２．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②
４月25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②にもとづ
き、我が国の医療・介護制度の課題と特徴を踏まえ
た３つの視点(共助の対象は何か、公定価格と提供
体制、給付と負担のバランス)からなる要点を小職
より説明した。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．第１回運営委員会 [５月７日(月)] について
（深澤副会長）
本年度の各専門部会の協議予定(案)について小職
より説明した後、５月22日(火)に予定されている総
会ならびに各専門委員会についてアナウンスした。

北海道医師会館９階理事会室

第３回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年５月８日（火）18：00 ～ 18：37
北海道医師会館９階・理事会室
長瀬会長、深澤副会長、北野・三戸・目
黒・藤井・橋本・水谷・山科・岡部・伊
藤・生駒・後藤・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11名）

第４回常任理事会
日 時
場 所
出席者

協議事項
第１号 日本医師会代議員会財務委員会委員および
議事運営委員会委員の選出に関する件
（三戸常任理事）
財務委員会委員には藤原秀俊日医代議員(当会副
会長)を、議事運営委員会委員には深澤雅則日医代
議員(当会副会長)を引き続き推薦することと決定。
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14件を承認。
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。
報告事項
１．日本在宅医学会 第20回記念大会 [４月29日(日･
祝) ～ 30日(月･振休)・東京都] について
（伊藤常任理事）
千葉県松戸市・あおぞら診療所・川越院長が大会
長となり「いのちと生活を支える医療介護多職種チ
ームの使命～病院･行政･市民とともに取り組むまち
づくり～」をメインテーマに開催。小職は、２日目
の「拡大シンポジウム10：住民が地域の医療・介護
を守るということ～住民の立場で考え、主体的に活
動する極意～」のシンポジストの指名を受け、道内
30余りの地域医療を守る住民活動団体の紹介と当会
が行っている支援活動の内容について発表した。参
加者は全体で約3,000名であった。
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平成30年５月14日（月）18：00 ～ 18：40
北海道医師会館９階・理事会室
長瀬会長、深澤・藤原両副会長、北野・
三戸・目黒・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・篠島各監事
（事務局：安達局長ほか14名）

協議事項
第１号 平成29年度決算に関する件（北野常任理事）
平成29年度会計に関する決算財務諸表・内部管理
資料等の説明と、併せて監事より内部・外部監査報
告を受けたのち、提案どおり承認することと決定。
第２号 平成29年度公益目的支出計画実施報告書に
関する件（三戸常任理事）
本会は一般社団法人として、北海道公益認定等審
議会が確定した本会の公益目的財産額の支出が完了
するまでは各事業年度の決算時に公益目的支出計画
実施報告書を作成し北海道に提出する必要がある。
平成29年度も実施報告書を北海道に提出することを
提案どおり決定。
第３号 平成30年度「事前確定届出給与に関する届
出書」に関する件（北野常任理事）
当会役員のうち、収益事業に係る役員13名の給与・
期末手当を、当会の税務上の損金と認めてもらうた
め「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に
提出することと決定。
第４号 第152回定時代議員会 [６月17日(日)] の
開催に関する件（三戸常任理事）
６月17日(日)に第152回定時代議員会を北海道医
師会館８階会議室において開催することと、また、
その提出議題を決定。
第５号 第２回理事会 [５月19日(土)] の議案に関
する件（三戸常任理事）
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２）学校保健委員会 [２月８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
が４月11日に提出された。答申は、学校保健
の現状と課題、学校医活動の望まれる姿、あ
るべき学校医活動を実践するための方策から
なっており、日医が文部科学省に対し、関係
者との連携や適正な報酬のあり方、安心して
学校医活動ができる仕組みにより、負担感を
減らし、学校医が魅力あるものとするための
提言を行うこと等を提案している。
３）勤務医委員会 [４月13日（金）]について
（藤井常任理事）
会長諮問「勤務医の参画を促すための地域
医師会活動について」、２年間の検討結果を
取りまとめ、５月16日に提出された。答申
は、I 勤務医委員会活動について、II 提言で
構成されている。また、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
を行った。担当の長崎県医師会は、昨年度同
様に協議会翌日に勤務医交流会を予定してい
る。
４）医師の働き方検討委員会 [４月19日
（木）]
について（藤井常任理事）
会長諮問「医師の勤務環境改善のための具
体的方策―地域医療体制を踏まえた勤務医の
健康確保策を中心に―」の答申が４月３日に
提出された。答申は、I 勤務医の労務管理・
ワークライフバランス実現、II 勤務医の労
働安全衛生の充実、III 地域医療を守る、IV
医師会の役割で構成されている。委員会では、
継続して、宿日直、オンコール、自己研鑽な
どについて議論を進めており、また、医療界
で医師の働き方を集約すべきという提言を踏
まえ、医師の働き方検討会議が新たに日本医
師会内に設置された。
５） 広報委員会 [４月19日(木)]について
（山科常任理事）
第７回日本医師会 赤ひげ大賞の候補者が
募集開始されることが報告された。また、日
医ニュース、南から北からの昨年度最優秀作
品として、北海道医報・第1179号の会員のひ
ろばに掲載された『頑張れ！ 子どもたち』
が３作品の一つに選定されたことが報告され
た。
４．承認事項
⑴ 母体保護法指定医師審査委員会委員の委嘱に
ついて(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を審
査委員として委嘱することを承認決定。

５月19日(土)午後４時から北海道医師会館におい
て、第２回理事会を開催すること、また、その提出
議題を決定。
報告事項
１．監査報告（内部：藤瀬監事、外部：篠島監事）
協議事項第１号と併せて報告。

第２回理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年５月19日（土）16：03 ～ 17：12
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・水谷・山科・
岡部・伊藤・後藤・笹本各常任理事、松
家・野呂・恩村・阿久津・沖・今野・稲
葉・久島・千葉各理事、津田・藤瀬・篠
島各監事、本間議長、稲川副議長、太田・
上埜両日医委員
（事務局：安達事務局長ほか16名）
１．開
会
２．会長挨拶
３．報告事項
⑴ 監査報告（内部：藤瀬監事、外部：篠島監事）
協議事項第１号と併せて報告。
⑵ 日医理事会報告（長瀬会長）
日本医師会役員および裁定委員の選任・選定
に関する公示、第２回全国医師ゴルフ選手権大
会、参議院厚生労働委員会参考人意見陳述の件
等の報告、平成29年度日本医師会事業報告、平
成29年度日本医師会決算、平成31年度日本医師
会会費賦課徴収、全国紙を使った意見広告の件
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、夜間看護体制特定日減算に
ついて、HPVワクチンに関する報告(第９報)
について等の意見交換を行った。
⑶ 日医各委員会報告
１）医師会将来ビジョン委員会[平成29年12月
23・24日
（土祝・日）
、２月24日
（土）
]について
（太田・上埜委員）
12月の委員会にて、答申の総論(草案)の検
討とグループディスカッションを重ね、２月
の委員会にて第三次医師会将来ビジョン委員
会答申「医療の今日的課題に対して医師会員
は何をすべきか」を作成した。答申は、社会
的共通資本としての医療からみた医師の在り
方、全国郡市区医師会長協議会の創設や各都
道府県医師会に「医師会ビジョン委員会」の
設置を提言する等の内容となっており、この
たび日本医師会ホームページ会内委員会に掲
載されたので、詳細はそちらを参照されたい。
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変更２件の申請を承認。
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）
診療担当代表委員１名の辞任に伴い、推薦母体で
ある北海道眼科医会に対し後任委員の推薦依頼を行
うことと決定。
第３号 第１回郡市医師会長協議会 [５月26日(土)]
の議題に関する件（三戸常任理事）
５月26日(土)午後４時から当会館において開催す
る、第１回郡市医師会長協議会の提出議題を決定。
第４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24件を承認。
第５号 その他
⑴ ６月行事予定に関する件（事務局）
報告事項
１．第８回ワークショップ「会員の倫理・資質向上
をめざして」[４月26日(木)・日医]について
（青木常任理事）
武蔵野大学法学部・樋口特任教授(東京大学名誉
教授)より「終末期患者の医療について」と題して
講演が行われた。その後のケーススタディでは、①
終末期医療に関する課題、②医療事故調査制度の届
け出の問題の２つの事例について、参加者が７つの
グループに分かれ、ワークショップ形式での議論後、
グループからの発表および全体討議を行った。参加
者は74名であった。
２．I RUD連携病院説明会 [５月14日(月)]について
（櫻井常任理事）
札幌医科大学では、当会の協力のもと成人IRUD
(未診断疾患イニシアチブ：正確な診断がつかない
患者の現状把握、希少疾患の診断精度向上等を目的
とする研究事業)の北海道における拠点病院として、
道内の連携病院ネットワークを構築している。今後
は、地域の医師に事業案内をしながら、不明な疾患
の調査などを取りまとめるべく活動を進めていく。
３．緊急臨時的医師派遣事業 第１回運営委員会 [５
月16日(水)]について（藤原副会長）
６月以降の医師派遣申請(新規２件)について承認
した。また、今年度より開始した新たな専門医制度
に対応することを含め、医師派遣依頼書(様式)の標
榜科目欄と派遣希望科目欄を一部改正することとし
た。
４．第91回日本産業衛生学会 [５月16日(水) ～ 19
日(土)･熊本県]について（生駒常任理事）
「悠なる産業保健－人と科学技術の連鎖－」をメ
インテーマに開催された。小職が参加した４日目の
メインシンポジウムでは「ストレスチェック制度３
年目の評価」をテーマに、制度２年目の評価と今後
の進め方、制度に連動したセルフケア支援、面接指
導の進め方と留意点、制度を利用した職場環境改善

５．協議事項
第１号 平成29年度決算に関する件（北野常任理事）
平成29年度会計に関する決算財務諸表・内部管理
資料等の説明と、併せて監事より内部・外部監査報
告を受けたのち、提案どおり承認。６月開催の第
152回定時代議員会に提案することと決定。
第２号 平成29年度公益目的支出計画実施報告書に
関する件（三戸常任理事）
本会は一般社団法人として、北海道公益認定等審
議会が確定した本会の公益目的財産額の支出が完了
するまでは各事業年度の決算時に公益目的支出計画
実施報告書を作成し北海道に提出する必要がある。
平成29年度も実施報告書を北海道に提出することを
提案どおり決定。
第３号 平成30年度「事前確定届出給与に関する届
出書」に関する件（北野常任理事）
当会役員のうち、収益事業に係る役員13名の給与・
期末手当を、当会の税務上の損金と認めてもらうた
め「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に
提出することと決定。
第４号 第152回定時代議員会 [６月17日（日）]の開
催に関する件（三戸常任理事）
第152回定時代議員会を６月17日(日)に北海道医
師会館８階会議室において開催することと、また、
その提出議題を決定。
第５号 日本医師会代議員会財務委員会委員および
議事運営委員会委員の選出に関する件
（三戸常任理事）
財務委員会委員には藤原秀俊日医代議員(当会副
会長)を、議事運営委員会委員には深澤雅則日医代
議員(当会副会長)を引き続き推薦することと決定。
第６号 理事提案事項
⑴ 特になし。
６．道総医協関連事項（深澤副会長）
特になし。
７．閉
会

第５回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年５月22日（火）18：00 ～ 19：00
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・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 母体保護法指定医師の指定に関する件
（三戸常任理事）
５月16日の審査委員会で指定可とされた、新規申
請者２名を指定医師とすることと決定。また、施設
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あった。
７．外部各委員会報告
⑴ 薬物乱用防止対策北海道推進本部会議 [５月
14日(月)]について（長瀬会長）
本会議に参画する関係機関の薬物乱用防止対
策関連事業の昨年度実施状況について報告があ
った後、北海道保健福祉部より今年度薬物乱用
防止対策実施要綱(案)等の説明があり、提案ど
おり了承した。
⑵ 北海道たばこ対策連絡協議会 [５月16日(水)]
について（後藤常任理事）
本協議会に参画している10団体からたばこ対
策の取り組み状況について報告があったほか、
北海道における受動喫煙防止条例の制定に向け
た本協議会の意見をまとめ、今後活動を進めて
いくことを確認した。
⑶ 災害派遣精神医療チーム（DPAT）検討会議
[５月18日(金)]について（目黒常任理事）
災害時などに専門的な心のケアに関する対応
を円滑に行うなどの緊急支援体制の強化を図る
ため、関係機関による検討会議が開催された。
北海道からこれまでの検討経過ならびに国の動
きについて説明があった。その後、北海道版
DPAT活動要綱・要領、活動マニュアルの整備
に向けた今後の進め方について確認し、意見交
換を行った。

スタートのための手引きの作成、職場環境改善の工
夫などについて５名の演者から発言があり、ディス
カッションが行われた。
５．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 [５月19日(土)・
日医]について（青木常任理事）
内閣府死因究明等施策推進室・福田室長から「死
因究明等施策の進捗状況について」
、警察庁刑事局
捜査第一課検視指導室・阿波室長から「死因身元調
査法の運用について」がそれぞれ報告された。その
後、岩手・静岡・長崎・熊本各県医師会から事前に
寄せられた質問に対する回答が行われた。その後、
学術大会が開催され、特別講演として福岡県警察医
会・大木会長から「警察活動に協力する医師として
の経験から」
、一般演題として５つの講演が行われ
た。参加者は、連絡協議会が109名、学術大会が111
名であった。
６．日医かかりつけ医機能研修制度 平成30年度応
用研修会 [５月20日(日)]について
（櫻井常任理事）
⑴かかりつけ医の感染対策、⑵健康増進・予防
医 学、 ⑶ フ レ イ ル 予 防、 高 齢 者 総 合 的 機 能 評 価
(CGA)・老年症候群、⑷かかりつけ医の栄養管理、
⑸かかりつけ医の在宅医療・緩和医療・終末期医療、
⑹症例検討、の講義６題を行った。受講者総数は約
7,600名であり、うち日医での受講者は250名、当会
館でのテレビ会議システムによる受講者は154名で

北海道医報年間購読のご案内
北海道医師会では北海道医報の定期購読を希望される方に、年間購読のご案内をしております。ご希望
の際は下記までお問い合わせください。
購読料金：3,240円（税込）
購読期間：年度ごと ４月～翌年３月までの一年間
募集対象：医療機関、医療関係団体や法人、または個人
支払方法：指定の口座への振込または郵便振替
問い合わせ先：北海道医師会 事業第一課
TEL 011-231-7661 FAX 011-241-3090
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