
西牟婁郡医師会 行事･事業等(案内) カレンダー (詳細は西牟婁郡医師会事務局へお問い合わせください。℡0739-42-2067) 
５月期 
 
日 (曜 日) 時  事  業 ・ 場  所  事 業 内 容 

２３ ㈭ 
18:15～19:15 

 
腫瘍センター勉強会 
 
;和医大 高度医療人育成
ｾﾝﾀｰ 5F 大研修室 

和歌山県立医科大学附属病院第 81回 腫瘍センター勉強会 
｢和医大病院におけるがんゲノム医療の実 2 装について｣= 和医大病院 腫瘍ｾﾝﾀｰ 上田 弘樹 病院教授  
※日本専門医機構認定共通講習 1単位  5/22迄にFax073-441-0706(和医大 経理課企画総務班)申込 

２６ ㈰ 
10:00～17:15 

かかりつけ医機能研修制
度 2019応用研修会 
;日医大講堂 
;ﾎﾃﾙアバローム紀の国  

 日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度 応用研修会 ※日本医師会ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑによる研修(受講)案内 
｢かかりつけ医の感染対策｣ ｢医療保険と介護保険､地域包括ケアシステムの構築｣ ｢かかりつけ医に必
要な生活期リハビリテーションの実際｣ ｢終末期医療､褥瘡と排泄｣ ｢多疾患合併症例｣ ｢かかりつけ
医の社会的処方｣           ※4/12迄に西医とりまとめFax073-436-0530申込(県医) 

※受講証明＝応用研修 第2期1.⑴～6.⑴＝6(各1)単位、日医生涯教育ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ＝7CC･6単位、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 

 
６月期                                                            (敬称略) 
日 (曜 日) 時  事  業 ・ 場  所  事 業 内 容 

７ ㈮ 
13:10～16:30 

 
ﾌﾟｰﾙ衛生管理講習 
 
;田辺市新庄；ビッグＵ 

平成 31年度文部科学省補助事業 「学校における水泳プールの保健衛生管理」研修会の開催について 
｢ﾌﾟｰﾙの保健衛生管理上の課題｣、 ｢ﾌﾟｰﾙの施設管理上の課題｣、 ｢学校におけるﾌﾟｰﾙ活動の組織管理｣ 
※定員300名(申込先着順)        ※5/23迄に西医(とりまとめ申込)あてFax0739-43-3124申込 

７ ㈮ 
19:00～21:00 

 
紀南消化器の会 
 
;ﾎﾃﾙﾊｰｳﾞｪｽﾄ南紀田辺 
℡0739-25-6106  

第 32回 紀南消化器の会 
(第1部)｢南和歌山医療ｾﾝﾀｰにおけるカプセル小腸内視鏡検査の現状｣=南和歌山医療ｾﾝﾀｰ消化器科から、 

｢大腸ステントについて｣= 紀南病院消化器科(=田中祐司･小原俊英) 
(第2部)｢早期胃癌に合併した肝移転と鑑別が困難であった肝内胆管腺腫を腹腔鏡下に同時切除した一例｣ 
    =南和歌山医療ｾﾝﾀｰ 外科から 
    ｢噴門部GISTに対してLECSを施行しえた一例｣=白浜はまゆう病院･京都府立医科大学附属病院消化

器内科･和歌山県立医科大学附属病院消化器内科、から 
※参加費500円  ※日医生涯教育2単位（cc=27黄疸､49嚥下困難､53腹痛､54便秘異常(下痢･便秘)） 

８ ㈯ 
15:00～17:00 

 
産業医実地研修会 
 
;和歌山商工会議所 4F 

 第 1回 産業医スキルアップ実地研修会 基礎/生涯ともに実地 2単位 ※問℡073-424-5101(県医) 
｢作業環境測定の実際｣= 日本製鐵㈱和歌山製鐵所安全環境防災室生田善太郎氏 

｢腰痛の画像診断｣= 川端 衞 和歌山産業保健総合支援センター相談員    ※定員 50名 

１４ ㈮ 
18:30～20:30 

大腸疾患研究会 

6/14㈮18:30-20:30 

;エル･おおさか 南館 5F 

℡06-6942-0001 

 第 228回 大腸疾患研究会 
-大腸がん診断を極める- 

症例提示＝大阪医科大学 第二内科、北摂総合病院 消化器内科、大阪国際がんセンター 消化器内科、大
阪市立大学 消化器内科、近畿大学 消化器内科、京都第一赤十字病院 消化器内科 

※病理診断など､診断に困っている症例の持参歓迎 

 問℡ 06-6942-3485(堀井薬品工業㈱ 学術推進課) 
 
７月期                                                            (敬称略) 
日 (曜 日) 時  事  業 ・ 場  所  事 業 内 容 

７ ㈰ 
9:00～15:00 

和歌山医学会 総会 
 
;県立医科大学 講堂 ほか 
;紀三井寺811-1 
℡073-447-2300 

 第87回 和歌山医学会 総 会  ※演題応募締切日=4月10日 
特別講演｢Secrets of AIH-GIM:和歌山でGeneralistを育てる秘訣｣=清田雅智 先生(飯塚病院 総合診療科) 
ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：「糖尿病の診療 up to date」=三家 登喜夫 生長会府中病院糖尿病研究所所長 
※事務局=公立那賀病院 総務課(℡0736-77-2019) 

http://www.med.or.jp/doctor/kakari/
http://www.nagahp.jp/medical/info/index.html


西牟婁郡医師会 行事･事業等(案内) カレンダー (詳細は西牟婁郡医師会事務局へお問い合わせください。℡0739-42-2067) 

２２ ㈪ 
13:30～15:00 

看護職員就職説明会 
 
;県立高等看護学院 
;紀の川市西野山505-1 

 2019年度 看護職員就職説明会 ※日本医師会ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑによる研修(受講)案内 
対象者＝看護師等学校養成所卒業予定者及び保健師､助産師､看護師､准看護師の免許所有者で､現在看護

業務についていない方 ・看護職の求人を希望する医療機関等 
⇒就業条件等の個別情報交換会⇒看護職員の県内定着及び最終行の促進を図る｡ 

 
８月期                                                            (敬称略) 
日 (曜 日) 時  事  業 ・ 場  所  事 業 内 容 

７ ㈰ 
9:00～15:00 
 ８ ㈰ 
9:00～15:00 

講習会 
 
;ﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾌﾟ 
;紀三井寺811-1 
℡073-447-2300 

 第87回 和歌山医学会 総 会  ※演題応募締切日=4月10日 
特別講演｢Secrets of AIH-GIM:和歌山でGeneralistを育てる秘訣｣=清田雅智 先生(飯塚病院 総合診療科) 
ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ：「糖尿病の診療 up to date」=三家 登喜夫 生長会府中病院糖尿病研究所所長 
※事務局=公立那賀病院 総務課(℡0736-77-2019) 

  
◎産業廃棄物の収集運搬課程(新規)8/7㈬,8㈭(;ﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾌﾟ=和歌山県福祉会館)、産業廃棄物の収集運搬課程(更新)9/19㈭;ﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾌﾟ、

産業廃棄物の収集運搬課程(更新)2/20㈭;和歌山県自治会館、特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 9/18㈬;ﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾌﾟ 

 ＝講習会開催要領・申込･受講の手引き入手は、｢和歌山県産業資源循環協会｣ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで｡    ※各講習会の定員は 150 名 

                                                                    
 
 (県外での開催)         
５月期 

  
 
 ６月期 
 
6/1 ㈯ 9:45-17:30 
 
;飯田橋ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾞﾙ 
 
新宿区市谷船河原町11  
℡03-3260-4791 

2019 年度 認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象) ※所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件の研修会でない 
｢今後の認知症施策の方向性について｣ ｢認知症の診断と非薬物性治療について｣ ｢認知症の理解とケア｣ ｢事例研
究＝認知症短期集中リハビリテーションのｱｾｽﾒﾝﾄとプログラム｣ 
※定員 200名 ※参加費用＝全老健会員施設の医師:12,960円 非会員施設の医師:21,600円 
＝申込は､全老健研修申込サイト http://training.zenroken.net から 問℡03-3432-4165(全老健 業務部) 

 
6/2 ㈰ 9:25-18:40 
 
;きゅりあん 
 
品川区立総合区民会館 
 
品川区東大井 5-18-1  
℡03-5479-4100 

日医認定 東京都医師会･慈恵医師会 産業医研修会      ※基礎(後期 8単位)、生涯(更新 2,専門 6単位) 
｢労働衛生関係法規｣ ｢国が進める｢働き方改革｣と｢就労支援｣｣ ｢両立支援に必要な知識-⑴脳卒中｣ ｢職場におけ
る LGBTの理解と対応｣ ｢両立支援に必要な知識-⑵肝疾患｣ ｢生産性に影響を及ぼす皮膚疾患｣ ｢両立支援に必要な
知識-⑶骨粗鬆症と関節疾患｣ ｢職場復帰支援のためのリハビリテーション～高次脳機能障害の症状と対応｣ 
※参加は､Fax送信･郵便はがき･日本医学会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ登録(記入項目:氏名,住所,電話,参加者区分)※先着 500名受付 

 
6/9 ㈰ 9:00-17:00 
 
;ﾋｭｰﾘｯｸ浅草橋ﾋﾞﾙ 
 カトレア 
 
;台東区浅草橋 1-22-16 

第 5回生物テロ･バイオ災害対策担当者養成講習会 ※○費 3万円 ○定 100名 申込 5/31迄 問℡03-5829-6187(NBCR対策推進) 
｢ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ｣ ｢災害と医療-バイオ災害対策の重要性｣ ｢最近の生物剤の動向｣  
｢感染制御としてのバイオテロ対策｣ 、 ｢生物テロ･バイオ災害医療対策｣  、 ｢バイオ災害対処防護機資材｣ 、 
 ｢新興感染症からみた生物テロ対策｣  、  ｢生物テロ･バイオ災害対応訓練｣ 、  

｢試 験｣ ⇒修了証授与(生物ﾃﾛ･ﾊﾞｲｵ災害対策責任者認定カード(1級)) 
 
6/15㈯ 13:00-16:05 
 
;日医 大講堂 
 
℡03-3942-2121(代) 

第 25回 日本医学会公開フォーラム :子どものこころのケア   ※照会先=日医 URL http://jams.med.or.jp 
9:00  開会式  
9:40- 基調講演｢PD-1 阻害による免疫療法｣= 本処 佑 京都大学特別教授､2018年ノーベル生理学･医学賞受賞 
開会の挨拶 序論:子どものこころの問題:今何が問題か?= 五十嵐 隆 国立生育医療研究ｾﾝﾀｰ理事長 

https://www.tokyo.med.or.jp/sangyoi_schedule/10201
http://nbcr-taisaku.com/543.html
http://jams.med.or.jp/forum/index.html


西牟婁郡医師会 行事･事業等(案内) カレンダー (詳細は西牟婁郡医師会事務局へお問い合わせください。℡0739-42-2067) 

13:15- 子どものこころの発達とケア～赤ちゃんから前思春期まで～ =田中 恭子(同ｾﾝﾀｰ こころの診療部診療部長) 
13:45- 思春期の子どものこころの特徴と問題:よりよい対応を目指して=永光信一郎(久留米大学医学部小児科学講座准教授) 
14:15- 子どもを生物面･心理面･社会面から総合的に捉え､支援するために:米国の個別健康相談制度を参考に 

=岡 明 東京大学大学院医学系研究科小児医学講座教授 
14:45 ｢人はどう生きるかの科学｣とは:思春期の子どもを対象とする主体価値発展学の研究を通して 

=安藤俊太郎 東京大学医学部附属病院精神神経科講師      15:15-15:30 休憩 
15:30 フロアとの質疑応答      16:00 閉会の挨拶 
※参加は､Fax送信･郵便はがき･日本医学会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ登録(記入項目:氏名,住所,電話,参加者区分)※先着 500名受付 

6/19㈬ 9:00-17:30 
;日医会館 大講堂 
℡03-3942-2121(代) 
 
 
会議後の 18:00～20:00 
        情報交換会 
  ;日医会館小講堂 

日中医学 交流会議 2019東京  -がん治療の現況と近未来- 
9:00  開会式  
9:40- 基調講演｢PD-1 阻害による免疫療法｣= 本処 佑 京都大学特別教授､2018年ノーベル生理学･医学賞受賞 
シンポジウム（10:30～17:30） 
講演Ⅰ ウイルス治療｢遺伝子組換えヘルペスウイルスを用いたがんのウイルス療法の臨床開発｣= 藤堂具紀東大教授 
                   ｢メラノーマに対する腫瘍溶解性ウイルス免疫療法の中国最新動向｣= 郭 軍 北京大学腫瘤医院副院長 
講演Ⅱ 分子標的治療｢分子標的療法とゲノム医療｣= 真野博行 国立がん研究ｾﾝﾀｰ研究所所長 
          ｢肺がん分子標的療法の未来｣= 周 彩存 上海市肺科医院教授 
講演Ⅲ 放射線治療 ｢がん治療における量子医理工学の現況と近未来｣= 白土 博樹 北海道大学大学院量子医理工学院院長 
          ｢放射免疫療法の新たな取り組み｣= 于 金明 中国工程院院士,山東省腫瘤医院院長 
講演Ⅳ 内視鏡治療  ｢内視鏡診断の新たなステージ 超拡大内視鏡と AI自動診断｣= 工藤 進英 昭和大学横浜市北部病院副院長 
          ｢中国における胃がんの早期診断･治療の現状｣= 李 兆申中国工程院院士,上海長海医院教授 

6/29㈰ 13:00-17:05 
;日医 大講堂 
℡03-3942-2121(代) 

第 155回 日本医師会シンポジウム :超高齢社会における医療の取組-ロコモ･フレイル･サルコペニア 
開会の挨拶 序論-概要と背景   
Ⅰ 新しい概念と対策（1.ロコモティブシンドロームの概念･定義･判定法、2.フレイルの概念と対策、3.サルコペニ

ア-現状と今後の展望） 
Ⅱ 高齢者における諸問題（4.高齢者筋萎縮･低栄養･嚥下障害の現状と課題、5.高齢者認知症の現状と展望） 
Ⅲ 概念間の相互関係（6.国立長寿医療研究ｾﾝﾀｰにおけるロコモ･フレイル･サルコペニア等の相互関係:病院コホー

ト、7.要介護運動器原因疾患(ロコモ･フレイル･サルコペニア)の相互関係:住民コホート ROAD
の追跡） 

・総合討論  閉会の挨拶 
※参加は､Fax送信･郵便はがき･日本医学会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ登録(記入項目:氏名,住所,電話,参加者区分)※先着 500名受付 

 
７月期 

 
7/13㈯ 9:00-22:55 
 
7/14㈰ 8:30-16:00 
 
;ﾎﾃﾙフクラシア晴海  
℡03-3533-7111 

日本医師会 第 31回 ｢指導医のための医教育ワークショップ｣ :研修医へのカリキュラム立案 
1日目：｢プレテスト｣、ディレクター･タスクホース挨拶、参加者他自己紹介、｢ワークショップとは｣、｢GW1：社会が

求める医師の基本的臨床能力（KJ 法､I、G、発表･討論｣、｢最近の卒前医学教育｣、｢カリキュラムとは｣、｢ユ
ニットテーマの選択｣、｢教育目標作成 発表･討論｣、｢医師臨床研修制度の理念と概要･到達目標･修了基準｣、
｢GW3:教育(学習)方略＝教育(学習)方略とは/教育(学習)方略作成｣、コーチング、｢指導医のあり方＝トリガ
ー動画／シナリオ作成／発表(ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲ)･討論／指導医の役割｣、第 1日目の評価記入 

2日目：振り返り、｢GW3:教育(学習)方略(続き)｣、発表･討論、SPICES model ｢GW4:教育評価(ﾌﾟﾚ教育評価演習／教育
評価とは／教育評価作成･発表･討論／ポスト教育評価演習｣、｢GW5:研修現場での問題点への対応(KJ法･二次
元展開法／問題解決作業／発表･討論／抵抗と克服)｣、ポストテスト、｢2020 年度に導入される新たな到達目
標･方略･評価｣、第 2日目の評価記入･提出、プレテスト･ポストテスト結果発表、参加者コメント、修了証 

※参加希望は､5/14までに県医師会へ申込(参加希望多数の場合抽選) 

https://www.jpcnma.or.jp/project/science_council/science_council2019/
http://jams.med.or.jp/symposium/index.html


西牟婁郡医師会 行事･事業等(案内) カレンダー (詳細は西牟婁郡医師会事務局へお問い合わせください。℡0739-42-2067) 

 
7/19㈮10:00-16:10 

20㈯10:00-17:40 
  21㈰10:00-16:00 
 
;日医 大講堂 

第 51回 産業医学講習会       ※生涯教育 16.5 単位 

7/19｢産業医に必要な法的知識の解説｣、｢労働衛生関係法令｣、｢労働基準法施行規則第35条の解説｣、｢産業医に必要な産
業医学総論:産業医学総論｣、｢産業医に必要な実践各論:快適職場形成について｣、 

7/20｢産業医に必要な実践各論:VDT･騒音･腰痛の健康管理対策｣、｢産業医に必要な観光管理概論:健康診断と事後措置｣、
｢産業医に必要な実践各論:職場における化学物質対策｣、｢産業医に必要な実践各論:作業管理の方法｣、 

7/21｢産業医に必要な実践各論:職場のｽﾄﾚｽとﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策｣、｢産業医に必要な実践各論:作業環境管理の方法｣、｢産業医に
必要な産業医学総論:疫学概論｣、｢産業医に必要な実践各論:粉じん障害対策｣、  

※定員:400名 費用:1.8万円  ※5/8迄に日医認定産業医HPでWeb申込  http://www.med.or.jp/doctor/ssi/ 
 
 


