ならびに診療報酬改定説明会［３月17 ～ 27日］
について（橋本常任理事）
４月実施の診療報酬改定内容に関わる伝達を目的
に、３月11日(日)に本協議会を開催した。北海道厚
生局・佐野指導医療官より「主な改定内容」、北海
道厚生局・髙松管理課長補佐より「施設基準の改正
点」「施設基準の届出に当たっての留意事項」につ
いて説明があった。また、道内11地区において、医
師および医療機関事務職員等を対象とした本説明会
が同様に開催された。(北海道厚生局が主催、当会
ならびに各郡市・医育機関医師会が協力団体)
２．郡市医師会医療安全担当理事医療事故防止研修
会［３月21日(水・祝)］について（青木常任理事）
「身近な事例に学ぶ医療事故対応」をテーマに、
各郡市医師会の医療安全担当理事を集め開催した。
３つの事例について、札幌総合法律事務所・中村弁
護士、斗南病院・加藤顧問からそれぞれ解説があっ
た後、質疑応答が行われた。出席者は49名であった。
３．小児救急医療地域研修事業に関する打ち合わせ
［３月26日(月)］について（目黒常任理事）
昨年度の小児救急医療地域研修会の実施結果につ
いて小職から報告した後、北海道小児科医会・太田
副会長より本研修会受講者を対象に行ったアンケー
トの結果をもとに、研修事業の総括が行われた。ア
ンケートでは「有意義であった」「また参加したい」
など好評な意見が多数見受けられ、研修内容をさら
に充実させ、次年度以降も引き続き開催していくこ
ととした。その後、事業の改善点等について意見交
換を行った。
４．
「日本介護医療院協会」設立記念シンポジウム［４
月２日(月)］について（水谷常任理事）
今年４月に創設された新しい介護保険施設である
介護医療院に特化した医療団体として、日本介護医
療院協会が発足し、本シンポジウムが行われた。事
務局は日本慢性期医療協会の中に設置され、150名が
参加した。厚生労働省・鈴木医務技監から「新たな
モデル『介護医療院』の創設と展望」と題して行政
説明が行われ、日医・鈴木常任理事から「介護医療
院の創設と地域包括ケアのまちづくり」と題して説
明があった。また、日本慢性期医療協会・武久会長
ならびに衆議院議員・安藤代議士(日本慢性期医療協
会副会長)から介護医療院の転換等、日本介護医療
院協会・江澤会長（日本慢性期医療協会理事）から、
今後の方向性等についてそれぞれ説明があった。
５．外部各委員会報告
⑴ 北海道患者搬送固定翼機運航事業運航調整委
員会［３月23日(金)］について（目黒常任理事）
本事業は、北海道が実施主体となり、昨年７
月30日から北海道航空医療ネットワーク研究会
が受託して運航を開始した。藤田委員(旭川医
科大学救急医学講座教授)が委員長に選任され、
委員長より副委員長ならびに事後検証部会の部

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30年４月10日（火）18：00 ～ 19：04
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・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 個人情報保護管理体制・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日付けで当会の事務局機構改革が行われた
ことに伴い、同日付けで個人情報保護および特定個
人情報等保護管理体制の一部改正を行うことと決定。
第２号 日本医師会生涯教育講座の認定に関する件
（櫻井常任理事）
申請のあった日医生涯教育講座10件を承認。
第３号 第１回郡市医師会長協議会［５月26日(土)］
の開催に関する件（三戸常任理事）
５月26日(土)午後４時から当会館で開催すること
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回理事会の議案に関する件
（三戸常任理事）
４月14日(土)午後４時から当会館で開催する第１
回理事会の提出議案を決定。
第６号 事務連絡協議会［５月18日(金)］の開催に
関する件（三戸常任理事）
５月18日(金)午後１時30分から当会館で開催する
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30年度主行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．社会保険医療指導委員協議会［３月11日(日)］
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会長に小職が指名された。その後、先に実施し
た事後検証の結果および運航実績(21例)につい
て事務局から報告があり、意見交換を行った。
⑵ 北海道エキノコックス症対策協議会［３月23
日(金)］について（目黒常任理事）
エキノコックス症患者の届出状況や健康診断
実施状況、北海道のエキノコックス症対策実施
状況や媒介動物疫学調査結果等について報告が
あり、意見交換を行った。
⑶ 道南ドクターヘリ運航調整委員会事後検証部
会［３月27日(火)］について（目黒常任理事）
部会長に武山委員(市立函館病院救命救急セ
ンター長)が選任され、部会長より上村委員（札
幌医科大学医学部救急医学講座講師）が副部会
長に指名された。その後、平成26年度から平成
28年度の運航実績について報告があり、意見交
換を行った。
⑷ 北海道がん対策基金「ロゴマーク・キャッチ
フレーズ」表彰式［３月29日(木)］について
（長瀬会長）
本基金事業のより一層の周知を図るため、昨
年度に募集した標記、ロゴマーク・キャッチフ
レーズの最優秀作品の発表と表彰式が行われ
た。キャッチフレーズは「助かる命 助ける絆
北海道がん対策基金」である。
⑸ 第22回北海道医療対策協議会総会［３月29日
(木)］について（藤原副会長）
医師派遣(紹介)連絡調整分科会からは、昨年
度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)の報告、地域医療を担う医師養
成検討分科会からは北海道医療計画(医師確保
に関する事項)の策定と地域枠制度運営状況に
ついて報告が行われた。新たな北海道医療計画
の策定等の報告が行われた後、新専門医制度の
開始に対応するため、従来の北海道専門医制度
連絡協議会を専門医制度等検討分科会(仮称)
（専門医制度等に関する検討委員会(仮称)を含
む)に改め、本医療対策協議会の中に設置する
こととした。
⑹ 北海道地区原子力災害医療ネットワーク協議
会［３月29日(木)］について（目黒常任理事）
今年２月８日(木)、倶知安町で行った北海道
原子力防災訓練の実施結果について事務局から
報告があった後、原子力災害医療活動実施要領
や原子力災害医療体制の見直しなどについて説
明があった。
６．外部各委員会報告
［平
⑴ 自民党道連「平成29年度団体政策懇談会」
成29年11月28日(火)実施］の結果等について
（笹本常任理事）
自民党道連より報告のあった『平成29年度団

体政策懇談会』の要望・提言事項に係る今年度
道の事業および予算の結果等について、次回要
望の参考として説明した。
⑵ 道庁保健福祉部ならびに道立病院局の組織機
構図（４月１日）について（笹本常任理事）
今年４月１日付けの道庁保健福祉部ならびに
道立病院局の組織機構図について、説明した。
７．その他
⑴ 北海道医師会選挙管理委員会委員について
（三戸常任理事）
任期満了に伴い、各ブロックより選出された
標記委員につき報告した。

第１回理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年４月14日（土）16：00 ～ 16：55
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・後藤・笹本・青木各常任理
事、恩村・阿久津・沖・男澤・山下・今
野・稲葉・久島各理事、津田・藤瀬・篠
島各監事、稲川副議長、藤根日医委員
（事務局：安達事務局長ほか12名）
１．開
会
２．会長挨拶
３．報告事項
⑴ 第141回日本医師会臨時代議員会［３月25日
（日)］について（深澤副会長）
日医・横倉会長の挨拶と平成30年度事業計画
および予算報告の後、平成29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14件が行われ、北海道
ブロックからは、小熊代議員より「医師の働き
方改革の問題について」と題し代表質問を、今
代議員より「医療事故調査制度の事故調査報告
書について」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）
第85回日本医学会定例評議員会、日本専門医
機構第25回理事会、保育所における感染症対策
ガイドラインの見直し検討会(第３回)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ワクチンに関する報告(第
８報)、新専門医制度についての意見交換を行
った。
⑶ 日医各委員会報告
１）地域医療対策委員会［１月19日(金)］につ
いて（笹本常任理事）
会長諮問「地域医療構想に基づく将来の医
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療提供体制に向けて」の報告書作成に向けて
論点を整理した。報告書は、１．地域医療構
想の課題、２．在宅医療等について、３．地
域医療構想調整会議の求められる役割につい
て、４．地域医療構想に影響を与える施策の
４つの大枠で構成されることとしている。
２）母子保健検討委員会［３月７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、産
科的アプローチと小児科的アプローチの２つ
の視点から構成した報告書を３月22日に提出
した。報告書では、産科的アプローチとして、
主に妊産婦のメンタルヘルスについて具体的
対策を提案し、リスクへの対応についてまと
めた。また、小児科的アプローチでは、青少
年を含めたすべての子どもを身体的・心理的・
社会的に捉え支援する仕組みについてまとめ
ている。
３）健康食品安全対策委員会［３月７日(水)］
について（山下理事）
健康食品安全情報システムに情報提供され
た案件について報告があった後、会長諮問に
対する答申素案について意見交換を行った。
最終答申は、次回の委員会で取りまとめる予
定である。
４）医療安全対策委員会［３月23日(金)］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
開催した医療事故調査制度に関する研修会の
昨年度の開催状況等について報告があった。
その後、会長諮問「医療事故調査制度におけ
る確実な院内事故調査を担える人材育成の在
り方について」に対する答申書の目次と主な
内容が提案され、協議を行った。
５）男女共同参画委員会［４月６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、昨年
度の女性医師バンクの運用状況と、女性医師
の勤務環境の現況に関する調査の前回調査と
の詳細な比較対照版が完成したことの報告が
あった後、会長諮問に対する意見交換を行っ
た。報告書は、
４月17日に提出する予定である。
⑷ その他
１）北海道医師会選挙管理委員会委員について
（三戸常任理事）
任期満了に伴い、各ブロックより選出され
た標記委員につき報告した。
４．承認事項
⑴ 事務局の人事異動について
（長瀬会長、三戸常任理事）
事務局長の再雇用と事務局の人事異動を４月
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１日付けで実施することを承認決定。
⑵ 個人情報保護管理体制・特定個人情報等保護
管理体制の一部改正について(三戸常任理事）
４月１日付けの事務局人事異動に伴い、事務
局の個人情報・特定個人情報等保護管理体制の
一部改正を行うことを承認決定。
５．協議事項
第１号 第１回郡市医師会長協議会［５月26日(土)］
の開催に関する件（三戸常任理事）
５月26日(土)午後４時から当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３号 理事提案事項
特になし。
第４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）
平成29年度第７回理事会( ２/17)報告以降に開催
された会議について報告した。
７．閉
会

第２回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年４月24日（火）18：30 ～ 19：35
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・山科・
岡部・伊藤・生駒・後藤・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12名）

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）
医育機関区分の選出委員に関して、北海道大学の
産婦人科教授に就任された渡利英道氏の標記審査委
員への就任につき、同大学の承認と同氏の承諾が得
られたことを受けて、同氏を審査委員として委嘱す
ることを承認決定。
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）
４月18日の審査委員会で指定可とされた、再審申
請者１名を指定医師とすることと決定。
第３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。
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第４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５名と更新29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名と更新１名を承認
し、日医へ申請することと決定。
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21件を承認。
第７号 その他
⑴ ５月行事予定表に関する件（事務局）
報告事項
１．日本医師会CBRNE(テロ災害)研修会［４月４日
(水)・日医］について（後藤常任理事）
「TOKYO2020 東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて」をテーマに開催された。スタンフォー
ド大学・ロニット・カッツ教授による基調講演の後、
テロ災害対策(CBRNE対策)をテーマとした講演６
題(①総論、②化学、③生物、④放射性物質・核、⑤
爆発物、⑥現場の対応)の他、パネルディスカッシ
ョン等が行われた。参加者は、医師会関係者、内閣
官房、防衛省、海上保安庁、都道府県、オリンピッ
ク・パラリンピック組織委員会などの関係機関のほ
か、テレビ会議での参加を含めて218名であった。
２．北海道医師会・北海道獣医師会連携シンポジウ
ム［４月15日(日)］について(後藤常任理事）
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、２回目となる連携シンポジウムを、
ダニ媒介脳炎をテーマに開催した。北海道大学大学
院獣医学研究院公衆衛生学教室・好井准教授からダ
ニ媒介性脳炎と重症熱性血小板減少症候群など、ダ
ニ媒介性人獣共通感染症ウイルスの基礎について解
説いただいた。その後、市立札幌病院神経内科・田
島部長と医療法人北祐会北祐会神経内科病院免疫性
神経疾患部門・中村部長より、実際に治療した症例
について講演が行われた後、ディスカッションを行
い、活発な意見交換が行われた。参加者は166名で
あった。
３．地域医療介護総合確保基金(医療分)にかかる都
道府県個別ヒアリング［４月16日(月)・厚生労働
省］について（笹本常任理事）
北海道から小川地域医療課長および原主査、北海
道歯科医師会から藤田会長、当会から長瀬会長およ
び小職が出席した。本基金の要望額は、総医協にお
いて北海道計画(原案)を協議し、過去の事業実績等
を踏まえて決定した旨を説明。長瀬会長からは、地
域医療を担う青少年育成事業、緊急臨時的医師派遣
事業、女性医師等就労支援事業、藤田北海道歯科医
師会長からは、在宅歯科医療連携室整備事業につい
て説明・要望を行った。

４．公立芽室病院をみんなで支える会「定期総会・
病院職員との親睦交流会兼新任職員歓迎会」［４
月19日(木)・芽室町］について（伊藤常任理事）
北海道の地域医療を支える住民団体の活動を現場
で見学した。本総会では、当該病院の内科医が４名
から１名体制となり医師確保が困難な状況であるこ
と、また支える会の活動広報については、会員のみ
ならず広く町民に周知することの必要性などについ
て発言があった。親睦交流会では、病院関係者と住
民との関係性を大切にしていることがうかがえた。
５．「第40回東北・北海道医師会共同利用施設連絡
協議会」各道県医師会担当理事打合せ会［４月21
日(土)・秋田市］について（伊藤常任理事）
10月13日(土) ～ 14日(日）の２日間、秋田市にお
いて開催する標記協議会のテーマおよびスケジュー
ル等について検討を行った。メインテーマを「人生
100年時代を見据えて」とし、１日目は施設見学等、
２日目は基調講演、シンポジウム等を行う予定。
６．北海道の臨床研修病院合同プレゼンテーション
2018札幌［４月22日(日)］について
（櫻井常任理事）
合同プレゼンテーション参加病院・学会数は58（医
育大学３、臨床研修病院51、３学会、札幌矯正管区）
であった。プレゼンテーション終了後、医学生を対
象とした初期臨床研修制度説明会を開催し、北海道・
石井医療参事から「キャリア形成セミナー」と題し
て、将来のキャリア形成や初期臨床研修・専門研修
体制等について説明があった。また、並行して、初
期臨床研修医を対象とした交流会、プログラム責任
者等意見交換会をそれぞれ開催した後、研修医、医
学生、関係者との懇親会を開催し、盛会裏に終了し
た。来場者総数は医学生・研修医を合わせて282名
で過去最高となった。
７．日医理事会報告（長瀬会長）
平成28・29年度医療政策会議答申、医療従事者の
需給に関する検討会第19回医師需給分科会、第11回
がん診療提供体制のあり方に関する検討会の件等の
報告、第142回日本医師会定例代議員会および第143
回日本医師会臨時代議員会開催、第７回「日本医師
会赤ひげ大賞」実施、第１回外国人医療対策会議開
催の件等の協議があった。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、日医雑誌・日医ニュース提供方法
アンケート結果報告について等の意見交換を行った。
８．中央情勢報告（笹本常任理事）
財政制度等審議会 財政制度分科会「社会保障」
について
４月11日(水)に開催された財政制度等審議会 財
政制度分科会の資料「社会保障について」にもとづ
き、今年度予算、社会保障をめぐる状況、今後の社
会保障改革の考え方などに関するポイントを小職よ
り説明した。
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⑶

９．外部報告
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
北海道都市職員共済組合ほか945保険者と契約
を締結した。集合契約参加医療機関数は1,504
件、そのうち代行入力希望医療機関数は508件
である。第三期を迎えた今年度より、詳細健診
に血清クレアチニン検査が追加されたほか、国
のプログラムに基づき、血中脂質検査、血糖検
査の取扱いが変更となったことに伴い、データ
電子化システムの改修を行い、代行手数料を改
定した。なお、昨年度の代行入力依頼件数は
9,134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）
平成23年から毎年協力している北海道有朋高
等学校通信制課程協力校受講生定期健康診断に
ついて、今年度の委託契約を４月18日付けで北
海道と締結した。契約期間は５月７日から７月
31日まで、健診単価は昨年度と同額、受診予定
者は32校648名、協力医療機関は326件である。

北海道医報「指標」の執筆依頼について
（山科常任理事）
「指標」は、主として三副会長のローテーシ
ョンにより執筆してきたが、７月号より常任理
事にも加わっていただくこととして了承された。
10．その他
⑴ 会員数について（三戸常任理事）
平成30年３月31日現在の当会会員数は8,250
名で、内訳はA会員2,450名、B １会員600名、
B ２ 会 員4,570名、C １ 会 員108名、C ２ 会 員
125名、C ３会員397名となった。なお、日医会
員数は5,799名となっている。
⑵ 東京都受動喫煙防止条例（仮称）に関する賛
同署名への協力について（長瀬会長）
東京オリンピック・パラリンピックの開催
都市である東京都において、より実効性の高い
受動喫煙防止条例の制定を実現するため、医療
関係団体が協力して、多くの署名を集め、東京
都への働きかけの力とすることとなり、東京都
医師会から協力依頼があった。署名への協力を、
当会役員に対し依頼した。また、各郡市医師会、
道内関係団体にも協力を呼びかける予定である。

４月20日
４月21日

４月22日

４月23日
４月11日
４月13日
４月14日
４月15日

医療関連事業部担当理事会
東北・北海道医師会共同利用施設連絡
協議会各道県医師会担当理事打合せ会
(秋田県秋田市、伊藤常任理事)
北海道の臨床研修病院合同プレゼンテ
ーション2018札幌(長瀬会長、小熊副
会長、櫻井常任理事)
陸上自衛隊北部方面総監部幹部との懇
談
三役会、第２回常任理事会、医業経営・
福利厚生部担当理事会
外部監査、医事紛争処理委員会
日医ワークショップ「会員の倫理・資
質向上をめざして」(青木常任理事)
外部監査
日本在宅医学会 第20回記念大会( ～
30日、東京都、伊藤常任理事)
三役会
第３回常任理事会、広報委員会、日医
代議員会財務委員会(藤原副会長)
地域福祉部担当理事会
地域医療部担当理事会、日医選挙管理
委員会(北野常任理事)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

北海道厚生局との打合せ
４月24日
日医勤務医委員会（藤井常任理事）
第１回理事会
４月25日
北海道医師会・北海道獣医師会連携シ
４月26日
ンポジウム
４月16日 地域医療介護総合確保基金(医療分)に
４月27日
かかる都道府県個別ヒアリング(東京
４月29日
都、長瀬会長、笹本常任理事)
４月17日 日医理事会(長瀬会長)
５月７日
４月19日 公立芽室病院をみんなで支える会「定
５月８日
期総会・病院職員との親睦交流会兼新
任職員歓迎会」(芽室町、伊藤常任理
５月９日
事)、日医医師の働き方検討委員会(藤
５月10日
井常任理事)、日医広報委員会(山科常
任理事)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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