
（公益目的事業）１．学術研究事業 

１生涯教育事業 

・生涯教育委員会の開催（年 1～２回） 

・生涯教育単位申告制度の推進 

・生涯教育講座の開催を地区医師会へ委託（４地区へ依頼） 

・地区医師会生涯教育担当理事連絡協議会の開催（年１回） 

・日医生涯教育協力講座の開催（年２～３回） 

・日本医師会主催都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会への出席 

・インターネット生涯教育システム(e-ラーニング)の活用と推進 

（遠隔地における講演会等の視聴普及） 

・ビデオライブラリー、医学図書などの整備・活用の促進 

・生涯教育講座および学術講演会の開催、その他各種研究会などとの共催 

・看護職・医療技術者など関係団体への学術的協力  

２助成・奨励事業 

・県内各医会への助成と支援の充実 

・会員の学術研究に対する援助の推進（学術奨励賞） 

・関係各大学および千葉医学会など諸学会等との連携 

３千葉県医師会医学会 

・運営委員会の開催（年３～４回） 

・第１７回学術大会の開催（年１回） 



（公益目的事業）２．保険医療事業

１．保険医療の向上並びに適正な保険診療に関する事項 

(1) 保険診療委員会等の開催 

   ・保険診療委員会 

   ・出版編集小委員会 

   ・診療報酬検討小委員会 

   ・保険診療検討小委員会 

(2) 診療報酬改正に伴う講習会の開催、伝達 

(3) 保険診療のしおりの発行 

(4) 会員医療機関の診療報酬請求担当事務職員に対する講習会の開催 

(5) 会員医療機関からの保険診療に関する問い合わせの対応 

(6) 関東甲信越医師会連合会・医療保険部会への出席 

(7) 日本医師会主催社会保険指導者講習会への出席 

(8) 日本医師会主催都道府県社会保険担当理事連絡協議会への出席 

(9) 日本医師会社会保険診療報酬検討委員会、小委員会への出席 

(10) レセプト電算処理システム推進への協力

(11) 進化型オンラインレセプトコンピュータシステム（ＯＲＣＡ）推進への協力 

(12) 各種セミナー、講演会への出席 

２．保険医・保険医療機関の指導等に関する事項 

(1) 保険指導・監査の立ち会い 

(2) 保険医に対する講習会の開催、協力 

(3) 千葉県医師会保険医講習会の開催 

(4) 関東信越地方社会保険医療協議会千葉部会への出席 

(5)  関東信越地方社会保険医療協議会総会への協力 

３．社会保険診療報酬審査委員会、国民健康保険診療報酬審査委員会への協力 

４．千葉県医療保険者共同事業推進協議会（保険者協議会）への参加 

５．千葉県救急医療損失医療費補填審査会への協力 

６．千葉県生活保護法の医療扶助審査会への協力 

７．特定健診及び保健指導に対する協力 

８．後期高齢者医療制度及び広域連合への協力 

９．千葉県後発医薬品安心使用促進協議会への協力 



（公益目的事業）３．医療対策事業

1.地域医療対策事業 

(1) 千葉県保健医療計画ならびに各地域保健医療計画等に基づく計画の推

進・支援と改訂への対応。 

(2) 地域医療計画進捗状況についての把握 

(3) 医療審議会等への参加と意見具申 

(4) 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基

づく新たな財政支援制度に関する事項。 

(5) 医療供給体制ならびに医療圏設定の検討 

(6) 地域リハビリテーションに対する協力・対策の検討 

(7) 病院機能検討委員会及び主催講演会の開催 

(8) 診療所問題検討委員会の開催 

(9) 共同利用施設対策 

(10)保健医療対策への行政との緊密な連携 

(11)地域医療構想策定への対応 

(12)有床診療所協議会（全国・関ブロ・千葉県）への協力 

(13)千葉県プライマリ・ケア研究会への協力 

2.医師確保・医療資源対策事業 

【勤務医関係事業】 

(1) 勤務医委員会の開催（年１～２回） 

(2) 講演会の開催（年１回） 

(3) 全国医師会勤務医部会連絡協議会 in 大阪への参加（年１回） 

(4) 日本医師会主催都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会への出席 

(5) 勤務医入会の促進 

【医師確保事業】 

(1) 千葉県内臨床研修医交流会の開催（年１回） 

【看護対策事業】 

(1) 千葉県看護師行政への対応・協力 

(2) 医師会立看護学校への支援 

① 看護学校への運営支援 

② 看護学校連絡協議会・教務主任者会議の開催支援 

③ 看護学校長会議の開催 

(3) 准看護師研修会の開催 

(4) 関係団体との連携 

① 千葉県看護協会との連絡協議会の開催 



（公益目的事業）３．医療対策事業

② 千葉県看護協会主催諸会議への出席 

(5) 日医医療関係者担当理事連絡協議会への出席 

【男女共同参画事業】 

(1) 男女共同参画委員会の開催 

(2) 男性医師・女性医師のワークライフバランスの推進・支援 

(3) 勤務医委員会への協力 

(4) 男女共同参画に関わる講演会・研修会・交流会などへの参加、情報掲載及

び情報交換の場をつくる 

(5) 女性医師等の医師会活動支援・メール相談の検討 

(6) NPO 法人千葉医師研修支援ネットワークへの協力 

(7) 千葉県医師キャリアアップ・就労支援センターへの協力 

(8) 千葉県ドクターバンクへの協力 

(9) 県行政・関係機関への協力 

(10)日本医師会男女共同参画フォーラム（栃木）への参加・協力 

(11)日本医師会女性医師支援事業（『2020.30』推進、女性医師支援センター）へ

の協力 

(12)政策・方針決定過程への女性の参画の拡大(2020 年 30%の目標)のフォロー

アップへの協力 

(13)地区男女共同参画モデル事業の実施 

3.地域医療連携事業 

(1) 地域医療連携推進に資する病診・医療介護連携の研究 

4．在宅医療推進事業 

(1) かかりつけ医が担う在宅医療の推進 

ア）在宅医療・介護連携サポート事業（受託事業）

イ）宅医療推進委員会および在宅医療地区医師会担当役員合同委員会の開催

ウ）在宅医療に関する地域の取り組み事例の収集、情報共有、情報発信 

(2) 千葉県医師会地域医療総合支援センターの運営 

ア）在宅医療推進に関する各種会議、研修会、講演会の企画、開催 

イ）在宅医療・福祉事業相談による専門職種向けの相談支援 

ウ）地域医師会等を対象とした在宅医療・介護事業の支援 

エ）専門職種を対象とした在宅医療情報提供、研修会開催 

オ）県民を対象とした在宅医療情報提供、啓発活動 



（公益目的事業）３．医療対策事業

5.警察関係 

(1) 警察関係医療委員会の開催 

(2) 研修会および意見交換会の開催 

(3) 県警本部との連携強化 

(4) 警察職員および留置人の健康管理 

(5) 行政解剖制度への協力 

(6) 日本医師会主導の警察協力医の全国組織化への協力 

(7) 大規模災害時等多数遺体の検視見分への対応 

(8) 警察歯科医会との連携 

(9) 死因究明等推進協議会(仮称 構成員：知事部局・警察部局・地方検察庁・

海上保安庁・医師会・歯科医師会)への協力 



（公益目的事業）４．介護保険事業 

 Ⅰ 介護保険対策事業 

①介護保険関連団体との連携及び介護保険関係団体協議会への協力 

②日本医師会主催都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会への参加 

③介護認定審査会運営支援 

④介護保険研修会の開催 

⑤介護給付への対策 

⑥介護予防の検討 

⑦介護保険等検討委員会の開催 

⑧介護保険担当理事連絡協議会の開催 

⑨講演会・研修会・シンポジウム等の開催 

⑩介護保険関連調査研究の実施 

⑪千葉県在宅ネットワークへの協力 

⑫千葉県社会福祉協議会への協力 

⑬千葉ヘルス財団への協力 

⑭県行政への協力 

⑮WEB版「介護保険関連情報」更新 

 Ⅱ 主治医研修事業 

①主治医研修会の実施 

 Ⅲ 認知症サポート医事業 

①認知症対策検討委員会の開催 

②認知症サポート医等連携の会の開催 

③認知症サポート医養成研修事業の実施 

④認知症サポート医フォローアップ研修事業の実施 

⑤認知症講演会の開催 

⑥かかりつけ医認知症対応力向上研修の開催 

⑦病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の開催 



（公益目的事業）５．公衆衛生対策事業 

５－１ 公衆衛生啓発事業 

 １．健康危機管理対策の強化、推進 

 ①地区担当理事協議会の開催 

 ②新型インフルエンザ対策検討委員会の開催、運営 

 ③新興感染症・再興感染症に関する情報提供と対策 

２．県の疾病対策と連携した感染症対策の推進 

 ①エイズ対策の推進 

 ②結核対策の推進 

 ③肝炎対策の推進 

 ④動物由来感染症に関する情報提供と対策 

３．日本医師会が主催する会議への出席 

 ①日本医師会主催公衆衛生担当理事連絡協議会 

 ②日本医師会主催感染症危機管理対策協議会 

 ③日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委員会 

４．ワクチン接種事業の推進 

 ①千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業の推進、整備、運用 

 ②ワクチン接種率の向上と安全接種対策の検討（乳幼児～成人） 

 ③子宮頸がん予防ワクチン接種後の有害事象に対する健診の普及 

５．特定健診・特定保健指導への協力と健診率向上対策 

６．母子保健対策の推進 

 ①母子保健検討委員会の開催、運営   

 ②食物アレルギーによるアナフィラキシー対策作業部会の開催・運営 

 ③禁煙啓発事業の推進 

 ④子どもの貧困に対する取り組み 

 ⑤児童虐待に対する取り組み 

７．講演会・講習会・啓発活動 

 ①母子保健講習会の開催 

 ②アレルギー疾患市民公開講座への協力 

 ③アレルギー疾患研修会（医師向け）の開催 

 ④児童虐待防止研修会の共催 

 ⑤予防接種研修会の共催 



（公益目的事業）５．公衆衛生対策事業 

５－２ 生活習慣病対策事業 

１．生活習慣病対策の推進 

  ①生活習慣病の調査・研究 

  ②日本医師会主催生活習慣病対策関連研修会への出席 

  ③千葉県糖尿病対策推進会議への協力 

  ④講演会・研修会・交流会の開催(医療関係者向け・学校保健関係者向け等) 

  ⑤学校保健部への協力 

  ⑥県行政への協力 

  ⑦生活習慣病対策支援委員会の開催 

２．市民および学童・学生への啓発活動 

  ①千葉県医師会生活習慣病予防月間制定を提唱 

  ②座談会・講演会あるいはシンポジウムの開催 

  ③県行政への協力 

３．WEB版生活習慣病情報の作成と更新 

４．千葉県糖尿病療養指導士/支援士認定事業およびフォローアップ研修事業への

協力 

①千葉県糖尿病療養指導士/支援士認定審査会の開催 

５－３ 健康スポーツ医学に関する事項 

 （１）健康スポーツ医学研究委員会の開催 

 （２）関係団体との連携 

 （３）スポーツ医学講演会の開催 

５－４ 母体保護法指定医審査事業 

①母体保護法指定医師指定審査委員会の開催、運営 

②母体保護法指定医師指定書発行 

③日本医師会主催家族計画・母体保護法指導者講習会への出席 

④母体保護法指定医師指定研修会受講証発行および送付 



（公益目的事業）６．産業保健対策事業 

6-1 産業保健対策事業 

  1. 日医認定産業医の育成 

    日医認定産業医研修会の開催（年 8回） 

  2. 産業医学の向上と県医師会及び地区医師会の産業医活動の充実 

    産業医学研究会の開催（年 1～2回）・産業保健委員会の開催（年 1～2回） 

    産業医学研究会及び産業保健委員会合同会議の開催（年 1回）など 

  3. 産業保健関係団体（千葉産業保健総合支援センター・千葉労働局・労働基準

監督署・千葉県労働基準協会連合会など）との協力と連携強化 

  4. 地区医師会の産業保健活動への助成 

  5. 事業場への産業医の推薦を充実 

  6. 千葉県庁産業保健事業への協力（産業医選任など） 

  7. 千葉県産業衛生協議会等への参加 

  8. 産業廃棄物対策の推進（水銀血圧計等回収事業の実施） 

6-2  自賠責対策事業 

  1. 自賠責・労災医療検討委員会の開催 

  2. 千葉県損害保険医療協議会の開催 

  3. 自賠責研修会の開催 

  4. 関係機関との連携 

  5. 新基準案への対応 

6-3 精神保健対策 

(１)障害者自立支援法への対応 

(２)自殺予防対策 

かかりつけ医自殺対策研修事業の実施

(３)認知症対策への協力 

(４)県行政との連携、協力 



（公益目的事業）７．医療情報システム事業 

(1) 医療情報システム対策事業 

医療情報システム委員会の設置、運営 

医師資格証の普及促進 

医師会及び事務局の情報化対策・支援業務並びに情報提供 

日本医師会認証局にかかる地域受付審査局（LRA）の運営 

日本医師会レセプトコンピュータ（ORCA）の普及促進 

医療情報関連イベント等への参加 

既存システムの管理・保守・更改業務（医療機関情報提供、文書管理、

電子会議、動画配信、DNS、メール、ウェブ、インフラ等） 

新規システム・セキュリティ対策の検討・開発業務 



（公益目的事業）８．救急・災害対策事業 

1.救急・災害対策事業 

(1) 救急・災害医療対策委員会の開催 

(2) 地区医師会救急・災害医療対策担当理事連絡協議会の開催 

(3) 初期救急医療体制の再検討 

(4) 二次保健医療圏と救急災害医療体制のあり方の検討 

(5) 周産期医療体制の検討と対応 

(6) 救急・災害医療対策研修会(救命処置講習会)の実施 

(7) 千葉県救急・災害医療連絡協議会への参加 

(8) ドクターヘリ運営事業への協力運営協議会、事例検討会等への参加 

(9) 千葉県救急業務高度化推進協議会(メディカルコントロール並びに幹事会、 

    専門部会)への参加 

(10)災害時の初期救護体制・災害拠点病院との連携体制の検討 

(11)災害発生時マニュアルの実践と再検討(緊急時医師会間および関係機関との 

    連絡網の確立、衛星電話通信体制の確立、緊急時態勢の確立) 

(12)三郡航空機対策協議会への協力および助成 

(13)九都県市合同防災訓練への参加 

(14)地区医師会へ災害備品の整備及び救急医師研修に対する補助事業を実施 

(15)千葉県の救急医療情報システム機能の検証 

(16)ＪＭＡＴ隊員の整備に関する検討 

2.小児救急対策事業 

(1)小児救急医療の充実と推進 

(2)小児救急電話相談事業の運営 

(3)小児救急医師研修会の実施 



（公益目的事業）９．学校保健対策事業 

１.学校保健の推進事項 

(1)県教育庁学校安全保健課等との協議及び協力 

(2)学校保健研究委員会・地区医師会学校保健担当理事協議会の開催 

(3)中学校区における学校保健委員会開催の推進 

(4)学校健診の充実（運動器検診等の支援） 

２.学校医対策に関する事項 

(1)学校専門相談医の充実 

(2)特別支援学校における医療的ケアマニュアルの周知と活用 

(3)学校保健における賠償問題の検討 

３.学校医講習会の開催 

４.関係団体との連携 

(1)第４７回全国学校保健・学校医大会への参加 

(2)関東甲信越静学校医協議会への参加 

(3)千葉県学校保健学会への協力 

(4)関係団体との連携 

５．保育所嘱託医に関する事項 

（１）保育所嘱託医活動への支援 



（公益目的事業）１０．広報事業 

1.広報・宣伝事業の充実に関する事項 

(1)編集広報委員会の開催(年１２回) 

(2)県医師会雑誌(年１２回)の定期的発行 

(3)県民向け広報誌「ミレニアム」の発行(年４回) 

(4)医療・医政に係る各種情報の調査、収集および会員への発信 

 ①県医ＦＡＸシャトル通信の発信 

(5)マスコミおよび県、外部諸団体との交流および対応 

  (医師会活動のパブリシティー) 

 ①マスコミとの交流「九社会との懇談会」 

  (※九社会…県内新聞社・報道局の支局長の会) 

 ②千葉日報「医療現場からの提言」への連載記事提供 

 ③ＮＨＫ－ＦＭラジオ番組『ひるどき情報ちば』内コーナー「ひるどき健康塾」へ 

  の出演 

(6)各地区医師会広報部との密接な協調 

2.健康啓発事業の充実に関する事項 

(1)健康啓発の推進 

 ①千葉県医師会ホームページの充実 

 ②健康ちば推進県民大会への協力 



（公益目的事業）１１．医療安全対策事業 

1.患者の安全を確保するための諸対策 

  (1)医事紛争処理特別委員会の開催(月１回開催) 

  (2)医事紛争対策の推進と的確な処理 

   ①患者支援法等への対応・捜査機関への対応 

   ②医療 ADRへの協力(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律) 

   ③Ai システムの推進・協力(死後画像診断) 

  (3)医療における個人情報保護への対応 

  (4)千葉県医療安全センターへの協力 

  (5)医療安全講習会の開催(２回開催) 

  (6)医療事故調査制度での各種支援対応 

 2.自浄作用活性化に関する諸対策 

  (1)自浄作用活性化推進特別委員会の開催 

  (2)医事紛争発生予防対策並びに自浄作用活性化の推進と研修会の開催 

  (3)患者の安全を確保するための研修会への協力 

 3.その他 

  (1)患者の苦情相談窓口への対応 

    (本会での実施の他、地区医師会への苦情に対する協力) 

  (2)診療情報提供への対応 

  (3)福祉部との連携 



（公益目的事業）１２．医療関連団体支援事業 

１．医会等業務の事務支援 

２．委託業務等整理特別委員会の開催 



（収益事業及び法人運営）総務 

1. 日本医師会並びに関東甲信越ブロック医師会等との連携強化 

2. 関東甲信越医師会連合会との連携強化 

3. 地区医師会との連携強化 

4. 代議員会の開催 

5. 理事会・地区医師会会長会議等の開催 

6. 県医師会・地区医師会合同役員会(地区医師会合同役員会)の開催 

7. 本会各部門の連絡調整 

8. 法人運営に関する事項 

9. 会館の維持・管理に関する事項 

10. 総務部所管の各種委員会の開催 

(1) 定款諸規定等の検討に関する事項 

(2) 裁定委員会の開催 

(3) 倫理委員会の開催 

(4) 本会の在り方検討委員会の開催 

(5) 入会促進検討委員会の開催 

11. 医療関連団体を支援する事業 

12. 県行政と県内大学病院等との連携強化・関係団体への協力 

13. ＤＶ問題及び児童虐待防止への協力 

14. 男女共同参画推進への協力 

15. 会員管理に関する事項 

(1) 会員情報の管理 

(2) 名簿の作成 

16. 各種表彰に関する事項 

17. 事務局運営に関する事項 

(1) 職員の労務管理 

(2) 職員研修の企画・実施 

18. 医師連盟活動への協力 

19. 他部の所掌に属さない事項 



（収益事業及び法人運営）経理 

1.財産の管理に関する事項 

・流動資産（預金通帳等）の把握、管理及び整理 

・銀行印使用簿等による銀行印押印業務の管理、施行 

・物品出納の管理 

2.予算、決算及び収支に関する事項 

・予算編成、決算書作成 

・「経理打合わせ会」を開催:正味財産増減状況の検討 

3.会費等賦課徴収に関する事項 

・徴収方法等の検討 

・会費未納等諸問題の解決を含む徴収業務の遂行 

4.公益法人としての経理業務の適正化 

5.会館に伴う財務業務への対応 

・会館修繕積立金、備品購入、保険等 

・ランニングコストの節約等の検討 

6.財務委員会の運営 

・２３地区より募った委員による会を開催し、予算・決算の説明と検討 

7.経理に関わる規程等の見直しと検討への協力 

・旅費規程等 

8.マイナンバー管理に関する事項 



（収益事業及び法人運営）福祉対策事業 

1.医業の経営の改善並びに会員の福祉、相互扶助に対する事項 

(1)各種福祉制度の会員へのＰＲ及びシステムの改善 

(2)地区医師会への協力 

 ①役員等公務傷害保険の助成促進 

 ②医業経営安定化のための各種支援 

 ③地区医師会誌発行への協力 

(3)個人情報保護への対応 

(4)各種関連団体への協力 

(5)医療安全部との連携 

(6)医師会美術展の開催（年１回) 

(7)医師国保組合健全運営への協力 

(8)千葉刀圭健全運営への協力 

(9)新法人制度移行後の対応 

 ①一般財団法人千葉県医業従事者特定退職金共済会への協力 (退職金、 

  退会給付金、死亡弔慰金の給付） 


