平成 29 年度公益社団法人石川県医師会事業計画に関する件
石川県医師会は本年度事業を行うに当たり、会員の和を基盤として、Ａ）医の倫理の昂揚、Ｂ）安
全・良質な尊厳のある医療の提供、Ｃ）情報化への対応、Ｄ）情報開示の推進、Ｅ）保険診療の充実
向上、Ｆ）疾病予防の推進、Ｇ）少子・高齢社会への対応、Ｈ）石川県医療計画・石川県長寿社会プ
ランの推進、Ｉ）医療政策の調査・研究、Ｊ）県民との対話を中心として、諸行事と合わせて次のご
とく本会事業の遂行を期す。
１ 医の倫理の昂揚
（１）生命倫理の確立
（２）自浄作用の強化
（３）医師職業倫理の推進

医師倫理向上委員会
医師自律委員会
裁定委員会

２ 安全対策
（１）医療に関する安全・危機管理への対応

診療情報提供推進委員会(苦情相談窓口)
医療安全対策委員会

（２）県民の生活安全に対する取り組み
（３）死因究明システムの運営
（４）医療安全全国共同行動との協働

死因究明システム連絡会

３ 石川県医師会事業運営に関する事項
（１）石川県医師会定款諸規程等の検討
（２）医師会財政の在り方の検討
（３）医師会の組織強化や執行体制の見直し
（４）公益法人制度に対する対応
（５）役員等選出に関する事項
（６）医師会ビジョンに関する検討
（７）事業内容の整備と改善

総務会
定款諸規程等検討委員会
財政検討委員会
組織・体制強化等検討委員会
選挙管理委員会
医師会ビジョン委員会

４ 医学・医術の向上
（１）生涯教育の推進並びに充実強化、特にリカレン 生涯教育推進委員会
ト教育の実施（受講履歴管理システムの運用）
（２）「石川県医師会認定かかりつけ医」認定制度の
推進
（３）新たな専門医制度の円滑導入に向けた共通講習
（必須）等の推進
治験審査倫理委員会
（４）治験事業の推進
（５）医学講座、学術講演会の開催、図書購入、電子
メディアの活用
（６）学会、研究会への協力、助成
５ 情報対策
（１）情報の収集、分析、伝達
（２）個人情報保護への取り組み
（３）電子メディアに対する管理・運用
（４）情報ネットワーク構築の推進
（５）日本医師会・都道府県医師会との連絡体制の整
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個人情報対策委員会
くろゆりＭＬ

備
（６）医業広告に関する検討
社会保険担当連絡会
６ 保険診療の充実
（１）診療報酬点数並びに医薬品情報に関する伝達・
講習
社会保険委員会
（２）保険診療に関する対応
（３）日本医師会、中部医師会連合等との保険診療に
関する連携
社保・国保審査委員合同協議会
（４）各審査委員会等との連絡強化
社会保険審査連絡会
（５）集団指導、個別指導、厚生労働省の共同指導へ
の対応
（６）東海北陸厚生局並びに石川県健康福祉部との連
絡協調
（７）会員等に対する社会保険研修の実施
（８）公費負担医療保険制度への対応
７ 地域医療対策
（１）医療に関する事項
①石川県医療計画への対応
②地域医療提供体制の整備
（地域医療構想アドバイザーの設置）
③医療施設相互の連携の推進
④有床診療所等への対応
⑤感染症対策
⑥新型インフルエンザ対策の推進
⑦アレルギー疾患対策
⑧地域包括ケアシステム・在宅医療の推進
⑨全国がん登録の推進、精度管理
（２）いしかわ診療情報共有ネットワークの整備推進
①いしかわ診療情報共有ネットワーク研究会への支
援
（３）保健に関する事項
①石川県健康増進計画への対応
②健康増進事業の推進
③石川県生活習慣病検診等管理指導協議会並びに各
部会との連携
（４）少子対策並びに小児問題に関する事項等
①いしかわエンゼルプラン 2010 への対応
②小児・周産期医療対策部会への対応
③小児救急電話相談事業への対応
④石川県教育委員会との連携強化
（５）地域健康教育・相談事業並びに健康づくり事業
への助成
（６）女性の健康支援事業の推進
（７）各種検診、予防、公衆衛生事業の推進及び協力
（８）水銀血圧計等回収への対応
（８）外国人患者受入環境整備促進事業
（電話医療通訳を活用した実証事業等）
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感染症対策委員会
花粉症対策委員会
在宅医療推進委員会
いしかわ診療情報共有ネットワーク協議
会及び運営委員会
診療情報共有システム推進委員会
特定健診・保健指導検討委員会

少子化対策委員会

糖尿病対策推進会議

８ 介護保険対策
（１）石川県での地域包括ケアシステム体制の構築
（２）介護保険制度への対応、伝達・講習
（３）石川県健康福祉部長寿社会課との連携（石川県
長寿社会プラン）
（４）石川県医療在宅ケア事業団、共同利用施設連絡
協議会との連携
９ 医療制度改革対策
（１）県民・諸団体との連携
（２）国会並びに県議会への対応
（３）医療政策の調査・研究・立案
（４）医療政策フォーラムの開催
（５）県民公開講座の充実

介護保険委員会

石川県医療推進協議会

県民広報委員会
サポーター制度

10 広報活動
（１）内外情報の収集・広報
（２）石川医報の編集及び充実

石川医報編集委員会
編集検討委員会

（３）郡市医師会広報活動への支援・協力
（４）日医広報活動への協力
（５）ラジオ番組による情報発信事業
（６）マスメディア等への対応

ラジオ健康百科「企画担当者連絡会」
ｍ-pressＭＬ

11 救急医療対策
（１）救急医療対策の推進
（２）国民保護法への対応
（３）救急蘇生法の普及
（４）災害時医療対策
（５）石川県防災会議への協力
（６）石川県災害・救急医療情報システムの運営
（７）緊急被ばく医療研修事業の実施
（８）石川ＪＭＡＴ推進と研修の実施
（９）県内の救急医療の調査

救急防災対策委員会

12 勤務医活動の推進
（１）勤務医支援に対する抜本的対応
（２）会員加入推進への対策
（３）活動方針に関する検討
（４）病院との連携強化

勤務医活動推進委員会

13 医科学生から勤務医までへの対策
（１）医学部学生教育の推進
（２）医師の確保対策
（３）ドクターバンク事業の推進
（４）大学医学部との連携強化
（５）臨床研修医との交流（いしかわ研修医合同オリ
エンテーションの開催）
（６）臨床研修医の自主活動（石川県研修医の会）へ
の支援
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医学部学生教育推進委員会
ドクターバンク事業運営委員会

臨床研修医支援等検討委員会
臨床研修医支援ワーキンググループ

ワークライフバランス委員会

14 女性医師活動の推進
（１）女性医師支援センターの運営・活動
（２）キャリア形成と継続の支援

女性医師支援センター運営委員会

15 母体保護法対策
（１）母体保護法による医師指定に関する事項

母体保護法指定医審査委員会
母体保護法指定医不服審査委員会

（２）石川県産婦人科医会との連携
16 医事紛争対策
（１）医事紛争の処理
（２）医師賠償責任保険への加入促進
（３）医療事故調査制度への体制の整備
（４）医療メディエーターの養成に関する検討

医事紛争対策委員会
医療事故調査支援委員会

17 看護職員等対策
（１）看護職員等養成対策
（２）看護職員・看護学生確保のための対策
（３）医療関連団体との連携強化

看護職員検討委員会

18 臨床検査センター対策
運営委員会
（１）運営管理
（２）経営施策
（３）臨床検査施設の精度管理調査事業、並びに標準 臨床検査精度管理調査委員会
子宮がん検診精度管理検討委員会
化事業の実施
（４）検査データ管理・配信
（５）各種けんしん事業の推進、特に個別健診におけ
る特定健診への対応
（６）共同利用施設連絡協議会との連携
19 学校医対策
（１）学校医部活動の推進
（２）学校・地域保健連携推進事業への対応
（３）「学校医は学校へ行こう！」の推進
（４）幼稚園医・保育所嘱託医活動の推進
（５）全国学校保健・学校医大会への参加

運営委員会

20 産業医対策
運営委員会
（１）産業医部活動の推進
（２）産業保健総合支援センター並びに地域産業保健 産業保健連絡協議会
地域産業保健センター等との連絡会
センターとの連携
21 健康スポーツ医対策
健康スポーツ医部活動の推進並びに関係機関との 運営委員会
連携
22 医会等への協力
（１）有床診療所協議会への協力
（２）労災保険医会への協力
（３）交通保険医会への協力
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（４）警察協力医会への協力
23 郡市医師会との連携強化

郡市医師会との懇談会
郡市医師会長協議会
郡市医師会事務連絡会

24 関係諸団体との連携
（１）北陸三県医師会、中部医師会連合、関西医師会
連合等との連携

（２）石川県四師会等との連携
（３）石川県病院協会との連携強化

北陸三県医師会連絡会
中部医師会連合委員総会
中部医師会連合常任委員会
中部医師会連合各種特別委員会
中部医師会連合共同利用施設連絡協議会
中部医師会連合広域災害・救急医療担当
理事連絡協議会
関西医師会連合常任委員会
四県医師会懇談会
四師会懇談会

25 会員福利厚生の充実
（１）医業税制並びに医業経営対策
（２）会員、従業員表彰式の実施（創立 110 周年記念
祭）
（３）会員相互の交流・親睦の推進
（４）日本医師会年金への協力
（５）日本医師・従業員国民年金基金への協力
（６）各種保険の斡旋
（７）医師協同組合への協力
（８）アイエムへの協力
（９）医師国保組合への協力
（10）医師信用組合への協力
26 会館管理運営に関する事項

会館管理運営委員会

27 その他必要なる事項
平成 28 年度との相違はゴシックで記載してあります。
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