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○日医感染症危機管理対策協議会 日医
○府中地区医師会准看護学院卒業式
府中地区准看護学院講堂

１日（木）○インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）実地研
修会

○労災医療関係団体連絡協議会

労災

保険情報センター

県立広島病院

９日（金）○医療事故専門委員会

○産業医研修会
○原対協常務理事会

○情報委員会

○救急ネット操作説明会

○医療政策研究会議打合せ

○平成１８年度都道府県医師会事務局長

○広島県訪問看護ステーション協議会

連絡会

理事会

日医

○有床診療所に関する検討委員会 日医
公開講座「このままで

は、病院から医師がいなくなる！」

○留学生の送別会・激励会
１０日（土）○地対協

八丁堀

訪問看護推進部会

○バイオクリマ研究成果発表会

○広報委員会

国土

環境株式会社

○広島医師会館管理常務委員会
○日本医師会臨床検査精度管理調査報

１１日（日）○第９６回定例代議員会
○第４７回医師共済会総代会

日医

○第６６回定例総会

○救急ネット操作説明会
○日本ユニセフ協会広島県支部理事会

１２日（月）○医療事故専門委員会
○広島医学編集委員会

厚生年金会館
３日（土）○医師共済会運営委員会

Ｈグラン

○損害保険医療協議会・労災自賠責委員会
○広島大学後援会の評議員会・理事会

ヴィア広島
○協力貯蓄運営委員会

Ｈグランヴィ

広島大学学士会館
○ＨＩＣＡＲＥ幹事会

ア広島
４日（日）○かかりつけ医認知症対応力向上研修
会

八丁堀

シャンテ
シャンテ

ＹＭＣＡ国際文化ホール
○医療事故専門委員会

告会

○救急ネット操作説明会
○広島県日中親善協会理事会

２日（金）○医療事故保険審議会
○勤務医部会

八丁堀シャンテ

県庁北館

○新型インフルエンザ対策専門家委員
会医療体制検討部会

東広島保健医療センター

県庁

１３日（火）○常任理事会

○広島県産婦人科医会総会
５日（月）○地対協常任理事会・定例理事会

鯉

○融資検討委員会
○広島県教育委員会学校保健・地域保

城会館
○救急ネット操作説明会 尾三地域事務所
○救急ネット操作説明会

福山すこや

健連携推進事業連絡協議会

国際大

学立町キャンパス
○広島県精神保健福祉審議会 県庁北館

かセンター
○安佐准看護学院卒業式 安佐准看護学院

１４日（水）○女性医師部会講演会

広仁会館

○インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）実地研

６日（火）○第６回理事会
○救急ネット操作説明会 備北地域事務所
７日（水）○地対協 乳幼児聴覚障害対策特別委員会

修会

市立三次中央病院

○社会保険診療報酬検討委員会

日医

後発医薬品問題特別委員会

○日医医師会共同利用施設検討委員会 日医

○救急ネット操作説明会 呉市医師会館

○被ばく医療協力機関会議 広大歯学部

○日医医療政策会議

○へき地医療支援機構運営委員会

○地対協

日医

○広島市医師会看護専門学校医療高等
課程卒業式
○プライマリ・ケア研究会準備会
８日（木）○第３回認知症地域医療支援事業関係
者会議
○広島市医師会看護専門学校医療専門
課程卒業式

立広島病院

新東棟

１５日（木）○心筋梗塞予報委員会
○地対協

県

アンデルセン

アトピー性皮膚炎対策特別

委員会
○日医広報委員会

日医

○原対協常務理事・参与会
○都道府県医師会介護保険担当理事連
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絡協議会

日医

事連絡協議会

○広島県インフルエンザワクチン需給
調整連絡会

県庁

日医
産業保健推進センター

会

○医療関係機関等を対象とした特別管
理産業廃棄物管理責任者講習会

広

島県情報プラザ
新霞ヶ関ビル

○日本赤十字社代議員会 新霞ヶ関ビル
○都道府県医師会生涯教育担当理事連
日医

１７日（土）○メディカルトリビューン不眠症セミ
○日医 治験活性化シンポジウム 日医
○県民公開講座「新型インフルエンザ
対策講習会」 南区民文化センター
○医療事故調査会シンポジウム

大阪

国際交流センター
中国新聞社ホール

リー

緩和ケア推進専門委員会

○救急災害部会・救急医療情報ネット

安佐医師会

○医療事故調査会シンポジウム

○広島がんセミナー理事会および評議
広島市医師会検査センター

○広島県医療審議会

県庁北館

２７日（火）○常任理事会
○介護サービス質向上委員会 県庁北館
○広島大学医学部のブロック委員長会
広島大学病院外来棟

２８日（水）○女性医師の勤務環境の整備に関する
Ｈグランヴィア広島

○市郡地区医師会生涯教育担当理事連
絡協議会

大阪

国際交流センター

○市郡地区医師会介護保険担当理事連
絡協議会

１９日（月）○医療事故専門委員会

広島ガーデンパレス

○平成１８年度認定看護師教育課程「新生

○勤務医部会役員会
○医療秘書運営委員会・講師会

Ｈグ

ランヴィア広島

講習会

○安佐医師会学校保健部会総会及び研

児集中ケア」修了式 広島県看護協会
Ｈグ

ランヴィア広島
○地対協 臓器移植体制打合せ ひのき
○広島県看護職員確保対策協議会 県庁
２０日（火）○広島大学医学部医師会との合同理事
オリエンタルＨ広島
安田女子短期大学秘書科
広島プリンスＨ

○兵庫県県民集会「崩壊する日本の医
療」 兵庫県医師会
２２日（木）○地対協

２６日（月）○地対協

議

１８日（日）○ 県 民 公 開 講 座「治 験 っ て な に ？」

謝恩会

日医

ガロイヤルＨ広島

員会

広島国際会議場

２１日（水）○春分の日

作成講習会

ワーク運営委員会合同委員会

日医

○日医医療関係者対策委員会

会

日医治験促進センター

２４日（土）○日医第２回医師国家試験（ＭＣＱ）
○片岡勝子教授定年記念祝賀会

○日本赤十字社理事会

修会

札幌コ

ンベンションセンター
る研究平成１７年度採択課題研究報告

○広報委員会

ナー

２３日（金）○医療政策研究会議

○地域治験ネットワークの整備に関す

１６日（金）○勤務医ゴルフ世話人会

絡協議会

県庁

○日本臨床腫瘍学会学術集会

○広島産業保健推進センター運営協議
会

日医

○地域ケア整備推進医療・介護連携部
会

○都道府県医師会広報担当理事連絡協
議会

２００７年（平成１９年）４月５日（２８）

地域ケア促進専門委員会

Ｈグランヴィア広島
○地対協 救急医療・災害医療体制専門
委員会、救急災害医療情報部会、救急
災害ＷＧ 合同委員会 県庁講堂
○原対協常務理事会
○都道府県医師会情報システム担当理

○支払基金幹事会

基金

○特退協理事会 リーガロイヤルＨ広島
２９日（木）○腫瘍登録委員会並びに資料利用審議
委員会合同会議
○ひろしま国際センター理事会

ひろ

しま国際センター交流ホール
○地域ケア整備推進委員会

県庁北館

○広島県内科会常任幹事会
３０日（金）○医療事故合同委員会
○子育てにやさしい広島推進協議会に
関する打合せ
○ひろしまドナーバンク評議員会並び
に理事会

広仁会館

３１日（土）○全国医師会医療秘書学院連絡協議会
山の上Ｈ別館
○中国四国医師会連合常任委員会
川プリンスＨ新館

品

