２）労災・自賠責委員会［８月31日(木)］につ
いて（深澤副会長）
自賠責診療費算定新基準、医業類似行為
（柔整師の施術費の適正化)、健保使用の問題、
JA共済の損保協会参加等の確認などについ
て、自由討議形式で意見交換が行われた。
３）救急災害医療対策委員会［９月６日(水)］
について（目黒常任理事）
九州北部豪雨災害におけるJMAT派遣の活
動内容等が報告された。その後、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～」につ
いて各ワーキンググループが示した論点とり
まとめ(案)の協議を行った。
４）医療関係者検討委員会［９月７日(木)］に
ついて（北野常任理事）
埼玉県医師会看護養成所あり方検討委員会
では、地域医療への深刻な影響や医師会への
社会貢献的な存在意識は十分認識しつつも、
医師会立看護養成所をめぐる多くの問題が解
決されない場合、全廃せざるを得ないとの決
議を日医・横倉会長に出されたとの報告があ
った。また、会長諮問への答申案について検
討を行い、執筆分担を決定した。
５）産業保健委員会［９月８日(金)］について
（生駒常任理事）
第39回産業保健活動推進全国会議の質問・
要望事項について確認を行った。引き続き、
会長諮問「医療機関における産業保健活動推
進のための具体的方策」についての答申骨子
案や医療機関における産業保健活動推進のた
めの具体的方策と産業医制度のあり方等につ
いて協議が行われた。その後、日医と国の医
師の働き方改革の取組について報告があった。
６）医療安全対策委員会［９月20日(水)］につ
いて（水谷常任理事）
日本医療安全調査機構の委託により日医が
開催する医療事故調査制度に関する研修会の
内容および開催予定について報告が行われ
た。諮問に関する論点に対する各委員の意見
を確認し、答申の骨子案について検討した後、
医療事故調査制度におけるセンター調査のあ
り方に関して討議した。
７）母子保健検討委員会［９月20日(水)］につ
いて（三戸常任理事）
会長諮問「新しい子育て支援の在り方につ
いて-日本医師会の立場から-」についてフリ
ートーキングを行い、福島県医師会・新妻常
任理事から妊産婦を紹介可能な精神科医療機
関リスト作成について説明があった。

北海道医師会館９階理事会室

第５回理事会
日
場

時
所

平成29年10月７日（土）16：00 ～ 17：40
ホテルニューオータニイン札幌 ２階
「鶴の間(東)」
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・水谷・
岡部・伊藤・生駒・後藤・笹本・青木各
常任理事、松家・野呂・恩村・阿久津・
男澤・山下・今野・稲葉・久島各理事
（監事）津田・藤瀬・篠島各監事
（代議員会議長）本間議長
（日医オブザーバー）藤根委員、林委員
（事務局：安達事務局長ほか15名）
１．開
会
２．会長挨拶
３．報告事項
⑴ 日医理事会報告（長瀬会長）
2017年アジア大洋州医師会連合(CMAAO)東
京総会が、９月13日(水)から15(金)にかけて行
われ、日医・横倉会長が第35代CMAAO会長に
就任した。カントリーレポートや、シンポジウ
ム「終末期医療」をテーマに各国からの講演が
行われた。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、地域包括ケアシステムについて、日
本医療安全調査機構に対する日本医師会のスタ
ンスについて、HPVワクチンに関する第３報
について「日医雑誌・日医ニュース」の提供方
法に関するアンケートの結果についての意見交
換を行った。
⑵ 日医各委員会報告
１）学校保健委員会［８月31日(木)］について
（後藤常任理事）
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」の答申案な
らびに、本年度学校保健講習会の内容等につ
いて意見交換を行った。
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８）地域医療対策委員会［９月20日(水)］につ
いて（笹本常任理事）
厚生労働省第７回地域医療構想に関するワ
ーキンググループ、地域医療構想を踏まえた
「公的医療機関等2025プラン」、第52・53回社
会保障審議会医療部会、第７次医療計画およ
び第７期介護保険事業(支援)計画における整
備目標およびサービスの量の見込みに係る整
合性の確保、東京医療塾≪第１回在宅医療は
じめの一歩≫について、それぞれ報告があっ
た後、田畑委員長より本委員会骨子(案)の説
明があった。
９）男女共同参画委員会［９月21日(木)］につ
いて（藤根日医委員）
本年２月～３月にかけて全国の病院を対象
に実施した、女性医師の勤務環境の現況に関
する調査結果の集計について報告があった。
また、来年５月26日(土)に男女共同参画フォ
ーラムを高知県で開催するとの報告があった
後、諮問等に関するフリートーキングを行っ
た。
10）病院委員会［９月22日(金)］について
（小熊副会長)
会長諮問に対する中間答申(最終案)の検討
を行った。また、公的医療機関等2025プラン
策定における記載すべき内容とその策定プロ
セス、そして在宅医療等の新たなサービス必
要量の考え方について意見交換を行った。
11）有床診療所委員会［９月27日(水)］につい
て（林日医委員）
会長諮問に対する答申骨子(案)について検
討を行った。また９月13日(水)開催の厚生労
働省社会保障審議会介護給付費分科会におい
て、四病院団体協議会より提出された介護医
療院に関する要望内容について報告があっ
た。
12）介護保険委員会［９月29日(金）］について
（岡部常任理事）
医師会と行政との連携推進に関する課題に
ついて、小職から岩内古宇郡医師会の取組状
況を報告した後、次期介護報酬改定に向けて
の意見交換を行った。
13）医療情報システム協議会運営委員会［９月
29日(金)］について（藤原副会長）
当会が企画担当である、来年２月３日(土）
・
４日(日)に開催する日医医療情報システム協
議会のプログラム(案)、座長、メインテーマ、
事例報告募集要項(案)、参加者アンケート
（案)、
ロビー展示等について協議した。また、
メインテーマは「未来につながる日医IT戦
略」に決定した。

14）勤務医委員会［10月６日(金)］について
（藤井常任理事）
全国医師会勤務医部会連絡協議会におけ
る、ほっかいどう宣言について検討した。ま
た、平成31年度は山形県医師会に依頼し内諾
を得たことの報告があった。本委員会では、
４名の委員が医師の働き方検討委員会に参画
するなかで、医師の働き方について、特に、
地域医療を守る観点から検討を進めている。
その検討に資するため、本委員会としては、
各ブロック選出の委員を通じて、各地域の意
見等を集約するための調査および結果報告が
行われた。
４．協議事項
第１号 平成29年度北海道医師会表彰に関する件
（三戸常任理事）
当会表彰規程にもとづく70歳以上で会員期間20年
以上の会員176名、本会役員・代議員を通算15年以
上の会員 今回該当者なし、A会員の病院・診療所・
老人保健施設従業員379名、国公立等医療施設従業
員122名、医師会職員10名、ならびに規程第４条に
よる特別表彰者３名の合計690名を表彰選考委員会
での選考結果により被表彰者と決定。
５．道総医協関連事項（深澤副会長）
平成29年度第４回理事会（８/19)報告以降に開催
された会議について報告した。
６．閉
会

第15回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成29年10月10日（火）18：35 ～ 19：20
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・
岡部・伊藤・生駒・後藤・笹本・櫻井・
青木各常任理事、津田・藤瀬両監事
（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46件、道医認定生
涯教育講座55件の計101件を承認。
第２号 社会保険診療報酬支払基金北海道支部審査
委員会委員の補充推薦に関する件（橋本常任理事）
診療担当者代表委員１名の辞任に伴い、推薦母体
である札幌市医師会に対し後任委員の推薦依頼を行
うことと決定。
報告事項
１．第39回産業保健活動推進全国会議［９月28日
（木）･東京都］について（生駒常任理事）
岡山産業保健総合支援センター・石川所長ならび
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に八幡浜地域産業保健センター・井上コーディネー
ターから活動事例報告があった。
「ストレスチェッ
ク制度の円滑な実施を目指して-アンケート調査を
中心に-」
「医療機関における産業保健活動の推進アンケート調査結果並びに医師の働き方検討委員会
の取り組みを踏まえて-」「病気の治療と仕事の両立
-働き方改革実行計画から-」についてそれぞれ説明・
報告があった後、事前に寄せられた質問に対し４名
の発言者により回答があり、意見交換が行われた。
参加者は311名であった。
２．日医大学医学部・医学会女性医師支援担当者連
絡会［９月29日(金)］について（藤井常任理事）
「よりよい男女共同参画を目指して」をテーマに
開催された。日医の女性医師支援センターの取り組
みと、本年２月～３月にかけて全国の病院を対象に
実施した女性医師の勤務環境の現況に関する調査結
果について報告があった後、岡山大学、自治医科大
学、日本内科学会、日本外科学会の取組事例の発表
が行われ、意見交換を行った。特に、日本乳癌学会
の構成員に占める女性医師の割合が年々増加してお
り、39歳以下では会員の過半数が女性医師となって
おり、男女問わず、労働環境の改善が必要であると
の意見があった。参加者は、大学および学会関係者
の他、都道府県医師会の担当役職員を含め264名で
あった。
３．医療事故・紛争対応研究会【北海道・東北セミ
ナー】
［９月30日(土)・函館市］について
（青木常任理事）
「地域で医療のあり方を考える」をメインテーマ
に開催された。終末期医療のあり方とDNAR(Do
Not Attempt Resuscitation)の取得について３名
から講演があり、京都大学医学部附属病院医療安全
管理室の活動状況などが紹介された。その後、特別
講演として東北大学災害科学国際研究所・佐々木助
教からBCP(Business Continuity Plan)について
講演があり、医療事故調査制度について、北海道大
学病院・南須原教授から概要が説明され、仙台弁護
士会・水澤弁護士から医療側弁護士の視点から見た
制度の活用方法について講演があった。
４．学校保健推進委員会［９月30日(土)・新ひだか
町］について（後藤常任理事）
委員長に地域保健部長の小職、副委員長に副部長
の北野常任理事が選出された。開催地の日高医師会・
小松会長から日高地区の学校医活動について報告が
あった後、当会から日医学校保健委員会の進捗状況
や予防接種の広域化に関するアンケート調査の報告
等を行った。その後、北海道教育委員会からがん教
育や学校保健に関する課題等について説明があり、
意見交換を行った。
５．第65回北海道学校保健研究大会日高（新ひだか）
大会［10月１日(日)・新ひだか町］について
（後藤常任理事）
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「北の大地を生涯を通じて、心豊かにたくましく
生きる子どもの育成を目指して」をテーマに開催さ
れた。学校保健推進委員会委員である大橋委員(旭
川市医師会選出)、木村委員(北海道耳鼻咽喉科医会
選出)を含む学校医、学校歯科医、学校薬剤師、教
職員計166名に対する学校保健功労者表彰が行われ
た。その後、公益社団法人宮城県精神保健福祉協会
みやぎ心のケアセンター企画研究部長・福地先生よ
り「緊急時の子どものこころの反応」をテーマとし
た基調講演があった後、４つの部会別研究協議が行
われた。参加者は220名であった。次回は砂川市で
開催予定。
６．勤務医の勤務環境改善支援セミナー［10月１日
(日)］について（藤井常任理事）
勤務医の働きやすい環境づくりのため、勤務医の
負担軽減に大きな成果が期待できる「医師事務作業
補助者」の活用事例を紹介し、医師本来の業務を最
適にしてより質の高い活用方法を学ぶことを目的に
北海道医療勤務環境改善支援センターとの共催によ
り開催した。医師事務作業補助者の活用術をテーマ
に、医師の勤務負担軽減の成功事例と、実際に活用
している医師の立場と医師事務作業補助者の立場か
らそれぞれ講演があった。参加者は110名であった。
７．第２回勤務医部会運営委員会ならびに第３回若
手医師専門委員会［10月１日(日)］について
（藤井常任理事）
前期に引き続き、部会長に小樽市の近藤委員、副
部会長に目黒常任理事と札幌市の向井委員が選出さ
れた。協議では、10月21日に開催する全国医師会
勤務医部会連絡協議会における、ほっかいどう宣
言（案）と来年度に実施する地域医療の現況調査の
項目ならびにスケジュールなどについて検討を行っ
た。
８．北海道三師会［10月２日(月)］について
（三戸常任理事）
北海道薬剤師会の当番で開催した。当会からは「地
域医療構想に向けた取り組み」をテーマに、藤原副
会長より発表し、その後懇談を行った。
９．第３回クラウド型救急医療連携支援事業運営協
議会［10月２日(月)・旭川市］について
（長瀬会長）
昨年度より旭川医科大学を中心に試験的に行って
きたモバイル端末を利用した遠隔診療について、運
用報告が行われた。現時点での成果として、病院へ
到着する前に正確な診断を行うことができる、手術
入室(治療開始)までの所要時間の短縮が図られる等
があげられたが、一方、コスト面での問題もあげら
れた。本遠隔診療については、来年４月からは有償
となるものの、地域医療への貢献に期待が持てると
し、医療安全のための運用規約を定め、費用面の交
渉を進めた上で、正式な診療手段として運用するこ
ととなった。
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10．北海道がんサミット2017要望書について［10月
３日(火)］について（長瀬会長）
８月６日(日)「患者の声を、がん対策へ～今、な
ぜ受動喫煙防止条例が必要なのか～」をテーマに開
催した北海道がんサミット2017の検討内容を要望書
に取りまとめ、昨年度に引き続き、北海道がん対策
「六位一体」協議会の名のもとに、高橋知事、秋元
札幌市長、大谷道議会議長ほかに手交した。
11．医療安全・倫理研修会［10月４日(水)］につい
て（青木常任理事）
東京都医師会理事である順天堂大学医学部附属順
天堂医院総合診療科・病院管理学・小林教授から「医
療訴訟の光と影～守りの美学」
、一般財団法人Ai情
報センター・山本代表理事から「チーム医療におけ
るAiの活用」
、北海道医学法律研究会・山下弁護士
から「医療機関側弁護士の立場から医療事故調査制
度の活用を考える」
、北海道医学法律研究会・髙橋
弁護士から「医療事故調査制度と医療紛争処理の変
容について」の講演の後、質疑応答を行った。参加
者数は64名であった。
12．外部各委員会報告
⑴ 北海道高等学校安全互助会審査委員会［９月
25日(月)］について（後藤常任理事）
北海道高等学校安全互助会の本年度の事業概
要説明があった後、今後の共済事業について意
見交換を行った。
⑵ 第３回北海道社会福祉審議会地域福祉支援計
画専門分科会［10月４日(水)］について
（藤原副会長）
事務局から計画(骨子)の施策項目および計画
（素案)について説明の後、意見交換を行い、各
委員から市町村支援や北海道らしさを計画に反
映してほしい等の発言があった。

承認し、日医へ申請することと決定。
第３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37件、道医認定生
涯教育講座31件の計68件を承認。
第４号 第２回郡市医師会長協議会［11月12日(日)］
の議題に関する件（三戸常任理事）
11月12日(日)午前10時から北海道医師会館におい
て開催する、第２回郡市医師会長協議会の提出議題
を決定。
第５号 その他
⑴ 11・12月行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．病院管理研修会［10月15日(日)］について
（伊藤常任理事）
北海道病院協会との共催により開催。北海道保健
福祉部地域医療推進局地域医療課・石井医療参事か
ら「地域枠制度について」、全日本病院協会・神野
副会長から「新専門医制度と地域医療」をテーマに
それぞれ講演が行われた。参加者は113名であった。
２．北海道病院団体懇談会［10月15日(日)］につい
て（伊藤常任理事）
北海道公立病院連盟をはじめ14団体・21名が出席
した。同日開催の病院管理研修会で講演いただいた
石井・神野両講師を交えて、地域枠制度、新専門医
制度の話題を中心に意見交換を行った。
３．第25回日本慢性期医療学会 in 仙台［10月19日
（木）～ 20日(金)］について（水谷常任理事）
外旭川病院(秋田県）・穂積理事長が学会長となり
「地域が創る慢性期医療-新たな医療への挑戦-」を
テーマに開催された。記念講演１として、厚生労働
省・鈴木医務技監より「平成30年医療・介護同時改
定 toward & beyond」、記念講演２として、ノン
フィクション作家・石井光太先生より「遺体安置所
で人々はいかに遺族に寄り添ったか」が行われた。
その他、医療と介護の同時改定や慢性期医療等に関
するシンポジウム・一般演題が行われた。参加者は
約2,000名であった。次回は、来年10月11日(木) ～
12日(金)に鹿児島市で開催予定。
４．全国医師会勤務医部会連絡協議会［10月21日
（土）］について（藤井常任理事）
当会の担当で「地域社会をつなぐ明日の医療を考
えるとき-次世代を担う勤務医の未来創成のために
-」をメインテーマに開催した。特別講演２題があり、
日医・横倉会長から「世界に羽ばたく日本の医療」、
内閣府・大島審議官から「人口減少時代の医療提供」
と題してそれぞれ講演があった。その後、広大な面
積を有している北海道の少子高齢化や人口減少に伴
う、さまざまな問題点の現状を知っていただくため、
地域住民や医療を支える方たちからコメントを得て
当会にて作成したインタビュー動画を放映した。ラ
ンチョンセミナーでは、日本医史学会功労会員・北

第16回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成29年10月24日（火）18：30 ～ 19：48
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・藤井・橋本・水谷・山科・
岡部・伊藤・生駒・笹本・櫻井各常任理
事、藤瀬・篠島両監事
（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申請者24名と更新申請者
194名を承認し、日医へ申請することと決定。
第２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（北野常任理事）
認定要件を満たした新規１名、更新16名の申請を
47

平成29年12月1日 北 海 道 医 報

第1191号

海道医史学研究会・島田代表幹事から「蝦夷地の医
事と医人」と題して講演があり、３題のシンポジウ
ムを行った後、
「ほっかいどう宣言」を採択した。
参加者は409名であった。次回は、来年11月３日(土）
長崎市において開催予定。
５．勤務医交流会［10月22日(日)］について
（藤井常任理事）
全国医師会勤務医部会連絡協議会の開催に合わ
せ「医師の働き方を考える」をテーマにグループワ
ーク形式のワークショップを全国に先駆けて開催し
た。
「医師の働き方を考える」と題して、日医・市
川常任理事の話題提供の後、全国の勤務医・道内の
医学生・若手医師が、①長時間労働の法対策、②多
様な働き方と診療支援システム、③医療現場の世代
間ギャップと管理職の意識、④キャリア設計とワー
クライフバランス、⑤医師として働くことの理想と
現実の５つのテーマのグループに分かれて世代を超
えた交流とディスカッションを行った。参加者は、
勤務医・医学生・初期研修医・若手医師など93名で
あった。
６．日医理事会報告（長瀬会長）
世界医師会(WMA)シカゴ総会、第６回「日本医
師会赤ひげ大賞」選考会の結果の件等の報告があ
った。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、
HPVワクチンに関する第４報についての意見交換
を行った。
７．外部各委員会報告
⑴ 北海道がん対策推進委員会 第２回がん検診
専門部会［10月６日(金)］について
（伊藤常任理事）
がん検診の精度管理・事業評価と次期北海道
がん対策推進計画策定の考え方について検討を
行った。地方には検診機関が少ないことから改
善指導等は慎重に行う必要があること、また本
事業の実施内容については十分に周知が図られ
る必要があるなど、意見が出された。
⑵ 北海道医療対策協議会 第４回地域医療を担
う医師の確保に関する検討委員会［10月11日
（水）
］について（小熊副会長）
次期医療計画(医師確保に関する事項)につい
て、過去３回の委員会において提出された意見
を踏まえた計画(素案・案)の説明があり、了承
した。その後、自治医科大学卒業医師の勤務状
況等、地域枠制度の検証等、平成29年初期臨床
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研修マッチング中間公表について説明を受け、
意見交換を行った。
⑶ 第３回北海道障がい者施策推進審議会［10月
17日(火)］について（藤原副会長）
事務局から第２期北海道障がい者基本計画
【改訂版】素案(案)および第５期障がい福祉計
画素案(案)について説明があり了承された。そ
の他、障がい者の意思疎通を支援するため２つ
の条例(①総合的な支援②手話が言語であると
の認識を普及する)を策定することについて説
明があった。
⑷ 第２回北海道アルコール健康障害対策推進会
議［10月17日(火)］について（岡部常任理事）
北海道アルコール健康障害対策推進計画(仮
称)素案に対するパブリックコメントの結果に
ついて報告があった後、原案が示され意見交換
を行った。なお、依存症専門医療機関および依
存症治療拠点機関については、選定基準を踏ま
え今後調整していくこととなった。
８．中央情勢報告（笹本常任理事）
「ACCJ - EBC医療政策白書2017年版」について
２年毎に発行される在日米国商工会議所・欧州
ビジネス協会の共著「ACCJ - EBC医療政策白書」
の2017年版について、小職より情報提供した。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．地域保健専門委員会第２回糖尿病対策小委員会
［10月11日(水)］について（藤原副会長）
北海道医療計画（糖尿病領域）の記載内容、数値
目標、医療連携体制のイメージ図に係る素案につい
て協議し、若干の文言の修正と文章の挿入が提案さ
れ、修正案を作成することとなった。その後、12月
に旭川市にて開催する慢性腎臓病市民講演会および
来年３月に札幌駅前通地下広場にて実施する世界腎
臓デー啓発パネル展の開催概要について説明があ
り、了承した。今後は北海道医療審議会への報告、
パブリックコメント等を行う。
２．地域保健専門委員会循環器疾患対策小委員会
（急性心筋梗塞）［10月20日(金)］について
（水谷常任理事）
北海道医療計画(心筋梗塞等の心血管疾患領域)の
記載内容、数値目標、医療連携体制のイメージ図に
係る素案および、同計画の地域連携クリティカルパ
スに係る記載内容について協議を行った。今後は北
海道医療審議会への報告、パブリックコメント等を
行う。
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