２．日医女性医師支援事業連絡協議会［２月17日
(金)]について（藤井常任理事）
昨年９月から本年１月にかけて全ブロックで開催
された女性医師支援センター事業ブロック別会議で
報告された特徴的・先進的な取り組みの紹介につい
て各ブロックから発表があった。特に印象的であっ
たのは、北海道・東北ブロックの秋田県医師会のイ
クボスへの取り組みについて、女性の社会参加と男
性の家庭参加とイクボスはセットで働き方を考え、
仕事量やシステムも一緒に変える必要があるとの発
表であった。その後、女性医師バンクが新たに取り
組んでいるホームページの刷新等について、専任コ
ーディネーターから説明があり、質疑応答と総合討
論が行われた。参加者は143名であった。
３．第２回北海道がん対策推進委員会［２月20日
(月)]について（長瀬会長）
がん検診の精度向上を目指すために設置されたが
ん検診専門部会の開催状況と昨年12月９日に成立し
た、がん患者の雇用継続やがん教育を推進し、がん
患者が安心して暮らすことのできる社会への環境整
備を盛り込んだ「がん対策基本法」の一部改正につ
いて報告が行われた。その後、平成30年度から実施
する第３期北海道がん対策推進計画の策定の進め方
と作業スケジュール等について協議を行った。
４．日医医療事故調査制度に係る「支援団体統括者
セミナー」後期［２月23日(木)]について
（水谷常任理事）
本研修は、院内事故調査を行うための知識および
技能の習得に加え、医療事故調査制度を牽引する各
地域のリーダー役を養成し、その結果、標準的な考
え方や調査方法が各地域に普及されていくことを目
的として、昨年12月７日の前期に引き続き開催され、
当会からは前期と同様に、小熊副会長、小職、札幌
医科大学附属病院医療安全部・佐々木副部長の３名
が出席した。今回は、課題事案の事実確認と臨床経
過のまとめ方についてグループ討議が行われ、実際
の事故調査に役立つ有意義な内容であった。参加者
数は129名であった。
５．北海道救急医療フォーラム［２月24日(金)・北
見市]について（目黒常任理事）
「北見地域の救急医療を考える」(主催：北見医師
会・当会、共催：北海道・北見市・置戸町・訓子府
町)をメインテーマに、北見市においてフォーラム
を開催した。最初にトピックとして「災害と静脈血
栓塞栓症」と題して北見赤十字病院第一循環器内科・
斉藤部長より、エコノミークラス症候群について熊
本地震などの例を挙げ、説明があった。次に基調講
演として、北見医師会・荒川副会長が「北見市の救
急医療体制に関して」、北見地区消防組合消防本部・
福田課長が「北見地区の救急現況について」をテー
マに講演があった。その後、北見医師会・井上理事
と小職がコーディネーターを務め、医師会・行政・

北海道医師会館９階理事会室

第25回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成29年３月７日（火）18：00 ～ 19：58
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、
三戸・目黒・藤井・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12名）

協議事項
第１号 日本医師会の委員会委員の推薦に関する件
（三戸常任理事）
2017年アジア大洋州医師会連合(CMAAO)第33回
東京総会（９月13日～ 15日開催)における組織委員
会委員に長瀬会長が就任することを承認決定。
第２号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する
件（櫻井常任理事）
申請のあった日医生涯教育講座12件、道医認定生
涯教育講座14件の計26件を承認。
第３号 北海道医師会職制の一部改正に関する件
（三戸常任理事）
当会事務局組織について、本年４月１日より事業
課を１課減じて３課体制とする職制の一部改正につ
いて承認決定。
第４号 職員の人事異動に関する件（三戸常任理事）
現事務局長の定年延長および本年３月末日で北海
道庁を退職(早期退職希望者等)する者の採用などが
承認。併せて４月１日付けの事務局人事異動に関し
次回理事会で承認を得ることと決定。
報告事項
１．平成28年度母体保護法指定医師研修会について
（三戸常任理事）
今年度は、札幌市で２回、函館市で１回の計３回、
当会と北海道産婦人科医会との共催により実施し
た。各回とも「生命倫理に関するもの」
「母体保護
法の趣旨と適正な運用に関するもの」「医療安全･救
急処置に関するもの」をテーマとし、受講者は、第
１回札幌市が43名、第２回函館市が16名、第３回札
幌市が73名であった。
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住民代表により、パネルディスカッションを行った。
参加者は93名であった。
６．健康スポーツ医学推進委員会［２月25日(土)]
について（後藤常任理事）
佐久間副委員長から、2016北海道マラソンの救護
活動で救護テントに搬送されたランナーの熱疲労と
熱痙攣の血液データの分析結果等について報告の
後、当会から伊達市、赤平市、小平町で実施された
北海道老人クラブ連合会が行う平成28年度健康づく
りリーダー養成講習会の結果や、今年度７件申請の
あった道内での日本医師会認定健康スポーツ医制度
再研修会の開催状況について報告した後、意見交換
を行った。
７．第23回日医認定健康スポーツ医制度再研修会
［２月25日(土)]について（後藤常任理事）
スポーツクラブZip支配人・池原健康運動指導士
から「健康スポーツ増進における、健康増進施設、
健康運動指導士の役割」
、国立スポーツ科学センタ
ーメディカルセンター副主任研究員で、男子・女子
サッカー日本代表チームドクター・土肥氏からは「女
性アスリート支援の現在そして今後」をテーマに講
演があり、受講者は日医認定健康スポーツ医等45名
であった。
８．第３回勤務医部会運営委員会ならびに第２回若
手医師専門委員会［２月26日(日)]について
（藤井常任理事）
勤務医部会運営委員が分担執筆した勤務医部会報
告書「勤務医の労働環境を改善するために」が、３
月中旬に発行予定であることを報告し、続いて、平
成29年度全国医師会勤務医部会連絡協議会［10月21
日(土)・札幌市］について、日医勤務医委員会にお
いてプログラムの説明を小職より行ってきたことを
報告し、全体のスケジュール、講師、シンポジスト
などを決定した。
９．医学生・研修医と語る会［２月26日(日)]につ
いて（藤井常任理事）
医学生・研修医が意見交換を通じて、男女共同参
画やワークライフバランスについて性別を問わず、
若い時期から明確に理解してもらうことを目的に日
医と共催で毎年開催している。今年度は、北海道の
地域医療を考える若手医師ワーキンググループに企
画・運営を任せ、
「これからのキャリアを考える」
をテーマにワールドカフェ形式のワークショップを
開催した。最初に「医師のキャリアって何だろう？
医師にはどんな働き方がありますか？」をテーマに、
北大病院女性医師等就労支援室・清水特任助教から
の話題提供と、現役若手医師からのキャリア紹介が
あり、医学生・若手医師がキャリアの考え方を学び、
年代を超えた交流を通してネットワークを作ること
と、今後の自身のキャリアを考えるヒントにするこ
とを目標に意見交換を行った。参加者は、医学生・
若手医師など34名であった。

10．母子保健対策推進委員会［２月26日(日)]につ
いて（後藤常任理事）
北海道が実施する風しん抗体検査事業の実施状況
や昨年４月に定期接種化された日本脳炎ワクチンお
よび10月に定期接種化されたＢ型肝炎ワクチンの接
種状況等について報告があった後、北海道から来年
度の新規事業として挙げる不育症治療費助成事業等
について説明があった。そのほか、渡辺副委員長か
ら保育園における食物アレルギーに関する調査結果
について報告があり、最後に、５月28日に札幌グラ
ンドホテルにて開催する日本保育保健協議会平成29
年度全国研修会の案内があった。
11．学校心臓検診学術判定委員会［２月26日(日)]
について（後藤常任理事）
北海道学校保健会から学校心臓検診事業の今年度
の実施状況の報告、来年度の実施予定について報告・
説明があった後、本検診に関わる関係書類の保存年
限について検討した。また、精密検査の必要がある
場合の保護者への通知に記載している心臓病精密検
査協力医療機関一覧の最新情報を、北海道小児循環
器研究会に確認いただくこととした。
12．都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会
［３月１日(水)・日医]について（岡部常任理事）
厚生労働省より、平成29年度介護報酬改定等につ
いて概要報告があった。引き続き、地域支援事業の
推進をテーマに、高齢者の自動車運転と認知症をも
つ人を地域で支える取り組みについて、鳥取県医師
会・渡辺副会長から説明があり、その後、先進的な
取り組みとして地域リハを中心に、熊本県、埼玉県、
福井県の事例報告があった。出席者は90名で、当日
はテレビ会議システムにより36都道府県医師会に中
継された。
13．医療事故・紛争対応研究会第11回年次カンファ
レンス［３月３日(金) ～４日(土)・横浜市］に
ついて（水谷常任理事）
初日は教育セミナーとともに日頃の発表の場とし
て報告会が行われた。２日目は事故調査制度を振り
返り本制度の実態と課題について様々な立場から発
表と検討を行った。参加者は200名余であった。
14．北海道がん検診従事者講習会[マンモグラフィ
読影（新規および更新講習会）]［３月４日(土)、
５日(日)]について（後藤常任理事）
日本乳がん検診精度管理中央機構教育・研修委員
会との共催で、検診マンモグラフィに係る読影力の
養成、維持・向上を目的に昨年度に引き続き開催し
た。今年度は３月４日(土)に、新規講習会１日目と
更新講習会を同日開催し、新規講習会は２日間にわ
たる講義とグループ講習の後、読影試験を行った。
また、更新講習会は２つの講義と読影試験を行った。
新規講習会の受講者40名、更新講習会49名には受講
証および評価票を発行した。
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15．日医理事会報告（長瀬会長）
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、ハーボ
ニーの偽薬について、いわゆる医師不足・医師偏在
について、HPVワクチンについて、働き方改革に
ついての意見交換を行った。
16．外部各委員会報告
⑴ 第２回北海道子どもの未来づくり審議会［２
月13日(月)]について（藤井常任理事）
副会長に札幌弁護士会・多田弁護士を選出し
た後、
「私たちの希望がかなう北海道の姿」を
テーマに、少子化対策の推進に係る４つの提言
項目をまとめた知事への提言案について協議し
た。また、子どもの世帯の経済状況と生活環境
や学校・家庭での過ごし方などとの関係を具体
的に把握することを目的に実施した、北海道子
どもの生活実態調査結果の速報値について報告
があった。
⑵ 北海道発達支援推進協議会・広域特別支援連
携協議会合同会議［２月16日(木)]について
（三戸常任理事）
北海道発達支援推進協議会から、家族支援お
よび障がい児支援連携体制の整備の報告があ
り、広域特別支援連携協議会からは発達障がい
支援成果普及事業の成果、取組事例集推進校編
（仮称）について説明があった。その後、教育
と保健・福祉の連携の一層の推進、成果普及に
向けた今後の具体的な取り組みについて協議を
行った。
⑶ 北海道医療安全推進協議会［３月１日(水)]
について（水谷常任理事）
北海道医療安全支援センター事業実績(平成27
年度)、医療相談対応事例(平成28年度)ならびに
各委員の所属団体における医療安全に関する取
り組みが報告された。当会からは、平成27年10
月に施行された医療事故調査制度の現況と当会
の取り組み等を説明した。その後、来年度北海
道医療安全推進方針について協議し、承認した。
17．外部報告
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）
２月14日から３月６日までに、標記相談窓口
において当番の役員等が直接対応した案件が無
かったことを報告した。
⑵ 第148回臨時代議員会 議案第２号「当面の医
療政策に関する件」について（笹本常任理事）
小職より発言項目一覧を示し、総論資料を配
付した。
⑶ 北海道厚生局・道健康安全局との打合せ［３
月３日(金)]について（橋本常任理事）
今年度の指導実施結果について北海道厚生局
から報告があり、その後、来年度指導実施計画
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について協議し、了承した。来年度は新規指定
時講習会は計６回、集団的個別指導は計23回、
看護関連施設基準等集団指導は、集団的個別指
導に合わせて５地区で開催する予定である。個
別指導については計126件を予定し、新たに高
点数機関への指導が実施される。

第27回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成29年３月28日（火）18：00 ～ 20：25
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・櫻井各常任理事、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 第148回臨時代議員会の処理事項に関する
件（笹本常任理事）
３月12日開催の第148回臨時代議員会で採択され
た決議文を、日医会長、都府県医師会長、郡市医師
会長、国会・道議会議員、市町村議会議長、政党、
関係省庁、マスコミ等697件へ送付することと決定。
第２号 母体保護法指定医師の指定に関する件
（三戸常任理事）
３月15日開催の審査委員会で指定可とされた新規
申請者３名を、指定医師とすることと決定。
第３号 北海道医師会医師賠償責任保険の拡充に関
する件（岡部常任理事）
従来の医師賠償責任保険に加え、医療従事者への
補償拡充と、産業医・学校医活動時における損害賠
償請求にも対応した拡充を新設し、本年７月１日か
ら募集することと決定。
第４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21件、道医認定生
涯教育講座28件の計49件を承認。
第５号 その他
（1） ４月行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．平成28年度医療事故調査制度に関する研修会に
ついて（水谷常任理事）
道内４ヵ所において開催した。北海道大学病院医
療安全管理部・南須原部長から「医療事故調査制度
の概要と問題点～施行から一年が経過して」
、国立
病院機構北海道医療センター救命救急部・七戸部長
から「医療事故調査に係る死因診断の意義 ～ Aiを
中心に～」をテーマに講演を行い、北見市(10/ ６)、
滝川市(11/15)、釧路市( ３/16)では小職から、名
寄市(10/27)では橋本常任理事から、医療事故調査
制度に対する当会としての取り組みを説明した後、
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質疑応答を行った。参加者総数は236名であった。
２ ．医療関係者等スキルアップセミナーについて
（後藤常任理事）
北海道健康づくり財団の委託を受け、日本小児ア
レルギー学会、ファイザーとの共催により、「食物
アレルギー対策」をテーマに、ガイドラインや生活
管理指導表の作成等に関する学校医等を対象とした
研修会を実施した。また、医療従事者を対象に３月
に岩見沢市で「糖尿病」をテーマとし、地域医療連
携や療養の促進、治療中断の防止等を目的に開催し
た。参加者総数は２会場で70名の参加であった。
３．医師の就労環境作りを支援する事業周知のため
の臨床研修指定病院訪問について（藤井常任理事）
昨年12月に札幌医科大学病院を訪問し、塚本学長、
山下病院長ほか医師、研修医、指導医の先生たちと
女性医師等支援の現状と課題について意見交換を行
った。大学でのオーダーメイドを原則とした女性医
師支援の仕組みや産休取得の際の代替医師など活発
な意見が出された。
４． 第 １ 回 北 海 道 医 師 会JMAT研 修 会[ ２ 月 ４ 日
(土)]ならびに第２回北海道医師会JMAT研修会
［３月20日(月･祝)]について（目黒常任理事）
今後起こり得る広域大規模災害に備え、JMATの
心構えや災害時対応の基本的な認識を共有いただく
ことを目的として、平成24年度より本研修会を開催
している。今年度から基礎編と実践編に分け、より
具体的・実践的な研修プログラムに刷新し、２月４
日（土）に基礎編を、３月20日（月・祝）に実践編
を開催した。基礎編では、旭川赤十字病院・住田救
命救急センター長より「災害医療の基礎知識」、福
島県立医科大学医学部救急医療学講座・田勢教授よ
り「被ばく医療の基礎知識」について講義を行った
ほか、病院の災害対応と受援に関する机上演習や
EMIS(広域災害救急医療情報システム)の操作実習
などを行った。また、実践編では、疾病予防のため
の避難所運営に関する机上演習を行ったほか、旭川
赤十字病院・住田救命救急センター長より「亜急性
期以降における診療」
、札幌医科大学医学部救急医
学講座・水野助教より「災害医療コーディネート」
について講義が行われた。参加者は、医師・看護師・
准看護師・保健師・臨床工学技士・保育士・事務職
員等で、基礎編と実践編を合わせて延べ65名であっ
た。
５．北海道の臨床研修病院合同プレゼンテーション
2017福岡［３月５日(日)]･東京［３月19日(日)]に
ついて（櫻井常任理事）
福岡会場では、道内７病院が参加し、91名の医学
生が北海道ブースに来場した。(参加病院総数286病
院、来場者総数は医学生・研修医合わせ792名)東京
会場では、道内13病院が参加し、362名の医学生が
北海道ブースに来場した。(参加病院総数388病院、
来場者総数は医学生・研修医合わせ2,128名)

６．北海道保険医会・北海道医師会 懇談会［３月
６日(月)]について（笹本常任理事）
当会の当番で開催した。医療政策部門担当役員を
中心に、北海道保険医会・立花理事(政策部長)から
「患者負担増計画」、当会・橋本常任理事(医療保険
部長)から「2018年度医療・介護同時改定」について、
また当会・藤原副会長より厚生労働省・鈴木保険局
長の平成30年の医療と介護の同時改定に関する考え
方等についてそれぞれ情報提供を行い、種々懇談し
た。来年度は北海道保険医会の当番で開催予定。
７．認知症サポート医・かかりつけ医連携に関する
検討会［３月15日(水)・旭川市、22日(水)・函館
市]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、
認知症サポート医とかかりつけ医ならびに多職種を
対象に、地域における認知症の人への支援体制の充
実・強化を図り、医療と介護の連携を推進すること
を目的に旭川市、函館市で開催した。認知症疾患医
療センター、地域包括支援センター、行政の立場か
ら、それぞれ事例報告を行った後、本年３月12日に
施行された改正道路交通法について、北海道警察か
ら解説が行われた。参加者は旭川市115名、函館市
126名であった。
８．都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会
［３月17日(金)]について（小熊副会長）
生涯教育制度に関する議事として、日医・羽鳥常
任理事より平成27年度生涯教育制度集計結果等、日
医総研・矢野主任研究員より全国医師会研修管理シ
ステム、日医生涯教育推進委員会・長谷川委員長か
らは卒前・卒後教育の一貫性から見た制度のあり方
に関して、説明が行われた。診療ガイドラインの活
用促進、モデル・コア・カリキュラムの見直しにつ
いてそれぞれ説明の後、制度運用に関わる質疑応答
が行われた。
９．第３回日本医療安全学会学術総会［３月19日
(日)・東京都]について（水谷常任理事）
「完璧に安全な世界を目指して」をメインテーマ
に、東京大学本郷キャンパスにおいて開催された。
シンポジウムは「完全に安全な世界への将来戦略」
をはじめ他２題、会長講演３題、招聘講演３題、教
育講演１題、特別講演３題およびパネル討論会32セ
ッションが行われ、多数の一般演題(講演、ポスタ
ー )が発表された。
10．日医学校保健講習会［３月19日(日)・日医]に
ついて（後藤常任理事）
「最近の学校保健行政」について講演があった後、
シンポジウムでは「運動器検診の円滑な実施を目指
して」をテーマに３人のシンポジストが講演し、総
合討論を行った。続いて「性犯罪の現状と課題」に
ついて特別講演の後、シンポジウムでは「学校管理
下における事故とその予防」をテーマに６人のシン
ポジストが講演を行った。参加者は354名であった。
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11 ．緊急臨時的医師派遣事業 第10回運営委員会
［３月21日(火)]について（藤原副会長）
来年度上期に係る医師派遣依頼について、センタ
ー病院・初期被ばく医療機関からの依頼では新規１
件、継続13件、適用中止１件、宗谷、日高、根室圏
域からの依頼では継続５件、その他として２件、継
続８件、適用中止18件について内容を精査の上、承
認した。
12．北海道医療事故調査等支援団体連絡協議会［３
月24日(金)]について（水谷常任理事）
本協議会は、道内の支援団体相互の連絡調整と情
報共有を図り、円滑な制度運営と連携強化を図るこ
とを目的に、平成27年10月の制度施行時に設立して
以来、２回目の開催となった。会則の一部改正が了
承され、会長に当会・長瀬会長、副会長に北海道大
学病院医療安全管理部・南須原部長と小職が就任し
ていたが、副会長１名が追加となり、北海道歯科医
師会・大橋理事が新たに指名された。引き続き、南
須原副会長から医療事故調査・支援センターの事業
実績を報告し、当会の取り組みについて小職から、
北海道歯科医師会については大橋副会長から説明を
行った後、意見交換を行った。
13．外部各委員会報告
⑴ 北海道指定難病審査会［３月８日(水)]につ
いて（深澤副会長）
会長に北海道大学大学院医学研究科・福田教
授、副会長に札幌医科大学医学部・高橋教授が
選出された後、難病対策の現況、対象疾病およ
び審査体制について報告があった。その後、道
単独事業について、４月には助成対象疾病が
330までに拡大する予定であること、自己負担
が３割から２割に見直され、重症者も自己負担
が発生することが説明された。
⑵ 北海道肝炎対策協議会［３月13日(月)]につ
いて（小熊副会長）
座長に小職が選出された。その後、北海道に
おける肝炎対策やウイルス性肝炎進行防止対策
医療給付事業について報告があった。そのほか
肝疾患に関する専門医療機関の指定意向調査の
結果が示され、172医療機関の指定が了承され
た。
⑶ がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
評価委員会[ ３月14日(火)]について
（小熊副会長）
第３期５年目となる今年度事業概要について
報告があり、実績に対する評価を行った。その
結果、事業計画どおりに実施されていることが
認められた。
⑷ 糖尿病と歯周病に関わる医科歯科連携推進委
員会［３月15日(水)]について（後藤常任理事）
糖尿病と歯周病に関わる医科歯科連携推進事
業実施計画について説明し、引き続き継続して
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いくこととなった。また、糖尿病教室実施医療
機関への歯科医療従事者派遣については、周知
するターゲットをしぼり、案内していくことを
協議し、了承された。
⑸ 第２回北海道介護実習・普及センター運営委
員会［３月16日(木)]について（藤原副会長）
今年度の事業報告があり、その後、来年度の
事業計画案について協議した。来年度は、今年
度事業を継続するほか、新たに、福祉用具プラ
ンナー研修のeラーニング研修をタブレットで
行えるようにすること、ならびに福祉用具相談・
研修機関協議会、日本福祉用具供給協会北海道
支部と連携し、介護に関する意識啓発や介護知
識・技術の普及について協議していくこととな
った。
⑹ 第２回北海道衛生検査所精度管理専門委員会
［３月17日(金)]について（北野常任理事）
今年度の衛生検査所立入検査実施結果等およ
び外部精度管理調査(ブラインド調査)結果等に
ついて報告があり、その結果に対する対応等に
ついて協議を行った。
⑺ 第14回北海道地域連携クリティカルパス運営
協議会［３月22日(水)]について
（橋本常任理事）
今年度の活動報告と収支決算(見込み)、あん
しん連携ノート(脳卒中・急性心筋梗塞)の運用
状況について報告が行われ、うつのスクリーニ
ング(PHQ- ９)や生活機能チェックリストを追
加した、あんしん生活ガイドブックの改訂(案)
について協議を行った。その後、来年度の活動
計画および収支予算(案)について協議が行わ
れ、本協議会の運営を安定化するため、NPO
法人へ移行し、名称を特定非営利活動法人北海
道医療連携ネットワーク協議会とし、事業・財
産等を譲渡することが承認された。
⑻ 特定非営利活動法人北海道医療連携ネット
ワーク協議会（仮称）設立総会［３月22日(水)]
について（橋本常任理事）
第14回北海道地域連携クリティカルパス運営
協議会において、特定非営利活動法人北海道医
療連携ネットワーク協議会への移行が承認され
たことを受け、開催された。本法人は、安定し
た運営のもと、地域の医療連携の安定化のほか、
医療と介護の連携も視野に入れた活動を行うこ
とを趣旨とし、設立に関わる要件（定款等）に
ついて審議し承認された。
⑼ 第２回北海道助産師出向支援事業協議会［３
月23日(木)]について（藤井常任理事）
今年度事業実施状況は、マッチングが１例成
立し、４月より出向するとの報告があった。続
いて来年度の事業計画では、意向調査と意見交
換会を継続して行い、その情報を基に協力要請
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を行うこととした。
⑽ 北海道精神科救急医療体制連絡調整委員会
［３月23日(木)]について（北野常任理事）
精神科救急医療体制整備事業年度別実績の報
告の後、各ブロックの事業実施状況などについ
て説明があった。その後、精神疾患患者(身体
合併症患者を含む)の搬送および受入れルール
(案)について説明が行われ、来年度も引き続き
協議を続けていくこととなった。
⑾ 第４回北海道がん対策基金運営委員会［３月
24日(金)]について（藤原副会長）
本基金の２月末現在の入出金状況等について
報告が行われた。次に来年度北海道がん対策基
金助成事業について、申請のあった７団体８事
業のうち、審査・評価部会が選定した３団体３
事業、
助成合計金額783,000円を認定した。また、
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た
め、選考委員会設置規程および募集要項等につ
いて決定した。
⑿ 北海道災害拠点病院等連絡協議会・北海道
DMAT連絡協議会［３月24日(金)]について
（目黒常任理事）
北海道が実施した今年度北海道DMATブロ
ック訓練について市立函館病院の平山傑医師よ
り報告があった後、平成28年熊本地震に係る北
海道の対応(DMAT・救護班)と災害拠点病院
の指定要件の充足状況等について事務局より説
明があった。その後、災害拠点病院における事
業継続計画(BCP)の策定について、市立室蘭総
合病院・下舘麻酔科部長より説明があり、BCP
の概念と従来の災害マニュアルとの違いなどに
ついて解説された。事務局から北海道災害医療
従事者研修および北海道災害医療コーディネー
ターについて説明があった後、日本DMAT検
討委員会の概要、来年度の北海道DMAT関係
の日程、本道における今後の災害医療体制の検
討、原子力災害医療体制の見直しなどについて
報告があった。
⒀ 北海道医療審議会第３回医療法人部会［３月
24日(金)]について（深澤副会長）
地域医療連携推進法人の認定について１件が

上程され、審議保留となった。
⒁ 北海道公衆衛生協会第３回常任理事会［３月
24日(金)]について（藤原副会長）
来年度事業執行計画にある北海道公衆衛生協
会賞について、協会理事、全道保健所および学
会会員に対し論文等の推薦を依頼することの説
明があった。また、北海道公衆衛生学会長とし
て、来年度は北海道大学公衆衛生学分野・玉腰
教授、平成30年度は北海道科学大学理学療法学
科・河口教授が内定していることについて報告
があった。その後、三宅会長の退任表明により、
次回理事会にて役員等を選出する予定である旨
説明があった。
14．その他
⑴ 職員の人事異動について（三戸常任理事）
人事交流をしている北海道への派遣職員１名
ならびに派遣に伴う事務局内１名の異動につい
て報告した。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．地域医療専門委員会第２回看護対策小委員会
［３月22日(水)]について（北野常任理事）
平成30年度からの看護職員需給見通しについて、
国の検討状況の報告があった。新たな医療の在り方
を踏まえた医師、看護師等の働き方ビジョン検討会
の報告のとりまとめが遅れているため、国の審議会
が開催できず、国が定める推計方法等の提示が４月
以降となる見込みである。そのため、北海道看護職
員需給見通し策定は、７月に国への需給推計を提出、
９月に公表するスケジュールとなった。
２．地域医療専門委員会第２回周産期医療検討委員
会［３月27日(月)]について（藤井常任理事）
事務局より、周産期医療緊急確保対策2016につい
て報告があり、各委員から各事業の周知方法や市民
向けホームページについての改善点、助産師の人材
育成などについて意見が出された。その後、妊産婦
死亡事例発生の場合における北海道産婦人科医会と
の連携・協力について説明があり、今後、当委員会
において、同医会と情報共有しながら問題事例の協
議を行うこととなった。また、次期、北海道周産期
医療体制整備計画について事務局から説明があり、
11月頃を目途とした計画素案の立案に向けた協議を
進めることとなった。
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