「日医かかりつけ医機能研修制度」平成 30 年度応用研修会のご案内
日本医師会では、地域住民から信頼される「かかりつけ医機能」のあるべき姿を評価し、
その能力を維持・向上するための研修制度を平成２８年４月より実施しております。
本研修会については、
「日医かかりつけ医機能研修制度」における応用研修に規定した中
央研修であり、地域包括ケアシステムの構築に向け、かかりつけ医として日常行う診療の
他に、地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動への積極的な参加や関係者との
連携を行うこと等の社会的機能に関する内容を含んでおります。
このたび、日本医師会館において標記研修会を開催する旨の案内があり、本会では同研
修会をテレビ会議システムにより当県医師会館において同時中継し、下記のとおり開催い
たしますので、多数ご参加くださいますようお願いいたします。
１．主

催

公益社団法人

日本医師会

２．開催日時

平成 30 年 5 月 20 日（日）

３．会

新潟県医師会館

場

大講堂（日医会館とテレビ会議システムによる同時中継）

４．研修内容

別添プログラムのとおり

５．定

100 名

員

10：00〜17：15

６．受講料等

無 料（旅費等は自己負担、当日の昼食も各自でお願いします。）
※ただし、医師会未加入者で専門医共通講習として指定されている「応用
研修 1.かかりつけ医の感染対策」を受講され、専門医共通講習参加証の
交付をご希望の場合は、当日受付にて受講料１万円をお支払いください。
（医師会員は無料）

７．申込方法

所定の受講申込書に必要事項をご記入の上、5 月 14 日（月）までに県医
師会業務二課あてＦＡＸ等でお申し込みください。
お申し込み後、受講票等は送付いたしません。定員を超えて受講が不可
の場合のみご連絡します。

８．受講証明

・日医かかりつけ医機能研修制度応用研修（1〜6）6 単位
・日医生涯教育制度 6 単位及び 5CC(8,11,19,29,81)
・専門医共通講習②感染対策（必修）1 単位

９．そ の 他

・当会館での受講者には、後日、日本医師会より本研修会の受講証明書
及び専門医共通講習参加証が交付され、県医師会経由でお送りいたし
ますが、遅刻や早退をした講義は受講が認められませんので、予めご
承知願います。
・「日本内科学会総合内科専門医更新（2単位）」の参加証は、日医会館
受講者に限定されておりますので、テレビ受講者には交付されません。

○「日医かかりつけ医機能研修制度」の概要については、日本医師会ホームページの
以下のアドレスをご参照ください。
http://www.med.or.jp/doctor/kakari/

日医かかりつけ医機能研修制度 平成 30 年度応用研修会プログラム
日
会

時
場

平成 30 年 5 月 20 日（日） 10：00〜17：15
新潟県医師会館 大講堂（日医会館とテレビ会議システムによる同時中継）
※内容等が変更となる場合があります。
（30.2.27 現在）

10:00 (１) 開会・挨拶（5 分）

日本医師会長

横倉 義武

(２) 講義
10:05

11:05
12:05

応用研修 1:1 単位

生涯教育 CC8:1 単位

応用研修 2:1 単位

生涯教育 CC11:1 単位

【専門医共通講習―②感染対策（必修）1 単

1. かかりつけ医の感染対策（60 分）
岡部 信彦（川崎市健康安全研究所
2. 健康増進・予防医学（60 分）
松下
明（社会医療法人 清風会

所長）

岡山家庭医療センター センター長）

＜ 休憩・昼食 ＞（55 分）
応用研修 3:1 単位

13:00

14:00

生涯教育 CC19:1 単位

3. フレイル予防、高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群（60 分）
飯島 勝矢（東京大学 高齢社会総合研究機構 教授）
応用研修 4:1 単位

生涯教育 CC11:1 単位

応用研修 5:1 単位

生涯教育 CC81:1 単位

4. かかりつけ医の栄養管理（60 分）
津田 謹輔（帝塚山学院大学 学長）
＜ 休憩 ＞（10 分）

15:10

5. かかりつけ医の在宅医療・緩和医療・終末期医療（60 分）
和田 忠志（医療法人社団 実幸会 いらはら診療所 在宅医療部長）
木村 琢磨（北里大学医学部 地域総合医療学 教授）
応用研修 6:1 単位

16:10

生涯教育 CC29:1 単位

6. 症例検討（60 分）
草場 鉄周（医療法人 北海道家庭医療学センター 理事長）
武田 光史（医療法人社団 光晶会 武田医院 院長）

17:10 (３) 閉会・挨拶（5 分）

日本医師会副会長

松原 謙二

17:15 (４) 終了
※本研修会の全日程を修了すると以下の単位等が取得できます。
○ 日医かかりつけ医機能研修制度応用研修（1〜6） 6 単位
○ 日医生涯教育制度

6 単位及び 5CC：8,11,19,29,81

○ 専門医共通講習②感染対策（必修） 1 単位
○ 日本内科学会総合内科専門医更新

2 単位（日本医師会館での受講に限る）

【別

紙】

送付書不要

新潟県医師会業務二課

あて

（FAX：025-224-6103）

日医かかりつけ医機能研修制度平成 30 年度応用研修会
受講申込書
（県医師会館での受講申込用）
（ フ リ ガ ナ ）

氏

（

）

名

所属医療機関名
〒
住

−

勤務先

・

自宅

）

所
（ TEL

医

（

師

会

□

会

−
員

−
□

）

医師会未加入

受講を希望するものに○印をご記入願います。

応用研修

受講希望

１.かかりつけ医の感染対策（※専門医共通講習②感染対策）
２.健康増進・予防医学
３.フレイル予防、高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群
４.かかりつけ医の栄養管理
５.かかりつけ医の在宅医療・緩和医療・終末期医療
６.症例検討
※ 医師会未加入者で、専門医共通講習として指定されている「応用研修 1.かかりつけ医
の感染対策」を受講され、専門医共通講習参加証の交付をご希望の場合は、当日受付
にて受講料１万円をお支払いください（医師会員は無料）。
○5 月 14 日（月）までに県医師会業務二課あてＦＡＸ等でお申し込み願います。
○お申し込み後、受講票等は送付いたしません。定員を超えて受講が不可の場合のみご連
絡します。
○受講者には後日、日本医師会より受講証明書が交付され、県医師会経由でお送りいたし
ますが、遅刻や早退をした講義は受講が認められませんので、予めご承知願います。
○「日本内科学会総合内科専門医更新（2 単位）」の指定研修会ですが、日本医師会館で
の受講者のみが対象となりますので、県医師会館で受講する場合には、参加証は交付
されません。

