
 

 

令和４年度鹿児島県医師会事業計画 

 

基本方針 

  

令和４年度の基本計画は、新型コロナウイルス感染症への対応、働

き方改革、地域医療構想、災害・救急医療体制の整備、人材育成等々、

急がねばならぬ喫緊の課題ばかりである。 

 コロナ対策に関してはこの２年間「感染予防対策の徹底」、「医療提

供体制の確立」、「検査体制の確立」、「関係機関との連携強化」の 4本

を柱に、PCR 検査等の検査体制の充実、宿泊療養施設の運営、入院病

床の確保、更には自宅待機者等への対応などと、昼夜をわかたず、取

り組んできた。この方針はこれからも変わることはない。医療を崩壊

させないことと、県民が安心して医療を受けられる体制の構築が、そ

の根底にはある。そして収束に向けては、３回目のワクチン接種の促

進、経口薬など治療薬の確保と開発、後遺症への対策などがあるが、

先手、先手で、スピード感を持っての対応が求められる。これまでの

対策で、行政、大学、医師会の連携がいかに重要であるのかが、明確

になっており、多くの課題に対して、三者の連携をより強化していか

ねばならない。 

 このような厳しい状況のなか、少子・高齢化による人口減少時代を

見据えての医療改革は、団塊の世代が７５歳以上になる「２０２５年」

へ向けて、地域医療構想の具現化や、地域包括ケアネットワークの構

築、さらには、これから始まる第８次医療保健計画の策定と、正念場

を迎えることになる。２０２４年から始まる医師の働き方改革は、医

師の地域偏在対策や救急医療の在り方、勤務医の勤務実態などと密

接に関係しており、有事の医療体制も勘案して具体策を作りあげる



 

必要がある。 

 このほか、医療のデジタル化への対応も急務である。コロナ禍の中

で注目されているオンライン診療は、政府の意向もあって、恒久化へ

向かってはいるが、診療の原則は患者の状態を視診・聴診・触診で把

握できる対面診療であり、初診もオンラインで、という考えに同意す

ることはできない。医療の根幹にも関わる制度の導入であり、慎重な

議論が求められる。電子カルテをはじめとする、医療における ICT 化

は避けて通れない課題ではあるが、丁寧な議論が必要である。 

災害への備えも怠ってはならない。近年激甚化する自然災害や、原

子力災害などに備えての更なる体制強化を目指す。四師会による「災

害時の医療救護活動に関する協定」も踏まえ、医師会の基盤整備や、

繰り返しの想定訓練など「備えあれば憂いなし」の体制づくりに取り

組み、九州各県医師会との連携もより強固なものに作りあげていく。 

 医療界は今重大な転換期にあり、地域医療における「機能分化」と

「連携」が、本格的に始まろうとしている。コロナ後の社会の変容も

視野に入れながら、１０年後を見据えた、地域の医療体制を今から作

り上げなければならない。 

 先の見えない時代ではあっても、我々は医療の専門家集団として、

県民の命と健康、暮らしを守るため、この基本方針に基づき、以下に

重点事項を掲げ、実現を目指す。 

 

 

  



 

令和４年度鹿児島県医師会事業計画 

 

Ⅰ．重点事業 

１．新型コロナウイルス感染症対策の更なる強化 

（１）感染予防対策の徹底 

・県民への感染対策の啓発、特に保育所、幼稚園、学校での対

策について関連団体、教育委員会と連携した感染対策の推進 

・会員医療機関及び介護・福祉施設の感染対策の推進 

・会員医療機関への感染対策に関する定期的な研修（全ての会

員医療機関の参加を促す） 

・追加接種、小児へのワクチン接種の推進 

（２）医療提供体制の確立 

・診療・検査医療機関体制の充実 

・治療薬（中和抗体薬、経口薬等）の提供体制の充実 

・受入病床の確保への協力 

・宿泊療養施設の管理・運営への支援 

・自宅待機者への医療提供・健康観察体制の充実 

・退院基準を満たした患者を受入れる後方支援医療機関の確保 

・受入医療機関と後方支援医療機関の課題の抽出（アンケート

の実施等）と対応策の検討 

（３）検査体制の充実 

・発熱患者等への検査体制の充実（特に離島・へき地への対応） 

（４）関係機関との連携強化 

・郡市医師会並びに県行政（特に保健所）・各自治体、関係団体

等との連携強化 

（５）新型コロナウイルス感染症による医業経営の実態把握と支援

策の検討 

・各診療科の月別の実態調査（上半期、下半期の年２回） 

・診療報酬・介護報酬上の取扱い、各種補助金等の財政支援、



 

感染対策の医療資材の提供等に関する情報発信 

 

２．将来を見据えた医療・介護提供体制の構築 

（１）県行政が実施する「地域医療構想に係るデータ分析事業（医療・

健診・介護データ）」の活用 

・病床機能報告、ＮＤＢ、ＫＤＢ、ＤＰＣの見える化を図る 

・本事業を活用した各地域の医療・介護提供体制の情報提供 

・地域医療構想研修会（県行政との共催）や地域医療構想議長

連絡会等を通じた県内外の先進的な取り組み・好事例の共有

と活用 

（２）令和４年度から始まる外来機能報告制度、外来医療の機能の明

確化・連携等に関する情報提供 

（３）新興・再興感染症対策を踏まえた将来のあるべき医療提供体制

に向けた検討 

（４）オンライン診療の適切な利活用並びに離島へき地における遠

隔医療などＩＣＴを活用した医療体制の構築 

（５）医師・看護職員偏在対策の推進 

・県行政、鹿児島大学、地域医療支援センターと連携し、地域

枠医師のキャリア形成を踏まえた地域枠制度のあり方（配置

先、グループ診療の対応等）の検討、医師偏在対策の推進 

・医師会立看護学校の支援、県看護人材確保計画を踏まえた地

域偏在対策の推進 

（６）県行政や介護関係団体と連携し、介護人材確保と養成の推進 

（７）医師会病院を中心とした地域医療連携推進法人制度活用の検

討 

（８）医師会の組織強化・勤務医・研修医の入会促進と医師会活動へ

の積極的参加の推進 

 

３．医師の働き方改革への対応強化 



 

（１）医療勤務環境改善支援センターと連携し、県医師会報やホーム

ページ、研修会等を通じた医師・医療従事者の働き方改革に関

する情報発信の強化 

（２）医師の勤務実態の把握、医師労働時間短縮計画の作成、医療機

関勤務環境評価センターによる第三者評価に向けた準備の推

進 

（３）女性医師・勤務医の勤務環境整備のため、ワークシェアリング・

ワークライフバランス等の啓発 

 

４．危機管理体制の強化 

（１）鹿児島県医師会の災害時対応の基盤整備 

・災害時（火山災害や原子力災害を含む）における鹿児島県医

師会の事業継続計画（ＢＣＰ）の作成 

（２）災害医療対策の充実 

・災害医療救護計画並びに、災害医療救護活動マニュアル、  

ＪＭＡＴ鹿児島要綱の作成及び周知の徹底 

・災害時の受援・支援のコーディネート機能の確立 

・ＪＭＡＴ鹿児島の人材育成（ＪＭＡＴ要員・ロジスティック

ス・総括コーディネーター等） 

・県内外の大規模災害時（桜島大噴火、地震・津波、原発事故

等）や化学兵器・生物兵器によるテロに備え、県行政や関係

機関（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、ＤＨＥＡＴ、ＪＲＡＴ等）と連

携した想定訓練（ＥＭＩＳ含む）を毎年実施 

・県行政や九州医師会連合会との災害医療救護協定及び、県医

師会・県歯科医師会・県薬剤師会・県看護協会の四師会によ

る「災害時の医療救護活動に関する協定」に基づく、より実

践的な連携強化 

 

（３）感染症対策 



 

・新型コロナウイルス感染症など、新興感染症に対する関係機

関や専門家等と連携した危機管理体制の強化 

・新型コロナウイルス感染症受け入れ医療機関・施設を対象と

した感染対策等に関する研修会の実施 

 

  



 

Ⅱ．一般事業 

１．生涯教育と医道・倫理の高揚 

（１）日本医師会「医の倫理綱領」「日本医師会綱領」「医師の職業倫

理指針」、鹿児島県医師会「医道倫理綱領」「医師の心得」を広

く周知徹底し、会員の倫理及び資質の向上を図る。なお、上記

指針等の内容について医道・倫理・自浄委員会で検討する。 

（２）新入会員に対し、医療保険制度及び療養担当規則等についての

解説を行う。 

（３）かかりつけ医機能の充実、認定「かかりつけ医」制度の更なる

推進と県民への普及・啓発 

（４）県民から「患者さんの声ダイヤルイン」へ寄せられる疑問・要

望・意見などを医療機関・郡市医師会にフィードバックし、信

頼を構築して医療機関と患者さんの相互理解を深めるととも

に、県医療安全支援センター等関係団体との連携を図る。 

（５）診療情報の提供について、日医の「診療情報の提供に関する指

針」並びに改正個人情報保護法に基づき対処できるよう厚生

労働省ガイドラインや日医の指針などを広報する。 

（６）日本医師会生涯教育制度を広く周知し、郡市医師会と連携を密

にして、多くの会員が日本医師会生涯教育認定証を取得でき

るよう啓発に努める。 

（７）日本医師会生涯教育講座および鹿児島県医師会認定講座を充

実させ、学術専門団体として、日進月歩の医学・医療に対応す

べく教育研修体制の強化に努め、会員の資質の向上を図る。 

（８）郡市医師会と連携を密にし、生涯教育自己申告率並びに単位取

得率向上のため、積極的に会員への啓発に努める。 

（９）日本医師会かかりつけ医機能研修制度と、鹿児島県医師会認定

「かかりつけ医」制度の統合へ向けて啓発活動を強化する。 

（10）「会員のためのガイドブック」の見直し 

 



 

２．地域医療構想に基づいた病院・診療所の経営のあり方 

（１）医療政策・医業経営委員会において国民皆保険の堅持、社会保

障と国民経済等について日本医師会医療政策会議における協

議を踏まえて検討する。 

・医業に関する諸問題等の検討 

・日本医師会との密接な連携及び会員へのホームページ等によ

る速やかな情報提供 

・各種の医業経営相談の実施と会員医療機関の医業経営の向上

の支援 

（２）医療機関の経営の安定・充実に向けて医療機関の税制にかかわ

るセミナー（インボイス制度）等を医師協同組合と連携を図り

ながら実施する。 

（３）病床機能再編支援事業（病床削減並びに病院統合に伴う財政支

援）の活用事例の周知を図る。 

 

３．広報活動の推進 

（１）対内的広報活動 

・会員に重要かつ、わかりやすい情報を迅速に伝達するために

「県医師会報」、「県医ＦＡＸニュース」、及び「ホームページ」

などの内容の充実 

（２）対外的広報活動 

・県医師会報折り込み広報「当院から健康・医療ニュース」を

通じた県民向けの広報の充実 

・ＭＢＣラジオ「ここが聞きたい！ドクタートーク」の継続 

・南日本新聞「かごしまドクター便り」の連載継続及び報道関

係者との連携・協力（南日本新聞社との懇談など） 

・南日本新聞、テレビ各局への花粉情報提供の継続 

・ＮＨＫ・ＭＢＣ地上デジタル放送及びＫＹＴホームページへ

の休日夜間当番医情報の提供 



 

・ホームページ上で健康に関する各種情報（日医ニュース健康

ぷらざ等）の提供 

・本会主催で開催する研修会及び懇談会等についてメディアを

通じた県民への広報 

 

４．母子保健 

（１）成育基本法に基づく関連法に対する取り組みを推進する。 

・妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総

合的相談支援を推進するため、「子育て世代包括支援センター」

の整備に関する行政との連携を強化するとともに、郡市医師

会へ当センターへの積極的参入を促す。 

・成長過程にある者等に対する保健に関する施策の推進 

（２）育児や少産・少子対策と子育て支援を主軸に活動する。 

・少産・少子・子育て対策（産婦人科医の働き方改革を含めた

分娩環境の整備、周産期医療提供システムに関する諸問題、

小児在宅医療の環境づくり）の諸施策について、行政や関係

機関との積極的な意見交換と体制整備の取り組み 

・県行政並びに県産婦人科医会、県小児科医会と協力し、ＨＴ

ＬＶ－１母子感染対策に取り組む 

・県及び市町村に対して、任意予防接種（おたふくかぜ、３種

混合ワクチン、Ａ型肝炎、髄膜炎菌）の公費助成拡大に向け

た要望 

 

・産婦健康診査事業並びに産後ケア事業の体制整備について、

行政や県産婦人科医会並びに県小児科医会等関係機関との連

携強化 

（３）医療的ケア児支援法に基づく、医療的ケア児及びその家族への

支援体制の推進を支援する 

・県医療的ケア児支援連絡協議会と連携し、医療的ケア児の地



 

域生活支援の向上を図る 

・医療的ケア児支援センター設置に向けた支援をする。 

・医療的ケア児及びその家族に対する地域での支援体制を郡市

医師会と連携して推進する 

・母子保健委員会と県医療的ケア児委員会との連携 

（４）こどもの虐待の早期発見、早期対応の体制整備を図る。 

・会員に対し本会で作成した「子ども虐待の早期発見対応マニ

ュアル」の周知徹底を図り、こどもの虐待の早期発見、早期

対応の体制を整備 

・子どもの死因究明制度（ＣＤＲ）の啓発と推進 

・市町村の要保護児童対策地域協議会への郡市医師会の積極的

参加を推進 

・一時保護所の在り方等について、安全・安心な環境で適切な

ケアが提供されるよう必要事項を検討し県に提言する 

（５）行政や県産婦人科医会等関係機関と連携し、性暴力被害者サポ

ートネットワークかごしま（ＦＬＯＷＥＲ）の普及・啓発を図

る。 

（６）保育園・幼稚園・認定こども園の関係団体との連携強化を図る。 

 

５．学校保健 

（１）学校健診の充実を図る。 

・学校保健活動の充実を図るために、学校医等を対象とした学

校保健講習会の開催の検討 

・心臓・腎臓糖尿病・成長曲線・運動器検診等の精度向上と事

後措置の徹底 

・鹿児島県医師会学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）小

委員会の事業推進 

・親と子の健康教室（生活習慣病）活動の支援 

・現代的健康課題（喫煙、飲酒、薬物、睡眠障がい、いじめ、不



 

登校、スマートフォン依存、ゲーム障がい、小児生活習慣病

等）に対する健康教育について県教育庁等との連携強化 

・てんかんを持つ児童生徒への対応について学校並びに関係者

等による連携体制の整備を図る 

（２）がん教育の推進について、県教育庁や関係機関との連携強化を

図る。 

（３）虐待の早期発見・早期対応の体制整備を図る。 

・学校検診等における虐待の早期発見・早期対応の体制を整備 

（４）特別支援教育を支援する。 

・発達障がいなどの子ども達を支援するため、県や関係機関と

の連携強化 

・学校関係者等と連携して小・中学校を含む全ての学校におけ

る医療的ケア児の支援体制を整備 

・医療的ケアを更に充実するため、医療と教育現場並びに学校

医と訪問看護ステーション等との連携強化 

 

６．精神保健 

（１）子どもや高齢者への虐待、ＤＶ（ドメスティックバイオレン

ス）、ひきこもり、薬物依存等の社会問題化している諸問題へ

の対応について精神保健委員会で協議する。 

・母子保健委員会と協働し、虐待の早期発見・早期対応に向け

た関係機関との連携強化 

 

（２）障害者総合支援法や発達障害者支援法に基づく障がい者（児）

対策に努める。 

・発達障害者支援センターなど関係機関と連携して発達障がい

者（児）への支援の推進 

・かかりつけ医等が、発達障がいを正しく理解するための研修

会の開催 



 

・学校保健委員会と協働し、特別支援教育の推進や医療的ケア

など対象者への支援の充実 

・障害者総合支援法に基づく医師意見書に関する研修会の開催

と適正な意見書の記載及び認定審査会等の運営への協力 

・精神障がい者（児）などの自立・地域生活を確保するための

地域医療提供体制構築に向けての支援 

（３）自殺対策基本法に基づき、県に設置されている県自殺対策連絡

協議会を支援する。 

・かかりつけ医がうつ状態やうつ病について正しく理解するた

めの研修会の開催 

（４）認知症対策として認知症疾患医療センター、老人性認知症セン

ターへの支援を行う。 

（５）ギャンブル依存症、アルコール依存症等の患者に対して、県に

設置されている協議会を支援し、自殺防止対策に努める。 

 

７．産業保健 

（１）産業保健活動に従事する医師を増やすため、日医認定産業医研

修を充実させ、会員の利便性を考えた単位取得の機会を確保

する。 

・日医認定産業医研修の在り方について検討し日医に要望 

（２）産業医の負担を軽減するための取り組みを行う。 

（３）鹿児島産業保健総合支援センターや労働局等関係機関と連携

し、治療と職業生活の両立支援をはじめ、産業保健の推進に努

める。 

（４）メンタルヘルス対策の充実・強化（ストレスチェックへの取り

組み）に努める。 

（５）日医認定産業医基礎（前期）研修会【14 単位】の開催を検討

する。 

（６）勤務医委員会と協働し、「医師の働き方改革検討委員会」を開



 

催し、高い医療提供体制の維持と医師自身の健康確保の両立

を推進する。 

 

８．公衆衛生  

（１）予防接種率の向上と接種間違い防止対策を推進する。 

・５歳から全年齢を対象とした新型コロナウイルスワクチン接

種への全面的協力 

・定期予防接種数の増加に伴う、適切な接種スケジュールの普

及・啓発ならびに接種率の向上を図るため、未接種者への再

勧奨等の推進強化 

・平成 21 年度から本会や行政並びに県小児科医会の主催で実

施している「鹿児島県子ども予防接種週間（８月）」並びに「日

本医師会が主催する子ども予防接種週間（３月）」の継続 

（２）感染症危機管理対策の充実を図る。 

・感染症発生動向調査委員会との連携強化 

・感染症サーベイランスの強化のため、学校保健委員会との協

働による学校欠席者情報収集システム事業の普及・啓発 

・麻疹や風しんの流行を受け、医療機関をはじめ関係機関との

連携を強化し、予防接種率の向上（特にＭＲ２期）や追加的

対策等への対応強化。特に、風しんの追加的対策の対象者（昭

和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性）への予

防接種率の向上 

 

・学校保健委員会並びに県教育庁と協働し、就学時健診での予

防接種歴チェックの強化と接種率の向上 

・新興感染症に対する不断の警戒と対策を図る 

（３）医療関連感染対策研修会の開催や、相談窓口設置の広報等によ

り、医療関連感染対策事業を強化する。 

・鹿児島感染制御ネットワーク（ＫＩＣＮ）との連携強化と継



 

続対策の検討  

（４）在宅医療廃棄物を含めた医療廃棄物の適正な対応を徹底する

ため、鹿児島県産業資源循環協会等関係機関と連携して適正

処理講習会等を開催する。 

・廃棄物の適正処理に関する鹿児島県産業資源循環協会への再

評価の依頼 

（５）医療や保健の面における環境問題について「環境に関する日本

医師会宣言（2009 年４月２１日）」をもとに検討する。 

・会員に対する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の意識啓発と

普及活動 

・医療機関における、エコカー、ソーラーシステム、ＬＥＤ灯

の普及・促進（医師協同組合・医師信用組合と連携） 

（６）特定健診の受診率の向上並びに、特定保健指導を推進する。  

・保険者協議会との連携強化 

（７）がん対策基本法に基づき、がん予防や早期発見、早期治療に向

けたがん医療提供体制の整備に努める。 

・ピンクリボン月間（10月）の普及・啓発活動を推進する。 

・各がん検診の精密検査実施方法及び精度管理の向上を目的に、

県や関係機関と連携し医師や医療従事者向け研修会を開催 

（８）循環器病対策推進基本法に基づき、循環器病予防及び重症化予

防に向けた循環器病提供体制の整備を県や関係機関と連携し

取り組む。 

（９）禁煙支援活動を推進するため講演会を開催する。 

（10）肝疾患診療連携体制の整備や医療機関委託無料検査など、肝炎

対策基本法に基づく、緊急肝炎対策事業を円滑に実施するた

め、県や関係機関と連携して取り組む。 

（11）データヘルス計画に基づき、県や関係機関と連携し、県民の健

康保持増進に努める。 

・地方版日本健康会議の開催について、情報収集並びに行政や



 

関係団体等と協議 

・これからのかかりつけ医の在り方を考える会への参加 

・慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策、脳卒中予防等の健康課題につい

て、行政や関係機関と連携して健康セミナーの開催 

（12）県糖尿病対策推進会議や関係団体と連携協力し、合併症をはじ

め糖尿病重症化予防対策に取り組む。 

・透析への移行の減少と医療費削減に協力する 

（13）行政並びに県整形外科医会等関係団体と協力し、ロコモティブ

シンドローム（運動器症候群）とフレイルの啓発と予防対策に

取り組む。 

 

９．スポーツ医学 

（１）「親と子・自然とのふれあい 健康ウオーク」に協力するとと

もに医療従事者並びに一般県民の参加拡大に努める。 

（２）県下一周市郡対抗駅伝競走大会や各種団体の主催するスポー

ツイベントへの支援・バックアップ体制に協力する。 

（３）県教育庁や県体育協会等関係機関との連携強化を図り、県下各

スポーツ団体の各種競技会における大会へのドクター派遣等

積極的に協力し、実践的活動を推進する。 

（４）鹿児島スポーツ医学研究会の開催など学術的活動を行う。 

（５）2023 年に鹿児島県で開催される「特別国民体育大会」、「特別

全国障害スポーツ大会」に協力する。 

 

１０．救急医療、島嶼・へき地医療 

（１）離島やへき地を含め、県内各地域の中核病院並びに救急医療機

関等の利用を推進し、地域医療を支援する。 

（２）「かごしま救急医療遠隔画像診断センター」の推進を図る。 

・放射線科専門医の協力のもと、読影体制の強化 

（３）「救急の日」や「救急医療週間」等を通じ、県民へのＡＥＤの



 

使用法や心肺蘇生法などを普及させ救命率の向上に努める。 

・「家庭の救急法（一般向け小冊子）」の有効活用と、県民への

救急医療に対する正しい理解の普及・啓発 

（４）地域における小児救急医療体制の充実を図る。 

・小児救急電話相談事業（♯８０００）の円滑な運営と普及カ

ードによる県民への啓発活動 

（５）各地域における休日夜間当番医制度の継続のための自治体へ

の働きかけの強化 

・各地区の現状分析を実施 

（６）島嶼やへき地医療において、特定診療科巡回診療が重要である

ことから、大学並びに行政等関係機関と緊密な連携を図る。  

（７）日本医師会ＡＣＬＳ（二次救命処置）研修の普及・促進を図る。 

（８）地域の現状に即したメディカルコントロール（ＭＣ）の体制強

化に向けて、協議会等に積極的に参加する。 

（９）訪日外国人患者受け入れのための医療環境の充実（多言語通訳

システム等の広報など） 

 

１１．臨床検査精度管理 

（１）臨床検査の標準化、施設間差是正など臨床検査精度の向上を図

るため、臨床検査精度管理調査並びに研修会を開催する。 

（２）新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査等を行う医療機関並

びに検査機関の精度を確保するための取り組みを検討する。 

（３）日本臨床検査標準協議会（ＪＣＣＬＳ）共用基準範囲の普及に

努める。 

（４）医療法で規定された検体検査の精度確保に必要な事項（標準作

業書、作業日誌、台帳等）について、適切に対応できるよう啓

発する。 

（５）各種検診の精度管理を支援、推進する。 

 



 

１２．介護保険 

（１）介護保険法の遵守について周知徹底を図るとともに、介護保険

施設等における安全管理の徹底に努める。 

（２）介護認定審査会、地域ケア会議の円滑かつ効果的な運営に協力

する。 

（３）主治医意見書の記載がより適切に行えるよう研修会等を開催

する。 

（４）認知症サポート医の養成や認知症疾患医療センターと認知症

サポート医との連携強化に努め、認知症対策を推進する。 

（５）介護人材確保・育成について県行政・関係団体と連携して取り

組む。 

（６）外国人材の確保について、県内外の好事例の共有や県行政等と

連携し最新情報を発信する。 

（７）介護サービス事業者に義務づけられた感染症対策、業務継続の

取り組み等の啓発を行う。 

（８）各地域における医療・介護のデータ分析（見える化）に基づく

地域包括ケアシステムの構築を図る。 

（９）令和５年度末で廃止される介護療養病床について転換等が円

滑になされるよう、県行政と連携して取り組む。 

（10）県内外の在宅医療・介護連携事業、地域包括ケアの先進的な取

り組み・好事例を共有する。 

（11）ＩＣＴを活用した医療・介護ネットワークの整備に係る情報提

供を行う。 

（12）ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の普及・啓発を行

う。 

 

１３．医療情報システム 

（１）日医認証局事業の推進に積極的に協力し、医師資格証の普及・

活用について啓発し、会員の取得を推進する。 



 

・県医師会報等で普及のための広報 

（２）日本医師会が推進する「日本医師会 Web 研修システム」に関す

る情報収集 

（３）医療機関情報検索システムの参加率向上および、掲載情報の最

新化等、県医師会ホームページの充実に努める。 

（４）メールによる県医師会ＦＡＸニュース配信の実態調査と今後

の方針についての検討 

（５）医師協同組合と協力し、日医ＯＲＣＡの普及、医療機関ＩＴ化

のための情報提供、及びサポート業者との連携を継続する。 

 

１４．医師並びに医療従事者確保対策 

（１）県医師会独自の医師（研修医・産婦人科専攻医）・助産師・看

護師不足対策基金「はやぶさプランⅡ」を推進するため資金獲

得に努める 

（２）臨床研修医並びに専門研修プログラムにおける 100 人以上の

採用のため、県外在住医師のＵターン、Ｉターン促進に、県内

の関係機関をはじめ県外大学医学部同窓会等と連携して取り

組む。 

・鹿児島県初期臨床研修連絡協議会の臨床研修医の確保に係る

事業等への協力 

（３）地域枠医学生・卒業医師との交流を深め、キャリア形成支援な

ど地域医療支援センター等と連携して取り組む。 

 

（４）県医人材バンクの充実を図り、県の「ドクターバンクかごしま」

と連携・協力する。 

（５）医師会立看護学校の看護職員養成を積極的に支援する。 

・各看護学校への運営助成金の継続 

・各学校の学生不足に対する施策の支援 

（６）新卒看護師の県内定着率の向上を図る。 



 

（７）改正医療法に則った医療関係職種の業務範囲の見直し（タスク

シフト/シェア）へ関係団体と連携して対応する。 

（８）医師信用組合（学資援助等）、医師協同組合（相続税等対策相

談）と共働しながら開業医の後継者対策に努める。 

 

１５．医療保険 

（１）医療保険関係者連絡協議会（５者協議会）の開催 

鹿児島県医師会、九州厚生局鹿児島事務所、鹿児島県くらし保

健福祉部、社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部、鹿児島県国

民健康保険団体連合会の五者による協議会を開催し、医療保

険全般について一層の相互理解、連携を深める。 

（２）鹿児島県保険診療協議会（３者協議会）の開催 

鹿児島県医師会、社会保険診療報酬支払基金鹿児島県支部、鹿

児島県国民健康保険団体連合会の三者による協議会を開催し、

社保・国保の審査の差異の是正と標準的審査機能の充実に努

める。 

（３）九州厚生局鹿児島事務所と鹿児島県が共同で行う新規個別指

導、個別指導及び集団的個別指導が適正に運用されるよう努

める。 

（４）適切な保険診療･保険請求が行われるよう個別指導等で指摘さ

れた事項や疑義について、鹿県医ＦＡＸニュースや保険診療

研修会等を通し啓発する。 

 

（５）令和４年度診療報酬改定内容や疑義解釈など最新情報を周知

する。 

（６）新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り

扱いや疑義解釈など最新情報を周知する。 

（７）オンライン資格確認の内容について周知を図る。 

（８）保険者が実施する適正服薬事業へ協力する。 



 

（９）労働者災害補償保険・自動車損害賠償責任保険（労災・自賠）

診療の充実を図る。 

・労災医療の適切な運用が行われるよう、労災診療協議会と労

災保険診療研修会の開催 

・自動車保険診療の適切な運用が行われるよう、鹿児島県損害

保険医療連絡協議会（鹿児島県医師会、損害保険協会、自賠

責損害調査事務所）と自賠責保険研修会の開催 

 

１６．医事紛争・医療安全対策 

（１）医事紛争への迅速かつ適切な対応と医療事故の未然防止対策

に努める。 

（２）日本医師会「医賠責保険制度における『指導・改善委員会』」

と協力し、リピーター医師に対する自浄作用活性化を図る。 

（３）日医医賠責特約保険の加入率の向上を図る。 

（４）医療事故調査制度の普及啓発に努めるとともに、支援団体とし

ての業務を遂行する。 

（５）医療事故調査等支援団体連絡協議会を開催し、県内の支援団体

間の連携を図る。 

（６）医療機関並びに医療従事者に対するインターネット上の誹謗

中傷への対策を検討する。 

（７）患者の安全確保と医療の質の向上を目指して、医療安全管理に

関する研修会等を通じ、啓発を図る。 

（８）医療施設等の防火・防災安全体制の徹底に努める。 

（９）医療法で規定された「診療用放射線に係る安全管理体制（安全

管理指針の策定、研修の実施等）について、適切に対応できる

よう啓発する。 

（10）改正公益通報者保護法による内部通報に適切に対応するため

の体制整備等について周知する。 

 



 

１７．防犯協議会・警察協力医会 

（１）県医師会防犯協議会において、県警察本部と協力し窃盗事件や

うそ電話詐欺、不当要求などの事例を収集した「防犯マニュア

ル」を活用し、医療安全に努める。 

（２）県医師会警察協力医会の活性化を図り、警察協力医の処遇改善、

連携強化について検討する。 

（３）県に設置された「死因究明等推進協議会」に協力し、本県の死

因究明に係る課題解決に取り組む。 

（４）死体検案・身元確認業務の推進を図るため、県歯科医師会、県

警察本部、鹿児島大学法医学教室、第十管区海上保安本部等と

連携して、研修会を開催する。 

（５）警察検視における既往症照会や新型コロナウイルス感染症を

疑う検案におけるＰＣＲ検査の対応手順の周知を図る。 

（６）災害時の死体検案業務への協力体制について検討する。 

 

１８．女性医師会員の支援・交流 

（１）医学生・若手医師のキャリア形成支援と交流の推進 

・鹿児島大学医学部医学科卒業時に医師会からのメッセージの

配布と、医師会への加入促進 

（２）院内保育・病児保育施設等の訪問 

・院内保育、病児保育、学童保育等の質の向上と保育のあり方

を考え、現場の訪問を行い医師会報に情報を発信し、共に考

え、より良い就業環境の整備 

（３）日本医師会女性医師支援センター事業の推進 

・日本医師会女性医師支援・ドクターバンク連携九州ブロック

会議の運営 

・「病院長、病院開設者・管理者等への講習会」の開催を検討す

る 

・「医学生・研修医等をサポートするための会」を開催 



 

・「女性医師支援懇談会」を開催 

・女性医師のキャリア形成と勤務継続の支援 

・育児・介護支援等についての啓発 

・男女共同参画やワークライフバランスについての啓発 

・日本医師会女性医師バンクの普及啓発 

（４）日医男女共同参画フォーラム等、医師会活動への積極的参加を

促す。 

（５）県内各地区の女性医師（開業医・勤務医）との連携を強化。 

 

１９．勤務医師会員との連携 

（１）勤務医師の鹿児島県医師会への一層の加入促進に関する方策

を協議する。 

特に新人医師（研修医等）に対する働きかけを強化する。 

勤務医が医師会に望むことについて、日本医師会勤務医委員

会の答申を参考に協議検討する。 

（２）勤務医師の労務環境改善を図り、ワークシェアリングやワーク

ライフバランスを推進するため委員会で検討を行う。 

・鹿児島大学医学部医師会と連携し、勤務医師が積極的に医師

会活動に参加できるための環境整備 

・医師信用組合並びに勤務医生協の利用案内と、福利厚生事業

の充実 

（３）産業保健委員会と協働し、「医師の働き方改革検討委員会」を

開催し、高い医療提供体制の維持と医師自身の健康確保の両

立を推進する。 

 

２０．郡市医師会との連携 

（１）郡市医師会長連絡協議会を開催する。 

（２）郡市医師会担当理事連絡協議会（郡市医師会新型コロナウイル

ス感染症担当理事連絡協議会等）を開催する。 



 

（３）テレビ会議システムを積極的に活用し、郡市医師会執行部との

Web 会議開催など郡市医師会との連携を図る。 

 

２１．会員福祉の増進 

・県医師国保組合 

・県医師信用組合 

・県医師協同組合 

・県勤務医師生活協同組合 

 

２２．関係機関等との連携 

・鹿児島大学病院並びに教授会との連携を強化 

・三師会役員懇談会の開催 

・県地域医療対策協議会等 

・県保健所長会 

・鹿児島大学病院・県立病院・公的医療機関等との連携 

・県民総合保健センター 

・県産業保健総合支援センター 

・県赤十字血液センター 

・県訪問看護ステーション協議会 

・全日本病院協会鹿児島県支部 

・県有床診療所協議会 

・各種病院団体 

・県老人保健施設協会 

・県社協老人福祉施設協議会 

・県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

・県介護支援専門員協議会 

・県移植医療アイバンク推進協会 

・骨バンク協会 

・県骨髄バンク 



 

・県犯罪被害者支援センター 

・県リハビリテーション施設協議会 

・各科専門部会との懇談会 

・県看護協会 

・県栄養士会 

・県理学療法士協会 

・県社会福祉士会 

・県ホームヘルパー協議会 

・県社会福祉協議会 

・認知症の人と家族の会鹿児島県支部 

 

２３．会館の保守・管理運営に関する事項 

・会館の利用促進と補修整備の検討と財源確保 

・会館利用時の円滑な運営 

 

２４．その他の事項 


