北海道医師会の活動を中心に主な事柄だけを簡略にまとめました。

３月１日

平成22年（2010年）
１月１日
１月25日
１月15日
３月４日

３月26日
４月１日

４月１日

４月１日

５月19日
６月26日

７月11日

９月６日
10月１日
10月12日
11月21日

肝炎対策基本法施行
北海道が肝疾患専門医療機関128施
設を指定
中医協総会、22年度診療報酬改定骨
子を了承
日医救急災害医療対策委員会がＪＭ
ＡＴの創設提言を内容とする報告書
を答申
新千歳空港で新国際線ターミナル供
用開始
日医定例代議員会で新会長に原中勝
征氏（茨城県）が当選。道医参与の
中川俊男氏が副会長に初当選
診療報酬改定 全体+0.19％ 本体
+1.55％（医科+1.74％、歯科+2.09％、
調剤+0.52％）
北海道の14支庁を９総合振興局・５
振興局に再編する北海道総合振興局
設置条例施行
北海道航空医療ネットワーク研究会
（HAMN）設立
日本TDM（治療薬物モニタリング）
学会が16年ぶりに札幌市で開催（～
27日）
第22回参議院議員通常選挙で日本医
師連盟組織内候補・西島英利参議院
議員（１期）が落選
メディカルウイング試験運航開始
(平成22年10月５日まで)
北海道医療健康保険組合設立
北海道が総合内科医養成研修センタ
ーに16施設を指定
道医創立63周年記念式典開催
記念講演講師に福岡ソフトバンクホ
ークス㈱ 取締役会長の王 貞治氏を
招請

３月11日
３月15日

３月15日

３月16日
４月１日

４月10日

４月28日

６月15日
７月15日

７月20日

９月２日
10月20日

10月31日

11月15日

平成23年（2011年）
２月16日

「埋込型補助人工心臓」が保険適応
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補助人工心臓治療関連学会協議会が
第１回認定植込型補助人工心臓実施
施設として北海道大学病院等12施設
を指定
東日本大震災発生
日医災害対策本部がＪＭＡＴ（日本
医師会災害医療チーム）派遣決定、
43の都道府県医師会（被災４県を除
く）に派遣要請、創設提言以来最初
の活動
東北地方太平洋沖地震北海道医師会
災害対策本部設置（平成26年５月13
日解散）
東北地方太平洋沖地震第１回北海道
医師会災害対策本部会議を開催
札幌医科大学が医学部附属フロンテ
ィア医学研究所（先端医学研究）を
設置
第17回統一地方選挙で北海道知事に
高橋はるみ氏が３選、札幌市長に上
田文雄氏が３選
道医が東北地方太平洋沖地震被災地
等（宮城県気仙沼市、岩手県医師会）
を視察（～ 30日）
道医が女性医師等支援相談窓口を開設
日医が東日本大震災に伴うJMAT派
遣を終了、「JMATⅡ」による災害
支援活動に移行
中川俊男日医副会長が社会保障審議
会医療部会で診療報酬・介護報酬同
時全面改定見送りを求める
道医が東北地方太平洋沖地震被災地
（宮城県）を視察
改正高齢者住まい法施行
サービス付き高齢者住宅登録制度を
創設
世界総人口70億人突破
国連人口基金が2011年版「世界人口
白書」を発表
メディカルウイング研究運航開始
（平成25年９月５日まで、延べ12 ヵ
月間）

11月５日
11月10日

平成24年（2012年）
１月18日
４月１日

４月１日

４月１日
４月６日
５月９日
５月22日
６月20日
７月26日
10月１日
12月16日
12月26日

中医協総会が在院日数見直しを含む
24年度改定骨子を了承
日医定例代議員会で新会長に横倉義
武氏（福岡県）を選出。中川俊男副
会長は再任
診療報酬改定 全体+0.00％ 本体
+1.38％（医科+1.55％、歯科+1.70％、
調剤+0.46％）
北海道がん対策推進条例施行
横倉義武日医会長が野田佳彦首相を
表敬訪問。民主党・国民新党連立政権
北海道ががん患者の在宅医療・緩和
ケア推進事業を開始
東京スカイツリー開業
原子力規制委員会設置法成立
日医と道医が大震災を想定した非常
時通信デモンストレーションを実施
北海道薬剤師会が初の会営薬局を札
幌市中央区に開設
第46回衆議院議員総選挙で自民党が
単独過半数を獲得
第２次安倍内閣発足
厚生労働大臣に田村憲久衆議院議員

平成26年（2014年）
１月６日
３月28日

４月１日

４月１日
４月26日
５月７日
６月28日

９月３日

平成25年（2013年）
３月19日
３月22日

３月31日
４月１日
４月１日

４月19日
７月21日

９月27日
10月５日

旭川医科大学開学40周年記念式典開催
道医創立66周年(創基100年)記念式
典開催（大正２年（1913年）旧制道
医設立認可後100年目を迎える）

北海道知事より「一般社団法人北海
道医師会」への移行認可を受ける
第１回「日本医師会 赤ひげ大賞」
表彰式が東京都内で開催
北海道の受賞者は松田好人氏（北海
道風連国民健康保険診療所長）
北海道立衛生学院が閉校
看護師課程は札幌医科大学に移管
「一般社団法人北海道医師会」の移
行登記完了
北海道エイズ治療ブロック拠点病院
の北海道大学病院と北海道透析療法
学会が連携し、北海道HIV透析ネッ
トワークを設立
公職選挙法の改正案が参議院で可決
成立、インターネット選挙運動解禁
第23回参議院議員通常選挙で日本医
師連盟組織内候補・羽生田たかし
（俊）元日本医師会副会長が初当選
北海道大学病院外来新棟竣工記念式
典・内覧会開催
北海道主催、道医後援「女性医師等
就労支援フォーラム」を札幌市で開
催

10月１日

11月９日

12月24日

北海道大学病院が道内46年ぶりに心
臓移植手術を実施
第２回「日本医師会 赤ひげ大賞」
表彰式が東京都内で開催。北海道の
受賞者は下田憲氏（けん三のことば
館クリニック院長）
診 療 報 酬 改 定 全 体+0.10 ％ 本
体+0.73 ％ (+0.63％)（ 医 科+0.82 ％
(+0.71％ )、歯科+0.99％ (+0.87％ )、
調剤+0.22％ (+0.18％）( )内は消
費税引き上げ対応分
消費税率５％から８％に引き上げ。
税率引き上げは17年ぶり
北海道看護協会が新会館落成記念式
典を開催
一般社団法人日本専門医機構設立
日医定例代議員会で横倉義武会長が
無投票再選（２期目）。中川俊男副
会長はじめ現職３氏再任
第２次安倍内閣（改造）。厚生労働
大臣に塩崎恭久衆議院議員
平成26年６月成立「医療介護総合確
保推進法」による医療法改正に基づ
く病床機能報告制度施行
道医創立67周年記念式典開催。記念
講演講師に平成４年のアルベールビ
ル冬季オリンピックスピードスケー
ト銅メダリストの橋本聖子氏（参議
院議員）を招請
第３次安倍内閣

平成27年（2015年）
２月１日

２月１日
２月16日
４月１日

４月12日
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道医が日本医師会電子認証センター
地域受付審査局（LRA）を開設。「医
師資格証」発行の受付審査を開始
北海道が北海道医療勤務環境改善支
援センターを設置
道内４機目の道南ドクターヘリが就航
介護保険制度見直しで特別養護老人
ホーム入所基準が要介護３以上に厳
格化
第18回統一地方選挙で北海道知事に
高橋はるみ氏が４選、札幌市長に元
副市長の秋元克広氏が初当選
平成30年9月1日
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６月28日

９月29日

９月30日

10月５日
10月７日
12月11日

日医定例代議員会で横倉義武会長が
組織力強化など３つの基本方針推進
を強調
在宅医療に関わる札幌市の医師組織
「札幌市在宅医療協議会」設立総会
が開催
「北海道専門医制度連絡協議会」を
設立（事務局：北海道地域医師連携
支援センター）
マイナンバー法施行（全面施行：平
成28年１月１日）
第３次安倍内閣 (第１次改造)
美唄市で受動喫煙防止条例成立、平
成28年７月から施行

11月13日

12月５日
12月22日

平成29年（2017年）
３月７日

平成28年（2016年）
１月５日

11月８日

厚生労働省16年度予算案、一般会計
に30兆3,110億円。15年度当初比1.3
％増
診療報酬改定 全体▲0.84％ 本体
+0.49％（医科+0.56％、歯科+0.61％、
調剤+0.17％）
日医がかかりつけ医機能研修制度を
実施
道医と日医、安倍首相にメディカル
ウイングの本格運航を要望
熊本地震発生
日医が災害医療対策本部を設置、熊
本へのJMAT派遣を決定
「平成28年熊本地震」北海道医師会
災害対策本部設置（10月11日解散）
日医定例代議員会で横倉義武会長が
３選。中川俊男副会長はじめ現職３
氏再任
第50回北海道ドクターズゴルフ大
会、札幌国際カントリークラブ島松
コースで開催。50回連続参加の偉業
を達成した土本廣一氏（札幌市、82
歳）を表彰
第24回参議院議員通常選挙で、日本
医師連盟組織内候補・自見はなこ（英
子）氏が初当選
北海道がん対策「六位一体」協議会
が北海道がんサミット2016を開催
第３次安倍内閣 (第２次改造)
第39回東北・北海道医師会共同利用
施設連絡協議会（～４日／函館市・
道医担当）
第47回全国学校保健・学校医大会（札
幌市・道医担当）
第45代アメリカ合衆国大統領候補に

平成30年9月1日
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４月１日

４月１日
４月14日
４月14日
４月15日
４月28日
６月25日

７月３日

７月10日

７月24日
８月３日
９月３日

10月29日

第1200号

ドナルド・トランプ氏が決定。平成
29年１月20日就任
道医創立69周年記念式典開催。記念
講演講師に平成10年の長野冬季オリ
ンピックスピードスケート金メダリ
ストの清水宏保氏を招請
北海道が第１回「医療と介護の連携
の推進に向けた意見交換会」を開催
北海道が「北海道地域医療構想」を
策定

３月22日
３月31日

７月１日

７月30日
８月３日
10月14日
10月21日
11月１日
11月12日

総務省が室蘭市医師会の地域医療介
護情報ネットワークシステム『スワ
ンネット』を「クラウド型EHR高
度化事業」のモデル事業に決定
厚労省、第１回医療と介護の連携に
関する意見交換を開催
昭和59年３月設立の北海道プライマ
リ・ケア研究会（長瀬 清会長）が
発展的に解散。日本プライマリ・ケ
ア連合学会北海道ブロック支部（木
村眞司支部長）に一元化
医療・介護用ロボットの適正で安全な
利用の普及と推進等を目途とした北
海道ヘルスケア・ロボット協会設立
代表理事に道医副会長藤原秀俊氏が
就任
メディカルウイング本格運航開始
第３次安倍内閣（第３次改造)。厚
生労働大臣に加藤勝信衆議院議員
第68代世界医師会会長に、横倉義武
日医会長就任
平成29年度全国医師会勤務医部会連
絡協議会（札幌市・道医担当）
第４次安倍内閣
道医創立70周年記念式典開催。記念
講演講師に第68代世界医師会会長に
就任された横倉義武日医会長を招請

平成30年（2018年）
１月22日

２月３日
２月16日

18

通常国会召集。会期は６月20日まで
の150日間。安倍首相が施政方針演
説で「働き方改革」
「北朝鮮問題」
「日
中関係改善」「憲法改正」などを重
点項目に挙げる
平成29年度日本医師会医療情報シス
テム協議会（日医会館・道医担当）
横倉義武日医会長の世界医師会長就
任祝賀会開催。安倍首相など1,000

人が参加
北海道大学病院が厚労省から医療法
第４条の３第１項に規定する臨床研
究中核病院に承認
国民健康保険の制度改正実施。国民
健康保険の安定化を目途として（１）
全国規模で約3,400億円の公費拡充、
（２）市町村単位から都道府県単位
での運営に変更
診療報酬・介護報酬同時改定
診療報酬改定 全体▲1.19％ 本体
+0.55％（医科+0.63％、歯科+0.69％、
調剤+0.19％）
介護報酬改定 改定率 +0.54％

３月23日

４月１日

４月１日

４月１日
４月１日
６月21日

６月23日

７月９日
７月18日

新専門医制度スタート
日本病院会が病院総合医育成に向け
新認定制度をスタート
全国自治体病院協議会が邉見公雄会
長の後任に道医副会長の小熊豊氏
（砂川市立病院名誉院長）を新会長
に選定
日医定例代議員会で横倉義武会長が
４選。中川俊男副会長はじめ現職３
氏再任
「平成30年７月豪雨」発生
受動喫煙の対策強化を盛り込んだ健
康増進法改正案が可決成立
2020年４月１日から全面実施

医 の 倫理綱領
日本医師会
医学および医療は、病める人の治療はもとより、
人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、
医師は責任の重大性を認識し、
人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

１

医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、
その進歩・発展に尽くす。

２

医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。

３

医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内
容についてよく説明し、信頼を得るように努める。

４

医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。

５

医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範
の遵守および法秩序の形成に努める。

６

医師は医業にあたって営利を目的としない。
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