
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) 

※黒文字以外の下線がある文字を｢Ctrlキーを押しながらｸﾘｯｸ｣で関連ページが開きます。(※多少時間がかかる場合がございます。) 
4月期                                                            (敬称略) 
 日 (曜 日) 時  場  所  事 業 内 容 

 ２１ ㈯ 
16:00-18:30 

研修会 
;県民文化会館5Ｆ 
 大会議室 
℡073-436-1331 

母体保護法指定医師研修会 ※生涯教育,母体保護法指定医研修 
｢平成 29年度家族計画･母体保護法指導者講習会｣=和歌山県医師会理事・北山俊也和歌山県産婦人科医会理事  柳川泰彦 
｢人工妊娠中絶の安全対策｣ =谷口武谷口病院院長 
｢妊娠初期の超音波診断におけるピットフォール｣ = 中村光作日本赤十字社和歌山医療センター 
｢平成 29 年度近畿産婦人科医療安全部会報告｣ =古川健一橋本市民病院院長代理 
※日産婦学会単位のため､e医学会カード持参 

 ２１ ㈯ 
16:15- 

協議会 
;県医師会会議室 
℡073-424-5101 

郡市医師会長連絡協議会 
1.医療保険 2.地域医療構想 3.医療分野における ICT化について 4.郡市医師会からの提出議題、ほか 
※4/9㈪迄に FAX(073-436-0530)回報 

 ２１ ㈯ 
18:00- 

合同協議会 
 ;県医師会会議室 
℡073-424-5101 

和歌山県医師連盟常任執行委員 自民党和歌山県医療会役員 合同協議会 
報告並びに協議 ⑴和歌山県医師連盟役員について  ⑵自民党和歌山県医師連盟収支報告について  

⑶㍻ 29年度和歌山県医師連盟収支報告について ⑷㍻ 29年自民党和歌山県医療会収支報告について 
⑸㍻ 30年度和歌山県医師連盟負担金について  ⑹その他 

※4/9㈪迄に和県医(Fax073-436-0530)にて回答 

 ２６ ㈭ 
13:30-15:00 

協議会 
 ;西牟婁総合庁舎 
 4階 大会議室 
℡0739-26-7952 

㍻ 30年度田辺地域･職域連携推進協議会 
･㍻ 29年度事業報告及び㍻ 30年度事業計画(案)について 
･講演｢㍻ 30年度和歌山県地域･職域連携推進事業の方向性及び新たな健康づくり対策について｣ 
  ＝和歌山県庁健康推進課      ※4/19㈭迄に Fax(0739-26-7916保健福祉課 千田)にて申込み 

 
5月期                                                            (敬称略) 
 日 (曜 日) 時  場  所  事 業 内 容 

 2 ㈬ 
13:30-15:30 

就職説明会 
県立高等看護学院 
;紀の川市西野山505-1 

㍻ 30年度看護職員就職説明会の実施について 
内容:㍻ 30年度各看護師等学校養成所卒業予定者の未就業看護職員と､求人希望の医療機関等との就業情報交換会 
対象:㍻ 30年度各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

についていない者等。看護職の求人を希望する医療機関等 

※3/23㈮迄に E-mail(iriuchijima_y0002@pref.wakayama.lg.jp)宛送付,又は Fax073-424-0425(県福祉保健部健康局
医務課看護班 担当:入内島)にて申込み 

 14 ㈪ 
13:30-15:30 

就職説明会 
県立なぎ看護学校 
;新宮市蜂伏20-39 

 6 ㈰ 
11:00-15:00 

研修会 
ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ会場 
;和歌山県看護協会 
 看護研修センター 
※入場無料 

｢看護の日｣記念事業(ナースディフェスタ和歌山)の開催について 
講演｢笑う！学ぶ！力がつくコミュニケーション！｣＝Ｗマコト 
骨密度測定,唾液アミラーゼ測定,白衣体験(3歳～高校生) 
※4/20㈮迄に℡(073-483-0234/1005),ﾒｰﾙ(wakayama@nurse-center.net)又はFax(073-483-1266)に 
て申込み。(名前･連絡先･所属･学年･参加希望するものを伝えてください。) 

 20 ㈰ 
14:30-18:30 

研修会 
ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ会場 
;ﾎﾃﾙ ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国 
※定員110名 

｢日医かかりつけ医機能研修制度 平成 30年度応用研修会｣ 
｢かかりつけ医の感染対策｣｢健康増進･予防医学｣｢フレイル予防､高齢者総合的機能評価(CGA)･老年症
候群｣｢かかりつけ医の栄養管理｣｢かかりつけ医の在宅医療･緩和医療･終末期医療｣｢症例検討｣ 
※テレビ会議の受講 ※本機能研修制度応用研修 6単位、と生涯教育 6単位 
(日医会館での受講者県下で 10名程度=担当理事、今後、会で応用研修会実施の担当者を優先) 
※4/16㈪迄に西医(Fax0739-43-3124)取りまとめ県医宛 FAX申込み 

 

http://www.kinsanpu.jp/related/index.html#info-9
https://www.pref.wakayama.lg.jp/bcms/prefg/000200/kenmin/web/201204/siken.html
http://www.wakayama-kangokyokai.or.jp/new_site/2018/04/02/nurceday.pdf
20180520-nichii-kakaritsukei.pdf


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) 

 24 ㈭ 
18:15-19:30 

勉強会 
 ;和歌山県立医科大学
中央棟 臨床講堂Ⅱ 

和歌山県立医科大学附属病院 第75回腫瘍センター勉強会(放射線治療部門担当)の開催について 
｢肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療―手術､RFAに匹敵する局所制御率―｣ 
 ＝大船中央病院 放射線治療ｾﾝﾀｰ 武田 篤也 
※5/23㈬迄に FAX(073-441-0516和医大 総務課)申込み 

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

 2 ㈬ 
(時間未定) 

フォーラム 
紀南文化会館 

第 41回 田辺西牟婁歯科保健フォーラム 
内容:“80歳で 20本以上自分の歯を保とう”特別表彰 など 

                                                           
(県外開催)      
 
4月～7 月期                                                         (敬称略) 
 日 (曜 日) 時  場  所  事 業 内 容 

4/6 ㈮ 

18:30-20:30 

ｴﾙ･おおさか 

;南館 5階 南ﾎｰﾙ 
(大阪市中央区北浜東
3-14) 

第 222回 大腸疾患研究会           ※問℡06-6942-3485(堀井薬品工業株式会社 学術推進課) 
｢思わぬ経過をたどった潰瘍性大腸炎の 1例｣ = 奈良県立医科大学 中央内視鏡部 小山 文一 
｢大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟに対するｺｰﾙﾄﾞﾎﾟﾘﾍﾟｸﾄﾐｰの現状と課題｣ = 大阪医科大学 第二内科 川上 研 

4/29 ㈰ 
9:00-17:00 

ﾋｭｰﾘｯｸ浅草橋ﾋﾞﾙ 
;東京都台東区浅草橋
1-22-16 

第 4回 ｢爆発物災害対策担当者養成講習会｣           ※定員 110名 ※費用：3万円 
救命･救急医、産業医及び爆発物災害対策担当者等が知っておくべきこと 
内容:ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、講義 7題、試験、修了証授与   (1級認定コース･日医生涯 5単位※申請中) 
※4/20㈮迄に Fax(03-5829-6197)にて申込み 

5/12 ㈯ 
10:30-16:30 

東京大学安田講堂 

;東京都文京区本郷

7-3-1 

医療安全対策地域連携のための研修会 2018 -円滑で効果的な連携の進め方- 
(講演)｢地域連携における医療安全対策の基本的考え方｣ (講義)｢多職種の観点からみた地域連携におけ
る医療安全のあり方｣ (ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ)｢地域医療連携における医療安全の現状と課題｣ など 
※5/10㈭迄にオンライン登録､若しくは FAX(03-3817-6770)又は郵送(〒113-0033 東京都文京区本郷 4-7-12-102 
日本医療安全学会本部 担当事務局)申込み 

5/19 ㈯ 
14:00-18:30 

日本医師会館  

大講堂･小講堂･ﾎｰﾙ 

 ㍻ 30 年度 都道府県医師会｢警察活動に協力する医師の部会(仮称)｣連絡協議会･学術大会 

【連絡協議会】14:00～15:30 小講堂･ホール   1.報告 死因究明等施策の推進状況について(仮) 内閣府 
2.報告 死因身元調査法の運用について(仮);警察庁  3.討議 各都道府県医師会部会からの質疑 
【学術大会】 15:45～18:30 大講堂     特別講演、一般演題(※演題募集 3～4題/1題 20分程度) 
【懇 親 会】 18:45～    小講堂･ホール     ※3/30㈮迄に Fax(073-436-0530和県医)申込み 

5/26 ㈭ 
[ﾌｫｰﾗﾑ] 

13：00-17：15 
[懇親会] 
17：30-19：00 

ｻﾞ ｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ新阪急
高知 ( 高知市本町
4-2-50) 
℡088-873-1111 

 第 14回 男女共同参画ﾌｫｰﾗﾑ  ※基礎 1･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ･総合討論 1.5       ※[ﾌｫｰﾗﾑ]= 3F 花の間  [懇親会]=蘭の間 
｢次世代につながる生命科学とは｣＝京都大学大学院理学研究科 生物化学専攻動物学教室 教授 高橋 淑子 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｢偶然と集いの医療環境ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ:高知の試み｣｢若手医師が考える少子高齢時代のｷｬﾘｱ形成｣ 

｢女性医師の現状､米国ｵﾚｺﾞﾝ健康化学大学､家庭医療科の現場から｣ 

｢高知県医師会･高知県女医会の活動について｣ 
総合討論  
※3/30㈮迄に､同封参加申込書(氏名(ふりがな)･役職名･医籍番号等明記)で Fax(073-436-0530和県医)申込み 

http://www.jges.net/index.php/s/member_submenu/archives/685
http://www.nbcr-taisaku.com/sub530.html
http://www.jpscs.org/MSCHIKI2018/prog.htm
http://www.jpscs.org/MSCHIKI2018/
http://www.med.or.jp/doctor/female/forum/006626.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) 

6/2 ㈯ 
13:00-17:05 

日本医師会館  

大講堂 

 第 153 回 日本医師会シンポジウム ｢身近になったゲノム医療～研究から診療への課題～｣ 

Ⅰ.ｹﾞﾉﾑ医療の基盤整備  
｢1.ｹﾞﾉﾑ医療のわが国での実装化へ向けての課題｣ 
｢2.東北ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ計画の目標と進捗状況-世界最先端のﾊﾞｲｵﾊﾞﾝｸ構築を目指して-｣ 
｢3.他因子疾患の大規模ｹﾞﾉﾑ解析結果による将来的な医療応用に向けた取り組み｣  

Ⅱ.ｹﾞﾉﾑ医療の実践  
｢4.周産期医療とｹﾞﾉﾑ医療｣ 
｢5.遺伝性腫瘍診療における転換期を迎えて,遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの役割を再考する｣ 
｢6.ｹﾞﾉﾑ医療の組織構築と人材育成｣   

総合討論 
※Fax(03-3942-6517)･郵送ﾊｶﾞｷ･日本医学会 HP登録のいずれかで参加申込(氏名･住所･電話･職業を記入) 
※生涯教育 CC3(1.5単位)、CC2(1単位)､CC0(1単位)   ※先着 500名、参加費無料 

6/17 ㈰ 
14:00-18:30 

東京大学法文 1 号館 
25番 講堂 
(東京都文京区本郷
7-3-1) 

℡03-3817-6770 

医療安全倫理・モラル研修会 2018 -院内における医療安全教育の向上- 
※｢高度医療安全管理者｣資格制度の必須項目(参加者に受講修了書発行) 

※6/15㈮迄に下記 HP からオンライン登録、又は FAX(03-3817-6770)ないし郵送申込み(※先着 700 名) 
郵送先:〒113-0033 東京都文京区本郷 4-7-12-102  

医療安全倫理・モラル研修会 2018  –医療安全管理研修会事務局-  国際医療ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ学会本部気付 

7/21 ㈯ 

13:00-16:05 

日本医師会講堂 

℡03-3946-2121 

認知症の予防とケア  ※参加無料 先着 500名 

｢認知症を知る―地域の実態は？治療は？―｣＝金沢大学大学院脳老化･神経病態学(神経内科学)教授 山田正仁 
｢見逃されやすい若年性認知症―定年まで勤めるためにも―｣＝順天堂大学大学院精神･行動科学教授 新井平伊 
ほか 2題、フロアーとの質疑応答 等 
※生涯教育 2.5単位･CC[4(0.5 単位) 12(0.5 単位) 29(1.5 単位)]､日本内科学会認定総合内科専門医更新(2単位) 

7/22 ㈰ 
9:30-17:00 

8/ 5 ㈰ 
9:30-17:00 

広島県医師会 

※受講料 
10,000円/回 

 

㍻30年度日本医師会認定基礎･前期産業医研修会の開催について        ※基礎･前期14単位 
①第1回 7/22㈰ 9:30-17:00 ②第2回 8/5㈰ 9:30-17:00  対象:産業医資格を新規取得される医師 ※定員各50名 
会場:広島県医師会館 2階 201会議室 (〒732-0057広島市東区二葉の里3丁目2番3号) 
内容:①ﾒﾝﾀﾙヘルス対策､作業環境管理､有害業務管理  ②健康保持･増進､作業管理､産業医活動の実際 
※①7/19㈭迄､②8/2㈭迄に Fax(082-568-2112)又はﾒｰﾙ(gaku@hiroshima.med.or.jp)又は℡(082-568-1511)
で申込み。※申込票あり(Fax以外は同内容を連絡) 

7/28 ㈯ 

10:00-16:00 

他 

群馬県医師会館 

日本準看護師連絡協議会 ㍻30年度会員募集にかかるご協力のお願い 
※募集に関する問合せ office@junkankyo.com 

◎研修会… 7/28㈯10:00-16:00(群馬県医師会館) 11/15㈭10-12,13-16(新潟県医師会館) 
(各60名)  1/29㈫10:00-16:00(大阪府医師会館)  2/(予定)10-12,13-16(熊本県医師会館) 
※申込期限:各研修開催日2週間前までに申込用紙にてFax(03-5332-3309)申込み 

◎市民公開講座…9/8㈯ 14:00-15:30(日本医師会館1階大講堂) 
(200名,参加費無料) ※問℡:03-6435-0647 
※8/31㈮必着で申込用紙にて Fax(03-5332-3309)申込み 

8/20㈪ 

- 9/8㈯ 

※大阪地区 

大阪行岡医療大学 

;茨木市総持寺 1 丁目

1-41 

第45回理学療法士･作業療法士･言語聴覚士養成施設教員等講習会の開催について(通知) 
※東京地区:8/20㈪～9/7㈮ ;国際医療福祉大学 東京赤坂ｷｬﾝﾊﾟｽ ※定員:理30名､作30名､言10名 (東京都港区赤坂4-1-26) 
※5/31㈭迄に､施設長推薦書1部･受講者履歴書(写真不要)1部を用意の上､こちらより申込み 
※問℡03-3501-6592医療研修推進財団 ※受講料 50,000円 

http://jams.med.or.jp/symposium/index.html
https://ec.sslcenter.jp/symposium/pc/ctl.php
http://www.iarmm.org/J/PSEM2018/
http://jams.med.or.jp/forum/index.html
https://www.hiroshima.med.or.jp/ssl/form/20180722_sangyoui/index.html
http://www.junkankyo.com/workshop_detail.php?id=11
http://www.junkankyo.com/workshop_detail.php?id=12
http://www.junkankyo.com/workshop_detail.php?id=13
http://www.junkankyo.com/workshop_detail.php?id=14
http://www.junkankyo.com/workshop_detail.php?id=16
http://www.pmet.or.jp/kousyukai/ptot-bosyu.pdf
http://pmet.or.jp/kousyukai/index.htm


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) 

9/1 ㈯ 

14:45-17:30 

      他 

フォーラム 

ベルサール半蔵門 

〒102-0083 東京

都 千 代 田 区 麹 町

1-6-4 

※定員各300名 

㍻ 30年度公益財団法人日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ養成講習会開催について 
新規受講者･過年度継続受講者(基礎科目 I･Ⅱ 25単位) 

基礎科目Ⅰ 10/13㈯ 9:50-18:00  10/14㈰ 9:00-17:50 

    Ⅱ 1/26㈯ 9:55-17:40   1/27㈰ 9:00-16:50 

新規受講者(基礎科目免除者)･過年度継続受講者(基礎科目終了者･基礎科目免除者)(応用科目Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ  27単位) 

応用科目Ⅰ  9/1㈯ 12:45-17:30   9/ 2㈰ 9:00-15:30 

応用科目Ⅱ 12/1㈯ 12:55-17:30  12/ 2㈰ 9:00-15:30 

応用科目Ⅲ  2/9㈯ 12:55-17:30   2/10㈰ 9:00-15:40 

※講習会資料含む詳細 URL http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/217/Default.aspx 

※4/27㈮までに Fax(073-433-4408県体育協会)申込み 
 

http://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid/217/Default.aspx

