報告事項
１．第139回日医臨時代議員会［３月26日(日)］に
ついて（深澤副会長）
日医・横倉会長の挨拶と平成29年度事業計画およ
び予算報告の後、平成28年度日本医師会会費減免の
件が提案のとおり承認された。その後、代表質問８
件と個人質問12件が行われ、北海道ブロックからは、
藤原代議員より「中間サーバー等に係る必要経費の
保険者負担について」と題し代表質問を、今代議員
より「外来受診時定額負担について」と題し個人質
問を行った。詳細については、日医ニュースを参照
されたい。
２．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、地域医
療総合確保基金を有効に活用した諸事業の実施につ
いて、高等学校の献血について、重大事故のリピー
ターへの再教育システムの構築についての意見交換
を行った。
３．外部各委員会報告
⑴ 北海道後発医薬品安心使用協議会［３月17日
(金)］について（深澤副会長）
協議会会長には小職、会長代理には札幌医科
大学・宮本教授が選任され、後発医薬品の数量
シェアの推移と80％目標についての報告が行わ
れ、各団体の取り組み状況と今後の取り組みに
ついて協議した。ジェネリックの普及状況にお
いて、地域によって格差が大きいことから、平
準化に向けての対応策が必要であるとの共通認
識を確認した。
⑵ 札幌医科大学附属病院未来医療研究人材養成
拠点形成事業外部評価委員会［３月29日(水)］
について（藤原副会長）
平成25年度より開始している文部科学省「未
来医療研究人材養成拠点形成事業」として採択
を受けたリサーチマインドを持った総合診療医
の養成の中間結果、事業実績の説明がなされ
た。本事業は、北の地域医療を支える総合診療
医養成プランとして今年度までに整備を進める
予定。
⑶ 第21回北海道医療対策協議会総会［３月30日
(木)］について（小熊副会長）
２月末現在の常勤医師の確保、短期勤務医師
の確保、その他の医師確保対策(中・長期的な
医師確保対策)ならびに昨年度地域枠医師の運
営状況と今年度地域枠医師の配置先について報
告が行われた。引き続き、来年度から開始され
る新たな専門医制度に対応するため、地域枠医
師制度の配置等の考え方を見直すことを目的
に、地域枠医師キャリア形成支援検討委員会を
３回開催し、そこでとりまとめられた改訂案（本
制度の改訂案については、概ね３年を目途に必

北海道医師会館９階理事会室

第１回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成29年４月４日（火）18：00 ～ 19：07
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13名）

協議事項
第１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19件、道医認定生
涯教育講座13件の計32件を承認。
第２号 第１回郡市医師会長協議会［５月27日(土)］
の開催に関する件（三戸常任理事）
５月27日(土)午後４時から当会館において開催す
ることと決定。
第３号 特定個人情報等保護管理体制の一部改正に
関する件（三戸常任理事）
４月１日付けで当会の機構改革が行われたことに
伴い、特定個人情報等保護管理体制の一部改正を行
うことと決定。
第４号 北海道医師会職員貸付金の利率に関する件
（三戸常任理事）
長期プライムレート、住宅ローン利率等を勘案し、
昨年度と同様1.80％とすることと決定。
第５号 第１回理事会［４月15日(土)］の議案に関
する件（三戸常任理事）
４月15日(土)午後４時から当会館において開催す
る理事会の提出議案を決定。
第６号 北海道医師会・医師国保組合事務連絡協議
会［５月19日(金)］の開催に関する件
（三戸常任理事）
５月19日(金)午後１時30分から当会館において開
催することと決定。
第７号 その他
⑴ ４月行事予定に関する件（事務局）
⑵ 平成29年度主行事予定に関する件（事務局）
平成29年6月1日
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協議事項
第１号 母体保護法指定医師審査委員会委員の変更
に関する件（三戸常任理事）
北海道の人事異動に伴い、道庁選出委員１名の交
代について承認。
第２号 社会保険診療報酬支払基金北海道支部審査
委員会委員の推薦に関する件（橋本常任理事）
支払基金の現審査委員の任期が５月末日で満了と
なることから診療担当者50名の推薦依頼があり、内
科、外科は関係郡市医師会、その他の専門科は各専
門医会に推薦を依頼することと決定。
第３号 母体保護法指定医師の指定に関する件
（三戸常任理事）
４月19日の審査委員会で指定可とされた、新規申
請者３名、再審申請者１名の計４名を指定医師とす
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、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 日本医師会認定産業医の認定申請に関する
件（生駒常任理事）
認定要件を満たした新規６名、更新10名の申請を
承認し、日医へ申請することと決定。
第６号 日本医師会認定健康スポーツ医の認定申請
に関する件（後藤常任理事）
認定要件を満たした新規１名、更新２名の申請を
承認し、日医へ申請することと決定。
第７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52件、道医認定生
涯教育講座59件の計111件を承認。
第８号 その他
⑴ ５月行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．日医「2020.30実現をめざす地区懇談会in函館」
［３月29日(水)］について（藤井常任理事）
日医で平成23年度から開催している「2020.30推
進懇話会」の活動をさらに推進するため、本活動に
参画する方々との連携を深めることを目的に各地で
ディスカッション等を開催している。当日は、函館
市内の女性医師にお集まりいただき、医師会の女性
医師支援に関する取り組みについて話題提供を行っ
たのち、意見交換を行った。
２．日医女性医師支援センター事業との連携に関す
る意見交換会［３月31日(金)］について
（藤井常任理事）
当会女性医師支援に関する取り組みのヒアリング
と、日医女性医師支援センターとの連携についての
意見交換を目的に、日医・今村常任理事ならびに関
係者が当会を来訪した。当会から女性医師等支援相

要な見直しを図る)について承認された。また、
本協議会の下に設置された自治体病院等広域化
検討分科会にて、自治体病院等広域化・連携構
想に基づく取り組みを進めてきたが、新公立病
院改革プランが策定されたことに伴い、地域医
療構想の中で進めていくこととなったため、自
治体病院等広域化検討分科会は廃止となった。
⑷ 北海道障がい者施策推進審議会第１回医療的
ケア児支援部会［３月30日(木)］について
（三戸常任理事）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律及び児童福祉法の一部を改正
する法律により、医療的ケアを要する障がい児
が適切な支援を受けられるよう、自治体におい
て保健・医療・福祉等の連携に努めることとさ
れたことから、北海道障がい者施策推進審議会
に、医療的ケア児の支援方策を検討する部会が
設置された。部会長として藤女子大学人間生活
学部人間生活学科・橋本教授を選出し、その後、
道内における医療的ケア児支援の状況について
報告があり、意見交換を行った。
４．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）
３月７日から４月３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。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．第４回地域保健専門委員会［３月28日(火)］に
ついて（藤原副会長）
北海道高度がん診療中核病院に北海道大学病院、
札幌医科大学附属病院、旭川医科大学病院を引き続
き認定し、北海道がん診療連携指定病院として新規
１件、更新13件を指定した。また、本道のがん医療
提供体制の均てん化を進めるため、北海道がん診療
連携指定病院整備要綱を拠点病院の旧指針並みのレ
ベルまで引き上げることを承認するとともに、がん
診療拠点ならびに診療病院の審査要領等を今後検討
していくこととした。

第２回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成29年４月25日（火）18：00 ～ 19：10
北海道医師会館９階・理事会室
長瀬会長、深澤・小熊両副会長、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13名）
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出席者

（理事）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・後藤・林・笹
本各常任理事、松家・佐藤・恩村・阿久
津・倉増・山下・稲葉・久島各理事
（監事）藤瀬・篠島両監事 （参与）宮本
参与
（代議員会議長・副議長）本間議長・稲
川副議長
（事務局：安達事務局長ほか14名）
１．開
会
２．会長挨拶
３．報告事項
⑴ 第139回日医臨時代議員会［３月26日(日)］
について（深澤副会長）
日医・横倉会長の挨拶と平成29年度事業計画
および予算報告の後、平成28年度日本医師会会
費減免の件が提案のとおり承認された。その後、
代表質問８件と個人質問12件が行われ、北海道
ブロックからは、藤原代議員より「中間サーバ
ー等に係る必要経費の保険者負担について」と
題し代表質問を、今代議員より「外来受診時定
額負担について」と題し個人質問を行った。詳
細については、日医ニュースを参照されたい。
⑵ 日医理事会報告（長瀬会長）
３月の理事会では、平成29年度第１回都道府
県医師会長協議会開催の件、フレックスタイム
制の導入に伴う就業規則改正の件、日医意見広
告掲載の件等について協議し、また事前の理事
打合会において、地域医療総合確保基金を有効
に活用した諸事業の実施、高等学校の献血、重
大事故のリピーターへの再教育システムの構築
についての意見交換を行った。４月の理事会で
は、第140回日本医師会定例代議員会開催の件、
第６回「日本医師会赤ひげ大賞」実施の件等に
ついて協議し、また事前の理事打合会において、
日本医学会および分科会について等の意見交換
を行った。
⑶ 日医各委員会報告
１）医師会共同利用施設検討委員会［１月20日
(金)・３月８日(水)］について（伊藤常任理事）
２回とも会長諮問「2025年を見据えた医師
会共同利用施設の展開－健康寿命の延伸に向
けた新たな取組と地域における役割－」につ
いてフリートーキングを行った。また、第27
回全国医師会共同利用施設総会（９月２日～
３日・大分市)のプログラムについて協議を
行った。
２）社会保険診療報酬検討委員会［２月１日
（水）
・４月５日(水)］について（橋本常任理事）
２月の委員会では中央情勢報告として、中
医協では来年度の介護報酬との同時改定を踏

談窓口事業に関する取り組みや実績などを説明し、
日医からは女性医師バンクの新体制などについて報
告があった。女性医師支援においては、きめ細やか
な対応が重要であることを再確認した。
３．北海道医師会・北海道獣医師会連携シンポジウ
ム［４月16日(日)］について（後藤常任理事）
昨年３月に北海道獣医師会と締結した学術協力の
推進に関する協定に基づき「One Healthから見た
薬剤耐性菌問題」をテーマに開催した。酪農学園大
学獣医学群食品衛生学ユニット・田村教授、札幌医
科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座・髙橋教
授から講演の後、ディスカッションを行った。受講
者は154名であった。
４．中央情勢報告（笹本常任理事）
「医師・看護師等の働き方ビジョン検討会報告書」
について
本報告書は、診療報酬から医学部定員の在り方ま
で幅広い項目に触れており、今後５～ 10年程度を
基本軸として厚生労働省が政策工程表を作成した上
で、諸課題の解決に向けた検討に着手すべきである
と結論づけられていることにつき、小職より解説し
た。
５．各部報告
⑴ 特定健診集合契約について（後藤常任理事）
４月１日付けで、今年度の代表保険者である
警察共済組合と契約を締結した。集合契約参加
医療機関数は1,527件、そのうち代行入力希望
医療機関数は518件である。なお、昨年度の代
行入力依頼件数は8,960件であった。
⑵ 北海道有朋高等学校通信制課程協力校受講生
定期健康診断の委託契約について
（後藤常任理事）
道内唯一の通信制課程が設置されている北海
道有朋高等学校の生徒のうち、全道にある32の
協力校に通学する生徒が定期健康診断を受診で
きるよう郡市医師会を通じて協力医療機関を取
りまとめ、４月14日付けで北海道と契約を締結
した。なお、今年度の協力医療機関は315医療
機関となった。
６．各部報告
⑴ 会員数について（三戸常任理事）
平成29年３月31日現在の当会会員数は8,232
名で、内訳はA会員2,457名、B １会員600名、
B ２会員4,545名、C １会員108名、C ２会員136
名、C ３会員386名となった。なお、日医会員数
は5,797名となっている。

第１回理事会
日
場

時
所

平成29年４月15日（土）16：00 ～ 18：33
９階理事会室
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おける災害医療を中心に～」および「JMAT
活動の課題と対策～コーディネーター機能を
中心に～」に対して各ワーキンググループか
ら示された論点たたき台について協議を行っ
た。その後、本論点を基に作成予定である報
告書の取りまとめまでのスケジュールについ
て確認した。
８）医療関係者検討委員会［３月16日(木)］に
ついて（北野常任理事）
看護師等に対する行政処分に関し、看護師
等も医師、歯科医師等と同様に行政処分をす
べきか否かを調査する必要がある時に、関係
者から当該事案についての報告を求め、病院
等に立入検査ができるよう厚生労働大臣の調
査権限規定を創設することとなったとの説明
があった。会長諮問に関するフリートーキン
グでは、地域包括ケアについて他職種との連
携が多々あるため、次回は日医担当委員会の
委員長に同席を願い意見交換を行うこととな
った。
９）労災・自賠責委員会［３月16日(木)］につ
いて（深澤副会長）
増加傾向にあった柔道整復療養費は、多部
位請求の給付率の見直しや施術料金の包括、
多部位・長期・頻回施術を特に重点的に審査
する事項として位置付けるなど、適正化に向
けた取り組みにより平成24年度より減少に転
じているが、依然として診療費用と柔道整復
施術の費用や実日数などには差があり、今後
とも重点事項として検討していく。
10）介護保険委員会［３月17日(金)］について
（岡部常任理事)
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室・大田認知症対策専門官から「新オレンジ
プランの進捗」、厚生労働省老健局老人保健
課・西嶋介護保険データ分析室長から「地域
支援事業の取り組み状況ならびに介護保険制
度の改正と介護報酬改定」について講演があ
り、意見交換を行った。
11）病院委員会［３月23日(木)］について
（小熊副会長）
会長諮問「第７次医療計画策定に向けた医
師会の役割」に関して一部委員からの報告を
含めフリートーキングを行った後、日医より
地域医療連携推進法人制度とその運用方針に
ついて説明があった。
12）母子保健検討委員会［３月29日(水)］につ
いて（三戸常任理事）
五十嵐委員長からの、11 ～ 14歳の思春期
への健康管理に関する研究の情報提供に引き
続き、小職と北海道文教大学人間科学部看護
学科・多賀准教授、札幌国際大学短期大学部

まえ、医療と介護の更なる連携を目指し、医
療機能の分化・連携の強化、地域包括ケアシ
ステムの構築の推進などを主な検討項目とし
ているとの説明があった。４月の委員会では
諮問事項の「平成28年度診療報酬改定の評価」
について各委員から意見を述べ、その意見を
基に答申(案)の検討項目について協議した。
その結果、認知症対策(入院や在宅での認知
症患者の対応の評価等)の充実、７対１入院
基本料等の在宅復帰率計算式の見直し、在宅
医療における同一建物同一診療減算の引き上
げなどを検討項目として挙げることとした。
３）警察活動等への協力業務検討委員会［２月
15日(水)］について（鈴木委員）
委員長に岐阜県医師会・小林会長が指名さ
れ、今期委員会の進め方、大規模災害時の死
体検案体制等をはじめとする論点等について
意見交換が行われた後、今後の開催日程を確
認した。
４）地域医療対策委員会［２月15日(水)・３月
24日(金)］について（笹本常任理事）
２月の委員会では、地域医療構想調整会議
の各地の状況について各委員から報告があっ
た。小職からは昨年12月９日に北海道知事よ
り北海道医療審議会に諮問があり、同13日に
答申、25日に公表されたこと等を説明した。
その後、地域医療構想における在宅医療につ
いて議論を行った。また、３月の委員会では、
会長諮問「地域医療構想に基づく将来の医療
提供体制に向けて」について意見交換が行わ
れた後、
今後のスケジュールの説明があった。
５）広報委員会［２月16日(木)］について
（山科常任理事）
日医ホームページのリニューアルや新キャ
ラクター、組織強化アンケート方法のほか、
禁煙活動推進のための国民向け小冊子「禁煙
は愛」のデザインについて協議した。本小冊
子は既に完成し、日医ホームページよりダウ
ンロードできるようになっている。
６）学校保健委員会［２月17日(金)・３月９日
(木)］について（後藤常任理事）
文部科学省が実施した児童生徒等の健康診
断の実施状況調査の説明と、日医が昨年11月
に実施した学校医の現状に関するアンケート
調査の集計結果の報告の後、会長諮問「学校
医活動のあり方～児童生徒等の健康支援の仕
組みを含めて」に対する答申骨子(案)につい
て協議を行った。
７）救急災害医療対策委員会［３月１日(水)］
について（目黒常任理事）
会長諮問「地域の救急災害医療におけるか
かりつけ医の役割～地域包括ケアシステムに
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催され、特別講演「我が国の死因究明制度の
現状と課題－安心・安全な社会をめざす我々
専門医の役割－」(聖マリアンナ医科大学法
医学教室・向井教授)および一般演題として
５つの講演がそれぞれ行われた。参加者は連
絡協議会が103名、学術大会が140名であった。
４．承認事項
日本医師会の委員会委員の推薦について
⑴
（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。
⑵ 北海道医師会医師賠償責任保険の拡充につい
て（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保険を新設し
募集することを承認決定。
⑶ 事務局の人事異動について（三戸常任理事）
事務局の人事異動を４月１日付けで実施する
ことを承認決定。
５．協議事項
第１号 第１回郡市医師会長協議会［５月27日(土)］
の開催に関する件（三戸常任理事）
５月27日（土）午後４時から北海道医師会館にお
いて郡市医師会長協議会を開催することと決定。
第２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）
当会の職制を一部改正し、事務局事業課を１課減
じて３課体制とすることと承認決定。
第３号 特定個人情報等保護管理体制の一部改正に
関する件（三戸常任理事）
４月１日付けで当会の機構改革が行われたことに
伴い、特定個人情報等保護管理体制の一部改正を行
うことと決定。
第４号 北海道医師会職員貸付金の利率に関する件
（三戸常任理事）
長期プライムレート、住宅ローン利率等を勘案し、
昨年度と同様1.80％とすることと決定。
第５号 理事提案事項
特になし。
第６号 その他
⑴ 平成29年度行事予定に関する件（事務局）
６．道総医協関連事項（深澤副会長）
２月18日開催の第６回理事会報告以降分の会議に
ついて報告した。
７．閉
会

幼児教育保育学科・品川教授が監修し、北海
道が発行した祖父母向けの孫育てガイド「ま
ごナビ！」について概要等を説明した。その
後、会長諮問に関するフリートーキングを行
った。
13）健康食品安全対策委員会［３月29日(水)］
について（山下理事）
会長諮問「健康食品安全情報システム事業
の運営及び充実」および「国民生活の安全に
責任を持つ医師会～国民のヘルスリテラシー
の向上～」について審議を行い、フリートー
キングを行った。
14）有床診療所委員会［３月29日(水)］につい
て（林常任理事）
厚生労働省より、有床診療所のスプリンク
ラーの整備状況調査報告と、今後、地域包括
ケアを推進する上で有床診療所の役割がより
一層期待されることから、病床設置が届出に
より可能になる診療所の範囲等を見直すた
め、
「良質な医療を提供する体制の確立を図
るための医療法等の一部を改正する法律の一
部の施行について」を一部改正するという有
床診療所の基準病床数制度について説明があ
った。その後、今後の委員会の進め方につい
て検討を行った。
15）勤務医委員会［４月７日(金)］について
（藤井常任理事）
今年度全国医師会勤務医部会連絡協議会のプ
ログラムの最終確認をした。都道府県医師会勤
務医担当理事連絡協議会については、医療事故
調査制度と新たな専門医の仕組みをテーマに開
催し情報共有を行うこととし、勤務医座談会は、
北海道からの推薦者を含めて５名の先生にお願
いすることとなった。その後、会長諮問につい
てフリートーキングを行った。
⑷ その他
１）都道府県医師会「警察活動に協力する医師
の部会（仮称）」連絡協議会・学術大会［３
月12日(日)］について（鈴木委員）
開催日程が、当会の臨時代議員会と重なっ
たため、長瀬会長の配慮で、元当会常任理事
である北海道警察医会・榊山参与に参加して
いただいたので、小職から代理報告する。連
絡協議会では「死因究明等推進協議会の設置・
活動状況」(内閣府死因究明等施策推進室・
中澤参事官）、「死因身元調査法の運用につい
て」(警察庁刑事局捜査第一課検視指導室・
中西室長)、「『警察活動に協力する医師の部
会(仮称)』の設置状況等に関するアンケート
調査の結果について(速報)」(警察活動等へ
の協力業務検討委員会・小林委員長)が、そ
れぞれ報告された。午後からは学術大会が開
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