修 

  2月16日 介護保険に関する主治医研修会【TV会議】 

  2月16日 県訪問看護推進協議会 

 2月21日 かかりつけ医認知症対応力向上研修会【TV会議】 

  3月 4日 都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会【TV会議参加含む】 

  3月 7日 県認知症高齢者グループホーム連絡協議会理事会・総会・全体研修会 

  3月17日 県医療介護推進協議会 

3月30日 都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会復講【TV会議：都城・延岡・

日向・児湯・南那珂・西諸・西臼杵】 

１．高齢者介護・医療の充実 

◇在宅医療協議会研修会 

日時：８月30日（土）  場所：県医師会館 

概要：県長寿介護課より「地域包括ケアシステムについて」、牛谷常任理事が地域医師会の活動報

告として「宮崎市郡医師会在宅医療推進委員会アンケート結果報告」を行い、地域の連携におい

て欠かすことのできない行政（各市町村）、保健所、訪問看護ステーション、介護支援専門員等

の多職種の参加者が各地域の問題点等についてグループワークを行った。参加者は92名。 

◇介護保険委員会 

日時：11月17日（月） 場所：県医師会館（TV会議：西諸） 

概要：介護保険に関する会の企画等を行い、地域包括ケアシステム、認知症地域医療支援事業、在

宅医療推進のための連携・スキルアップ研修事業について協議した。 

２．認知症対策事業への協力 

概要：県からの委託事業「認知症地域医療支援事業」を行った。また、県認知症疾患医療セン

ターが開催する研修会を後援し、周知等について協力した。 

◇県認知症疾患医療センターと県医役員との意見交換会 

日時：11月12日（水） 場所：県医師会館 

概要：県認知症疾患医療センターの３病院長とかかりつけ医としての認知症の診断・治療に

ついて意見交換を行った。 

◇医療従事者向け認知症対応力向上研修会 

日時：11月27日（木） 場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

概要：認知症の人や家族を支えるために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性、認

知症ケアの原則等の知識について修得するための研修会。参加者は179名。 

講師：二宮嘉正 先生（県認知症疾患医療センター 協和病院 認知症サポート医）  

◇かかりつけ医認知症対応力向上研修会 
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日時：２月21日（土） 場所：県医師会館（TV会議：延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：かかりつけ医に対し、適切な認知症診療の知識・技術や認知症の人本人とその家族を

支える知識と方法を習得するための研修。参加者は69名。 

講師：三山吉夫 先生、加藤和男 先生、井上輝彦 先生 

（県認知症疾患医療センター 大悟病院  認知症サポート医） 

 

３．主治医研修会の開催 

概要：県からの委託事業「県主治医研修事業」を行った。 

◇介護保険に関する主治医研修会 

日時：２月16日（月）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

概要：介護保険制度の情勢について県長寿介護課より情報提供があり、多職種の方々より主

治医意見書記載内容等のポイントについて実践的な講義があった。参加者は147名。 

講師：理学療法士 田原公彦 様（いしかわ内科事務長、祇園デイサービスセンター管理者） 

訪問看護師 長内さゆり 様（ホームホスピス宮崎 訪問看護ステーションぱりおん所長） 

介護支援専門員 長友あかね 様（竹内病院連携室 室長） 

４．認定審査会への協力 

概要：介護保険委員会等で各郡市医師会の状況を把握すると共に、九州医師会連合会各種協議

会等においても情報交換、検討を行った。 

５．地域ケア整備構想への関わり 

概要：介護保険委員会や九州医師会連合会各種協議会等において情報交換、検討を行った。 

６．宮崎県高齢者保健福祉計画への協力 

概要：委員として計画策定に参画し、各郡市医師会および介護保険委員会委員へ意見照会

を行った。 

７．介護関連団体との連携強化 

１）宮崎県訪問看護ステーション連絡協議会への協力 

概要：会長を池井常任理事が務め、県医師会が事務局を担当。また、県訪問看護推進協議会

へ関係役員が出席。 

◇宮崎県訪問看護ステーション連絡協議会総会・研修会 

日時：10月25日（土） 場所：JA-AZM本館  

概要：講師等については８月５日（火）の役員会で協議した。参加者は63名。 

「在宅医療の動向について」津田君彦 氏（宮崎県福祉保健部医療薬務課主幹） 

「訪問看護ステーションの活用について」外山博一 先生 

（外山内科神経内科医院院長） 

◇県訪問看護ステーション等整備調査事業 

概要：県からの委託事業として実施した。県内における訪問看護サービスの提供状況とニー

ズを把握し、今後の訪問看護ステーション等の整備に活用することを目的として、県内医

療機関及び訪問看護ステーションへ訪問看護サービス実施状況等について調査を行った。 

２）宮崎県認知症高齢者グループホーム連絡協議会への協力 

概要：副会長を金丸常任理事が務め、県医師会が事務局を担当。 

◇県認知症高齢者グループホーム連絡協議会理事会等 

概要：理事会を５回（５月 28 日（水）、７月 19 日（土）、11 月 20 日（木）、２月５日（木）、

３月７日（土））開催し、８月４日（月）に広報に関する打合せ会を行った。 

◇県認知症高齢者グループホーム連絡協議会総会・全体研修会 
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・第１回全体研修会 

日時：７月19日（土）  場所：県医師会館 

概要：研修会と、終了後にブロック別打合せを行った。参加者は121名。 

「認知症とどう向き合うか」 

石田 康 先生（宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野教授） 

・第２回全体研修会 

日時：３月７日（土） 場所：県医師会館 

概要：研修会と、終了後に各ブロックの取組み発表を行った。参加者は127名。 

「軽度認知機能低下について」 

二宮嘉正 先生（県認知症疾患医療センター 協和病院院長） 

３）宮崎県介護支援専門員協会への協力 

概要：協会が主催する研修会の講師を推薦し、後援等を行った。 

８．研修会の開催、日医講習会（連絡協議会）への参加と復講 

◇都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会 

日時：３月４日（水）  場所：日医 

◇都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会復講 

日時：３月30日（月）  場所：県医師会館（TV会議：都城・延岡・日向・南那珂・西諸） 

参加者：51名。 

「平成27年度介護報酬改定の概要と地域支援事業等について」 

金丸吉昌 先生（宮崎県医師会常任理事） 

「平成27年度介護報酬改定について」（録画DVD放映） 

９．次期介護保険制度改定への対応 

概要：都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会に関係役員が出席し、日医テレビ会議システム

による本会館への中継も行い各郡市医師会等へ案内した。また、後日、復講を行い迅速な情報

伝達を行った。 

 

第４．医療関係者対策 

H26.  6月11日 日医医療秘書認定試験委員会 

  7月 2日 新人看護職員研修推進協議会 

  7月26日 全国医師会医療秘書学院連絡協議会常任委員会 

  8月20日 日医医療秘書認定試験委員会 

  8月23～24日 中四九地区医師会看護学校協議会 

  9月12日 日医医療秘書認定試験委員会 

  9月27日 全医秘協常任委員会・定例総会・運営委員会 

  9月29日 准看護師試験問題調整委員会 

 10月 8日 日医医療秘書認定試験委員会 

 10月10日 日医医療秘書認定試験委員会 

 10月22日 県医療分野『雇用の質』向上企画委員会 

 10月30日 日医医療秘書認定試験委員会 

 11月20日 日医医療秘書認定試験委員会 

 12月 8日 医師会立看護学校担当理事連絡協議会 

 12月18日 日医医療秘書試験委員会 
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H27.  2月 3日 県ナースセンター事業運営委員会 

  2月 4日 新人看護職員研修推進協議会 

  2月 8日 日医医療秘書認定試験 

  2月20日 日医医療秘書認定試験委員会 

  3月12日 県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 

  3月13日 県准看護師試験委員会 

  3月23日 日医医療秘書認定試験委員会 

  3月28日 全医秘協運営委員会・常任委員会 

１．医療従事者の確保と質の向上の推進 

◇合同就職説明会への協力 

日時：３月５日（木）  場所：県立看護大学 

概要：県立看護大学生を対象に、県立看護大学が主催し３回目の開催。27医療機関が個別説明をブ

ース形式で行い、全体プレゼンテーションでは22医療機関が研修制度、福利厚生制度などを説明。

約100名の学生が参加。 

２．医療従事者の地位向上の推進 

◇「みやざきナースToday」への協力 

概要：県看護協会が主催し、平成３年度に制定された「看護の日」に因んで毎年開催しているイベ

ントに協力。 

◇知事表彰への協力 

概要：看護週間内の５月 12 日（月）に県庁知事室で行われた知事表彰に、県医師会から１名を推

薦。 

３．准看護師養成制度の堅持 

◇生徒募集広報 

概要：県内医師会立准看護学校の生徒募集広告を新聞掲載するなどの広報活動を実施。 

４．看護職養成施設への協力 

◇医師会立看護学校担当理事連絡協議会 

日時：12月８日（月）  場所：県医師会館 

概要：看護師不足対策が重要課題であることから県、医師会立看護学校との意見交換を実施。 

◇看護教育充実支援事業費補助金 

概要：本会が申請の窓口となり協力した。 

５．労働環境の整備促進 

◇医療従事者の「雇用の質」の向上のための取組に関する企画委員会への協力 

概要：宮崎労働局が設置する企画委員会へ担当理事が委員として参画。 

６．日医医療秘書養成施設への協力 

◇日医医療秘書の養成 

概要：平成18年４月より宮崎学園短期大学（１学年定員約30名）、宮崎医療管理専門学校（同40名

）、都城コアカレッジ（同20名）の３校に、２年間の全日制コースとして養成を委託。医療機関

での実地研修を経て３月に８回目の卒業生が誕生。実地研修の受け入れと卒業生の採用を引き続

き依頼。 

◇医療保険請求事務実技試験 

日時：11月２日（日）都城コアカレッジ 

 11月５日（水）宮崎学園短期大学、宮崎医療管理専門学校。 

概要：３校からの受験者50名中33名が合格。 
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◇日医医療秘書認定試験 

日時：２月８日（日）  場所：県医師会館 

概要：３校からの受験者50名中49名が合格。本試験問題作成については、富田副会長が日医医療秘

書認定試験委員会委員長として携わった。 

７．全国医師会医療秘書学院連絡協議会への協力 

概要：全国医師会医療秘書学院連絡協議会に加盟し関係会議に役員が出席。常任委員会（７月26日

（土）：東京）、常任委員会・総会（運営委員会）（９月27日（土）：宮城）、常任委員会・運

営委員会（３月28日（土）：東京）。 

 

第５．広報活動 

H26.  9月 3日 土曜会(報道機関支局長の会)との懇談会 

 11月13日 宮崎の医療を考える会 

１．県医ホームページの充実 

◇県医師会ホームページ 

概要：県医師会館内にサーバを設置。県民にも親しみやすいホームページを目指すと共に会員への

情報提供手段として利用。 

◇電子メールサービス（県医師会員メーリングリスト） 

概要：県医師会から会員への情報伝達用メーリングリスト（MMA通信、841名登録）、県医師会員交

流用メーリングリスト（MMA交流、789名登録）、各種委員会等のグループメーリングリスト（41

グループ登録） 

２．情報統計調査活動 

概要：日医や関係団体が行うアンケート調査等に協力、とりまとめ等を実施。 

３．行政機関・報道機関その他関係諸団体との連携 

概要：日本医師会の「日医白クマ通信」、県の「みやざき医療ナビ」へ継続した協力。 
◇土曜会との懇談会 

概要：土曜会（県内報道機関の支局長等の会）との懇談会（９月３日（水））を開催。情報交換を

行い、相互理解を深めた。 
◇若手記者との勉強会 
概要：第５回宮崎の医療を考える会（若手記者との勉強会）を11月13日（木）に開催。「TPPで日

本の医療はどうなる？‐国民皆保険は守られるのか、そして、宮崎の医療は？‐」と題して、報

道記者への解説や意見交換を行った。 

４．花粉情報の提供 

概要：九州各県における医療情報の一環として、花粉症の予防・治療を目的にデータを提供。 

観測期間：１月31日（土）から４月30日（木）まで。 

協力機関：宮崎市郡医師会臨床検査センター、都城健康サービスセンター、SRL延岡ラボラトリー

の３定点へ観測業務を依頼。 

分析評価：九州各県のデータと本県の観測データをもとに、宮崎大学医学部耳鼻咽喉科医局の専門

医師に、本県の花粉飛散の予測･コメント依頼。 

情報提供：２月１日（日）から４月15日（水）まで。 

 

第６．勤務医との連携・協調 

H26.  5月26日 勤務医部会会計監査 

  5月26日 勤務医部会理事会 

  6月 7日 勤務医部会総会・講演会 



【公益事業２】 

 

- 24 - 

  6月 7日 勤務医部会理事会 

  8月27日 勤務医部会理事会 

 10月17日 日医勤務医委員会 

 10月25日 全国医師会勤務医部会連絡協議会 

 12月 5日 勤務医委員会 

H27.  1月 9日 日医勤務医委員会 

  2月28日 勤務医部会後期講演会 

  2月28日 勤務医部会理事会 

１．勤務医部会活動への積極的な取り組み 

◇勤務医部会理事会 

第１回（５月26日（月）：県医師会館）、第２回（６月７日（土）：県医師会館）、第３回（８

月27日（水）：県医師会館）、第４回（２月28日（土）：宮観ホテル）。 

◇総会・前期講演会 

日時：６月７日（土）  場所：県医師会館 

概要：25年度事業・会計報告、26年度事業計画及び予算について承認。出席者33名。 

「医療情報の共有による医療サービスと質の向上」 

吉原博幸 先生（宮崎大学医学部附属病院長） 

「災害医療アップデート―災害医療の標準化、特殊災害と多機能連携―」 

布施 明 先生（日本医科大学附属病院救命救急科准教授） 

◇後期講演会 

日時：２月28日（土）  場所：宮観ホテル 

概要：出席者43名。 

「地域包括ケアシステムの時代に機能するジェネラリスト」 

井村 洋 先生（飯塚病院副院長・総合診療科部長） 

「新しい専門医制度―総合診療専門医の新設―」 

池田康夫 先生（日本専門医機構理事長） 

◇その他の会議 

概要：「地域医療再生としての勤務医～地域医療における総合診療医の役割～」をメインテーマに

開催した全国医師会勤務医部会連絡協議会（10月25日（土）：横浜市）に参加。 

２．未加入勤務医の入会促進 

概要：勤務医のための「宮崎県医師会入会手引き」を作成。研修医が参加する会議等で配布。 

◇勤務医委員会 

日時：12月５日（金）  場所：県医師会館 

概要：勤務医の医師会活動への参加を活発にするための方策について協議。 

３．研修医の入会促進 

概要：新研修医保険診療等説明会及び祝賀会（４月22日（火））等を開催し、「宮崎県医師会入会

手引き」を配布。 

 

第７．各郡市医師会との連携 

H26.  4月 5日 宮崎市郡医師会病院創立30周年記念式典 

  4月12日 日向市東臼杵郡医師会臨時総会 

  4月16日 宮崎市郡医師会臨時総会 
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  4月17日 児湯医師会臨時総会 

  4月24日 西都市西児湯医師会臨時総会 

  4月24日 延岡市医師会臨時総会 

  4月25日 南那珂医師会臨時総会 

  5月19日 宮崎市郡医師会例会・しののめ医学会 

  5月28日 都城市北諸県郡医師会定時社員総会 

  6月 6日 南那珂医師会定時総会 

  6月13日 西諸医師会定時総会 

  6月24日 児湯医師会総会 

  6月26日 西都市西児湯医師会定時総会 

  6月26日 延岡市医師会定時総会 

  6月28日 宮崎市郡医師会定時総会 

  7月16日 宮崎市郡医師会７月例会特別講演会ならびに懇親会 

  9月30日 各郡市医師会長協議会 

 10月22日 宮崎市郡医師会例会・しののめ医学会・特別講演会 

 12月 3日 都城市北諸県郡医師会忘年会 

 12月11日 延岡市医師会忘年会 

 12月13日 宮崎市郡医師会年末懇親会 

 12月15日 西都市西児湯医師会忘年会 

 12月17日 南那珂医師会忘年会 

H27.  1月16日 宮崎市郡医師会新年例会しののめ医学会特別講演会 

  1月27日 各郡市医師会長協議会 

  2月14日 県内医師会病院連絡協議会 

  2月28日 各郡市医師会・医師国保組合各支部等職員事務研修会 

  3月25日 都城市北諸県郡医師会臨時社員総会 

  3月26日 延岡市医師会臨時総会 

  3月27日 西諸医師会臨時総会 

１．各郡市医師会が行う事業への協力 

概要：各郡市医師会の行う事業に協力すると共に各郡市医師会が主催する会合等に出席要請があっ

た場合には積極的に参加を行った。 

２．各郡市医師会長協議会の開催 

日時：９月30日（火） 場所：宮観ホテル、 １月27日（火） 場所：県医師会館 

概要：平成26年度は協議会を２回開催した。主に都道府県医師会長協議会で議論された内容を伝達

すると共に、病床機能報告制度や地域医療構想（ビジョン）等、直面する重要課題について協議。 

３．各郡市医師会役員連絡協議会の開催 

今年度は開催しなかった。 

 

第８．各専門分科医会との連携 

H26.  4月 4日 県産婦人科医会会計監査 

  4月10日 県産婦人科医会全理事会 

  4月18日 県外科医会会計監査 

  4月18日 県外科医会理事・評議員会 
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  4月20日 県小児科医会総会・学術講演会 

  4月26日 県産婦人科医会春期総会 

  5月 1日 県内科医会会計監査 

  5月 8日 県産婦人科医会常任理事会 

  5月15日 県産婦人科医会がん対策委員会 

  5月15日 県内科医会学術委員会 

  5月29日 県内科医会評議員会 

  5月29日 県内科医会理事会 

  6月 5日 日産婦学会専門医制度委員会宮崎地方委員会 

  6月 7日 県整形外科医会理事会 

  6月 7日 県内科医会総会・学術講演会 

  6月11日 県産婦人科医会献金委員会 

  6月12日 県産婦人科医会学術委員会 

  6月12日 県産婦人科医会常任理事会 

  6月12日 県整形外科医会会計監査 

  6月20日 県産婦人科医会情報システム・広報委員会 

  6月23日 県産婦人科医会医療対策委員会医療安全部会 

  6月25日 県内科医会医療保険委員会 

  6月28日 県産婦人科医会新生児蘇生法講習会 

  7月 3日 県内科医会理事会 

  7月 7日 県内科医会会誌編集委員会 

  7月10日 県産婦人科医会常任理事会 

  7月12日 県外科医会理事・評議員会 

  7月12日 県外科医会総会 

  7月12日 県整形外科医会総会 

  7月12日 県外科医会・県整形外科医会・労災部会合同学会 

  8月 1日 県外科医会夏期講演会 

  8月 7日 県産婦人科医会全理事会 

  8月11日 県内科医会会誌編集委員会 

  8月20日 県整形外科医会理事会 

  8月22日 県内科医会医療保険委員会 

  9月 1日 県内科医会理事会 

  9月11日 県産婦人科医会常任理事会 

  9月21日 県産婦人科医会新生児蘇生法講習会 

  9月21日 県産婦人科医会水子供養 

  9月27日 県産婦人科医会秋期総会・市民公開講座 

 10月 9日 県産婦人科医会常任理事会 

 10月16日 県内科医会学術委員会 

 11月 6日 県外科医会理事会 

 11月 6日 県内科医会会誌編集委員会 

 11月 7日 県外科医会秋期講演会 

 11月 7日 県産婦人科医会医療経営委員会 
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 11月 8日 県整形外科医会研修会 

 11月10日 各専門分科医会長会 

 11月10日 県産婦人科医会市町村との公費負担に関する協議会 

 11月13日 県産婦人科医会常任理事会 

 11月17日 県産婦人科医会新たな財政支援対策委員会 

 12月 6日 県産婦人科医会新生児蘇生法講習会 

 12月13日 県産婦人科医会全理事会 

H27.  1月15日 県産婦人科医会常任理事会 

  1月19日 県内科医会会誌編集委員会 

  1月22日 県内科医会学術委員会 

  1月23日 県外科医会理事会 

  1月31日 県産婦人科医会冬期総会 

  2月12日 県産婦人科医会常任理事会 

  2月13日 県外科医会冬期講演会 

  2月19日 県内科医会理事会 

  2月27日 県北地区整形外科医会講演会 

  3月 2日 県内科医会評議員会 

  3月 7日 県産婦人科医会ひむかセミナー 

  3月 7日 各郡市内科医会長会 

  3月 8日 県産婦人科医会ひむかセミナー 

  3月12日 県産婦人科医会全理事会 

  3月14日 県内科医会総会・会員発表・学術講演会 

  3月20日 県外科医会全理事会 

  3月20日 県整形外科医会新規開業医・勤務医向け保険・自賠責保険研修会 

１．各専門分科医会との連携 

概要：本会の設置する委員会に、各専門分科医会の推薦する委員を委嘱すると共に、希望する専門

分科医会の事務及び会費徴収等に協力を行った。 

２．各専門分科医会長会の開催 

◇各専門分科医会長会 

日時：11月10日（月）  場所：県医師会館 

概要：県医学会副会長及び幹事を決定し、健康教育事業補助金交付事業等の概略を説明。 

 

第９．その他の事項 

H26.  4月22日 新研修医保険診療等説明会及び祝賀会 

  6月23日 宮大経営協議会・学長選考会議 

  7月 8日 県福祉保健部・病院局との意見交換会・懇談会 

  9月30日 宮崎大学医学部教授等と県医師会役員等との懇談会 

 10月16日 宮大経営協議会・学長選考会議 

 10月27日 宮大医学部・県医・県福祉保健部との協議 

 10月30日 宮大医学部医学科外部評価(訪問調査) 

 11月 8日 宮大創立330記念事業記念交流会館落成式・記念式典・記念祝賀会 

 12月 2日 県福祉保健部・病院局と県医師会との意見交換会 
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H27.  2月 9日 宮大経営協議会・学長選考会議 

  2月13日 宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科設立５周年記念シンポジウム 

  3月19日 宮大経営協議会・学長選考会議 

１．会員情報システムの整備 

概要：システムの改修を検討すると共に会員の入会・異動・退会の登録管理を行った。 

２．医師会活性化の検討 

概要：都道府県医師会における医療倫理への取り組み・日本医師会への要望についてのアンケ

ート調査及び「医師の職業倫理指針」に関するアンケート調査に協力。 

３．宮崎大学医学部並びに公的機関との連携 

１）宮崎大学医学部教授との懇談会の開催 

日時：９月30日（火）  場所：宮観ホテル 

概略：教授の他、本会役員、各郡市医師会長、各専門分科医会長、代議員、顧問が出席し、

新任教授の紹介、意見交換等を行った。 

２）新研修医診療報酬等説明会・祝賀会の開催 

日時：４月22日（火）  場所：宮観ホテル 

説明会：本県において臨床研修を開始した研修医を対象に、保険医としての心構えや医療事

故、また、医師会入会の意義等について説明を行った。引き続き県知事、宮大学長、基幹

型・協力型臨床研修病院の指導医等関係者も出席した祝賀会を開催。 

３）県福祉保健部・病院局との懇談会の開催 

日時： 【春】７月８日（火）  場所：宮観ホテル 

 【秋】12月２日（火）  場所：宮観ホテル 

概略：県福祉保健部長、病院局局長をはじめ、医療薬務課、長寿介護課、障害福祉課、健康増進

課及び病院局等の担当者らが出席し、７月は行政、12月は本会主催で開催した。12月の懇談会

では、県に対して以下の要望を行った。 

・医師確保について 

県内医師会病院における医師確保の整備について（宮崎） 

延岡市における医療体制の確保について（延岡） 

・子どもの発育段階に応じた医療の充実について 

・宮崎県周産期医療体制の維持のために 

・スポーツランドみやざきについて 

・女性医師等の勤務環境改善策について 

・看護学校の運営について 

看護学校の運営、環境整備を含めた看護師等養成所運営費補助金の基準額の

見直しについて（宮崎） 

看護学校運営にかかる補助金の増額及び早期交付について（延岡） 

臨地実習における実習指導者確保に対する補助金の増額、看護教育教材備品充実に対

する新たな事業の追加について（延岡） 

看護学校運営助成金について（児湯） 

・在宅医療推進のための提言 

在宅医療について（宮崎） 

・救急医療について 

民間救急指定病院に対する公的補助金支給について（南那珂） 

・その他 

エボラ出血熱患者に対応する第一種感染症指定医療機関の整備について（宮崎） 
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肝炎ウイルス検査および陽性者フォローアップ事業の推進について（宮崎） 

地域災害拠点病院の高台移転に係る用地買収及び造成並びに建設費用の交付金制度の

創設について（宮崎） 

県西地区の支援について（都城） 

非営利ホールディングカンパニー型法人について（延岡） 

医師輸出県からの脱却と「人財」の地産地消による医師不足対策（西諸） 

４．九州首市医師会連絡協議会への協力  

日時：１月24日（土）・25日（日）  場所： 長崎市（担当 長崎市医師会） 

概要：宮崎市郡医師会の役職員が参加。 

５．医療情報コーナーの充実 

概要：県医師会館１階に設置。医療に関する図書、闘病記などを揃え県民に公開。平成26年度の

利用者2,655名、貸出は7,330冊。 

６．救急医療情報室の整備・充実 

概要：県総合防災訓練の宮崎県医師会 JMAT３チーム参加等に伴い、ベストの配備や備蓄用品につ

いて再度、点検を行った。 

７．警察医会への協力 

概要：県警察医会特別講演会（10 月４日（土）県医師会館：参加者 109 名）の開催に協力した。

警察活動に協力する医師の部会員も参加し、検案の資質向上のための研鑽に努めた。 

「鈍器損傷の観察」 

寺沢浩一  先生（北海道大学大学院医学研究科・医学部法医学分野教授） 
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公益事業３ ◇県民の健康保持・増進に寄与する事業 

 

第１．地域医療体制の整備 

H26.  5月21日 日医・米国研究製薬工業協会（PhRMA）共催シンポジウム 

  6月23日 宮崎市郡医師会予防接種研修会【TV会議】 

 6月27日 県予防接種広域化意見交換会 

 7月24日 県衛生環境研究所調査研究評価委員会 

10月17日 日医予防接種・感染症危機管理対策委員会 

 11月10日 高次脳機能障がい講演会【TV会議】 

 11月27日 健康スポーツ医学委員会 

 12月 1日 健康教育委員会 

 12月15日 県感染症危機管理・予防接種実務担当者研修会【TV会議】 

12月17日 日医公衆衛生委員会 

 12月25日 日医予防接種・感染症危機管理対策委員会 

H27.  1月20日 県感染症対策審議会 

  1月23日 日医公衆衛生委員会 

  2月 7日 健康スポーツ医学セミナー 

  2月 9日 県感染症発生動向調査委員会 

  2月12日 日医予防接種・感染症危機管理対策委員会 

  3月 5日 県麻しん・風しん関係者会議、県予防接種広域化検討会議 

  3月16日 県感染症危機管理研修会【TV会議】 

  3月19日 県高次機能障がい支援連絡会議 

 3月22日 県民健康セミナー 

  3月27日 予防接種委員会【TV会議】 

１．公衆衛生活動 

１）健康教育への積極的展開 

（１）県民への健康セミナーの開催 

日時：３月22日（日）  場所：県医師会館 

概要：内容は健康教育委員会で企画。テーマを「あなたの身体 大丈夫ですか！」とし

新聞等で広報、県民116名が参加。 

「エボラ出血熱、デング熱およびSFTS」   

西條政幸 先生（国立感染症研究所ウイルス第一部部長）  

「スロージョギング健康法」 

田中宏暁 先生（福岡大学スポーツ科学部教授） 

（２）県民への健康教育の推進 

概要：各専門分科医会の協力を得て、宮崎日日新聞生活情報誌「きゅんと」に、24回の

記事を掲載した。 

（３）健康教育に関する各郡市医師会への協力 

概要：各郡市医師会主催で行う県民向けセミナーの周知等に協力。また平成26年度から、各

郡市医師会および医会を対象に健康教育事業費補助事業を実施、２医会から申請があり補

助金を交付。 

２）感染症・新型インフルエンザ等対策の推進 
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◇感染症の情報収集等 

概要：日医予防接種・感染症危機管理対策委員会、日医公衆衛生委員会、および県感染症対策審

議会等へ関係役員が出席。県健康増進課感染症対策室・宮崎市保健所等の記者発表に関する情

報を日医および各郡市医師会等へFAXやメールで提供。 

◇麻しん等の感染症情報、インフルエンザ警報、食中毒注意報の発信 

概要：注意喚起のため県医 FAX ニュース、メール等で情報提供。全国の感染症状況については日

医からの情報を各郡市医師会へメールで提供。 

◇風しん抗体検査事業 

概要：県からの委託事業「風しん抗体検査事業」として、協力医療機関の募集を行った。また、

協力医療機関からの請求等の取りまとめを行った。合計550件の実績。 

◇県結核予防計画 

概要：県の結核予防のための施策の実施に関する計画（県結核予防計画）の改正について、県よ

り意見照会があった。各郡市医師会および公衆衛生・感染症委員会委員へ意見照会を行い、回

答した。 

◇県感染症危機管理研修会 

日時：３月16日（月）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

概要：県健康増進課との共催により、医師、看護職員、市町村、保健所の感染症担当者を対

象に開催。参加者は325名。 

「エボラ、デングに備える」 

山本太郎 先生（長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野教授） 

３）予防接種への協力・啓発 

（１）予防接種率向上の推進 

概要：各郡市医師会、県小児科医会と協調し、県および市町村への働きかけなどを実施。 

（２）予防接種体制・内容の充実と整備 

◇宮崎市郡医師会予防接種勉強会 

日時：６月23日（月） 場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸） 

概要：各郡市医師会からの要望により、宮崎市郡医師会主催の予防接種勉強会をテレビ会議

で放映。参加者は255名。 

「予防接種の最近の話題 」 山﨑俊輔 先生（たんぽぽ小児科院長） 

◇県感染症危機管理・予防接種実務担当者研修会 

日時：12月15日（月） 場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

概要：県健康増進課との共催により、医師、看護職員、学校関係職員、市町村、保健所の感

染症・予防接種実務担当者を対象に開催。参加者は432名。 

「ワクチンで予防可能な疾患及びその他の感染症のトピックス―エボラ出血熱など―」 

安井良則 先生（大阪府済生会中津病院臨床教育部長） 

◇広域予防接種体制 

概要：圏域外の接種を可能にするため、本会が窓口となり請求等の取りまとめを行っている。

定期の広域予防接種は県内全市町村と契約した。合計 4,932 件の実績。また、高齢者等の

定期インフルエンザ及び肺炎球菌ワクチン広域予防接種についても全市町村と契約し、イ

ンフルエンザが合計5,108件、肺炎球菌ワクチンが合計439件の実績。また、県および各

市町村との広域化に関する会議として、６月 27 日に意見交換会、３月５日に県麻しん風

しん対策推進会議、検討会議を開催し、関係役員等が出席。 
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◇子ども予防接種週間 

概要：予防接種に対する関心を高め、予防接種率の向上を図ることを目的に厚生労働省、日

医および日本小児科医会の主催により３月１日（日）から７日（土）までの７日間実施さ

れ、各郡市医師会、行政、マスコミ等へ広く啓発してもらうよう依頼し、周知に努めた。 

◇予防接種委員会 

日時：３月27日（金）  場所：県医師会館（TV会議：延岡） 

概要：各地域の予防接種体制、広域化の問題点、接種率向上等について協議。 

４）精神保健福祉活動の推進 

（公益事業２ 第１の１の15）「うつ病医療連携・自殺対策事業への協力」に掲載（P16）） 

５）障害者医療・福祉活動の推進 

◇高次脳機能障害講演会 

日時：11月10日（月）  場所：県医師会館 

（TV会議：都城・延岡・日向・児湯・西都・南那珂・西諸・西臼杵） 

概要：宮崎県身体障害者センターからの委託で、124名出席。 

「リハビリテーション医療におけるアパシーとその対策」 

蜂須賀研二 先生（門司メディカルセンター院長） 

６）環境問題・在宅医療廃棄物対策の推進 

概要：県大気汚染緊急時対策実施要領に基づく光化学オキシダント注意報に関する伝達訓練に参加、

医療機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会開催等の周知について協

力など環境問題・在宅医療廃棄物対策等の推進。 

７）公害病関連健診への協力 

概要：県公害健康被害認定審査会および県公害健康被害診療報酬審査委員会への協力。公害健康被

害の補償等に関する法改正の周知。 

８）たばこ対策の推進 

概要：県たばこ対策検討会への協力。関係機関を通じて禁煙活動を推進。 

２．健康スポーツ医学の推進 

１）スポーツ医学の普及啓発 

◇健康スポーツ医学セミナー 

日時：２月７日（土）  場所：県医師会館 

概要：健康スポーツ医学委員会で内容を検討。出席者は38名。 

「心臓リハビリテーション～QOLを考えた心臓とのお・つ・き・あ・い～」 

渡邊玲子 先生（宮崎江南病院内科医長）  

「ドクターとしての国体帯同経験とその問題点」 

園田典生 先生（藤元総合病院整形外科部長） 

◇県医師会スポーツドクター連盟 

概要：本会の健康スポーツ医学事業は、スポーツドクター連盟と連携して活動しており、連盟総

会を２月７日に開催。 

２）各競技団体・各種スポーツ団体との連携 

概要：各郡市医師会の協力を得て、中学校・高等学校駅伝大会等に医師・看護師を派遣。 

３）スポーツドクター制度の充実 

概要：日医認定健康スポーツ医制度への協力。認定・更新の登録業務、再研修会指定申請業務を

実施。本県の日医認定スポーツ医は90名。 

４）スポーツメディカルネットワークの推進 
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概要：更なる充実をはかるため、スポメディネットのリーフレットの内容検討等を実施。 

５）宮崎県スポーツランド構想との連携 

概要：県、宮崎大学医学部と意見交換を行った。 

 

第２．広報活動 

１．新聞・テレビ・ラジオ等による広報活動の推進 

概要：予防接種や感染症など、テレビ・ラジオ・新聞社等からの取材依頼、番組出演、原稿依頼に

対し各専門分科医会、会員の協力を得てその都度対応。 

２．県民からの医療・健康相談への対応 

概要：本会の医療健康相談窓口において、県民から電話・メール等で寄せられた相談について対応。 

 

 



【公益事業４】 

 

- 34 - 

公益事業４ ◇保健事業の一体的推進を行う事業 

 

第１．地域医療体制の整備 

H26.  5月10日 産業医研修会【TV会議】 

  5月26日 学校医部会理事・評議員会 

  6月 3日 県学校保健会理事・評議員会 

  6月 3日 学校保健・学校安全に係る表彰審査会 

  6月 9日 園医部会理事会 

  6月11日 産業医研修会 

  6月12日 産業医研修会 

  6月18日 産業医研修会 

  6月19日 産業医研修会 

  6月20日 産業医研修会（実地） 

  6月24日 九州地区健康教育研究大会県実行委員会 

  7月 3日 産業医研修会 

  7月 5日 産業医研修会（実地） 

  7月16日 産業医研修会 

  7月17日 産業医研修会 

  7月27日 産業医研修会 

  8月 2日 九州ブロック学校保健・学校医大会懇親会 

  8月 2日 九州各県医師会学校保健担当理事者会 

  8月 2日 九州学校検診協議会幹事会 

  8月 2日 九州学校検診協議会専門委員会 

  8月 3日 九州地区健康教育研究大会合同会議 

  8月 3日 学校医部会総会 

  8月 3日 県学校保健会理事会 

  8月 3日 九州ブロック学校保健・学校医大会 

  8月 3日 九州学校検診協議会 

  8月 4日 九州地区健康教育研究大会開会式 

  8月 9日 母体保護法指定医師研修会 

  8月16日 産業医研修会（前期） 

  8月20日 産業医研修会 

  8月21日 産業医研修会 

  8月22日 産業医研修会 

  8月28日 産業医研修会 

  9月13日 園医部会総会・医学会 

  9月13日 園医部会理事会 

  9月19日 産業医研修会 

  9月25日 産業医部会理事会 

  9月27日 産業医研修会（前期） 

 10月 3日 産業医研修会 

 10月 8日 宮崎市との妊婦乳児公費負担に関する協議 
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 10月 8日 日本スポーツ振興センター学校安全業務運営会議 

 10月 9日 産業医研修会 

 10月 9日 産業保健活動推進全国会議 

 10月18日 産業医研修会(実地) 

 10月23日 産業医研修会 

 10月23日 県産業保健連絡協議会等 

 10月25～26日 日本保育園保健学会 

 11月 8日 全国学校保健・学校医大会 

 11月13日 産業医研修会 

 11月15日 産業医部会総会・研修会【TV会議】 

 12月 2日 母体保護法指定医師審査委員会 

 12月 6日 日医家族計画・母体保護法指導者講習会 

 12月 6日 九州各県学校保健担当理事者会 

 12月 6日 九州学校検診協議会専門委員会 

 12月10日 子宮頸がんワクチンシンポジウム 

 12月11日 産業医研修会 

 12月13日 産業医研修会 

 12月17日 県DV被害者保護支援ネットワーク会議 

H27.  1月13日 九州地区健康教育研究大会実行委員会 

  1月17日 産業医研修会【TV会議】 

  2月 5日 産業医研修会 

  2月 7日 産業医研修会(実地) 

  2月 7日 母体保護法指定医師研修会 

  2月 9日 HTLV-1母子感染対策協議会 

  2月10日 新生児聴覚検査・療育体制連携強化事業協議会 

  2月16日 日医認定産業医制度関係小委員会 

  2月20日 産業医研修会 

  2月22日 日医母子保健講習会 

  2月24日 宮崎産業保健総合支援センター運営協議会 

  2月28日 日医学校保健講習会 

  3月 8日 日本保育園保健協議会九州ブロック研修会 

  3月11日 県周産期医療協議会 

  3月13日 県産業保健連絡協議会・県産業医研修連絡協議会 

  3月14日 HTLV-1母子感染対策研修会 

  3月14日 産業医研修会(実地) 

  3月23日 県母子保健運営協議会 

  3月28日 養護教諭のための性教育研修会 

１．母子保健，母体保護活動 

１）母体保護法の適正な運用 

◇母体保護法指定医師審査委員会 

概要：県産婦人科医会副会長を委員長とし、県医師会役員５名と県産婦人科医会役員２名を

もって構成。県医師会母体保護法に関する規程及び審査基準等をもとに各申請を審査。平

成26年度は申請者１名と１施設。 
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２）母体保護法指定医師研修会の開催 

◇母体保護法指定医師研修会 

概要：県産婦人科医会の協力を得て年２回開催。今年度の出席者は59名（内指定医師55名）

であった。 

日時：８月９日（日）  場所：県医師会館  参加者30名 

「母体保護法指定医師研修会のあり方と中央情勢報告」 

今村定臣 先生（日医常任理事・日産婦医会副会長） 

「生命倫理に関するもの」 

山口昌俊 先生（県産婦人科医会常任理事） 

「医療安全・救急処置に関するもの」 

嶋本富博 先生（県産婦人科医会常任理事） 

「本県における人工妊娠中絶」 

神尊敏彦 先生（県産婦人科医会副会長） 

日時：２月７日（土）  場所：県医師会館  参加者29名 

「母体保護法の趣旨と適正な運用～生殖補助医療の法制化の現状を含めて～」 

今村定臣 先生（日医常任理事・日産婦医会副会長） 

「生命倫理に関するもの」 

山口昌俊 先生（県産婦人科医会常任理事） 

「医療安全・救急処置に関するもの」 

嶋本富博 先生（県産婦人科医会常任理事） 

「望まない妊娠を減らすには･･･」 

濱田政雄 先生（県産婦人科医会会長） 

３）家族計画・母体保護法指導者講習会への参加 

日時：12月６日（土）  場所：日医 

概要：日医・厚労省の主催で本県から２名出席。県産婦人科医会研修会（１月31日（土））

で講習会の復講を行い、指定医に対し趣旨の徹底を図った。 

４）関係諸団体の行う母子保健事業への協力 

◇HTLV－1（成人T細胞白血病）母子感染防止対策事業 

概要：県の委託事業。県産婦人科医会と協力し、キャリア妊婦へのフォロー充実のため、

HTLV-1母子感染対策事業従事者研修会（３月14日）で、東京大学医科学研究所附属病院血

液腫瘍内科准教授 内丸薫 先生を講師に研修会を開催。 

◇健やか妊娠推進事業 

概要：県産婦人科医会と協力し、本県の高い人工死産率の背景を調査、女性の健康の保持及

び望まない妊娠・出産に有効な施策を検討。 

◇思春期健康相談事業 

概要：県の委託事業。県産婦人科医会と協力し、性に関する相談窓口を開設。中・高生を中

心に、電話・FAX・メールで146件の相談を受け専門医より回答。 

５）周産期医療の地域化の体制充実 

概要：県が開催する周産期医療協議会等に出席し検討。 

６）０歳児虐待防止のための妊婦相談窓口事業推進 

概要：県の委託事業。県産婦人科医会と協力し、県内ドラッグストアに妊婦相談窓口紹介カ

ードを配布したほか、日本産婦人科医会常務理事 安達知子 先生を講師に学校医と養護

教諭のための性教育研修会（３月28日）を実施。また、市町村要保護児童対策協議会（要

対協）の構成員に県産婦人科医会を加え、情報の共有を行った。 
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２．乳幼児保健の推進と協力 

１）成育基本法制定の推進 

概要：国で進められている制定の推進について、日医を通して意見を発信。 

２）乳幼児健診の推進 

概要：市町村の委託事業、各医療機関で実施した健診について、県医師会で取り纏めを行い

、各市町村に対し一括請求し、健診料を各医療機関に支払う請求事務業務を行った。 

３）園医活動への協力と推進 

◇園医部会理事会 

日時：概要：６月９日（月）  場所：県医師会館 

概要：事業・決算報告並びに事業計画・予算について承認。 

◇園医部会総会・研修会 

日時：９月13日（土）  場所：県医師会館 

概要：園関係者を含め123名の参加。 

「メディア漬けで壊れる子どもたち～スマホ社会の落とし穴～」 

内海裕美 先生（日本小児科医会理事・吉村小児科院長） 

４）育児支援体制の充実の推進 

概要：県の委託事業として「訪問救急教室」を行い、県内25の幼稚園・保育園に対し小児科医

師を講師として派遣し、医療機関受診の見極めや子どものかかりやすい病気等について、ま

たコンビニ受診の抑制に繋がるような講演を実施。 

５）障害児医療・福祉活動の充実  

概要：新生児聴覚検査療育体制整備事業協議会等の障害児医療に関する県の会議へ出席し、検

討を行った。 

６）乳幼児虐待対応への協力   

概要：県と市町村担当者の研修会等に出席し、関係機関との協議・情報交換等を行った。 

３．学校保健の推進と協力 

１）学校医活動への協力と推進 

◇学校医部会理事・評議員会 

概要：５月26日（月）に開催。事業・決算報告並びに事業計画・予算について承認。 

◇学校医部会総会 

日時：８月３日（日）  場所：宮観ホテル 

概要：事業・決算報告並びに事業計画・予算・役員改選について承認。８月３日（日）に宮崎県

医師会担当で開催した「第58回九州ブロック学校保健・学校医大会等諸行事」をもって医学会

とした。 

２）児童・生徒の心臓・腎臓・小児生活習慣病健診事業への協力 

◇心臓検診、腎臓検診 

概要：各郡市医師会単位で、小・中・高校生に対する心臓検診、小・中学生に対する腎臓検診を

実施。心臓検診は、九州で統一した統一病名を採用して、九州各県郡市医師会のデータ集積。 

◇九州学校検診協議会専門委員会 

概要：８月２日（土）宮崎市、12月６日（土）福岡市において開催。心臓・腎臓・小児生活習慣

病専門委員会の３部門に分かれ、各々協議が行われた。 

◇九州各県医師会学校保健担当理事者会 

概要：８月２日（土）宮崎市、12月６日（土）福岡市において開催。連絡協議事項及び各県から

の提案事項等について討議。 

３）運動器検診事業への協力 
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概要：宮崎大学医学部整形外科が中心となり、宮崎市、三股町、小林市で希望された学校におい

て検診を実施。 

４）学校教師・PTA・児童・生徒への性感染症に関する知識の普及及び性教育の実施 

◇元気みやざき「心とからだ」健康教育推進事業への協力 

概要：県教育委員会の事業。県内の小・中・県立学校を対象に、医師による講話・講演の希望を

募り、産婦人科、精神科、整形外科、皮膚科の各地域の専門科医師を派遣し、性感染症の知識、

性教育等の講話を実施。 

５）児童・生徒の精神保健活動の推進 

概要：県教育委員会が独自にスクールカウンセラーの派遣事業を行っているが、医療機関勤務の

臨床心理士が学校現場で協力を行っている。また、学校医による心の相談にも個別に対応。 

６）学校保健会への協力 

概要：県医師会長が学校保健会の会長として会議に参加。関係団体と協調を図りながら運営に協

力した。 

７）児童・生徒の予防接種率向上の推進 

（公益事業３ 第１の３）「予防接種への協力・啓発」に掲載（P31～32）） 

８）九州ブロック学校保健・学校医大会の開催 

日時：８月３日（日）  場所：宮観ホテル 

概要：メインテーマ「子どもを守ろう未来のために ～私たちが今できること～」を掲げ、基調

講演と、眼科・耳鼻咽喉科・運動器部門の分科会で講演・シンポジウムを開催。 

◇基調講演 

「フッ化物を用いて みんなで守る 子どもの歯」 

櫛山実寿 先生（宮崎市郡歯科医師会 歯科医師（宮崎市保健所勤務）） 

「学校におけるアナフィラキシー対応 ～調布市での取り組み」 

勝沼俊雄 先生（東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科准教授・診療部長） 

◇眼科部門 

「ものを見るしくみとその異常」 

中馬秀樹 先生（宮崎大学医学部感覚運動医学講座眼科学分野准教授） 

「学校医、保健師が気をつけたい眼疾患」 

直井信久 先生（宮崎大学医学部感覚運動医学講座眼科学分野教授） 

◇耳鼻咽喉科部門 

「スポーツによる聴器疾患：剣道難聴とサーファーズ・イヤー」 

東野哲也 先生（宮崎大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野教授） 

「難聴児の早期発見・療育体制の確立」 

牛迫泰明 先生（宮崎大学医学部附属病院難聴支援センター副センター長 

（言語聴覚士）） 

◇運動器部門 

シンポジウムテーマ：「 学童期運動器検診 ～現状と課題～ 」 

座長：帖佐悦男 先生（宮崎大学医学部感覚運動医学講座整形外科学分野教授）  

田島直也 先生（前宮崎県整形外科医会長） 

シンポジスト： 

名越敏郎 先生（名越内科院長） 

松元友絵 先生（友絵こどもクリニック院長） 

吉野尚子 先生（宮崎市立古城小学校養護教諭） 
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山口奈美 先生（宮崎大学医学部感覚運動医学講座整形外科学分野医員） 

４．産業保健活動 

１）日本医師会認定産業医制度事業の推進 

概要：産業医部会理事会（９月25日（木））、総会・研修会（11月15日（土））を開催し、

産業医研修事業、産業医活動の活性化等を検討。 

２）産業医研修会の開催 

（１）主催研修会の開催 

概要：主催研修会として、11月15日（土）の総会開催時の研修会（後期４、専門４）、

７月５日（土）および10月18日（土）の実地研修（実地８）、８月16日（土）および

９月27日（土）の前期研修会（前期７）、５月10日(土)および１月17日（土）の後期

・更新・専門研修会（後期7.5、更新1.5、専門６）を開催。 

（２）郡市医師会等研修会との共催 

概要：郡市医師会等の研修会として、宮崎産業保健総合支援センターおよび各郡市医師

会等との共催で25回開催（後期３、更新7.5、実地12、専門35.5）。 

３）三者協議会（医師会・労働局・事業所）の推進 

概要：10月と３月に宮崎県産業保健連絡協議会・宮崎県産業医研修連絡協議会を開催し、産

業医活動について各事業者団体等と意見交換し、労働者健康確保の重要性について議論。 

４）宮崎産業保健総合支援センターへの協力  

概要： 県医師会長がセンター所長、県医師会産業保健担当理事が運営主幹として就任し、

事業の運営に協力。 

５）県立学校職員の健康管理への協力 

概要：県教育委員会からの協力依頼により、メンタルヘルス関連の疾病について、協力でき

る医療機関を募り地区毎に対応できる体制を構築。 
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その他の事業 

◇物品販売と集金代行業務を行い、医業経営合理化を支援する事業 

◇社会保険医療の適正かつ円滑な運営と医業経営を安定して行うための支援を行う事業 

◇他団体に本会会館の一部を貸与する賃貸事業 

 

第１．会員福祉対策 

H26.  4月15日 医協打合せ会 

  4月19日 九医国保連事務引継 

  4月22日 医協理事・運営委員合同協議会 

  4月22日 医協理事会 

  4月23日 全国医師国保組合連合会代表者会 

  4月28日 医師国保組合理事会 

  5月15日 医協会計監査 

  5月16日 都道府県医師会税制担当理事連絡協議会【TV会議参加】 

  5月20日 医協打合せ会 

  5月22日 医師国保組合理事会 

  5月27日 医協理事・運営委員合同協議会 

  5月27日 医協理事会 

  6月10日 医協理事会 

  6月16日 医師国保組合定例事務監査 

  6月17日 医協打合せ会 

  6月21日 医師協同組合総代会 

  6月23日 医師国保組合理事会 

  6月24日 医協理事・運営委員合同協議会 

  6月24日 医協理事会 

  7月15日 医協打合せ会 

  7月17日 医師国保組合打合せ会 

  7月22日 医協理事会 

  7月24日 医師国保組合理事会・通常組合会 

  7月26日 九州医師協同組合連合会購買・保険部会 

  7月31日 国保連合会通常総会 

  7月31日 国保連合会理事会 

  8月12日 医協打合せ会 

  8月19日 県後期高齢者医療広域連合療養費適正化委員会 

  8月19日 医協理事会 

  8月22日 医師国保組合理事会 

  8月23日 全国国保組合協会九州支部幹事会・総会 

  8月23日 九州地区医師国保組合連合会監査会・理事会・全体協議会 

  8月26日 医協理事・運営委員合同協議会 

  9月 9日 医協打合せ会 
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  9月12日 全国医師国保組合連合会全体協議会・代表者会 

  9月13～14日 全国医師国保組合連合会全体協議会 

  9月16日 医協理事会 

  9月17日 リスクマネジメント・ラボラトリーとの懇談会 

  9月18日 全国国民健康保険組合協会理事長・役員研修会 

  9月29日 医師国保組合理事会・退任役員慰労会 

  9月30日 医協理事・運営委員合同協議会 

 10月18日 九州医師協同組合連合会通常総会 

 10月19日 九州医師協同組合連合会通常総会 

 10月21日 医協打合せ会 

 10月28日 医協理事・運営委員合同協議会 

 10月28日 医協理事会 

 10月29日 医師国保組合理事会・ロコモ啓発推進委員会 

 11月 1日 全国医師協同組合連合会通常総会 

 11月 2日 全国医師協同組合連合会通常総会 

 11月 5日 都道府県医師会税制担当理事連絡協議会 

 11月18日 医協打合せ会 

 11月19日 医協会計監査 

 11月19日 国保組合被保険者全国大会 

 11月25日 医協理事・運営委員合同協議会 

 11月25日 医協理事会 

 12月 8日 医師国保組合理事会・ロコモ啓発推進委員会 

 12月 9日 医協打合せ会 

 12月16日 医協理事・運営委員合同協議会 

 12月16日 医協理事会 

H27.  1月 9日 県後期高齢者医療広域連合運営懇話会 

  1月13日 医協打合せ会 

  1月17日 医療メディエーター研修会視察 

  1月19日 医師国保組合定例事務監査 

  1月20日 医協理事会 

  1月20日 医師国保組合ロコモ啓発推進委員会 

  1月23日 医師国保組合理事会 

  1月27日 医協理事・運営委員合同協議会 

  1月30日 相続税対策セミナー【TV会議】 

  2月14日 九州地区医師国保組合連合会理事会・全体協議会 

  2月17日 医協打合せ会 

  2月20日 県国保連合会理事会・通常総会 

  2月24日 医協理事・運営委員合同協議会 

  2月24日 医協理事会 

  2月26日 医師国保組合理事会・ロコモ啓発推進委員会 

  3月 4日 全国国保組合協会九州支部総会 

  3月10日 医師国保組合ロコモ啓発推進委員会 
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  3月12日 医師国保組合通常組合会 

  3月14日 九州医師協同組合連合会購買・保険部会 

  3月15日 医師国保組合歩こう会 

  3月17日 医協打合せ会 

  3月24日 医協理事会 

１．諸印刷物の斡旋 

概要：カルテ用紙及び日誌等は、随時、県医師会窓口販売及び各郡市医師会からの注文販売を実施

している。医師日記（手帳）等は各郡市医師会を通じ斡旋。 

２．医療経営の安定化への協力 

概要：各種融資制度を斡旋すると共に、県医師協同組合と協力し、生命保険、損害保険等、会員福

祉事業を実施。 

３．医業税制への対応 

◇都道府県医師会税制担当理事連絡協議会への参加 

日時：５月16日（金） 場所：日医（TV会議参加）、日時：11月５日（水） 場所：日医 

概要：担当理事が出席し、消費税率10％時への対応及び医業税制の主要課題について協議。 

４．日医年金への適切な対応 

概要：各郡市医師会並びに会員に対し、日医の情報を提供。 

５．医師国保組合への協力 

概要：賃貸契約を結び事務室を貸与。また、会員の異動等、会員情報の提供を行うと共に集金代行

業務として保険料の徴収に協力。 

６．医師協同組合への協力 

概要：賃貸契約を結び事務室を貸与。また、会員の異動等、会員情報の提供を行うと共に集金代行

業務として、購買、メンテナンス、医療廃棄物、一般廃棄物、小規模企業共済、各種損害保険料

等の徴収に協力。 

７．宮崎県病院厚生年金基金への協力 

概要：賃貸契約を結び事務室を貸与。 

８．日本医師・従業員国民年金基金への協力 

概要：各郡市医師会へ日本医師・従業員国民年金基金からの情報を提供。 

９．高齢会員への祝賀 

概要：６月21日（土）の総会で、米寿・喜寿を迎える会員に祝意を表した。 

■米寿会員（21名） 
 

■喜寿会員（12名） 

（昭和２年１月１日 

～昭和２年12月31日）  

（昭和13年１月１日 

～昭和13年12月31日） 

大田原文男 先生（宮 崎） 
 

後藤  勇 先生（宮 崎） 

黒田  隆 先生（宮 崎） 
 

小林 邦雄 先生（宮 崎） 

髙木 秀昭 先生（宮 崎） 
 

田﨑 髙伸 先生（宮 崎） 

高山 幸子 先生（宮 崎） 
 

前田 幸徳 先生（宮 崎） 

土居  博 先生（宮 崎） 
 

増田 好治 先生（宮 崎） 

浜田 健三 先生（宮 崎） 
 

福島 正明 先生（都 城） 

相良 直矢 先生（都 城） 
 

小池 祐一 先生（延 岡） 

田中 昭彦 先生（都 城） 
 

鶴  敬雄 先生（児 湯） 

政所 修治 先生（都 城） 
 

上山征史郎 先生（西 都） 

宮永 家昌 先生（都 城） 
 

島田 鳴海 先生（南那珂） 
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岩渕 正賢 先生（延 岡） 
 

松田 弘彦 先生（南那珂） 

萩原 武雄 先生（延 岡） 
 

針貝 正純 先生（西 諸） 

廣田 昭三 先生（延 岡） 
  

児玉三千男 先生（日 向） 
  

千代反田泉 先生（日 向） 
  

松岡  弘 先生（日 向） 
  

黒木 和裕 先生（児 湯） 
  

岩田 達男 先生（南那珂） 
  

鬼塚惠一郎 先生（西 諸） 
  

前田 昭久 先生（西 諸） 
  

森  憲正 先生（宮大医） 
  

10．金融機関対策 

概要：会員及び会員医療機関に対し各種融資制度を斡旋。（県医師会勤務医住宅ローン（限度額

5,000 万円）、県医師会ひまわりローン（限度額 200 万円）、団体信用生命保険つき診療報酬引

当融資（限度額１億円）、県医師会保険診療報酬引当融資（限度額１か年の診療報酬の 200％相

当額）） 

 

第２．医療安全対策 

H26. 12月 4日 損保ジャパン日本興亜との懇親会 

 12月10日 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会 

H27.  3月17日 シンポジウム「医療事故調査制度に向けた福岡県医師会の取り組み」 

１．医事紛争の適切な処理及び迅速化並びに調査機能の強化 

概要：医事紛争対策委員会で協議を行い、日医及び各郡市医師会と緊密に連携することによって、

適正・迅速に対応した。また、県民等からの医療に関する苦情・相談には、担当職員が対応する

と共に医療苦情処理委員会で協議し円滑な解決に努めている。 

◇都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会への参加 

日時：12月10日（水）  場所：日医 

概要：日医医賠責保険の運営報告や都道府県医師会の活動報告等が行われる連絡協議会への参加。 

２．院内医療事故調査委員会設置への支援体制作り 

◇医療事故調査制度に向けた事務局勉強会への参加 

日時：２月13日（金）  場所：福岡県医師会館 

概要：体制整備や医療事故発生時の対応方法について、福岡県医師会・熊本県医師会事務局と意見

交換を行い、これからのスケジュールについて検討。 

◇医療事故調査制度に向けた研修会への参加 

日時：３月17日（火）  場所：福岡県医師会館 

概要：「医療事故調査制度に向けた福岡県医師会の取り組み」福岡県医師会の医療事故防止に関す

る取り組みや実際に当事者となった医療機関の発表等を行うシンポジウムに参加。 

３．診療情報提供の推進 

◇診療情報提供推進委員会の設置 

概要：診療情報の提供や開示請求等をめぐって、患者との間に紛争が発生した場合の受け皿として

委員会を設置。今年度は該当案件がなく未開催であった。また、医療機関等からの質問に対して

は、日本医師会が作成した「診療情報の提供に関する指針」及び「診療に関する個人情報の取扱

い指針」等を参考に対応。 
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第３．広報活動 

H26.  4月11日 広報委員会 

  4月21日 広報委員会 

  4月23日 医家芸術展世話人会 

  5月16日 広報委員会 

  5月26日 広報委員会 

  6月16日 広報委員会 

  6月18日 医家芸術展世話人会 

  6月23日 広報委員会 

  7月14日 広報委員会 

  7月23日 広報委員会 

  7月28日 広報委員会 

  8月12～17日 医家芸術展 

  8月25日 広報委員会 

  9月12日 広報委員会 

  9月22日 広報委員会 

 10月16日 広報委員会 

 10月24日 広報委員会 

 11月10日 広報委員会 

 11月26日 広報委員会 

 12月 1日  広報委員会 

 12月18日 広報委員会 

H27.  1月15日 広報委員会 

  1月26日 広報委員会 

  2月16日 広報委員会 

  2月23日 広報委員会 

  3月12日 広報委員会 

  3月23日 広報委員会 

１．日州医事の刊行 

◇日州医事 

概要：宮崎県医師会機関誌。毎月10日発行。平成27年３月号で第787号。 

◇広報委員会 

概要：毎月２回開催。日州医事の編集・校正。医師会の広報活動の在り方について検討。 

◇県医FAXニュース 

概要：緊急のお知らせ等の際に活用。平成26年度17回発行。（P61参考資料参照） 

２．医家芸術展の開催 

◇県医師会医家芸術展 

期間：８月12日（火）～17日（日）の６日間  場所：県立美術館 

概要：今回で15回目の開催。絵画・写真・書道の３部門で、50名の医師会員及び家族から、126点

の作品を出展。６日間で来場者2,924名。 

３．苦情処理 

一般の方々から寄せられる相談・質問・苦情等への対応を行った。 
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第４．地域医療体制の整備 

H26.  4月30日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  5月28日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  5月28日 労災部会会計監査 

  6月25日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  7月12日 労災部会総会 

  7月18日 労災部会自賠小委員会 

  7月30日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  8月27日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  9月24日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  9月25日 損害保険医療協議会 

  9月25日 労災部会自賠委員会 

 10月 1日 労災診療費算定実務研修会 

 10月29日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

 11月 6日 労災診療費算定実務研修会 

 11月 7日 労災診療費算定実務研修会 

 11月26日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

 12月24日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

H27.  1月28日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  1月28日 労災部会役員・労災診療指導委員・自賠委員との懇談会 

  1月31日 自賠責保険研修会 

  2月19日 損害保険医療協議会 

  2月19日 労災部会自賠委員会 

  2月25日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

  3月25日 労災診療指導委員会・労災部会理事会 

１．労災保険診療の向上 

１）労働局関連業務への協力 

概要：各監督署の行う障害認定、精神疾患認定等の判定業務に対して協力を行った。また、労働

局からの通達文書については、労災指定医療機関に対して発信を行った。 

◇労災診療指導委員会 

概要：毎月１回計12回開催。 

２）審査支払業務への適切な対応 

概要：労災診療指導委員会において、労災関係レセプトの審査を実施。 

３）研修会の開催 

◇合同学会 

日時：７月12日（土）  場所：県医師会館 

概要：県外科医会および県整形外科医会と合同学会を開催。出席者は39名。 

「病院前救急診療とドクターヘリ」 

落合秀信 先生 

（宮崎大学医学部病態解析医学講座救急・災害医学分野 救命救急センター教授） 

◇労災診療費算定実務研修会 
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概要：県内３会場にて開催。10月１日（水）都城会場 42医療機関55名参加、11月６日（木）宮

崎会場 87医療機関121名参加、11月７日（金）延岡会場 43医療機関56名参加。 

２．交通事故医療対策 

１）自動車損害賠償責任保険制度への対応 

概要：自賠小委員会 ７月18日（金）、自賠委員会 ９月25日（木）、２月19日（木）に開催。

会員のトラブル事案を協議し、宮崎県損害保険医療協議会へ報告。 

◇自賠責保険研修会 

日時：１月31日（土）  場所：県医師会館  

出席者：141名。 

「自賠責保険（共済）損害調査のしくみ」 

「自賠責保険の現状と問題点」 

山村茂男 氏（宮崎自賠責損害調査事務所 所長） 

「交通外傷診療とそれにまつわる諸問題について」 

落合秀信 先生 

（宮崎大学医学部病態解析医学講座救急・災害医学分野 救命救急センター教授） 

２）第三者（加害者）行為傷病医療への対策 

概要：自賠委員会および宮崎県損害保険医療協議会において協議し、早期解決に努めた。 

３）宮崎県損害保険医療協議会（三者協議会）の連携強化 

概要：宮崎県損害保険医療協議会を９月25日（木）、２月19日（木）に開催し、会員医療機関と

損害保険会社とのトラブル事案について協議。 

 

第５．その他の事項 

H26.  4月 1日 第１回常任理事協議会 

  4月 8日 第２回常任理事協議会 

  4月12日 九医連常任委員会 

  4月15日 第３回常任理事協議会 

  4月15日 日医理事会 

  4月22日 第１回全理事協議会 

  4月25日 世界医師会東京理事会晩餐会 

  5月13日 第４回常任理事協議会 

  5月20日 第５回常任理事協議会 

  5月20日 日医理事会 

  5月21日 県医監事監査 

  5月27日 第１回理事会 

  5月27日 県医臨時代議員会 

  6月 1日 横倉義武日医会長候補選挙対策本部事務所開き 

  6月 3日 第６回常任理事協議会 

  6月 4日 県アイバンク協会理事会 

  6月 7日 九医連常任委員・九州ブロック次期日医代議員協議会 

  6月 7日 九医連常任委員・次期会長合同会議 

  6月 7日 九州ブロック日医代議員（含・次期）連絡会議 

  6月 9日 日医認証局ヒアリング 
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  6月10日 第２回理事会 

  6月10日 現執行部と次期執行部との引継ぎ懇談会 

  6月17日 第７回常任理事協議会 

  6月17日 日医理事会 

  6月19日 県アイバンク協会評議員会 

  6月21日 第３回理事会 

  6月21日 県医総会 

  6月21日 県医定例代議員会 

  6月21日 県医臨時代議員会 

  6月24日 第２回全理事協議会 

  6月27日 九州ブロック日医代議員連絡会議 

  6月28日 九州ブロック日医代議員連絡会議 

  6月28日 日医定例代議員会 

  6月29日 九州ブロック日医代議員連絡会議 

  6月29日 日医臨時代議員会 

  7月 1日 第８回常任理事協議会 

  7月 4日 九医連常任委員会 

  7月 4日 九州各県保健医療福祉主管部長・九州各県医師会長合同会議 

  7月 8日 第３回全理事協議会 

  7月15日 第９回常任理事協議会 

  7月22日 第10回常任理事協議会 

  7月23日 県による公益法人立入検査 

  7月29日 日医役員就任披露パーティ 

  8月 2日 九医連常任委員会 

  8月 3日 九医連学校医会評議員会 

  8月 5日 第11回常任理事協議会 

  8月 6日 稲倉正孝顧問感謝の会 

  8月12日 第12回常任理事協議会 

  8月19日 第13回常任理事協議会 

  8月26日 第４回全理事協議会 

  8月26日 役職員懇談会 

  8月27日 小児死亡事例に対する死亡時画像診断モデル事業説明会 

  8月29日 東九州メディカルバレー構想県推進会議 

  8月30日 九医連常任委員会 

  8月30日 九医連定例委員総会 

  9月 2日 第14回常任理事協議会 

  9月 4日 日医職員研修第１回医療の諸問題研修会【TV会議】 

  9月 9日 第15回常任理事協議会 

  9月10日 三師会懇談会 

  9月16日 第16回常任理事協議会 

  9月16日 都道府県医師会長協議会 

  9月18日 日医認証局LRA説明会 
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  9月20日 九医連常任委員会 

  9月20日 九医連各種協議会 

  9月30日 第５回全理事協議会 

 10月 7日 第17回常任理事協議会 

 10月14日 第18回常任理事協議会 

 10月21日 第19回常任理事協議会 

 10月28日 第６回全理事協議会 

 11月 1日 日医設立記念医学大会 

 11月 3日 県医親善ゴルフ大会 

 11月 4日 第20回常任理事協議会 

 11月11日 第21回常任理事協議会 

 11月18日 第22回常任理事協議会 

 11月18日 都道府県医師会長協議会 

 11月19日 職員採用試験（一次） 

 11月21日 九医連常任委員会 

 11月21日 九医連臨時委員総会 

 11月22日 九医連委員・九州各県役員合同協議会 

 11月22日 九州医師会総会・医学会 

 11月23日 九医連分科会・記念行事 

 11月25日 第７回全理事協議会 

 11月28日 県医監事監査 

 12月 2日 第８回全理事協議会 

 12月 7日 職員採用試験（二次） 

 12月 9日 第23回常任理事協議会 

 12月16日 第９回全理事協議会 

 12月16日 役職員懇談会 

 12月23日 日医Ai学術シンポジウム 

 12月26日 仕事納め式 

H27.  1月 5日 仕事始め式 

  1月 6日 第24回常任理事協議会 

  1月 7日 日医生命倫理懇談会 

  1月10日 三師会合同新春懇談会 

  1月13日 第25回常任理事協議会 

  1月20日 第26回常任理事協議会 

  1月20日 都道府県医師会長協議会 

  1月20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 

  1月23日 宮崎サブユニットセンター地域エコチル調査運営協議会 

  1月24日 九医連常任委員会 

  1月24日 九医連各種協議会 

  1月27日 第10回全理事協議会 

  2月 3日 第27回常任理事協議会 

  2月10日 第28回常任理事協議会 
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  2月12日 日医総研シンポジウム 

  2月17日 第29回常任理事協議会 

  2月20日 九医連事務局長連絡協議会 

  2月24日 第11回全理事協議会 

  3月 3日 第30回常任理事協議会 

  3月 5日 日医医療政策シンポジウム 

  3月10日 第12回全理事協議会 

  3月10日 第４回理事会 

  3月16日 東九州メディカルバレー構想県推進会議 

  3月17日 第31回常任理事協議会 

  3月24日 第32回常任理事協議会 

  3月26日 県アイバンク協会理事会 

  3月29日 九州ブロック日医代議員連絡会議 

  3月29日 日医臨時代議員会 

１．公益法人制度への対応 

１）適正な法人運営と郡市医師会への情報提供 

概要：関係法令を従い、県に対し定期報告（６月30日、３月31日）、理事の変更（７月３日

）、代表者及び理事の変更（７月17日）を行った。また、公益法人認定後、初めての県に

よる立入検査（７月23日）を受け適正妥当と認められた。 

２．九州医師会連合会事業への協力と参加 

１）常任委員会 

概要：公益法人制度改革に伴い県医師会役員の任期満了が６月となったのに合わせて、九医

連の担当県交代は７月から行うことになった。平成26年度は６月末まで沖縄県医師会が担

当した。７月４日（土）の九医連常任委員会で、大分県医師会近藤会長が九医連会長に互

選され、担当県がバトンタッチされた。常任委員会は那覇市で２回、宮崎市で２回、大分

市で４回の計８回開催。 

２）定例・臨時委員総会 

概要：大分市で２回開催した。８月30日（土）定例委員総会で九医連と九医学の平成26年度

事業計画及び予算等を承認し、11月21日（金）臨時委員総会で九医学総会の宣言決議（案

）を承認。 

３）各種対策協議会 

概要：日医の担当役員が出席し、大分市で９月20日（土）に地域医療（救急・防災を含む）

、医療保険、介護保険・在宅医療対策協議会、１月24日（土）に救急・災害医療、診療報

酬、在宅医療、地域医療、医療保険、介護保険対策協議会を開催。 

４）九州医師会総会・医学会、記念行事 

日時：11月22日（土）・23日（日）他 

場所：大分オアシスタワーホテル及び大分市近郊施設 

◇医学会 

「軍医たちの無念」 

帚木蓬生 先生（作家・精神科医） 

「おひとりさまの最期」 

上野千鶴子 先生（社会学者・東京大学名誉教授、 

NPO法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN）理事長）） 

◇分科会・記念行事 
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概要：７分科会（内科学会、小児科学会、産科婦人科学会、眼科学会、外科学会、整形

外科学会、東洋医学会）と６記念行事（テニス大会、サッカー大会、卓球大会、ゴル

フ大会、囲碁大会、走ろう会大会）を開催。 

５）九州ブロック日医代議員連絡会議 

概要：沖縄県医師会の担当で、那覇市で１回、東京で１回開催。大分県医師会の担当で、東

京で１回開催。 

３．日本医師会が行う事業への協力と参加 

◇諸事業への協力 

概要：日本医師会が実施する連絡協議会研修会等、諸事業について、それぞれ担当理事が出

席し対応。 

◇日医の委員会への協力 

概要：日本医師会が設置する委員会には、生命倫理懇談会に河野会長、地域医療対策委員会

と医療秘書認定試験委員会と日医医療情報システム協議会運営委員会に富田副会長、定款

・諸規程検討委員会に立元常任理事、公衆衛生委員会に吉田常任理事、医療IT委員会に荒

木常任理事、勤務医委員会に金丸常任理事、予防接種・感染症危機管理対策委員会に峰松

理事が委員として参加し、日本医師会の事業に協力。 

４．日本医学会への協力 

概要：平成27年４月、京都府を中心に関西で開催される日本医学会総会の参加登録推進を行っ

た。 

５．医師会事務の効率化 

１）各郡市医師会事務（局）長連絡会並びに各郡市医師会事務局職員研修会の開催 

日時：２月28日（土）  場所：県医師会館 

要旨：各郡市医師会及び県医師会から職員67名の参加を得て開催し、日本医師会電子認証セ

ンターから講師を招き「医師資格証について」、「医師資格証の発行審査について」講演

を行った。 

２）事務組織の合理化 

概要：日本医師会、各郡市医師会との連携を強化し、事務のOA化を進めることによって合理

化を図った。 

３）事務職員の研修 

概要：日本医師会の開催する担当理事者会に職員が随行し、諸会議に参加すること並びに外

部・内部研修を受けることによって、個々のレベルアップを図った。また日本医師会が今

回初めて開催した職員研修にTV会議（各郡市医師会案内）で参加した。 

◇日本医師会第１回職員研修「医療の諸課題研修」 

日時：９月４日（木）  場所：日医（県医師会よりTV会議参加） 

「日本医療の医療政策」 横倉義武 先生（日本医師会長） 

４）事務のOA化の推進 

概要：会員管理システム、文書管理システムの適切な運用及びソフトのバージョンアップ等を図

り、事務の合理化を図った。 

６．三師会との連携 

概要：県歯科医師会並びに県薬剤師会と三師会を構成し連携強化を図った。平成 26 年度は県歯科

医師会の担当で、懇談会（９月 10 日（水）：宮観ホテル）、合同新春懇談会（１月 10 日

（土）：宮観ホテル）を開催した。 

７．九州各県保健医療福祉主管部長・九州各県医師会長合同会議の開催 

概要：九州各県持ち回りで、医師会と行政隔年の担当で開催されており、平成26年度は宮崎

県医師会の担当で開催した。 
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日時：７月４日（金）  場所：宮観ホテル 

議題：地域医療ビジョンの策定について、地域医療支援センターについて、県境における医

療体制について、「災害時における九州ブロックの災害時医療救護協定」について 

出席者：医師会側26名、行政側31名。 

８．その他必要な事項 

・代議員会 

◇第159回臨時代議員会 

日時：５月27日（火）  場所：県医師会館 

概要：関係法令及び定款に規定される臨時代議員会（社員総会）を開催し、平成26年度事業

計画等を報告すると共に諸規程の変更について承認を受けた。また、役員選挙を行い、県

医師会役員等を選出した。 

（報告）平成26年度宮崎県医師会事業計画について、平成26年度宮崎県医師会暫定収支予

算について 

（議事）宮崎県医学会会則の変更に関する件、宮崎県医師会議事細則の変更に関する件、

宮崎県医師会裁定委員会規程の変更に関する件、宮崎県医師会会費賦課徴収規程

の変更に関する件 

（協議）次期理事の数について 

（役員選挙）宮崎県医師会会長候補者、副会長候補者、理事、監事、裁定委員 

日本医師会代議員、予備代議員 

◇第160回定例代議員会 

日時：６月21日（土）  場所：県医師会館 

概要：関係法令及び定款に規定される定例代議員会（社員総会）を開催し、平成25年度の事

業を報告すると共に平成25年度収支決算の承認を受けた。 

（報告）平成25年度宮崎県医師会事業報告について 

（議事）平成25年度宮崎県医師会収入支出決算に関する件 

◇第161回臨時代議員会 

日時：６月21日（土）  場所：県医師会館 

概要：関係法令及び定款に規定される臨時代議員会（社員総会）を開催し、平成26年度収入

支出予算を報告すると共に顧問・名誉会員委嘱の承認を受けた。 

（報告）新役員紹介、平成26年度宮崎県医師会収入支出予算について 

（協議）顧問・名誉会員委嘱の件 

・理事会 

概要：関係法令及び定款に規定される理事会を４回開催すると共に全理事協議会を12回、常

任理事会を32回開催し、事業計画に沿った業務執行及び諸案件の検討確認を行った。 

◇第１回理事会 

日時：５月27日（火）  場所：県医師会館 

（議事）第159回臨時代議員会に関する件（議事進行並びに次期理事の数について） 

◇第２回理事会 

日時：６月10日（火）  場所：宮観ホテル 

（議事）平成25年度宮崎県医師会事業報告に関する件、平成25年度宮崎県医師会収支決算

に関する件 

◇第３回臨時理事会 

日時：６月21日（土）  場所：県医師会館 

（議事）会長等の選定等に関する件、平成26年度宮崎県医師会収入支出予算に関する件、
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顧問・名誉会員の委嘱に関する件 

◇第４回理事会 

日時：３月10日（火）  場所：県医師会館 

（議事）平成27年度宮崎県医師会事業計画に関する件、平成27年度宮崎県医師会収支予算

に関する件、第162回定例代議員会の開催に関する件、宮崎県医師会職員給与規程の

一部改正に関する件 

・庶務及び会計報告 

概要：公益法人を運営するにあたり行った庶務及び会計関連の対応を以下に記載。 
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【庶務関係】 

◇会員数について 

平成27年４月１日現在における本会会員は1,684人である。その内訳は、Ａ会員785人、Ｂ会員899

人で、前年と比較すると全体で増減はない。各郡市医師会別の会員数の内訳は前項の別表のとおり。 

 

区分 

 

医師会 

平成27年４月１日 平成26年４月１日 増 減 

Ａ 

会員 

Ｂ 

会員 

Ｃ 

会員 

 

計 

Ａ 

会員 

Ｂ 

会員 

Ｃ 

会員 

 

計 

Ａ 

会員 

Ｂ 

会員 

Ｃ 

会員 

 

計 

宮 崎 361 392  753 367 387  754 △6 5  △1 

都 城 126 113  239 124 115  239 2 △2  0 

延 岡 77 88  165 78 83  161 △1 5  4 

日 向 48 50  98 48 51  99 0 △1  △1 

児 湯 38 37  75 39 36  75 △1 1  0 

西 都 21 17  38 23 18  41 △2 △1  △3 

南那珂 55 54  109 54 55  109 1 △1  0 

西 諸 54 60  114 55 54  109 △1 6  5 

西臼杵 5 10  15 5 10  15 0 0  0 

宮大医 0 78  78  82  82 0 △4  △4 

計 785 899 0 1,684 793 891 0 1,684 △8 8 0 0 

（平成27年４月１日調べ） 

 

◇平成26年度物故会員について 

平成26年４月以降、次の18人の先生がご逝去された。 

坂川 英昭 先生（宮 崎）  平田伊都子 先生（延 岡） 
髙木 秀昭 先生（宮 崎）  松岡 春明 先生（延 岡） 
愛甲 隆一 先生（宮 崎）  又木平八郎 先生（延 岡） 
渡邊 克司 先生（宮 崎）  黒木 和裕 先生（児 湯） 
猪野 髙明 先生（宮 崎）  城戸 爾 先生（児 湯） 
高山  淳 先生（宮 崎）  坂梨 ミチ 先生（南那珂） 
大渕 達郎 先生（宮 崎）  福田 武司 先生（西臼杵） 
宇宿不二夫 先生（都 城）   
相良 直矢 先生（都 城）   
宮田 典男 先生（都 城）   
淵脇 次男 先生（都 城）   

 

◇平成26年度表彰関係について 

平成26年度、叙位・叙勲及び各種表彰・祝賀等を受賞された先生方は、次のとおりである。 

叙位・叙勲関係 

平成26年４月29日 

    保健衛生功労により瑞宝小綬章   内村 成良  先生（西 諸） 

    保健衛生功労により旭日双光章   大塚 直純  先生（西 都） 
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平成26年７月25日 

    従六位・瑞宝双光章     故・髙木 秀昭  先生（宮 崎） 

平成26年11月３日 

    保健衛生功労により瑞宝小綬章   田中 浩夫  先生（日 向） 

    保健衛生功労により旭日双光章   綾部 隆夫  先生（宮 崎） 

表彰・各種祝賀関係 

平成26年６月21日 

    医療功労により県知事表彰   皆内 康廣  先生（宮 崎） 

          平田 宗勝  先生（都 城） 

          戸島 信夫  先生（延 岡） 

          髙橋 政見  先生（児 湯） 

          佐藤 幸憲  先生（西 都） 

平成26年７月１日 

    安全衛生に係る厚生労働大臣表彰   小岩屋 靖  先生（延 岡） 

平成26年７月21日 

    海事功労により国土交通省九州運輸局長表彰 浦上  裕  先生（日 向） 

平成26年９月４日 

    救急医療功労により県知事表彰   中村 典生  先生（宮 崎） 

          仮屋 敏郎  先生（都 城） 

          長沼弘三郎  先生（延 岡） 

平成26年９月９日 

    救急医療功労により厚生労働大臣表彰  金丸 禮三  先生（宮 崎） 

平成26年９月30日 

    産科医療功労により厚生労働大臣表彰  池ノ上 克  先生（宮 崎） 

平成26年10月17日 

    精神保健福祉事業功労により県知事表彰  野田 省治  先生（延 岡） 

平成26年10月20日 

    国民健康保険関係功績により厚生労働大臣表彰 春田  厚  先生（宮 崎） 

          佐藤 信博  先生（延 岡） 

平成26年10月31日 

    精神保健福祉事業功労により厚生労働大臣表彰 吉田 建世  先生（延 岡） 

          鮫島 哲郎  先生（日 向） 

平成26年11月６日 

    学校保健及び学校安全に関する文部科学大臣表彰 竹尾 康男  先生（宮 崎） 

平成26年11月12日 

    公衆衛生事業功労により県知事表彰  阿南 育男  先生（宮 崎） 

          矢野 良英  先生（都 城） 

          赤須 正道  先生（延 岡） 

平成26年12月24日 

    労働基準行政関係功労により厚生労働省労働基準局長表彰 

原田 一道  先生（宮 崎） 

平成27年３月19日 
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    公衆衛生事業功労により厚生労働大臣表彰  児玉 實志  先生（都 城） 

          相澤  潔  先生（西 都） 

平成27年３月19日 

    公衆衛生事業功労により日本公衆衛生協会長表彰 濵田 義臣  先生（都 城） 

 

 

 

【会計関係】 

◇暫定予算について 

平成26年度は役員改選が行われるため、平成26年４月１日～７月31日の４か月を対象とする暫定予

算を作成し、平成26年３月11日（火）に開催された第２回理事会において承認された。 

◇予算について 

平成26年度予算については、平成26年３月11日（火）に開催された平成25年度第２回理事会におい

て承認された。当期経常増減額は、2,130万７千円を見込んでいる。また、会館建設協力債１億円の

繰上償還を行うことが提案され、重ねて承認された。 

◇監事監査について 

平成26年５月21日（水）、11月28日（金）の２回監査を受け、適正妥当と認められている。 

◇会費減免申請について 

平成26年度の諸会費に対する減免申請は、その都度各郡市医師会長を経由して関係書類を添付のう

え提出され、理事会に付議（老齢免除は新規のみ）して検討の結果、老齢免除89人、疾病免除３人の

合計92人を減免した。   

１）老齢免除   89人（Ａ ８人、Ｂ 81人） 

継続      82人（Ａ ８人、Ｂ 74人） 

   新規    ７人（         Ｂ ７人） 

 宮 崎 Ａ ２人 Ｂ 40人 

 都 城 Ａ １人 Ｂ 10人 

 延 岡  Ｂ 11人 

 日 向 Ａ １人 Ｂ ３人 

 児 湯  Ｂ ３人 

 西 都 Ａ １人 Ｂ ３人 

 南那珂 Ａ １人 Ｂ ６人 

 西 諸 Ａ ２人 Ｂ ４人 

 宮大医  Ｂ １人 

    

２）疾病免除   ３人（Ａ １人、Ｂ ２人） 

継続    ２人（     Ｂ ２人） 

新規     １人（Ａ １人     ） 

 都 城  Ｂ １人 

 日 向 Ａ １人 Ｂ １人 

 



【参考資料】 

 

- 56 - 

【参 考】 

 

その他の諸会議 

 

H26.  4月 7日 宮崎政経懇話会 

  4月 9日 支払基金幹事会 

  4月14日 県警察医会協議会 

  4月19日 TPPから「食と暮らし・いのち」を守るみやざき県民緊急集会 

  4月30日 県立看護大学あり方検討委員会 

  5月 7日 支払基金幹事会 

  5月19日 県立看護大学参与会 

  6月 1日 病院部会・医療法人部会合同研修会 

  6月 9日 宮日母子福祉事業団評議員会 

  6月11日 支払基金幹事会 

  6月12日 県健康づくり協会理事会 

  6月13日 病院部会医療法人部会総会 

  6月19日 県有床診療所協議会役員会 

  6月30日 県立看護大学あり方検討委員会 

  7月 1日 県総合計画審議会 

  7月 6日 池ノ上克先生退任記念祝賀会 

  7月 9日 支払基金幹事会 

  7月17日 医療施設スプリンクラー等整備補助事業説明会及び情報交換会 

  7月19日 全国有床診療所連絡協議会総会 

  7月20日 全国有床診療所連絡協議会総会 

  8月 6日 支払基金幹事会 

  8月16日 県有床診療所協議会総会 

8月24日 TPP問題シンポジウム「宮崎からTPPを考える-TPPでわたしたちの暮らしは

どう変わる？-」 

  8月26日 県立看護大学あり方検討委員会 

  9月 3日 県警察医会協議会 

  9月 4日 宮崎銀行経営説明会 

  9月 5日 宮崎信販との懇談会 

  9月10日 支払基金幹事会 

  9月25日 日本看護学会学術集会開会式 

  9月30日 地方公務員災害補償基金県支部審査会 

 10月 4日 県警察医会総会・特別講演会 

 10月 6日 県立看護大学あり方検討委員会 

 10月 8日 支払基金幹事会 

 10月 9日 みやざき愛の献血運動推進県民大会 

 10月10日 県有床診療所協議会打合せ 

 10月11日 憲法改正研修会 

 10月15日 県歯科保健推進協議会成人期部会 
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 10月15日 県総合計画審議会くらしづくり部会 

 10月22日 病院部会・医療法人部会介護保険制度改革に関する懇談会 

 10月30日 県有床診療所協議会役員会 

 10月30日 全国自治体病院学会開会式・総会 

 11月 6日 宮崎銀行との懇談会 

 11月12日 支払基金幹事会 

 11月16日 宮崎銀行ゴルフコンペ 

 12月10日 支払基金幹事会 

H27.  1月 5日 新年賀詞交歓会 

  1月 7日 病院部会・医療法人部会合同理事会並びに新年会 

1月10日 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 

  1月16日 地方公務員災害補償基金県支部審査会 

  1月29日 県有床診療所協議会打合せ会 

  1月31日 綾部隆夫先生叙勲受章祝賀会 

  2月 3日 県立病院事業評価委員会 

  2月10日 県社会福祉審議会 

  2月10日 県薬事審議会 

  2月12日 支払基金幹事会 

  2月13日 県献血推進協議会 

  2月13日 県歯科保健推進協議会成人期部会 

  2月20日 県国保連合会通常総会 

  2月20日 県国保連合会理事会 

  3月11日 支払基金幹事会 

  3月21日 病院部会・医療法人部会医療従事者研修会 

  3月23日 県歯科保健推進協議会 

  3月23日 県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

  3月25日 県個人情報保護審議会 

 

 

連盟の諸会議 

 

H26.  5月20日 国民医療を守る議員の会総会 

  6月 1日 厚生労働大臣田村憲久先生を囲んでの昼食会 

  6月 1日 参議院議員長峯誠政経セミナー 

  6月21日 県医連執行委員会 

  7月 4日 九州医連連絡会常任執行委員会 

  7月29日 日医連執行委員会 

  8月 1日 自民党県連による国・県に対するヒアリング 

  8月27日 自民党県第一選挙区支部総会 

  8月30日 九州医連連絡会執行委員会 

  9月 9日 日医連執行委員会 
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 10月 4日 医政活動推進事業研修会 

 10月 4日 医政活動推進事業等懇談会 

 10月 4日 県医連臨時執行委員会 

 10月11日 自民党宮崎県支部長会 

 10月11日 自民党県第一選挙区支部選挙対策準備会 

 10月19日 清山知憲県議県政報告会 

 10月24日 県知事選挙対策合同会議 

 11月 1日 河野しゅんじ後援会事務所開き 

 11月25日 県医連臨時執行委員会 

 12月 2日 武井候補陣中見舞い 

 12月 5日 河野候補陣中見舞い 

 12月10日 古川候補陣中見舞い 

 12月11日 江藤候補陣中見舞い 

H27.  1月20日 日医連執行委員会 

  3月 8日 自由民主党大会 

  3月11日 病院部会・医療法人部会臨時理事会 

  3月13日 自民党県連総務・支部長合同会議 

  3月15日 清山とものり候補選挙事務所開き 
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平成26年度 テレビ会議システムを用いた研修会等の参加人数 

【研修会】 各郡市テレビ会議場  

№ 月 日 会 議 名 称 

県
医
師
会 

都 
    

城 

延 
 

岡 

日 
 

向 

児 
 

湯 

西 
 

都 

南
那
珂 

西 
 

諸 

西
臼
杵 

合 
 

計 

1 5 月 10 日 産業医研修会 57 27 11 7 3 2 6 5  118 

2 6 月 23 日 宮崎市郡医師会予防接種研修会 116 26 54 30 15 3 3 8  255 

3 10 月 27 日 治験セミナー 38 2 6 3 1  2 1  53 

4 10 月 31 日 医療安全対策セミナー 213 105 69 59 24 23 67 53 2 615 

5 11 月 1 日 日医社会保険指導者講習会復講 49 15  6 4 1 3 6  84 

6 11 月 10 日 高次脳機能障がい講演会 54 7 44 5 2 4 2 2 4 124 

7 11 月 15 日 産業医部会総会・研修会 51 22 5 8 4 2 3 9  104 

8 11 月 27 日 病院勤務の医療従事者向け認知症
対応力向上研修 

55 15 38 9 15 12 13 16 6 179 

9 12 月 1 日 生活習慣病検診従事者研修会 195 43 47 20 6 5 22 16 7 361 

10 12 月 11 日 生活習慣病検診従事者研修会 89 26  9 7 2  12  145 

11 12 月 13 日 
日医生涯教育協力講座セミナー「か
かりつけ医のための泌尿器疾患診療
のポイント」 

40 11 9 4 2 0 4 3  73 

12 12 月 15 日 県感染症危機管理・予防接種実務担
当者研修会 

165 52 58 56 34  29 37 1 432 

13 12 月 20 日 生活習慣病検診従事者研修会 46 15 18  1 8  3  91 

14 1 月 10 日 日医生涯教育協力講座セミナー「新
しいステージを迎えた糖尿病医療」 

50 12 7 1 3 1 5 2  81 

15 1 月 15 日 特定健康診査等従事者研修会 39 9 8 9 1  5 7  78 

16 1 月 17 日 産業医研修会 46  6 2 6 1 4 2  67 

17 1 月 30 日 相続税対策セミナー 26 9 6 2 2  4 3  52 

18 2 月 14 日 

日 医 生 涯 教育 協 力 講座 セミ ナ ー
「COPD 診療にいかに取り組むか－
新ガイドラインに沿った診断と治療
－」 

73 11 5 9 4 3 3 3  111 

19 2 月 16 日 介護保険に関する主治医研修会 55 33 15 5 6 9 10 9 5 147 

20 2 月 18 日 自殺対策うつ病研修会 70 18 32 15 11 3 16 26 3 194 

21 2 月 19 日 社会保険医療担当(医科)の更新時集
団指導 

14 2 1  1  2   20 

22 2 月 21 日 かかりつけ医認知症対応力向上研修 48  7 2 3 3 2 4  69 

23 3 月 6 日 医療安全対策セミナー 190 66 59 36 21 12 58 39  481 

24 3 月 16 日 県感染症危機管理研修会 138 48 44 30 16 8 21 14 6 325 

25 3 月 30 日 都道府県医師会介護保険担当理事
連絡協議会復講 

26 5 7 3   6 4  51 

合  計 1943 579 556 330 192 102 290 284 34 4310 
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【委員会】 各郡市テレビ会議場  

№ 月 日 会 議 名 称 

県

医

師

会 

都 

    

城 

延 

 

岡 

日 

 

向 

児 

 

湯 

西 

 

都 

南

那

珂 

西 

 

諸 

西

臼

杵 

合 

 

計 

１ 11 月 17 日 介護保険委員会 13       1  14 

２ 3 月 2 日 医師確保対策委員会 17        1 18 

３ 3 月 27 日 予防接種委員会 14  1       15 

合  計 44  1     1 1 47 

 

 

【日医TV会議システム】 

№ 月 日 会 議 名 称 

県

医

師

会 

合 

 

計 

1 4 月 11 日 都道府県医師会地域医療ビジョン担当理事連絡協議会 5 5 

2 4 月 25 日 都道府県医師会新たな財政支援制度担当理事連絡協議会 4 4 

3 5 月 16 日 都道府県医師会税制担当理事連絡協議会 2 2 

4 9 月 4 日 日医職員研修第 1 回医療の諸問題研修会 44 44 

5 10 月 13 日 かかりつけ医機能強化研修会（日医在宅医リーダー研修会） 6 6 

6 10 月 15 日 都道府県医師会難病・小児慢性特定疾病担当理事連絡協議会 4 4 

7 12 月 10 日 南海トラフ大震災を想定した衛星利用実証実験（防災訓練） 2 2 

8 3 月 4 日 都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会 3 3 

9 3 月 19 日 都道府県医師会地域医療構想(ビジョン)担当理事連絡協議会 7 7 

合    計 ５ ５ 
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平成26年度 宮崎県医師会ＦＡＸニュース（平成26年４月～27年３月） 

発信日 № 主 な 内 容 

4月15日 364 平成26年度診療報酬改定情報について 

5月8日 365 百日咳（疑いを含む）の集団発生について 

5月20日 366 保険医療機関の指定取り消し報道について 

5月21日 367 ノロウイルスによる感染性胃腸炎の集団発生について 

5月22日 368 第15回宮崎県医師会医家芸術展 作品募集！ 

7月11日 369 食中毒注意報の発令！ 

7月17日 370 各種委員会 委員募集（公募枠）のお知らせ 

8月20日 371 麻しん患者の発生（今年４例目）について 

9月4日 372 デング熱の国内感染症例について（注意喚起） 

9月16日 373 診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取り扱いについて 

10月28日 374 エボラ出血熱の国内発生を想定した医療機関における基本的な対応について 

11月10日 375 エボラ出血熱疑い症例の医療機関における基本的な対応の徹底について 

12月18日 376 鳥インフルエンザ防疫作業従事者が発熱した場合の対応について 

12月26日 377 感染性胃腸炎警告発令！ 

12月29日 378 高病原性鳥インフルエンザ防疫従事者等が発熱した場合の対応について（今季２例目） 

1月9日 379 インフルエンザ注意報発令！ 

1月23日 380 インフルエンザの発生が過去最多（例年の3.3倍）！ 

 


