件が無かったことを報告し、今後の対応等につ
いて協議した。

第22回常任理事会
日 時
場 所
出席者

北海道医師会館９階理事会室

第21回常任理事会
日 時
場 所
出席者

協議事項
第１号 平成29年度事業計画に関する件
（深澤副会長）
平成29年度の事業計画(案)を承認し、次回理事会
に諮り第148回臨時代議員会に報告することと決定。
第２号 平成29年度予算に関する件（三戸常任理事）
平成29年度の予算(案)を承認し、次回理事会に諮
り第148回臨時代議員会に報告することと決定。
第３号 北海道障がい者施策推進審議会（医療的ケ
ア児支援部会）専門委員の推薦に関する件
（三戸常任理事）
三戸常任理事を推薦することと決定。
第４号 母体保護法指定医師研修機関の指定に関す
る件（三戸常任理事）
母体保護法指定医師が指定を受けるための研修機
関として、新規申請のあった１医療機関を指定可と
することと決定。
第５号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する
件（櫻井常任理事）
申請のあった日医生涯教育講座24件、道医認定生
涯教育講座46件、合計70件を承認。
第６号 第148回臨時代議員会［３月12日(日)］の
開催に関する件（三戸常任理事）
３月12日(日)午前10時から北海道医師会館８階会
議室において、第148回北海道医師会臨時代議員会
を開催することとその提出議題を決定。
第７号 その他
⑴ ２月行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．第３回北海道がん対策基金運営委員会［１月13
日(金)］について（藤原副会長）
本基金の昨年12月末現在の積立状況および自動販
売機や募金箱の設置等の活動状況について報告が行
われた。昨年度に採択された助成事業は４団体５事
業であるが、助成金事業審査に関わる諸手続きの十
分な理解や透明性を確保するため、助成金の交付要
綱および募集要領の一部改正を承認し、ホームペー
ジで公開することとした。また、来年度の事業計画

平成29年１月10日（火）18：30 ～ 19：15
北海道医師会館９階・理事会室
長瀬会長、深澤・藤原・小熊各副会長、
北野・三戸・目黒・藤井・橋本・水谷・
山科・岡部・伊藤・生駒・後藤・林・笹
本各常任理事、津田・藤瀬・篠島各監事
（事務局：安達局長ほか12名）

協議事項
第１号 北海道医師会代議員および予備代議員の定
数に関する件（三戸常任理事）
当会代議員の定数は定款施行規則第44条「定数基
準」および第45条「毎年12月末日現在の会員数」の
規定に基づき定められているが、今回は、札幌市医
師会が２名増員、恵庭市医師会が１名減員、上川北
部医師会ならびに帯広市医師会がそれぞれ１名増員
となるため、代議員定数の総数は３名増の116名と
することと決定。
第２号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する
件（生駒常任理事）
申請のあった日医生涯教育講座35件、道医認定生
涯教育講座20件、合計55件を承認。
報告事項
１．中央情勢報告（笹本常任理事）
「医療計画の見直し等について」
昨年12月26日に公表された「医療計画の見直し
等に関する意見のとりまとめ」(医療計画の見直
し等に関する検討会)の内容について、小職より
解説した。第７次医療計画策定では、医療と介護
の連携や二次医療圏の設定、基準病床数、地域医
療構想区域における医療機関の役割の明確化、各
種指標、５疾病５事業のあり方等を中心に検討さ
れる予定。
２．各部報告
⑴ 当会の医療事故調査等相談窓口対応状況につ
いて（水谷常任理事）
昨年12月13日から本年１月９日までに、標記
相談窓口において当番の役員が直接対応した案
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平成29年１月24日（火）18：00 ～ 19：55
北海道医師会館９階・理事会室
長瀬会長、深澤・藤原・小熊各副会長、
北野・三戸・目黒・橋本・水谷・山科・
岡部・伊藤・生駒・後藤・林・笹本・櫻
井各常任理事、津田・藤瀬・篠島各監事
（事務局：安達局長ほか10名）
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５．認知症サポート医フォローアップ研修［１月22
日(日)］について（林常任理事）
北海道の地域医療介護総合確保基金事業として、
全道の認知症サポート医を対象に、資質向上等を目
的に開催し、認知症サポート医91名が受講した。勤
医協中央病院・伊古田名誉院長による認知症の予防
に関する講演の後、「認知症疑いがある高齢者への
対応と課題」をテーマにシンポジウムを行った。シ
ンポジウムでは、砂川市立病院・内海認知症疾患医
療センター長が認知症初期集中支援チームにおける
サポート医の役割に関する基調講演を行い、引き続
き、猿払村国民健康保険病院・長坂副院長から当該
地域の認知症初期集中支援チームの活動報告、北海
道警察本部交通部運転免許試験センター運転免許試
験課・伊藤適性審査担当課長補佐より本年３月12日
から施行される改正道路交通法について解説の後、
総合討論を行った。
６．日医理事会報告（長瀬会長）
第12回がん診療連携拠点病院等の指定に関する検
討会の件、平成28年度厚生労働科学研究費難治性疾
患等政策研究事業アレルギー疾患医療の在り方に関
する班会議の件等の報告や、第139回日本医師会臨
時代議員会開催の件等につき協議した。理事会の詳
細については日医ニュース等を参照されたい。な
お、事前の理事打合会において、マイナンバーカー
ド（個人カード)への健康保険証機能付与について、
周産期医療協議会の活性化についての意見交換を行
った。
７．外部各委員会報告
⑴ 北海道アルコール健康障害対策推進会議第１
回計画部会［１月17日(火)］について
（岡部常任理事）
道内のアルコール健康障害の現状報告があ
り、関係機関におけるアルコール健康障害対策
に関する説明がなされ、意見交換の後、北海道
アルコール健康障害対策推進計画(仮称)の素案
を本計画部会において、本年５月を目途に策定
するとのスケジュールが示された。
⑵ 北海道歯科保健医療推進委員会［１月20日
（金）］について（岡部常任理事）
北海道歯科保健医療推進計画に基づく歯・口
腔の健康づくりに係る施策の推進状況について
中間報告等があった。後期高齢者対象の保健事
業として、北海道後期高齢者医療広域連合が実
施する歯科健康診査について、本年度は19市町
村で約1,700人に実施した旨報告があったほか、
現在実施中である受動喫煙防止対策に関する調
査について説明があった。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．地域保健専門委員会第1回循環器疾患対策小委
員会［１月16日(月)］について（水谷常任理事）
委員長に北海道大学病院・宝金院長、副委員長に

（案)と収支予算書(案)について説明があり、原資確
保のため、引き続き自動販売機の設置拡大等を図る
こと、新規事業として、本基金を多くの道民に周知
することを目的にロゴマークおよびキャッチフレー
ズを作成することを承認した。
２．都道府県医師会長協議会［１月17日(火)］につ
いて（深澤副会長）
各医師会より提出された７題について、協議がな
された。実態としては在宅医療専門の診療所である
にもかかわらず、開設要件をすり抜け一般診療所と
して地域医療に混乱を来している現状があることに
ついて、日医・松本常任理事より、次回の診療報酬
改定に向けて厳しく対処するとともに、厚生労働省
を通じて各地区の行政に対し、実態把握の徹底を強
く要請するとの答弁がなされた。その他、高齢運転
者に対する認知症診断検査の医療費、転院搬送にお
ける救急車の適正利用、新専門医制度に対する専門
医機構の対応等について協議がなされた。
３．北海道臨床研修病院等連絡協議会･北海道ブロ
ック臨床研修制度協議会合同会議［１月19日(木)］
について（小熊副会長）
道内臨床研修病院など関係団体112名が出席した。
北海道厚生局、北海道保健福祉部から臨床研修病院
実地調査、臨床研修医の採用状況、マッチング結果、
毎年４月に開催している道内臨床研修病院合同プレ
ゼンテーション、研修医との交流会、医学生説明会
などの報告が行われたあと、医師、事務担当の12グ
ループに分け参加者の意見交換を行った。続いて、
エムスリーキャリア株式会社とNPO法人卒後臨床
研修評価機構より講師を招聘し、研修医採用の基本
採用技術、臨床研修病院評価(第三者による)、それ
ぞれの現状について講演が行われた。
４．日本医療コンフリクト・マネジメント学会学術
大会［１月21日(土)・東京都］について
（水谷常任理事）
現在の医学教育では馴染みの薄い患者と医療者間
の医療に対する理解度の差と倫理に焦点を絞り、コ
ンフリクト対応をカリキュラムで実践している大学
の取り組みについて報告された。シンポジウムで
は、日本医師会でも注視している医療対話推進者の
養成について、厚生労働省、日本医療機能評価機構、
地域医療安全推進センターなどの実践者からそれぞ
れ発表がなされ、協議した。特別講演では、医師で
あり社会学者である立教大学・大生教授から医のプ
ロフェッショナリズムについて語られ、公益性、道
徳性、専門性が要求される医師のプロフェッション
は複雑で正解がない、何故なら医師が患者と第三者
に対する責任と説明責任が両立しえない二重忠誠を
求められているからであり、個々人の最善の実践が
必要であるので医療の現場で実践してほしいと結ん
だ。参加者は280名であった。
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１月11日
１月13日
１月15日
１月17日
１月19日

１月20日
１月21日
１月22日
１月23日
１月24日

１月25日 日医有床診療所委員会(林常任理事)
１月26日 日医母子保健検討委員会(三戸常任理
事)
１月27日 全国メディカルコントロール協議会連
絡会(神戸市、目黒常任理事)
１月28日 道内急病センター (診療所)連絡会
１月29日 救急医療研修会、救急医療対策部会全
体会議
１月31日 労災三者懇談会
２月１日 地域医療を担う青少年育成事業連絡会
議、日医社会保険診療報酬検討委員会
(橋本常任理事)
２月２日 北海道医療・福祉関係職能団体等意見
交換会
２月４日 JMAT研修会(基礎編)
２月５日 北海道小児救急医療地域研修会
２月６日 北海道地域医療構想に関する打合せ
２月７日 北海道厚生局との打合せ
２月８日 日医医療政策シンポジウム(長瀬会長、
小熊副会長、笹本常任理事)
２月９日 自動車保険医療連絡協議会、全国地域
包括・在宅介護支援センター協議会総
務広報委員会(東京都、藤原副会長)
２月10日 地域医療住民活動懇談会、指導医のた
めの教育ワークショップ講師打合せ、
日医勤務医委員会(藤井常任理事)

日医救急災害医療対策委員会(目黒常
任理事)
北海道厚生局との打合せ
予算関係三役・担当部長会議、総務部・
財務部合同担当理事会
日医理事会(長瀬会長)、都道府県医師
会長協議会(長瀬会長、深澤副会長)
北海道臨床研修病院等連絡協議会・北
海道ブロック臨床研修制度協議会合同
会議、日医医療関係者検討委員会(北
野常任理事)
日医医師会共同利用施設検討委員会
（伊藤常任理事)
日本医療コンフリクト・マネジメント
学会学術大会(東京都、水谷常任理事）
認知症サポート医フォローアップ研修
三役会、総務部・財務部合同担当理事会
第22回常任理事会、大阪府医師会勤務
医部会研修会(大阪市、藤井常任理事)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ついて報告があった。また、第２回急性期医療実態
札幌医科大学医学部内科学第二講座・三浦教授を選
調査結果の説明があり、その内容を精査し、年度内
出し、北海道医療計画における脳卒中急性期・回復
を目途に意見集約の上、報告書としてとりまとめる
期、急性心筋梗塞急性期の医療を担う医療機関の公
予定。
表状況や、北海道あんしん連携ノートの運用状況に
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

日本のてっぺん☆

わっかないし

北海道 稚内市で開業しませんか？

稚内市は日本の最北に位置し、宗谷海峡を隔てた、わずか43㎞の距離にロシア連邦サハリン州を望む
「国境のまち」で、広大な行政面積を持つ、人口約３万５千人の宗谷地方の中核都市です。
当市では、診療所開設費用の一部として最大約7,000万円を助成しています。
また、運転資金として、2,000万円の貸付制度もありますのでお気軽にお問合せ下さい。

詳細は、

稚内市

開業医

このＱＲコードより稚内市の
ホームページへＧＯ！

わっかないしやくしょ

問い合わせ先 稚内市役所 地方創生課医療対策グループ
電話（0162）23-6287
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Ｅ-mail : tihousousei@city.wakkanai.hokkaido.jp
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