県救急業務高度化推進協議会・北川会長など４名の
講師から「日本救急医療財団AEDマップの活用～
名古屋市消防局との共同事業を例として～」や「愛
知県におけるメディカルコントロール体制の現状に
ついて」等をテーマに講演が行われた。第２部では
「メディカルコントロール体制下における、現場へ
の多様な医師搬送手段について」をテーマにドクタ
ーヘリ基地病院、ドクターカー基地病院、消防本部
それぞれの代表者３名がシンポジストとなり、討論
が行われた。参加者は約730名であった。
３．第21回日本臨床救急医学会総会・学術集会[ ６
月１日(金) ～２日(土)・名古屋市]について
（目黒常任理事）
愛知医科大学・中川名誉教授が学会長となり「救
急医療のこれまでとこれから」をテーマに開催され
た。会長講演、特別講演、シリーズ行政の現場から
学ぶなどが行われ、教育講演とシンポジウムでは、
高齢社会の対応と救急医療の出口問題について発表
があった。参加者は約3,300名であった。次回は来年
５月30日(木) ～６月１日(土)、和歌山県立医科大学
救急集中治療医学講座・加藤教授が学会長となり「救
急医療のリアリティ」をテーマに和歌山県民文化会
館およびホテルアバローム紀の国で開催される。
４．都道府県医師会組織強化担当役職員連絡協議会
［６月８日(金)・日医］について（三戸常任理事）
医師会組織の一層の強化に資することを目的に開
催された。日医・今村副会長より「組織強化に向け
た医師会事務局へのお願い」と題して、現在の医師
会加入状況から日医医賠責保険や日医年金、医師国
保等の利点について説明があった。その後「都道府
県医師会における組織強化に向けた取り組み事例」
として秋田県医師会・五十嵐常任理事および東京都
医師会・角田副会長よりそれぞれ報告があった。質
疑応答ではフロアより多数の発言があり、活発な意
見交換がなされた。参加者88名のほか、各都府県医
師会へテレビ会議システムにより配信された。
５．第20回日本医療マネジメント学会学術総会［６
月８日(金) ～９日(土)］について（青木常任理事）
KKR札幌医療センター・磯部病院長が学会長と
なり札幌市において開催された。「信頼－地域に根
ざした強いチーム力を培う－」をメインテーマに基
調講演、会長講演および11の講演、さらに13のシン
ポジウム等が行われ、一般演題859題(口演629題、
ポスター 221題、クリティカルパス９題)が発表さ
れた。また、当会・長瀬会長は１日目に、一般社団
法人日本専門医機構・栄田事務局長代行による特別
講演１「新専門医制度の現状と課題」において、座
長を務めた。参加者は約3,000名であった。次回は
来年７月19日(金) ～ 20日(土)、独立行政法人地域
医療機能推進機構中京病院・絹川病院長が学会長と
なり、名古屋市において開催される。

北海道医師会館９階理事会室

第６回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年６月12日（火）18：00 ～ 19：39
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・山科・
岡部・伊藤・生駒・後藤・笹本・櫻井・
青木各常任理事、藤瀬・篠島両監事
（事務局：安達局長ほか11名）

協議事項
第１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）
欠員となっていた診療担当代表委員１名につい
て、北海道眼科医会より推薦のあった１名を推薦す
ることと決定。
第２号 北海道総合保健医療協議会地域医療専門委
員会在宅医療小委員会委員の推薦に関する件
（三戸常任理事）
伊藤常任理事を推薦することと決定。
第３号 訪問看護ステーション出向支援検討会議委
員の就任に関する件（三戸常任理事）
藤原副会長を推薦することと決定。
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30件を承認。
報告事項
１．都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会［５
月16日(水)・日医］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ついて、昨年
度担当の当会から小職が実施報告を行った。協議で
は「医師の働き方改革」と「新たな専門医の仕組み」
をテーマに医師の働き方の検討に関する国と医師会
での最近の動向ならびに専攻医の採用状況などにつ
いて話題提供があり、活発なディスカッションが行
われた。参加者は106名であった。
２．第１回全国メディカルコントロール協議会連絡
会［５月31日(木)・名古屋市］について
（目黒常任理事）
第１部では日本救急医療財団・行岡理事長や愛知
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６．日医各委員会報告
⑴ 生涯教育推進委員会［６月１日(金)］につい
て（櫻井常任理事）
生涯教育の歴史的経緯と今後の卒前・卒後教
育の一貫した教育の質を保証していく観点か
ら、受講率を上げ、質を保証するための重要な
ポイントを取りまとめた答申「卒前・卒後教育
の一貫性から見た日医生涯教育制度のあり方」
について小職より報告した。
７．外部各委員会報告
⑴ 第１回北海道がん対策基金運営委員会［５月
23日(水)］について（藤原副会長）
昨年度の北海道がん対策基金助成事業につい
ては、３団体３事業に対し合計783,000円を認
定し、昨年度の事業および収支決算について報
告が行われた。その後、今年度の事業について
協議を行い、がん征圧月間に合わせた街頭募金
を追加し、本基金の認知度を高めるために作成
した「ロゴ―マーク・キャッチフレーズ」の全
道展開や各がん対策サポート企業等に対する寄
付の働きかけなど、アイディアを募ることとし
た。
⑵ 第１回道央ドクターヘリ運航調整委員会［５
月25日(金)］について（目黒常任理事）
昨年度に引き続き、委員長に小職、副委員長
に札幌医科大学救急医学講座教授・成松委員が
選任された後、昨年度の運航実績等の報告があ
り、実績報告書の作成が承認された。その後、
平成28年８月の神奈川県でのドクターヘリにか
かる航空事故調査結果をもとに道央ドクターヘ
リ離着陸時の安全対策について確認等を行っ
た。
⑶ 第２回地域枠医師キャリア形成支援検討委員
会［５月28日(月)］について（小熊副会長）
①新専門医制度への対応、②医師配置対象医
療機関の拡大、③医師不足が顕著な地域への対
応について協議を行った。
⑷ 北海道医療勤務環境改善支援センター運営協
議会［５月29日(火)］について（藤井常任理事）
今年度から、一般社団法人北海道総合研究調
査会により運営委託された。昨年度の事業実績
の報告があり、働き方改革が進む中でコメディ
カルだけではなく、医師の勤務環境の改善に向
けた取り組みをさらに努めることとし、今年度
の事業計画について協議した。
⑸ 第８回北海道創生協議会［５月31日(木)］に
ついて（長瀬会長）
事務局より北海道総合戦略の進捗状況につい
て説明があった。ゲストスピーカーの㈱スノー
ピーク地方創生コンサルティング・後藤代表取
締役会長の講演に続き、北海道・山崎顧問より
「地方創生、次のステージへ－『ビジョン』か

ら『事業展開』へ」と題したミニ講演があった後、
官民連携・民間投資の呼び込みによるプロジェ
クト推進について、各委員から事例報告があっ
た。意見交換では、地域医療の担い手としての
立場から、小職よりインバウンドへの対応、メ
ディカルウイングの就航、少子高齢化対策、医
師確保対策等について報告を行った。
⑹ 北海道防災会議［５月31日(木)］について
（長瀬会長）
北海道地域防災計画(本編および地震・津波
防災計画編、原子力防災計画編)の修正や今年
度の北海道防災総合訓練等について事務局から
説明があり、修正内容や訓練内容等を協議し、
全会一致で了承した。その後、北海道災害時応
援・受援マニュアルの内容や地震津波対策の取
り組み等について事務局から報告がなされ、出
席した各団体から防災対策の取り組みについて
報告があった。
⑺ 北海道難病対策協議会第１回ワーキング［５
月31日(木)］について（藤原副会長）
難病医療提供体制整備事業ならびに移行期医
療支援体制整備事業について報告があった後、
難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病
院、難病医療協力病院の役割と具体的事項につ
いて説明があり意見交換を行った。
⑻ 第153回日本医学会シンポジウム［６月２日
(土)］について（櫻井常任理事）
「身近になったゲノム医療～研究から診療への
課題～」をテーマに開催され、信州大学・福嶋
名誉教授・特任教授の序論の後、
「ゲノム医療の
基盤整備」や「ゲノム医療の実践」と題してシ
ンポジウムが行われた。参加者は240名であった。
⑼ 第１回道南ドクターヘリ運航調整委員会［６
月７日(木)］について（目黒常任理事）
昨年度の運航実績等について報告があった
後、昨年度の運航経費に関する決算について協
議し了承された。
８．その他
⑴ 第152回定時代議員会「当面の医療政策」に
ついて（笹本常任理事）
総論を含む４つのテーマが決定したことにつ
いて小職より報告した。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．第56回総会［５月22日(火)］について
（深澤副会長）
３専門委員会(救急医療･地域医療･地域保健)の各
委員長から、昨年度協議実施状況の報告があった後、
今年度の協議予定事項と地域医療専門委員会在宅医
療小委員会の新規設置について説明があった。その
後、各専門委員会が開催された。
２．第１回地域医療専門委員会［５月22日(火)］に
ついて（小熊副会長）
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全体会および３小委員会(看護対策・周産期医療
検討・医療施設整備等検討)の委員構成ならびに今
年度の協議事項の説明があった後、在宅医療小委員
会の設置について説明があり、了承された。また、
北海道における地域医療構想の進め方について厚労
省の通知に基づく北海道の対応方針等が示され、了
承された。
３．第１回地域保健専門委員会［５月22日(火)］に
ついて（藤原副会長）
がん・アレルギー疾患・難病について、それぞれ
医療提供体制の検討スケジュールを協議した。また、
国のがん診療提供体制のあり方に関する検討会にお
いて、がん診療連携拠点病院等の指定要件の見直し
等について協議が行われたが、本件についてはまだ
検討段階であるため、今後の国の動きを注視し、北
海道の対応を検討することとした。
４．第１回救急医療専門委員会［５月22日(火)］に
ついて（目黒常任理事）
今年度の協議事項の後、ドクターヘリ、メディカ
ルウイングの実績、災害医療体制の整備等について
報告があった。

第６号 その他
⑴ 7 ～ 8月行事予定表に関する件（事務局）
報告事項
1．北海道認知症サポート医連絡協議会第１回幹事
会［６月19日(火)］について（藤原副会長）
伊古田副幹事長から、今年３月に中標津町で開催
した、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概要報告と、北海道
より道内の認知症初期集中支援チームの設置状況に
ついて説明があった。その後、今年度のスケジュー
ル案ならびに今年開催の認知症サポート医フォロー
アップ研修と認知症多職種連携検討会に関するプロ
グラム等について協議した。
２．日本医師会第142回定例・第143回臨時代議員会
［６月23日(土)・24日(日)］について
（深澤副会長ほか）
初日は第142回定例代議員会として、仮議長によ
り開会が宣言され、議長には、２名の候補者の投票
の結果、柵木充明(愛知県)氏が、副議長には無投票
で池田秀夫(佐賀県)氏が選定された。引き続き、事
業報告と、決算の承認の後、次期役員等の選挙が施
行された。会長については２名の候補者の投票の結
果、横倉義武氏が再選された。副会長については４
名の候補者の投票の結果、３名が再選された。常任
理事については11名の候補者の投票の結果、10名が
当選した。理事については16名の候補者の投票の結
果、15名が当選した。監事と裁定委員については定
数どおりの候補者のため、投票を行わず、各候補者
をそれぞれ当選とすることが承認された。なお、北
海道からは、副会長に中川俊男氏(当会参与)、理事
に長瀬清氏(当会会長)、裁定委員に城守氏(元小樽
医会長)がそれぞれ当選した。２日目は、第143回臨
時代議員会として、横倉会長の所信表明と日本医学
会の門田会長の挨拶の後、平成31年度会費賦課徴収
の件につき提案どおり承認され、引き続き代表質問・
個人質問の質疑が行われた。なお、北海道からは、
代表質問として藤原秀俊代議員より『地域別診療報
酬について』の質問を行った。
３．日医理事会報告（長瀬会長）
６月19日の第３回理事会では、第14回地域医療構
想に関するワーキンググループの件、日本専門医機
構第28回理事会の件、内閣府米国海軍病院船マーシ
ーの東京寄港に係るセミナー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、日医
生涯教育協力講座セミナーの日程について、UMIN
演題登録システム中止について等の意見交換を行っ
た。６月23日の役員改選後に開催された第４回理事
会では、役員順位、理事会および幹事会等開催日、
日本医師会参与委嘱、役員就任披露パーティー開催
が決定した。

第８回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年６月26日（火）18：00 ～ 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・水谷・山科・
岡部・伊藤・笹本・櫻井・青木各常任理
事、藤瀬・篠島両監事
（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の指定に関する件
（三戸常任理事）
６月20日の審査委員会で承認された新規申請者１
名を指定医師とすることと決定。
第２号 第44回全国育樹祭(平成32年秋期)北海道実
行委員会委員の就任に関する件（三戸常任理事）
長瀬会長が就任することを承認決定。
第３号 日本医師会認定産業医の認定申請に関する
件（櫻井常任理事）
認定要件を満たした新規申請者３名、更新申請者
90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（北野常任理事）
認定要件を満たした新規申請者１名、更新申請者
３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件を承認するこ
とと決定。
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⑶

４．外部各委員会報告
⑴ 第１回北海道障がい者施策推進審議会［６月
13日(水)］について（藤原副会長）
第２期北海道障がい者基本計画および第５期
北海道障がい福祉計画の策定について報告があ
った。また、障がい者の意思疎通の総合的な支
援に関する条例ならびに言語としての手話の認
識の普及等に関する条例の制定等について報告
があった。
⑵ 第１回北海道ＤＭＡＴ等検討ワーキンググル
ープ［６月15日(金)］について（目黒常任理事）
当該ワーキンググループで協議する予定の議
題について検討し、北海道DMAT運営要綱や
協定の見直し、大規模災害時におけるドクター
ヘリの運用体制の構築など６項目について協議
することとした。その後、SCUの設置や運営
体制の検討について協議した。

第１回北海道小児在宅医療推進協議会［６月
18日(月)］について（三戸常任理事）
本協議会は、昨年度まで北海道の補助事業と
して実施していたが、今年度から北海道が実施
主体となり開催している。座長の選任を行い小
職が指名された後、医療的ケア児に係る全道・
全国の現状、今年３月に策定された医療計画や
障がい者基本計画・障がい福祉計画について説
明があった。その後、今年度以降の取り組みに
ついて４つの方向性が示され意見交換を行った。
⑷ 第１回訪問看護ステーション出向支援検討会
議［６月25日(月)］について（藤原副会長）
委員長には北海道看護協会の上田会長が選出
された。その後、訪問看護ステーション出向支援
事業実施要領及び出向基準(案)、平成30年度事業
計画(案)、意向調査結果およびマッチング (案)
等について協議した。本事業は今後調整を行い、
９月より出向開始となるとの報告があった。
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