で幅広い分野を各担当部と協力して事業の改善、推
進に努めて参りたいと存じます。
当面の課題としては時代の変化とともに医療機関
の多様化、系列化等により定率会費が非常に不公平
になっており、これを是正しなければなりません。
定款は新公益法人制度により変わったものの、その
施行規則や内部規定などが古いままに残っており、
これも改正しなければなりません。
少子高齢化社会の進行とともに道内の各市町村は
今後過疎化が進み、それに伴い医療機関の減少が予
想されます。医師不足、看護師も含めたパラメディ
カルの不足にも対応しなければなりません。
医師不足に対しては国も医学部の入学定員をかな
り増やしていますが、入学者の３割以上が女性です。
出産等で休職した女性医師の復職支援事業も重要な
課題の一つです。
診療科の偏在も今後さらに問題となると思われま
す。医療訴訟の点からもリスクの多い科は敬遠され
ますし、仕事のきつい科も多くの学生は選ぼうとは
しません。
私が医師を志した頃の仕事のやりがい、使命感な
どは通用しないのだと思います。医師会や行政が何
らかのシステムを考える必要があります。
北海道は他府県から見るととても広域です。重症
急病患者の搬送を考えるとさらにドクターヘリの導
入を推進したいと考えております。
外圧としてはTPPの問題が間近に迫っています。
世界一と言われるわが国の国民皆保険制度が米国の
圧力で薬価や医療材料価格の面から崩れて行く危険
性があります。行政や日本医師会と慎重に協議して
国民が困らないようにしなければなりません。
常々想うのは日々一生懸命働いても一年経つと一
年分の問題が出てきます。会員の皆さま方の御協力
をいただいて難問を解決していきたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。

副会長に就任して
副会長

札幌市医師会
ふかざわ病院

院長

深澤 雅則

この度、平成2
5
年３月９日（土）の第13
9
回北海道
医師会定時代議員会において副会長に選出されまし
た。北海道医師会の会長選挙は実に40
年振りという
ことでしたが、その混乱の中で副会長に選出され、
その重責に押し潰されそうな気がしています。今回
は前任の三宅、宮本、畑の三副会長が全員替わり、
その後を引き継いで今まで以上に道医師会のために
働けということでしょうが、先輩達のようにはとて
もできませんので、微力ながらできる限りのことは
したいと思っています。
私は昭和6
2
年８月に札幌西区において病院を設立
しました。その後支部の班会議で順番ということで
班長を命ぜられ、西区支部の総務部長を経て、札幌
市医師会の理事を３期６年務めました。その後当時
の上埜札幌市医師会長から道医師会に行き、札医と
道医の連携をさらに良くしてほしいと言われ、かな
り躊躇しましたが渋々引き受けました。
道医師会では長瀬会長からいきなり総務部長をし
てくださいと言われ頭の中は大混乱となりました
が、周囲の皆さま方のご協力により６年間、何とか
重責を果たすことができました。
総務部長をしていて大変だったのは社保対処費の
処理と公益法人制度改革に対応することでしたが、
この２つとも現在決着がついております。公益法人
制度改革は当初規制緩和によるものとうたわれてい
ましたが、実際はかなり締めつけが厳しく、国によ
る規制強化制度と現在では思っています。平成25
年
４月１日から北海道医師会は非営利型の一般社団法
人に移行することになりました。
今後副会長としては総務部を含めての管掌ですの
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,
0
0
0
回の会議・会合をこなし、副
長瀬会長は年間1
会長はそれぞれ年間6
0
0
回程度の会議・会合があると
のことで、相当な覚悟が必要です。北海道医師会は
４月・５月は会議がもともと少ないのですが、現在
2
回の会議・会合が予定されて
のところ５月だけで3
います。当然会議は同日複数開催が多くなるわけで
すが、これらの活動は一般会員にはあまり理解をさ
れておりません。見えない医師会活動と言うことに
なります。
医師会の活動は、時間に余裕のある医師が行うも
のではありません。これからの医療を1
0
年2
0
年担っ
ていく若い医師（私はもう若くはありません）が行
うべきものです。自ら将来の医療を考え、あるべき
医療を求め、発言し活動して行くものでなければな
りません。傍観し非難するものでもありません。時
間がない？暇がない？しからば、せめて関心を持っ
ていただきたいものです。そして医師会の活動を理
解し、協働していただきたいと思います。
北海道医師会においては健全財政の維持、北海道
においては地域医療の再建、日本においては医療の
健全化（国民の健康を守り、国民の視点に立脚した
医療であって、決して利潤追求ではない医療）
、こ
れらはすべて会員の理解と協力なしには達成が困難
です。
強い医師会は、医師会員が目的を一にして、同じ
方向を向くことで達成できるものと思われます。新
執行部は会員と共に歩むことを約束します。
会員の皆さま何とぞよろしくお願いします。

就任挨拶
副会長

札幌市医師会
札幌秀友会病院

藤原

理事長

秀俊

私は平成2
5
年３月９日開催の第13
9
回北海道医師
会定時代議員会において、副会長に選出されました。
２年前は初めてという副会長選挙に立候補し、見事
落選しました。今回は4
0
年振りとなる会長選挙と共
に、副会長選挙も行われました。副会長立候補者は
すべて新人でした。長瀬会長は立候補の所信表明
で、３項目の目標を設定し、その項目に沿った副会
長候補を選び、それぞれの候補にその役割を命じま
した。具体的には①地域医療の再構築、②女性医師
および勤務医の就業環境整備、③高齢社会に対応す
る医療・介護の連携強化と在宅医療でしたが、私は
医療と介護の連携と在宅医療という命題でした。私
は札幌市手稲区で昭和63
年開業以来地域連携・在宅
医療を、また平成1
2
年の介護保険制度開始以来医療
と介護との連携を実践してきましたので、内容は比
較的良く理解しているつもりです。
私は立候補時点では代議員ではありませんでした
ので、代議員会場に入ることはできません。後の北
海道医師会代議員会の記録を読みますと、長瀬会長
は北海道医師会の健全財政の維持についても言及し
ております。このたび私は財務部も管掌することに
なりましたので、担当部長や部員・事務とも良く協
議し、なんとかお役に立てるよう会務を全うしよう
と思います。会務分担で私の管掌は、財務・情報広
報・地域保健・地域医療・地域福祉で、担当部長に
はそれぞれのエキスパート（財務＝北野常任理事、
情報広報＝山科常任理事、地域保健＝後藤常任理事、
地域医療＝伊藤常任理事、地域福祉＝林常任理事）
が就き、安定した医師会運営ができるものと考えて
おります。
また本年度から下記の事項が医療政策部から私の
管掌する地域医療部に移管されました。
１．地域医療確保対策の推進：①地域医療にかかわ
る 地 域 別 意 見 交 換 会 の 開 催、② 地 域 医 療 住 民
フォーラムの開催および支援
２．北海道の地域医療政策への提言と施策への対
応：①北海道の地域医療対策、②緊急臨時的医師
派遣事業、③地域医療再生計画、④北海道医療対
策協議会、⑤保健医療福祉圏域連携推進会議
これらは前医療政策部長の直江常任理事が丹精を
込めて行ってきた事業・事項です。私の敬愛する直江
さんの後を継続できることは、大変光栄と思います。
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副会長就任のご挨拶

役員就任のご挨拶

副会長

常任理事

空知医師会
砂川市立病院

小熊

旭川市医師会
旭川赤十字病院
常勤嘱託医

院長

豊

後藤

副会長に選任いただきました小熊と申します。諸
先生には、就任に当たり多大のご支援を賜り、この
場を借りて厚くお礼申し上げます。
私の自己紹介と抱負を述べさせていただきます。
私は昭和5
0
年に北大を卒業、北大第一内科に入局
致しました。学生時代は医学部スキー部に所属し、
この度札幌市医師会会長になられた松家先生には、
弟分として4
5
年間ご指導いただき、長瀬会長をはじ
めとする道医師会の諸先生には、長年のご親交をい
ただいて参りました。砂川市立病院、国立札幌病院、
北大で研修し、その後富山医科薬科大学、帯広厚生
病院、平成３年から再度砂川市立病院に勤務、現在
に至っています。平成８年に砂川市立病院長とな
り、全国の自治体病院からなる協議会（全自病協）、
北
海道病院協会等に所属しています。また、郡市医師
会の空知医師会で副会長、顧問として、地域の諸先
生と一緒に活動して参りました。今回は崩壊の危機
から抜け出せない道内地域医療を、al
l北海道で支
え、
何とか改善の方向へ向かわせられないかと考え、
本職に就任させていただきました。
世間では開業の先生を中心とする医師会と、病院
団体、なかでも税金が投入される自治体病院との間
には、あたかも確執があるように言われます。しか
し、これは完全な誤りです。日本の医療、北海道の
医療を良くしようと思う気持ちは一緒で、大多数の
点では共通の基盤に立っています。一部のみ、お互
いの守備範囲の違いが方法論的違いとして時にみら
れるのみで、このようなことはどんな組織、社会に
もみられることと実感しています。道医師会には多
くの勤務医の先生方が加入され活動されており、こ
うした各種医療団体のリーダーとして、道医師会は
共通の目的に向かって良識ある議論を展開、方向性
を束ねる役割を担っていると考えています。
北海道の地域医療の確保・充実には、ご承知の通
りさまざまな問題が山積しています。微力ではあり
ますが、長瀬会長、深澤、藤原両副会長、ほかの役
員の諸先生と力を合わせて一つずつ着実に取り組
み、少しでも改善、解決の糸口が見出せるよう努力
する所存です。多くの勤務医、開業の先生達から忌
憚のないご意見を頂戴し、一歩でも前に進めるよう
努めたいと考えています。ご指導、ご鞭撻を宜しく
お願いいたします。
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名誉院長

聰

このたび、
常任理事に就任いたしました後藤聰です。
私は札幌で生まれ育ちました。札幌南高校卒で、
あの6
0
年安保の年に北大に入学しました。当時は山
鼻に住んでおりましたが、石山通を自転車で大学に
通ったものです。
入学してすぐの安保反対闘争から始まって、イン
ターン制度反対、国家試験ボイコット、医局講座制
反対、専門医制度反対等々思えばよく反対運動ばか
りをして参りました。
学生時代は、運動部にばかり熱心だったこともあ
り、当時の学生には珍しく麻雀は全くしたこともあ
りません。酒も飲むとすぐ赤くなって吐くという情
けない状態でした。ただ、40
歳になるころから、ど
ういうわけか酒は飲めるようになりました。もとも
と適性があったようで、今は家内に怒られながら、
人並みに遅れを取り戻そうと飲んでいます。
卒業後は一年間のインターンの後、脳神経外科の
大学院に入りました。実は当時の教授とは血縁の関
係があって、いつも入局者が少ないとこぼしている
のを聞いていました。取り立てて好きな科もなく、
当たり前のように、脳外科の大学院に入学いたしま
した。
北大脳神経外科は、アメリカナイズされた合理的
な医局だという噂は真っ赤な偽りで、意味もなく病
院に縛り付けられていて、たまに外で日の光を浴び
ると何か凄い違和感を覚えたものです。
２、３年後には、医局講座制に対する反省と反対
運動もかなり激しく起こって参りました。教授はや
やいい加減なところがあり、それをまた医局の皆が
唯々諾々と受け入れる風潮に我慢ができず、私は大
学を去ることにいたしました。
3
0
歳になる直前に､旭川赤十字病院に脳神経外科
医として拾ってもらいました。それ以来40
年以上、
この病院にお世話になっております。
5
0
代の初めから次第に臨床から遠ざかり、病院経
営、運営に携わることが多くなりました。９年間の
副院長時代ののち、最後の９年間は病院長として、
いろいろなことを経験いたしました。
特に、私は生来の新しもの好きで、オーダーリン
グや電子カルテもいち早く導入しました。病院のあ
り方を変革しようとして、地域連携を強化して、外
来の縮小、入院期間の短縮等に取り掛かりました。
1
0

特に再来患者の地域医療機関への逆紹介も他院には
うんと先駆けて行いました。
今だったら当たり前のことになっていますが、当
時は、少し時期尚早の感じもありました。私の進め
方もやや強引でしたので、病院の内外からいろいろ
と批判を受けました。今思い返すと本当によく頑
張ったと自分で感心しています。
医師会とのかかわりについて述べますと、旭川市
医師会の副会長をごく最近４年間にわたり従事させ
ていただいております。またかなり以前に理事も２
年間経験をいたしました。
特に副会長の時には、道北ドクターヘリの誘致に
関して、
故増田一雄会長とともに知事へ陳情に伺い、
旭川医大との微妙な話し合いに、常にご一緒させて
いただきました。貴重な経験を積ませていただきま
した。その際には北海道医師会にも大変お世話にな
りました。
昨年に定年退職となり、現在は常勤嘱託医として、
旭川赤十字病院には毎日朝早くから出勤してはいます。
今回この素晴らしい機会を与えていただきまし
た。せっかくのことですから、精一杯頑張ってみた
いと思っています。
普段は読んでもいなかった、
“北海道医報”をネッ
トで必死に読み返しています。今更ながら北海道医
師会の活動の深さと広さとに驚いております。た
だ、都道府県医師会というのはなかなか存在意義を
見つけるのが難しいという感じを持ちました。地域
の医師会のように密接に会員と結びついてもいない
し、日本医師会のように医療政策に直接絡むわけで
もない。このあたりを、どう考え、解決していくの
か、
これから私自身も模索してみようと思っています。
年齢は重ねても、浅学非才の身ですが、どうぞよ
ろしくご指導をお願い申し上げます。

常任理事就任のご挨拶
常任理事

旭川市医師会
林医院 院長

林

宏一

第1
3
9
回定時代議員会にて、北海道医師会常任理事
としてご承認いただきました。道北ブロックからの
推薦枠２名のうちの一人として道医師会の運営に直
接かかわることとなりましたが、どこまで務まるの
か「身の程も弁えず」の大馬鹿者がと会員諸志より
お叱りを受けそうな思いで、戦々恐々としているの
が偽らざる昨今の心境です。
旭川市医師会では、故増田会長の下で２期地域福
祉部長として、現山下会長の下で１期成人保健部長
として働かせていただきました。この間に道医師会
代議員として代議員会にも参加する機会を得られ、
何回か質問もさせていただきました。
これらの経験から医師会会員として直接医師会の
運営に関与することがどのようなことなのか、ある
程度は理解したつもりでおります。
日本医師会の末端の組織として郡市医師会から道
医師会を見ると、
いろいろなことが考えさせられます。
今般第１回常任理事会にて藤原副会長の管掌の下
で地域福祉部長を、岡部医業経営・福利厚生部長の
下で副部長を、また、橋本医療保険部長の下で部員
としての役職を命ぜられました。
地域福祉部は副部長に水谷先生（医療安全・医事
法制部長）と、部員として伊藤先生（地域医療部長）
の三人で構成されております。この部の前任常任理
事は前川勲先生で３期５年６ヵ月務められておりま
した。前川先生も旭川市医師会・道北ブロックより
推挙されており、そのご活躍は北海道医報にほぼ毎
号ご執筆されており、本当に道医師会にとって希有
な貴重な方が退任され、その後釜として不肖私が担
当してよいものかと、心底思っております。水谷先
生や伊藤先生には今後２年間、大変なご苦労をお掛
けすることになるやも知れません。どうぞよろしく
お力添えのほどお願い申し上げます。
ところで、地域福祉部は医療保険 域のみならず
介 保険 域の業務が多く まれます。介 保険法
が制定されてからすでに10
年以上が
、この法
の も も らかになってきております。政 が変
わり、後期高齢者医療保険も
の
ですが、国
は 高く「地域
ア ステ 」の 行には 始
一 して
しています。少子高齢化を見 え医療
保険の
回 の一 として、介 保険法による
互
を
として制定された法 も、度重なる介
1
1
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護保険料の値上げによりそろそろ限界に近づいてい
る気さえいたします。介護保険法では医療者のみな
らず他業種参入の機会を与え、広く門戸を開けたま
では良いのですが、それによる種々の弊害も認めら
れます。国が考える制度も全国一律で良いはずがな
く、保険料は徴収されますがサービス自体が地域に
よっては存在しません。この存在しない状態で「地
域包括ケアシステム」を構築しようと思ってもどだ
い無理なことです。北海道の冬の降雪と厳寒は筆舌
につくしがたく、この地で事業者は地域における医
療や介護、福祉事業者との連携を懸命に模索し、苦
慮しています。従って、ここに北海道医師会が存在
する意義があると考えています。
道行政との緊密なかつ、巧みで濃厚な折衝と地域
住民への丁寧なプロパガンダにより、地域特性を熟
慮した北海道特有のシステムの構築を先導すること
こそがわれわれの課題と一人で思っています。
このことは、何も介護・福祉に限ったことではな
く、迫り来る介護療養病床の廃止問題や身近に迫っ
た有床診療所における、管理栄養士問題など拾い上
げれば切りがありません。
国の厚生官僚が机上で作製した種々の制度が２年
ごとの改訂で打ち出され、そのたびにわれわれ当事
者は右往左往しています。介護認定審査のための一
次判定プログラムの度重なる変更時の混乱の経験は
記憶に新しいところです。
日本医師会からの種々の資料や情報の郡市医師会
への伝達や、道行政からの各部門への通達などの中
継業務に終始しては、これだけの組織がもったいな
い。北海道医師会がなくてはならない機構として有
意義に機能するには、どのようにすべきか実際に組
織の中に入って体感したいと思っています。先にも
述べた管理栄養士の件では北海道ルールの特例を行
政に提示すべきです。
医師会会員の加入問題では最大のネックは医師会
費が高いことだと思います。殊に、一般勤務医に
とっては所属する種々の学会費の平均より安価にす
べきと考えます。会員数が伸び悩んでいる現状で
は、医政議員の擁立は今後も困難を極めるでしょう
から。
就任の挨拶に名を借りて、本当に好き勝手な世間
知らずのことを述べてしまいましたが、２年後の退
任の挨拶では「あいつは早くやめて良かった」と言
われないように与えられた職責を果したいと考えて
おります。
どうぞ宜しくご指導、ご鞭撻の程、お願い申し上
げます。
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常任理事就任のご挨拶
常任理事

札幌市医師会
ささもと眼科クリニック 院長

笹本 洋一

このたび、平成2
5
年３月９日開催の第1
3
9
回北海道
医師会定時代議員会で常任理事に選出していただき
ました笹本洋一でございます。会員の皆さま、代議
員の皆さまに心から感謝申し上げ、紙面を借りてご
挨拶させていただきます。
私は、昭和3
4
年５月2
7
日生まれの53
歳でございま
す。昭和5
9
年に北海道大学を卒業し、北大眼科に入
局、平成1
3
年に大学を辞して、札幌市地下鉄南北線
麻生駅の上で無床診療所を開設いたしました。開業
と同時に、札幌市医師会、北海道医師会、日本医師
会に加入させていただきました。平成21
年より札幌
市医師会の理事に選ばれ、２期４年間に総務部、政
策部、医療保険部、地域社会部に所属させていただ
きました。
北海道医師会では、社会保険医療指導委員協議会、
会費・負担金等検討委員会、定款等検討委員会、学
校保健推進委員会、学校心臓検診推進委員会に出席
させていただきました。学校保健推進委員会に出席
のため、稚内市、帯広市を訪問し、郡市医師会の諸
先生と交流を深めることができました。
平成2
1
年より２期４年間、北海道医師会代議員に
選出され、８回開催された代議員会のすべてに出席
させていただきました。
「地域における厚生事業につ
いて」の題で代表質問を１回、
「ナースプラクティ
ショナー（NP）の導入について」
「特定看護師制度
（仮称）の導入について」
「医療ツーリズムについて」
「社会保障の共通番号制について」
「任意接種ワクチ
ンの公費助成について」の題で一般質問を５回させ
ていただきました。今後は、質問する側から答弁す
る側に立場が変わりますので、内部でしっかり議論
を行い、回答させていただきたいと思います。
平成2
5
年４月2
0
日開催の北海道医師会第１回理事
会で、常任理事の会務が決定し、医療政策部長、医
療保険副部長、総務部員に任ぜられました。これま
で諸先輩が築かれた事業に敬意を表するとともに、
改めて会務の重さに身が引き締まる思いです。
医療政策部は、文字通り政治に大きく左右される
部署であり、今年は第2
3
回参議院議員通常選挙を目
前に控えています。昨年1
2
月1
6
日に第4
6
回衆議院議
員総選挙が行われ自由民主党が第１党となり、自民
党・公明党の連立政権が樹立しました。総選挙に先
立ち、社会保障・税一体改革にかかわる民主党との
1
2

３党合意が形成され、社会保障制度改革推進法が成
立しました。この法律で、社会保障制度改革を行う
ため必要な事項を審議するため、内閣に社会保障制
度改革国民会議の設置が決まり、期限は平成25
年８
1
日と閣議で決定しました。検討項目には、医療
月2
の改革、介護の改革、年金の改革、少子化対策の４
項目が含まれます。この国民会議の審議事項が、今
後の医療政策の基本となり、医療関係者に大きな影
響を与えることになりますので、その動向に最大限
の注意を払う所存です。
今回、縁があって、北海道医師会の執行部の一員
に加えさせていただきました。会員の諸先生をはじ
め、役員の皆さまのご指導、ご鞭撻を賜り、また、
これまで北海道医師会を支えてきてくださいました
事務局の皆さまにご協力をお願いし、北海道医師会
会員のため、さらに、北海道民のため、会務の執行
に務めさせていただきます。今後とも、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

超少子高齢・人口減少社会が少し先に待ち構えて
おります。たとえば、1
0
0
歳以上の方が50
年前は15
3
人だったものが現在４万4
,
0
0
0
人、5
0
年後には6
4
万人
となるといわれております。また、過日にも総人口
0
4
0
年以降
の減少が新聞に取り上げられましたが、2
のそれは毎年1
0
0
万人ずつ減り、5
0
年後には8,
7
0
0
万
人となることが見込まれております。その時の高齢
化率は4
0
％に達するとのことです。これらにより生
産年齢人口も25
年後には４分の１減少し50
年後には
半減してしまいます。いずれは1
.
3
人で１人の老人
を支えなくてはなりません。
そうした中で年間死亡者数は1
2
5
万人から16
0
万人
へとなり、多死社会と呼ばれる時代が訪れます。
しかし、これら問題点を指摘することは容易です
が、その処方については五里霧中の状態と言えます。
それが明白になるまで手をこまぬいているだけの猶
予は、もはや少なくなっています。
この否応なしに訪れる未来について、私たち医療
人がどう対応していくのかを策定していかなければ
なりません。
「じゃあ、いつやるか？今でしょ！」(
※「OLに嫌
われる上司」第３位は、
「流行に迎合する」)
未来を信じ、先人の知恵を借り、小異を捨て、共
に考えていけたならと考えております。まずはこの
１期２年間、どうぞよろしくお願いいたします。

北海道医師会理事に就任して
理事

札幌市医師会
松家内科小児科医院

院長

松家 治道

理事就任ご挨拶
さる平成2
5
年３月９日の第1
3
9
回定時代議員会に
おいて、中央ブロックからの推薦により北海道医師
会理事に選出されました。
身に余る光栄と、その責務の重大さに身の引き締
まる思いです。ほかの1
0
名の理事とともに各ブロッ
クを代表するとともに、北海道医師会を支えて参り
たいと存じます。
４期目となりました、長瀬会長を支え、新たに副
会長となられた、深澤、藤原、小熊先生をはじめ、
常任理事の方々と心を一つとして、北海道医療の再
生・発展をお手伝いできたらと考えております。
昨今の医療を取り巻く情勢を見ますと、国政レベ
ルではＴＰＰ交渉参加問題、消費税増税による控除
対象外消費税や、またぞろ顔を出してきた経済財政
諮問会議に代表される新自由主義の輩の動きなど、
問題が山積しています。さらに道内へ目を向ける
と、地方の医療は医師をはじめとする医療関係者の
不足により崩壊へと進んでおります。また、道内都
市部でもその疲弊が顕著となりつつあります。
一方で首都圏には若手医師があふれかえっている
と聞きます。医師養成数を増やしても、その偏在を
解消しなければ解決にはなりません。そのほかの医
療関係者の養成および適切な配置も重要でしょう。

理事

北広島医師会
さいとうクリニック

斎藤

理事長

洌

このたび、中央ブロックからの推薦を受け島田道
朗先生の後任として理事に選任されました斎藤洌です。
私は札幌円山生まれの円山育ちで小・中・高・大
学と徒歩通学で、札幌医科大学を卒業し、札幌医科
大学胸部心臓血管学教室に入局し教室を離れるまで
円山で暮らしました。
幼少時よりカラス山を中心に春・夏・秋・冬と遊
びに時間を費やし、今でも円山が好きです。
私の は、少年時代教師になる を ち札幌師
学校を卒業しました。そして教育者の第一歩を広島
（現在の北広島市）の小学校に 任しました。ま
た、
は若くして 卒中に れ、当時通称リ ビ
リの 設がなく早い時期にリ ビリを受けていた
ら、もう少し身体の機能が回 しただろうという思
いから自分と同じ
の人のために、 山に北広島
リ ビリ ン ーを設立するため
しておりまし
1
3
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た。その縁のもと、広島町の現在地（里見町）で開
業する決心を固め昭和5
3
年７月に開業し現在に至っ
ております。
当時は千歳医師会に所属し、昭和56
年分離独立し
北広島医師会が設立され、同時に夜間急病センター
を設立し、輪番制2
4
時間診療体制を確立し現在も奮
闘しております。
北広島市は公的医療機関がなく、当医師会は地域
医療を守る重大な責任があり、行政と協力し地域住
民の健康と安全に貢献しております。
当医師会も医師会活動が活発とは言えず、医師会
活動の活性化を目指して運営をしております。郡市
医師会の元気が北海道医師会、日本医師会を元気に
すると考えています。そのために少しでも役立てれ
ば良いと思っています。
皆さまのご鞭撻をお願いいたします。

北海道医師会代議員会
議長に就任して
議長

函館市医師会
本間眼科医院

本間

理事

院長

恩村 宏樹

平成25
年３月９日の第1
3
9
回北海道医師会定時代
議員会において、道南ブロックからの推薦を受け、
函館市医師会会長伊藤丈雄先生の後任として理事に
選任されました恩村です。
現在、函館市五稜郭町で、無床の内科診療所を開
いています。平成1
8
年４月より函館市医師会理事、
平成2
2
年４月より函館市医師会副会長を務めており
ます。本来であれば、私ごときが北海道医師会の理
事になるべき立場ではなかったのですが、諸般の事
情によりお引き受けさせていただきました。
今日の医療を取り巻く環境には数多くの暗雲が立
ち込めています。TPPへの参加がかなり現実味を
帯びてきた中で、どのように国民皆保険制度を堅持
していくか。医師不足・医師偏在の問題に絡み、医
科大学・医学部新設にどう取り組んでいくか。超高
齢化社会を目前に、地域包括ケアシステムをどのよ
うに構築していくか等々、数え上げれば切りがない
ほどの難問が山積しています。
そのような中で、このたび道医の理事就任にあた
り、微力ではありますが、長瀬会長の下、より良い
医療環境を整えるべく努力していく所存でありま
す。皆さまのご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い
申し上げます。
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哲

平成25
年３月９日開催の第13
9
回北海道医師会定
時代議員会において議長の大役を仰せつかりまし
た。あえてこの時期に議長を務めることの重大さに
身の引き締まる思いであります。今後1
0
年、2
0
年の
医療情勢は、高齢化による医療費増大と世界経済情
勢の不安から国内不況が続き、医療費の財源不足が
遷延化し、十分な医療提供体制が確保できなくなる、
というのが医療に携わる者大概の認識であります。
これは小泉政権以来、民主党時代もこのたびの安部
政権も、結局は財政優先の医療政策をとり続けてい
ることに起因します。TPP参加に反対の狼煙を上
げて当選した北海道の衆議院議員も安部首相のかた
くなな参加表明の前になすすべもありません。果た
してこれからの日本の医療は自民党に任せて本当に
大丈夫でしょうか？一抹の不安が過ります。日医の
横倉会長はTPP参加に断固反対し国民皆保険制度
を守る、そして地域の住民へ良い医療を提供するこ
とが日医の責務であると述べています。ここまで崩
壊した北海道の地域医療、言葉を換えれば医師・看
護師不足に終始する地域間の医療格差をどのように
して実情に合った良い医療制度に変えていくので
しょうか。全く先が見えず混沌とした現実が眼の前
にはだかります。北海道の広域性や人口・都市機能
の札幌一極集中化を考えると北海道医師会は他府県
とは異なる医師会運営が行われて然るべきと思われ
ます。無理難題が山積する中でこれからの代議員会
は大きな役割を担っております。北海道の地域医療
崩壊が少しでも良い方向へ再生されるよう代議員会
での活発で建設的な意見交換を期待してやみませ
ん。
顧みますと平成2
1
年に副議長として塩野恒夫議長
の補佐役をお引き受けし、議長席で代議員諸先輩の
ご尊顔と正対して以来４年の月日が過ぎました。そ
の間８回の代議員会では代表質問・個人質問を取り
仕切る傍ら、多くを学ぶことができました。時に進
行時間の調整が難しく、質問者よりも理事者答弁の
短縮に気を揉むこともしばしありました。また、日
医の代議員会にもオブザーバーとして参加し、各代
議員の矢継ぎ早で鋭い質問を上手く整理する技、理
事者の答弁を簡潔に導く技など、ベテラン議長の采
配振りを目の当りにすると、
『議長はかくも孤独な存
在である』とも認識いたしました。これからは各質

理事就任ご挨拶
函館市医師会
恩村内科医院

院長

1
4

問の議長には稲川副議長のお力添えをいただきます
が、代議員会の会務の公平、公正な遂行と時間厳守
の進行に誠心誠意心がけたいと思いますので、代議
員諸先輩のご高配ご鞭撻の程よろしくお願い申し上
げます。これをもちまして乱文ながら就任のご挨拶
とさせていただきます。

北海道医師会は札幌に代表される大都市の医療問
題と人口が少なく、広大で、最寄りの医療機関への
アクセスが難しい過疎地に代表される医療問題を、
住民の命と健康を守るという基本的視点から行政と
ともに解決していかねばならない法人組織であると
思います。その中で代議員会は大変重要な議決機関
であり、活発な討論の中から、より良い方向性が導
き出されることが期待されていると思います。代議
員会議事運営に際しましても、本間議長を補佐し、
執行部、代議員、会員の皆さまが納得できる、定款
に沿った公平な代議員会運営を心がけていきたいと
思っております。議事進行など不慣れなことも多々
あると思いますが、よろしくお願いいたします。

副議長就任のご挨拶
副議長

室蘭市医師会
いな川こどもクリニック

稲川

院長

昭

平成1
3
年度より1
2
年間、室蘭市医師会から北海道
医師会代議員として選出させていただいておりまし
た。このたび副議長に当選いたしました。
今までは室蘭市医師会理事、副会長、会長として
西胆振医療圏の問題を主に考えてきておりました。
また、北海道小児科医会副会長として、北海道医師
会と共同で北海道小児救急医療地域研修会事業にも
携わってきておりました。長瀬会長をはじめ、北海
道医師会執行部の皆さまや事務局の皆さまには長年
大変お世話になっておりました。今回副議長に就任
し、今後は西胆振のみならず、北海道全体のことも
視野に入れ、考えていかなくてはならないと改めて
感じております。
医療をめぐる情勢としては政権交代により、"
新自
由主義"
的な経済効率重視の医療政策が幅を利かせ
てきそうです。医療を成長産業に！を合言葉に医療
特区構想など大きく報道されております。小泉改革
により打撃を受けた中小都市、町村の医療格差問題
が解決されず、より問題が増幅され、地域医療崩壊
が加速されないか心配です。
厚生労働省の専門医の在り方に関する検討会報告
書（2
0
1
3
年４月22
日）で、基本領域専門医の1
9
番目
として総合診療専門医が了承されました。今後、PC
連合学会、内科、小児科、救急学会などと協議しな
がら、具体的なプログラム、認定基準などの制度設
計が構築され、2
0
1
7
年からスタート予定とされてお
ります。全国的には日本医師会が懸念するようなこ
とも含めましてまだ多くの議論があるところと思わ
れますが、北海道のような過疎化が激しい地域での
医療問題の解決の足掛かりになる可能性がありま
す。旭川医大、札幌医大などの地域枠入学制度の動
向や、地域医療を担う意欲のある若手医師の生涯設
計を後押しするソフト面での充実もしっかり検討さ
れなければならないことも含めて、今後の推移を見
守らなければならないと思っております。
1
5

平成2
5
年6
月1
日
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