要領」改正に関する件（櫻井常任理事）
新年度より日医の全国医師会研修管理システムを
導入するため、当会が独自に取り扱ってきた日医生
涯教育講座の実施要領の一部を改正すること、また、
本システムの周知を図るため、郡市医師会生涯教育
担当理事連絡協議会を３月21日(水・祝)に当会館に
おいて開催することを決定。
第８号 第７回理事会 [２月17日(土)]の議案に関
する件（三戸常任理事）
２月17日(土)午後４時から当会館において開催す
る第７回理事会の提出議案を決定。
第９号 その他
⑴ 平成30年度行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．北海道小児救急医療地域研修会 [平成29年度]
について（目黒常任理事）
北海道小児科医会の協力のもと、平成17年度より
北海道からの委託事業として実施している本研修会
を、道内８地域で開催した。なお、今年２月４日
(日)に開催した札幌会場では、他の会場よりも30
分延長して180分とし、救急蘇生法に関する実技を
交えた研修を行った。研修会の受講者は延べ704名、
うち203名が医師であった。受講した医師には、北
海道知事、北海道小児科医会長、当会会長の三者連
名による修了証を交付した。
２．専門研修プログラム紹介冊子「北海道専門研修
ガイドブック」巻頭企画座談会 [１月25日(木)]
について（小熊副会長）
北海道保健福祉部では、来年度からスタートする
新たな専門医制度に対して、道内外の臨床研修医等
に北海道の専門研修プログラムの魅力を発信し、研
修医がそれぞれ自分にふさわしい専門研修プログラ
ムを適切に選択できるように、紹介冊子「北海道専
門研修ガイドブック2018」を作成することとしてい
る。ガイドブックは、各基幹病院の情報だけではな
く、道内の専門研修に係る関係者による座談会を掲
載し、充実した誌面となる予定である。座談会は、
小職が座長となり、北大･石森臨床研修副センター
長、帯広厚生病院･山本副院長、北海道家庭医療学
センター ･草場理事長の参加により、新専門医制度
に関すること、大学で学ぶ魅力、地域で学ぶ魅力、
北海道の専門研修(環境)の強み等をテーマに開催し
た。ガイドブックは３月刊行予定。
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25日(木)]
について（小熊副会長）
道内の臨床研修体制の整備促進と充実を図ること
を目的に、毎年、北海道厚生局、北海道保健福祉部、
臨床研修病院ほか関係団体により開催している。今
年度の研修医採用状況、マッチング結果、初期臨床
研修指定病院実地調査結果、平成32年度臨床研修制
度改正の現状説明のあと、初期臨床研修医確保の取

北海道医師会館９階理事会室

第23回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年２月13日（火）18 : 30 ～ 20:43
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・青木各
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 道南ドクターヘリ運航調整委員会「事後検
証部会」委員の推薦に関する件（三戸常任理事）
目黒常任理事を推薦することと決定。
第２号 平成29年度会費減免の追加申請に関する件
（三戸常任理事）
道医会費減免申請者は研修医免除者１名と出産育
児減免者１名の計２名で、その免除額16,000円を承
認し、次回理事会、代議員会に諮ることと決定。ま
た、日医会費減免申請者は研修医免除者１名で、そ
の免除額2,000円を日医へ申請することと決定。
第３号 平成30年度事業計画（前文）に関する件
（長瀬会長）
平成30年度事業計画前文(案)を承認し、次回理事
会に諮ることと決定。
第４号 第151回臨時代議員会の開催に関する件
（三戸常任理事）
３月18日(日)午前10時から当会館８階会議室にお
いて、第151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５号 日本医師会選挙管理委員会委員・予備選挙
管理委員の選出に関する件（三戸常任理事）
選挙管理委員会委員に北野常任理事、予備選挙管
理員会委員に笹本常任理事を推薦することと決定。
第６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50件、道医認定生
涯教育講座42件の計92件を承認。
第７号 日本医師会「全国医師会研修管理システ
ム」の導入に伴う「日本医師会生涯教育講座実施
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り組みをテーマにシンポジウム、意見交換を行った。
参加者は108名であった。
４．北海道保険医会・北海道医師会 懇談会 [１月
26日(金)]について（笹本常任理事）
今年度は北海道保険医会の当番で開催。医療政策
部門担当役員を中心に、北海道保険医会・佐々木理
事(政策部副部長)ならびに当会・橋本常任理事(医
療保険部長)から、遠隔診療についてそれぞれ情報
提供を行い、種々懇談した。
５．北海道・東北・東京・関東甲信越ブロック医師
会長意見交換会 [１月27日(土)]について
(長瀬会長）
全国医師会の東地区の代表者が出席し、三師会の
現状等諸話題につき意見交換を行った。
６．日医医療事故調査制度に係る「支援団体統括者
セミナー」[１月27日(土) ～ 28日(日)・広島市]
について（青木常任理事）
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、東日本会場(東京)と西日本会場(広島)に
おいて別日程により開催された。当会からは、西日
本会場に、当会・後藤常任理事、小職、旭川医科大
学病院医療安全管理部・北川副部長の３名が出席し
た。プログラムは⑴医療事故調査制度の概要、⑵医
療事故報告における判断、⑶初期対応、情報収集・
整理等の講演と演習、質疑応答等であり、グループ
討議により事例の検証・分析等が行われ、実際の事
故調査に役立つ有意義な内容であった。参加者は、
東日本59名、西日本54名であった。
７．道内急病センター（診療所）連絡会 [１月27日
(土)]について（目黒常任理事）
新たに設置された千歳市休日夜間急病センターと
網走市休日内科急病センターを加え、各急病センタ
ーから運営状況について報告があった。その後、セ
ンターが抱える諸課題として、働き方改革との整合
性や転院搬送におけるスタッフの同乗等への対応に
ついて、意見交換を行った。
８．救急医療研修会 [１月28日(日)]について
（目黒常任理事）
国立病院機構災害医療センター臨床研究部長／厚
生労働省DMAT事務局長・小井土先生を講師に「大
災害に向けて、動き始めた新しい災害医療」をテー
マに講演いただいた。参加者は医師、薬剤師、救急
隊等、計96名であった。
９．救急医療対策部会全体会議 [１月28日(日)]に
ついて（目黒常任理事）
JMAT研修会および北海道小児救急医療地域研修
会等、当会救急医療部が実施する事業と北海道にお
けるドクターヘリ事業について小職より報告した。
その後、ドクターヘリの４基地病院所属の部会員か

ら現況や課題について発言があった。協議では、奈
良部会員(会長指名)よりメディカルウイングについ
て、伊藤部会員(千歳)より千歳市休日夜間急病セン
ターについて、築島医療参事(北海道保健福祉部地
域医療課)より次期北海道医療計画(仮)についてそ
れぞれ説明があり、全体討論を行った。
10. 第23回日本集団災害医学会総会・学術集会 [２
月１日(木) ～３日(土)・横浜市]について
（目黒常任理事）
東京大学大学院医学系研究科生体管理医学講座救
急科学分野・森村教授が学会長となり「『災害時の
医療』を客観視し多面的に捉える」をメインテーマ
に開催された。会長講演、特別講演、教育講演、２
学会合同シンポジウム、パネルディスカッション、
ワークショップ等が行われた。参加者は約2,300名
であった。次回は「多職種連携と世代交代」をテー
マに来年３月18日(月) ～ 20日(水)に鳥取県米子市
で開催予定。
11. 北海道医療･福祉関係職能団体等意見交換会 [２
月２日(金)]について（藤井常任理事）
北海道臨床心理士会より「臨床心理士としての活
動について」をテーマに、昨年の公認心理師法の公
布により国家資格となった経緯や、受験資格等の話
題提供があった後、意見交換を行った。参加者は33
団体67名であった。
12. 医師の勤務環境の整備に関する病院開設者、病
院長・管理者等への講習会 [２月４日(日)]につ
いて（藤井常任理事）
当会と北海道医療勤務環境改善支援センターが主
催し「医師事務作業補助者のフル活用の提案」をテ
ーマに開催した。実際に育成・活用に取り組んでい
る病院長のほかに、看護師、医師事務作業補助者よ
り、それぞれ講演いただいた。参加者は120名であ
った。
13. 北海道産業保健活動推進協議会 [２月６日(火)]
について（生駒常任理事）
本協議会規約の一部改正を行い、退任した会長と
副会長１名の後任として、会長に北海道産業保健総
合支援センター・森所長、副会長に北海道労働局労
働基準部・加藤部長が就任した。小職より今年度の
産業保健各種研修会開催状況、日医産業保健委員会
の活動状況について報告した後、北海道労働局より
産業医制度に係る見直し、北海道産業保健総合支援
センターより今年度の活動状況についてそれぞれ説
明があり、意見交換を行った。
14. 北海道認知症サポート医連絡協議会設立総会
[２月10日(土)]について（水谷常任理事）
全道の認知症サポート医のネットワーク機能、支
援体制の充実、サポート医同士の連携強化を目的と
した本連絡協議会を当会が中心となって発足した。
当会・藤原副会長より設立趣旨説明があり、規約案、
幹事選出、今後の運営について協議を行った。幹事
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長には当会・藤原副会長、副幹事長には小職を含む
３名、ならびに幹事５名が就任した。出席者は72名
であった。
15. 平成29年度認知症サポ―ト医フォローアップ研
修 [２月10日(土)]について（水谷常任理事）
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の資質向上等を目的に開催
し、100名が受講した。当会・藤原副会長より「認
知症サポート医の現状と展望について」と題した基
調講演が行われた後「北海道の認知症高齢者を取り
巻く状況と地域での活動」をテーマにシンポジウム
が行われた。北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者
保健福祉課・山谷主幹より「北海道の認知症施策に
ついて」の説明、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「高齢者運転について～改正道路交通法施
行後の認知機能検査・診断書提出命令等の状況～」、
北海道認知症サポート医連絡協議会・千葉幹事(医
療法人社団千寿会三愛病院理事長・院長)から「西
胆振の認知症初期集中支援チームの現状について」
の活動報告の後、総合討論が行われた。
16. 平成29年度北海道認知症サポ―ト医連絡協議会
第１回幹事会 [２月10日(土)]について
（水谷常任理事）
今年３月22日(木)に中標津町で開催する「平成29
年度地域における認知症に係る行政・多職種連携シ
ステム構築のための検討会」のプログラムについて
報告を行うとともに、北海道からは全道の認知症初
期集中支援チームの設置状況についての説明があっ
た。その後、認知症サポート医の名簿管理の方法に
ついて協議を行った。
17. 外部各委員会報告
⑴ 北海道衛生検査所精度管理専門委員会 [１月
10日(水)]について（北野常任理事）
昨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
ついて報告があった。その後、今年度の実施計
画(案)について協議を行った。
⑵ 北海道HTLV-１母子感染対策協議会 [１月25
日(木)]について（岡部常任理事）
委員長に北海道産婦人科学会・石岡理事、副
委員長に北海道小児科医会・山中樹会長が就任
した旨報告があった後、国のHTLV-１対策推
進協議会および12月に札幌市で開催された研修
会の開催状況について説明があった。その後、
次年度のHTLV-１母子感染予防対策研修会や
今後のHTLV-１母子感染対策支援に向けた取
り組みについて協議した。
⑶ 第３回医療と介護の連携の推進に向けた意見
交換会 [１月29日(月)]について（藤原副会長）
北海道医療計画および北海道介護保険事業支
援計画の素案概要に関する説明と地域における
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医療と介護の連携体制と医療と介護の連携に関
する先進事例および北海道の取り組みについて
報告が行われた。
⑷ 第２回北海道精神保健福祉審議会 [１月30日
(火)]について（藤原副会長）
北海道医療計画(原案)について検討した後、
第三期自殺対策行動計画(原案)、北海道アルコ
ール健康障害対策推進計画等の精神保健福祉に
かかわる各種計画と本道の精神医療の状況につ
いて報告がなされ意見交換を行った。
⑸ 第１回指導が不適切である教員の認定等に関
する意見聴取会 [２月１日(木)]について
（北野常任理事）
指導改善研修制度概要等の説明があった後、
新規対象教員認定申請にかかる案件について議
論した。
⑹ 第２回北海道助産師出向支援事業協議会 [２
月１日(木)]について（藤井常任理事）
今年度事業実施状況は、マッチングが次年度
出向１例を含む５例が成立したとの報告があっ
た。来年度の事業計画(案)が示され、意向調査
と意見交換会を継続して行い、支援の協力要請
を行うこととなった。
⑺ 北海道社会福祉審議会臨時会 [２月２日(金)]
について（長瀬会長）
委員長には北海道老人福祉施設協議会・加藤
副会長、副委員長には札幌国際大学短期大学部・
品川教授が選出された。北海道より北海道地域
福祉支援計画(案)と地域福祉支援計画専門部会
の設置について報告があった。
⑻ 第３回北海道がん対策推進委員会 [２月２
日(金)]について（長瀬会長）
昨年12月14日～今年１月15日に実施したパブ
リックコメント等の取りまとめ状況を確認し、
次期北海道がん対策推進計画(案)について協議
を行った。
⑼ 第２回学校保健総合支援事業連絡協議会 [２
月７日(水)]について（三戸常任理事）
専門科の派遣、研修会の実施、性教育・薬物
乱用防止教育研究協議会等の本事業の取り組み
および成果と課題について説明の後、学校保健
の充実に向けた事業の在り方について協議した。
⑽ 北海道感染症危機管理対策協議会感染症流行
調査専門会議および北海道感染症危機管理対策
協議会 [２月９日(金)]について
（三戸常任理事）
専門会議では、二類から五類感染症および性
感染症の発生状況、インフルエンザの発生状況
について報告があり、意見交換を行った。協議
会においては、同報告のほか、北海道感染症予
防計画(案)、北海道結核予防プラン(案)につい
て協議した。
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⑵

18. 各部報告
⑴ 「地域医療を守ろう」A４クリアファイルに
ついて（笹本常任理事）
北海道の地域医療を守るという目的のため、
北海道の大きさ・距離感を広く知ってもらうた
めのツールとしてＡ４クリアファイル3,000枚
を製作した。さまざまな企画で積極的に利用い
ただくよう小職より説明した。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．第６回地域医療専門委員会 [２月５日(月)]に
ついて（小熊副会長）
来年度地域医療介護総合確保基金(医療分)を活用
した事業(案)、新たな北海道医療計画(案)、地域医
療構想の推進に関する医療機関アンケート調査の概
要についてそれぞれ説明・報告があり、いずれも原
案どおり了承された。新たな北海道医療計画(案)に
ついては、同日開催される第55回総会へ報告の後、
道議会への報告を経て、医療審議会に諮問される予
定。
２．第55回総会 [２月５日(月)]について
（深澤副会長）
総会に先立ち開催された第６回地域医療専門委員
会で協議された新たな北海道医療計画(案)について
報告があり、全会一致で了承された。

日医医療情報システム協議会 [２月３日(土)
～４日(日)]について（藤原副会長）
当会担当で「未来につながる日医IT戦略」
をメインテーマに開催された。１日目は「改正
個人情報保護法の医療現場への影響について―
特に医療・介護連携において」、２日目は「日
医のIT戦略」「事例報告セッション」「AIによ
って変わる医療の未来」と題して講演やディス
カッションが行われた。次期担当は茨城県医師
会。参加者は445名(うち医師資格証による出欠
管理は、横倉会長を始め173名)。
⑶ 日医各委員会報告
１）産業保健委員会 [11 月９日 ( 木 )・２月８
日 ( 木 )] について（生駒常任理事）
各都道府県医師会における認定産業医に関
する組織活動の実態調査の結果報告があった
後、第13次労働災害防止計画(案)と会長諮問
に対する答申案の修正意見等について協議が
行われた。
２）救急災害医療対策委員会 [12 月 15 日 ( 金 )]
について（目黒常任理事）
全国保健所所長会・宇田会長から「災害
時保健医療活動の指揮調整等に係る体制整
備」および「災害時健康危機管理支援チーム
(DHEAT)の制度化に向けた動き」について
説明があった。その後、会長諮問について各
ワーキンググループが示した報告(案)につい
て協議を行った。
３）介護保険委員会 [12 月 22 日 ( 金 )・１月
31 日 ( 水 )] について（岡部常任理事）
12月の委員会では、答申作成に向けて各委
員が事前に提出した意見および掲載する資料
について議論を行った。１月の委員会では最
終答申(案)の取りまとめに向けた意見交換と
都道府県医師会・郡市区医師会が行政(都道
府県)または地域住民などと連携し、地域包
括ケアシステムの構築などでまちづくりにつ
ながっている事例の報告と意見交換を行っ
た。
４）母子保健検討委員会 [１月 17 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－」に係る答申
（案）の作成に向けて、産科の立場で野村委
員から、小児科の立場で五十嵐委員長から説
明があり、協議を行った。
５）代議員会財務委員会 [１月 19 日 ( 金 )] に
ついて（藤原副会長）
来年度日本医師会事業計画(案)に基づい
て、質疑や応答があった文言を中心に、重点
課題について報告があった。
６）医療関係者検討委員会 [１月 25 日 ( 木 )]

第７回理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年２月17日（土）16：00 ～ 17：53
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・水谷・山科・岡部・
伊藤・生駒・櫻井・青木各常任理事、松
家・野呂・恩村・阿久津・沖・男澤・山
下・今野各理事、津田・藤瀬両監事、稲
川副議長
（日医オブザーバー）今委員、藤根委員
（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）
日中国交正常化45周年記念事業日中医学交流
会議2018北京、中医協の件等の報告や、第141
回日本医師会臨時代議員会開催、第19回都道府
県医師会介護保険担当理事連絡協議会開催、情
報通信機器を用いた診療に関する検討委員会
(プロジェクト)の設置の件等を協議した。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、
HPVワクチンに関する第６報についての意見
交換を行った。
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について（北野常任理事）
会長諮問「医師及び医療関係職種のメディ
カルコントロールについて」「看護職養成課
程の在り方について」に関して、２年間にわ
たり検討・審議した結果を最終答申として取
りまとめた。今月中に、委員長より横倉会長
に提出する予定である。
７）男女共同参画委員会 [２月２日 ( 金 )] に
ついて（藤根日医委員）
女性医師支援センター事業について、女性
医師バンクの運用状況の報告、高知県で開催
される男女共同参画フォーラムの宣言案等を
協議した後、会長諮問に対する最終答申にむ
けて意見交換を行った。
８）医師会共同利用施設検討委員会 [２月７日
( 水 )] について（伊藤常任理事）
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～」に対する答申
(修正案)について協議を行った。
９）広報委員会 [２月 15 日 ( 木 )] について
（山科常任理事）
日医新キャラクター・日医君(にちいくん)
が決定されたことや、２月９日に行われた日
本医師会赤ひげ大賞の表彰式・レセプション
について報告した。その後、広報委員会報告
書の内容について協議した。
⑷ その他
１) 北海道認知症サポート医連絡協議会設立総
会 [２月10日(土)]について
（水谷常任理事）
全道の認知症サポート医のネットワーク機
能、支援体制の充実、サポート医同士の連携
強化を目的とした本連絡協議会を当会が中心
となって発足した。当会・藤原副会長より設
立趣旨説明があり、規約案、幹事選出、今後
の運営について協議を行った。幹事長には当
会・藤原副会長、副幹事長には小職を含む３
名、ならびに幹事５名が選出された。出席者
は72名であった。
４．承認事項
⑴ 社会保険診療報酬支払基金北海道支部審査委
員会委員の推薦について（北野常任理事）
欠員となっていた診療担当者代表委員１名に
ついて、札幌市医師会より推薦のあった１名を
推薦することと決定。
⑵ 外部各委員会等委員の推薦について
（三戸常任理事）
第６回理事会(12/16)報告以降に委員推薦依
頼があった、⑴北海道立北見病院指定管理者候
補者選定委員会委員に小熊副会長を推薦、⑵道
南ドクターヘリ運航調整委員会・事後検証部会
委員に目黒常任理事を推薦することと決定。
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５．協議事項
第１号 平成29年度会費減免の追加申請に関する件
（三戸常任理事）
道医会費減免申請者は研修医免除者１名と出産育
児減免者１名の計２名で、その免除額16,000円を承
認、代議員会に諮ることと決定。また、日医会費減
免申請者は研修医免除者１名で、その免除額2,000
円を日医へ申請することと決定。
第２号 平成30年度事業計画に関する件
（深澤副会長）
来年度の事業計画(案)を承認し、第151回臨時代
議員会に報告することと決定。
第３号 平成30年度予算に関する件（三戸常任理事）
来年度の予算(案)を承認し、第151回臨時代議員
会に報告することと決定。
第４号 第151回臨時代議員会の開催に関する件
（三戸常任理事）
３月18日(日)午前10時から当会館８階会議室にお
いて、第151回臨時代議員会を開催することとその
提出議題を決定。
第５号 日本医師会選挙管理委員会委員・予備選挙
管理委員の選出に関する件（三戸常任理事）
選挙管理委員会委員に北野常任理事、予備選挙管
理員会委員に笹本常任理事を推薦することと決定。
第６号 日本医師会「全国医師会研修管理システム」
の導入に伴う「日本医師会生涯教育講座実施要領」
改正に関する件（櫻井常任理事）
来年度より日医の全国医師会研修管理システムを
導入するため、当会が独自に取り扱ってきた日医生
涯教育講座の実施要領の一部を改正すること、また、
本システムの実務的な運用につき周知を図るため、
３月21日(水・祝)に当会館において郡市医師会生涯
教育担当理事連絡協議会を開催することを決定。
第７号 理事提案事項
特になし。
第８号 その他
⑴ 平成30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）
第６回理事会(12/16)報告以降に開催された会議
について報告した。
７．閉
会

第24回常任理事会
日 時
場 所
出席者
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平成30年２月27日（火）18：00 ～ 19：32
北海道医師会館９階・理事会室
長瀬会長、藤原・小熊両副会長、北野・
三戸・目黒・藤井・水谷・山科・岡部・
伊藤・生駒・後藤・笹本・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 札幌市指定難病審査会委員の推薦に関する
件（三戸常任理事）
深澤副会長を推薦することと決定。
第２号 北海道患者搬送固定翼機運航事業運航調整
委員会委員の推薦に関する件（三戸常任理事）
目黒常任理事を推薦することと決定。
第３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８名と更新申請者
158名を承認し、日医へ申請することと決定。
第４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申請者３名と更新申請者
17名を承認し、日医へ申請することと決定。
第５号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する
件（生駒常任理事）
申請のあった日医生涯教育講座23件、道医認定生
涯教育講座５件の計28件を承認。
第６号 その他
⑴ ３月行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．産業保健各種研修会 [平成29年度]について
（生駒常任理事）
産業保健研修会４ヵ所、産業医学基礎研修会(前
期・後期各１回)ならびに産業医学実践研修会(実地)
と郡市医師会に委託しているリフレッシュ研修、ス
キルアップ専門・実地研修を６ヵ所で開催した。受
講者総数は857名であった。
２．母体保護法指定医師研修会 [平成29年度]につ
いて（三戸常任理事）
札幌市で２回、釧路市と旭川市で各１回の計４
回、当会と北海道産婦人科医会との共催により実施
した。
「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37名、第２回釧路市が16名、第３回旭川市が22
名、第４回札幌市が76名であった。
３．北海道自動車保険医療連絡協議会 [１月31日
(水)]について（後藤常任理事）
当会より、日医労災・自賠責委員会が実施した自
賠責診療費算定基準についてのアンケート調査の結
果を報告した。その後、日本損害保険協会および損
害保険料率算出機構と北海道の自賠責保険の現状や
問題点について意見交換を行った。
４．日医女性医師支援事業連絡協議会 [２月14日
(水)・日医]について（藤井常任理事）
本年１月までに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。特に印象的なのは、名古屋大学に
おける男女共同参画の取り組みが海外から高い評価

を受けており、国連機関UN WomenのHeForShe
事業において、2015年にジェンダー平等を推進する
世界の主要10大学に日本で唯一選出されたとの発表
であった。その後、質疑応答と総合討論が行われた。
参加者は148名であった。
５．医療政策シンポジウム [２月16日(金)・日医]
について（笹本常任理事）
｢国際社会と医療政策｣をテーマに開催された。世
界エイズ・結核・マラリア対策基金・國井局長から
｢グローバルヘルスの潮流：これからどこへ行くの
か？ ｣、元世界医師会会長・Sir Michael Marmot
氏から「Global Society and‘The Health Gap’
」
、
日本医療政策機構・黒川代表理事から｢日本の医療；
課題と将来｣と題する講演が行われた後、３名のパ
ネリストによるパネルディスカッションが行われ
た。参加者は約420名であった。
６．第５回認知症医療介護推進フォーラム [２月18
日(日)]について（水谷常任理事）
「意欲をもって地域で暮らすために」をテーマに
開催された。厚生労働省老健局総務課認知症施策推
進室・田中室長より「最新の認知症施策の動向」と
題して講演が行われた後、高齢者の自動車運転や認
知症に理解のあるまちづくりをテーマにシンポジウ
ムが行われた。参加者は約220名であった。
７．JMAT研修会【実践編】[２月18日(日)]につい
て（目黒常任理事）
昨年10月29日に実施した基礎編に引き続き、過去
の受講者やDMAT研修など災害医療研修の既受講
者を主な対象とした実践編を開催した。亜急性期以
降における診療や災害医療コーディネート、災害救
助法と避難所に関係する法令・体制等に関する講義
のほか、災害派遣や疾病予防のための避難所運営に
関する机上演習やEMIS(広域災害救急医療情報シス
テム)の入力等に関する実習を行った。その後、小
職からJMATの概要・活動と今後の展望について説
明した。参加者は医師・薬剤師・看護師・助産師・
事務職等40名で、見学者は７名であった。なお、本
研修会は来年度も基礎編と実践編を開催予定。
８．日本医師会母子保健講習会 [２月18日(日)・日
医]について（後藤常任理事）
厚生労働省子ども家庭局母子保健課・北澤課長か
ら子育て世代包括支援センターの拡充について、三
重大学保健管理センター・岡野教授から周産期メン
タルヘルス支援について講演が行われた。その後「多
職種連携による子育て支援を目指して」をテーマに、
小児科、産婦人科、子どものこころ専門医の３名に
よるシンポジウムが行われた。出席者総数は205名
であった。
９．北海道救急医療フォーラム [２月20日(火)・室
蘭市]について（目黒常任理事）
「災害から地域を守る」(主催：室蘭市医師会・当会、
共催：胆振西部医師会・室蘭市・登別市・北海道)
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をメインテーマに、室蘭市においてフォーラムを開
催した。市立室蘭総合病院・下舘麻酔科部長・救急
センター長による「西胆振の災害医療体制について」
をテーマとした基調講演を行った後、トピックとし
て室蘭工業大学大学院工学研究科ひと文化系領域・
前田教授より「災害時のこころのケア－その概念と
実際」をテーマに講演が行われた。その後、下舘講
師と小職がコーディネーターを務め、医療機関・行
政・消防のそれぞれの立場の方から発言がありディ
スカッションを行った。パネリストの室蘭市医師会・
生田理事からは、災害時におけるスワンネットの活
用について発言があった。参加者は110名であった。
10. 学校心臓検診学術判定委員会 [２月22日(木)]
について（後藤常任理事）
委員長に小職が選出された後、北海道学校保健会
から学校心臓検診推進事業の実施状況ならびに、来
年度の実施予定について報告・説明があり意見交換
を行った。なお、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。
11. 労災三者懇談会 [２月23日(金)]について
（後藤常任理事）
北海道労災保険指定病院協会が当番幹事となり開
催された。北海道労働局より労災補償業務の現況や
業務上疾病の認定状況等について説明と報告があっ
た後、当会より、日医労災・自賠責委員会での検討・
要望事項について報告した後、北海道労災保険指定
病院協会より、労災診療費の電子レセプト請求につ
いて説明があった。来年度は当会の当番にて開催予
定。
12. 第３回勤務医部会運営委員会ならびに第４回若
手医師専門委員会 [２月25日(日)]について
（藤井常任理事）
昨年開催した全国医師会勤務医部会連絡協議会な
らびに勤務医交流会の反省と、来期も引き続き実施
することとした地域医療の現況調査の調査項目を検
討し、報告書の執筆者を決定した。併せて、若手医
師専門委員会において、世代間ギャップ・アンケー
トの集計結果を基に報告書を作成することとした。
13. 医学生・若手医師キャリアデザインセミナー
[２月25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。医学生・若手医師キ
ャリア形成支援検討会が企画し、公立学校共済組合
関東中央病院・宮尾健康管理センター長より「臨床
医として進化し続けるために～医師のキャリアデザ
インとイクボス～」をテーマに、日医ジュニアドク
ターズネットワーク・鈴木副代表外務より「働き方
改革に関する最新情報」についてそれぞれ講演があ
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った後、「働く環境について」をテーマにディスカ
ッションを行った。参加者は、医学生・研修医・医
師50名であった。
14. 母子保健対策推進委員会 [２月25日(日)]につ
いて（後藤常任理事）
委員長に小職、副委員長に北海道保育保健協議会・
渡辺会長を選出した後、当会、日本医師会、北海道
および北海道保育保健協議会から、それぞれ母子保
健対策の取り組みについて報告した。その後「定期
予防接種の広域化」をテーマに、５月に実施した予
防接種の契約状況に関するアンケートの調査結果な
らびに、現在行っている市町村との協議の状況や、
広域化での接種料金のあり方などを確認する追跡調
査について報告・説明した後、意見交換を行った。
15. 健康スポーツ医学推進委員会 [２月25日(日)]
について（後藤常任理事）
委員長に小職、副委員長に北海道体育協会・佐久
間委員を選出した後、佐久間副委員長から、2017北
海道マラソンの救護活動について報告があった。そ
の後、当会主催の再研修会や、今年度６件申請のあ
った道内での日医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。
16. 第24回日本医師会認定健康スポーツ医制度再研
修会 [２月25日(日)]について（後藤常任理事）
日医認定健康スポーツ医制度の更新２単位の研修
会として開催した。自衛隊体育学校冬季特別体育教
育室・小山公認スポーツ栄養士から「最近の日本人
スポーツ選手の活躍と公認スポーツ栄養士の関与
～健康スポーツ医活動へのフィードバック～」、北
翔大学大学院生涯スポーツ学研究科・沖田教授か
らは「特定健診・保健指導の変更点と運動療法upto-date」をテーマにそれぞれ講演が行われた。受講
者は日医認定健康スポーツ医等72名であった。
17. 日医理事会報告（長瀬会長）
世界医師会会長就任祝賀会、日本医師会ハーバー
ド大学武見太郎記念国際シンポジウムの件等の報告
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、
静岡県における新専門医制度の現状と課題につい
て、今回の診療報酬改定にある「夜間救急外来対応」
について、HPVワクチンに関する報告 (第７報)に
ついての意見交換を行った。
18. 外部各委員会報告
⑴ 第３回北海道がん対策推進委員会がん検診専
門部会 第一分科会(肺･胃･乳) [２月１日(木)]な
らびに第二分科会(大腸･子宮) [２月14日(水)]に
ついて（伊藤常任理事）
胃がん・肺がん・乳がん・大腸がん・子宮頸
がん検診の実施状況および各市町村別の精度管
理調査結果の報告を受け、結果の公表および指
導の方向性について検討した。
⑵ 道民の健康づくり推進協議会第１回地域・職
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⑸

域連携推進専門部会 [２月８日(木)]について
（岡部常任理事）
本部会設置要領の改正について説明があった
後、部会長に小職、副部会長に全国健康保険協
会北海道支部・横式部長を選出した。その後、
平成25年度からの本部会の取り組み経過と本道
の健康課題について報告があり、道内企業の健
康づくりを支える活動・取り組みについて情報
を共有した。また、来年度からの新たな取り組
みとして、従業員の健康づくりに取り組む事業
所の好事例集を作成することについて協議し
た。
⑶ 第３回北海道地域医療介護総合確保基金（介
護分）検討協議会 [２月14日(水)]について
（藤原副会長）
今年度事業の中間評価について、一部目標に
達していないものもあるが概ね順調に推移して
いることや、来年度の新規事業の内容について
説明があり、了承された。
⑷ 第３回北海道高齢者保健福祉計画・介護保険
事業支援計画検討協議会 [２月14日(水)]につ
いて（藤原副会長）
計画案(案)の概要について説明があり、了承
された。また、医療計画との整合性や介護離職
ゼロに伴うサービス見込量について説明があっ
た。

北海道医療安全推進協議会 [２月14日(水)]
について（青木常任理事）
北海道医療安全支援センター事業概要(平成
28年度)、医療相談対応事例(平成29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、医療安
全・倫理研修会の開催実績および医療事故調査
制度に対する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。
⑹ 北海道産業保健総合支援センター運営協議会
[２月15日(木)]について（生駒常任理事）
北海道労働局・小野課長補佐よりメンタルヘ
ルス対策自主点検結果、産業医制度に係る見直
しについて等の説明後、北海道産業保健総合支
援センター・石津副所長より今年度の事業報告
および地域産業保健センター事業報告と来年度
事業計画案について説明があり、意見交換を行
った。
⑺ 北海道医療審議会第２回地域医療部会 [２月
20日(火)]について（藤原副会長）
地域医療支援病院を１件、承認した。また、
４月１日より届出による診療所の病床設置の要
件が一部変更となることことから、北海道にお
ける取扱い(案)について協議し、了承した。

◇情報広報部◇
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