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会員各位 
 

一般社団法人高知県医師会 
会長 野並 誠二 

（公印省略） 

 

「日医かかりつけ医機能研修制度令和４年度応用研修会 

（Web 講習会及び座学受講会場による受講）」開催について（ご案内） 

 

 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、平成２８年４月１日から実施されている本研修制度は、地域住民から信頼される「か

かりつけ医機能」のあるべき姿を評価し、その能力を維持・向上に資することを目的に企画

されています。 

また、令和３年度の介護報酬改定にて、事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを

提供した場合でも、本研修を終了した医師からの情報提供があれば、訪問リハビリテーショ

ン料の算定が可能とされています。（詳細は、「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）」の問26をご参照ください。） 

 つきましては、今年度の研修は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和４

年６月 17 日付日医発第 568 号にて「日本医師会 Web 研修システム」によるライブ配信形

式で開催するとのご案内がございましたので、【別紙２】の開催要項をご参照のうえ、直接日

本医師会へお申し込みください。 

なお、日本医師会 Web 研修システムでの受講が困難な先生方を対象とし、高知県医師会

において下記のとおり受講会場を設置いたしますので、希望される場合は、本紙裏面【別紙

４】受講申込書にご記入のうえ、ＦＡＸまたはメールにて８月１日（月）までにお申し込み

くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

○開催日時 令和４年８月７日（日）10：00～17：15 

○申込方法 座学受講会場にてご参加の場合…【別紙 3】をご参照いただき、【別紙 4】にて、

高知県医師会までお申し込みください。 

○定員 ６０名（予定） 

 

送付内容一覧 

・日医発第 568 号「日医かかりつけ医機能研修制度 令和 4 年度応用研修会（Web 講習会）」 
の開催について 

・別紙１ プログラム 
・別紙２ 開催要綱 
・別紙３ 「座学受講会場（ちよテラホール）での受講の場合」開催要綱 
・別紙４ 高知県医師会館での受講申込書 

 

 

 

 



日医かかりつけ医機能研修制度 令和 4年度応用研修会（Web講習会） 
プログラム 

 開 催 日  （第 1回） 8月  7日（日）10:00～17:15 

（第 2回） 9月 18日（日）10:00～17:15 

（第 3回）10月 30日（日）10:00～17:15 

 Web受講  「日本医師会 Web研修システム」によるライブ配信 

10:00 （１）開会・挨拶 

 （２）講義 

10:05 【専門医共通講習―感染対策：1単位】（予定）  応用研修 1-7：1単位、生涯教育 CC 8:1単位 

 １．かかりつけ医の感染対策（60分） 

 高山 義浩（沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科 副部長） 

 釜萢 敏（公益社団法人 日本医師会 常任理事） 

11:05 応用研修 2-7：1単位、生涯教育 CC19:1単位 

 ２．フレイル予防・対策（60分） 

 鳥羽 研二（地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 理事長） 

 飯島 勝矢（東京大学 高齢社会総合研究機構 機構長 

・未来ビジョン研究センター 教授） 

12:05 ＜ 休憩・昼食 ＞（55分） 

13:00 応用研修 3-7：1単位、生涯教育 CC13:1単位 

 ３．地域リハビリテーション（60分） 

 浜村 明徳（医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 名誉院長） 

14:00 応用研修 4-7：1単位、生涯教育 CC10:1単位 

 ４．かかりつけ医と精神科専門医との連携（60分） 

 長瀬 幸弘（医療法人社団東京愛成会 高月病院 院長） 

 来住 由樹（地方独立行政法人 岡山県精神科医療センター 院長） 

15:00 ＜ 休憩 ＞（10分） 

15:10 応用研修 5-7：1単位、生涯教育 CC6:1単位 

 ５．オンライン診療のあり方（60分） 

 今村 聡（公益社団法人 日本医師会 副会長） 

16:10 応用研修 6-7：1単位、生涯教育 CC12:1単位 

 
６．新型コロナウイルス感染症とかかりつけ医〜事例検討を通して〜 

（60分） 
 大橋 博樹（医療法人社団家族の森 多摩ファミリークリニック 院長） 

 清水 政克（医療法人社団 清水メディカルクリニック 理事長・副院長） 

17:10 （３）閉会・挨拶 

17:15 （４）終了 

※内容等が変更となる場合があります。                     （令和 4.6.14現在） 

【別紙１】 



開 催 要 綱 
日医かかりつけ医機能研修制度 令和 4年度応用研修会（Web講習会） 

１．目的・内容 「日医かかりつけ医機能研修制度」における応用研修に規定した中央研修です。 

本研修会では、地域包括ケアシステムの構築に向け、かかりつけ医として日常行う診

療の他に、地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動への積極的な参加や関

係者との連携を行うこと等の社会的機能に関する内容を含んでおります。 

２．主催 公益社団法人 日本医師会 

３．開催日 

（定員） 

・第 1回（定員：2,000名） 令和 4年 8月 7日（日）10:00～17:15   

・第 2回（定員：2,000名）   〃  9月 18日（日）10:00～17:15 

・第 3回（定員：2,000名）   〃 10月 30日（日）10:00～17:15 

４．構成 【別紙 1】「プログラム」のとおり 

５．受講形式 「日本医師会 Web研修システム」（以下、「Webシステム」という。）を使用したライ

ブ配信。 

６．受講対象者 ・「日医かかりつけ医機能研修制度」の申請を希望する医師 

・かかりつけ医となる全ての医師（診療科や主たる診療の場は問いません） 

７．受講料  ・医師会員（郡市区等医師会に所属）・・・無料 

・医師会非会員（郡市区等医師会に未入会）・・・10,000円◆ 

◆ 申し込み完了後にメールにて振り込み方法をご案内します。 

８．申込方法 

・Web受講 

  の流れ 

個別の申し込みになります。各回の受講申込期間に、受講者が Webシステムの受講申

し込みサイト https://seminar.med.or.jp からお申し込みください。Webシステムに

関する詳細は、【別紙 3】「申込方法と Web受講の流れ」をご確認ください。 

受講申込期間 

第 1回 7月 14日（木）13:00（19:00★）～ 8月 1日（月）12:00 

第 2回 8月 24日（水）13:00（19:00★）～ 9月 12日（月）12:00 

第 3回 10月  6日（木）13:00（19:00★）～10月 24日（月）12:00 

※ 先着順のため、定員になり次第締め切りとなります。 

★ 13:00～の募集で申込者が 1,000名に達すると、一時的に応募受付は終了した 

  旨の表示になりますが、19:00になると残り 1,000名分の応募受付が再び可能 

  になります。 

９．取得単位 

・受講証明 

本研修会では、Webシステムにて受講が確認された講義の単位等が下表のとおり認めら

れ、受講実績は「全国医師会研修管理システム」に入力されます。受講証明書は、受

講日の約 2週間後より受講者が Webシステムからダウンロードできます。 

 取得単位等 受講証明 

① 応用研修 1～6 6(各 1)単位 受講証明書 

② 日医生涯教育カリキュラムコード・単位 6CC・6単位  

③ 【専門医共通講習―感染対策】（予定） 1単位 受講証明書 

※ 各講義にあたる単位等は、【別紙 1】「プログラム」をご参照ください。 

※ 受講証明の郵送はいたしませんのでご注意ください。 

10．その他 ・都道府県医師会座学受講会場： 

第 1回（8月 7日）に限り、Webシステムを通じてライブ配信を行います。座学受

講会場の実施および詳細（定員、受講費 等）は、各都道府県医師会に委ねます。 

※ 「日医かかりつけ医機能研修制度」の修了申請および応用研修単位の取得状況、都道府県医師会座学受講会 

場に関するお問合せは、ご所属の（未加入の場合は勤務地等のある）都道府県医師会へお願いします。 

（令 4.6.14現在） 

【別紙２】 

https://seminar.med.or.jp/Top


【   】 

 

【別紙４】 

申込締切：令和４年８月１日 

 

令和４年  月  日 

 

高知県医師会事務局 行 

 

高知県医師会座学受講会場 

「日医かかりつけ医機能研修制度令和４年度応用研修会」 
受講申込書 

 
※本申込書は、座学受講会場による受講をご希望の先生のみご利用ください。日本医師会

Web 講習会での受講をご希望の先生は、日本医師会まで直接お申し込みいただき、本

紙を使用することはございません。 

 

１．令和４年８月７日（日）標記研修会に、 

座学受講会場 (ちよテラホール) から参加します       

２．当日のお弁当（６００円）を申し込みます   【   】 

（申込確認後、受講票を FAX にてお送りする際に、注文受付に関しても、 

お知らせをさせていただきます。） 
 

ご 氏 名 
 

ご 住 所 

〒 

 

医 療 機 関 名 
 

電 話 番 号 
 

F A X 番 号 
 

※申込受付後、詳細事項と受講票をＦＡＸにてお送り致しますので、受講票は当日持参の

うえ、受付に提示願います。本研修会は、受講した講義の単位のみが付与されますの

で、当日の遅刻・早退の時間を管理致します。 
 

【質問・要望事項】 

 

【連絡先】 

   高知県医師会事務局 業務課 西森・駕谷 

   TEL088-824-8366 FAX088-824-5705 Mail：gakujyutsu@kochi.med.or.jp 

  FAX:088-824-5705 

mailto:gakujyutsu@kochi.med.or.jp


日医かかりつけ医機能研修制度令和４年度応用研修会 
「座学受講会場での受講の場合」開催要綱 
 

１．目的・内容 

「日医かかりつけ医機能研修制度」における応用研修に規定した中央研修です。 

本研修会では、地域包括ケアシステムの構築に向け、かかりつけ医として日常行う診

療の他に、地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動への積極的な参加や関

係者との連携を行うこと等の社会的機能に関する内容を含んでおります。 

２．主催 一般社団法人 高知県医師会 

３．開催日 令和 4年 8月 7日（日） 10:00～17:15 

４．会場 

※例年と受講会場が異なりますので、ご注意ください。 

ちより街テラス３階 ちよテラホール 

 〒781-0806高知県高知市知寄町 2丁目 1-37 

５．構成 【別紙１】プログラムのとおり 

６．受講者 
「日医かかりつけ医機能研修制度」の申請を希望する高知県医師会会員。 

かかりつけ医となる高知県医師会会員(診療科や主たる診療の場は問いません。) 

７．定員 60名（予定） 

８．申し込み方法 
別添申込書にて令和４年８月１日（月）までに FAXにてお申し込みください。 

（注 1）定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

９．受講確認 

８月１日（月）以降に FAXいたします「受講票」にて入退館を確認しますので、ご

持参ください。本研修会は、受講した講義の単位が認められますので、遅刻・早退

等の時間も記録します。同時に、医師資格証（必須ではありません）で来館・退館

の登録ができます。 

10．受講証明 

本研修会の受講により認められる単位等と、全国医師会研修管理システム（以下、

研修管理システム）への入力、参加証の交付と送付は下表のとおり。 

 単位等 研修管理システム 証明書類 

① 応用研修 １～６ 6(各 1)単位 入力 受講証明書 

② 日医生涯教育カリキュラムコード 6CC・6単位 入力  

③【専門医共通講習－感染対策】 1単位 入力 参加証 

※証明書類等は、研修会終了後、郵送致します。 

（注１）①～③は、受講された講義の単位等（プログラム参照）が認められます。 

11.その他 

①受講費等：無料 

②当日の昼食について：お弁当（自己負担６００円）の注文をご希望の先生は、こちら

で準備いたします。ご希望の方は、当日お釣りがないようにお願いします。 

③座学受講会場の映像は、「日本医師会 Web 研修システム」を使用した日本医師会からの

ライブ配信です。 

◆ 受講に関するお問合せは、高知県医師会事務局「088-824-8366」へお願いします。 

 

 

 

 

【別紙３】 
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