３．北海道小児救急医療地域研修事業協議会［６月
27日(水)］について（目黒常任理事）
北海道小児科医会、北海道、当会の三者で今年度
の研修会開催計画について協議を行い、全道８地域
の開催日程ならびに研修内容を決定した。なお、各
会場とも講師２名による研修（２時間30分）とする
が、札幌会場のみ、昨年度同様、３時間の研修を実
施することとした。
４．第68回日本病院学会［６月28日(木) ～ 29日(金）
･ 金沢市］について（伊藤常任理事）
石川県立中央病院・山田名誉院長が学会長となり
「医療制度ルネサンス－未来を見据え、今を創新す
る－」をメインテーマに２日間にわたり開催された。
１日目は、日本病院会会長講演、日医会長講演のほ
か、特別講演１「将来を見据えた医療提供体制の構
築に向けて」では厚生労働省医政局・武田局長から、
特別講演２「人生100年、病みながら老いる時代に」
では評論家・樋口恵子氏からそれぞれ講演があった。
また「今後の医療・介護の行方－地域・包括医療・
ケアを中心に－」と題した特別シンポジウムが行わ
れ、参加者は約2,300名であった。次回（第69回）は、
来年８月１日(木) ～２日(金)、札幌コンベンショ
ンセンター等を会場に、学会長は医療法人渓仁会・
田中理事長により「その先の、医療へ」をメインテ
ーマに開催予定。
５．北海道看護協会との懇談会［７月２日(月)］に
ついて（藤井常任理事）
今年度は看護協会の担当で開催した。看護協会か
ら「地域応援ナースと助産師出向について」をテー
マに、開始から４年目を迎える地域応援看護師確保
対策事業と、昨年度から出向を開始した助産師出向
支援導入事業について、事業内容と実績について報
告があり、意見交換を行った。
６．第１回外国人医療対策会議［７月４日(水)･日
医］について（伊藤常任理事）
外国人患者受け入れに対する医療提供体制のあり
方について、都道府県医師会と共通の問題意識を持
ち、様々な課題や方策を総合的に議論することを目
的に開催された。参議院・自見はなこ議員より挨拶
の後、東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学
教室・渋谷教授から「日本の医療の国際化に向けて」
と題した講演の後、１都５道県の医師会（北海道・
東京都・石川県・愛知県・沖縄県・千葉県）よりそ
れぞれ現場からの報告が行われ、本道からは小職が
発表した。その後、外国人患者受け入れに関する法
的課題、コミュニケーション、医業経営等の各種問
題に対する取り組みについて、関係省庁、関連団体、
企業からそれぞれ説明があった。
７．医師会立看護職員養成校連絡協議会［７月８日
(日)］について（藤井常任理事）
北海道保健福祉部から北海道医療計画の策定等の
報告の後、当会からは日医医療関係者検討委員会の

北海道医師会館９階理事会室

第９回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年７月10日（火）17：45 ～ 18：43
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・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・篠
島各監事
（事務局：安達局長ほか12名）

協議事項
第１号 北海道地方社会保険医療協議会委員の推薦
に関する件（三戸常任理事）
藤原・小熊両副会長ならびに三戸常任理事の３名
を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16件を承認。
報告事項
１．都道府県医師会予防・健康づくり（公衆衛生）
担当理事連絡協議会［６月15日(金)・日医］につ
いて（後藤常任理事）
日医公衆衛生委員会・角田委員長より、公衆衛生
委員会答申について説明があった後、日本健康会議・
渡辺事務局長より、日本健康会議の活動状況等につ
いて報告があった。その後、地域における成功事例
として、宮城県・静岡県・高知県からそれぞれの取
り組みが報告され、総合討議が行われた。参加者は
テレビ会議での聴講者を含め、119名であった。
２．産業保健活動推進委員会［６月18日(月)］につ
いて（生駒常任理事）
小職より委員の一部変更と昨年度の産業保健各種
研修会の実施状況、日医産業保健委員会の検討内容
について報告の後、今年度の産業保健研修会（５回）
とメンタルヘルスセミナー等の講師を決定した。そ
の後、北海道産業保健総合支援センター所長・森委
員より「最近の産業保健行政の動き」をテーマに働
き方改革関連法案や、治療と職業生活の両立支援等
について報告があった。
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報告等を行った。協議では、小樽市医師会が実施し
た医師会立看護学校入学者・卒業生動向調査報告と、
事前に提出を受けた各学校が現在かかえている問題
について意見交換を行った。
８．第１回勤務医部会運営委員会ならびに若手医師
専門委員会［７月８日(日)］について
（藤井常任理事）
今年５月に実施した地域医療の現況調査の集計結
果を報告し、調査結果にもとづき作成する報告書の
内容、12月２日(日)に開催する勤務医部会全体会議
の次第等を検討した。その後「労基署立入前後の病
院の取組み、負担増の現状について」をテーマに、
フリーディスカッションを行った。
９．女性医師等支援相談窓口コーディネーター連絡
会［７月８日(日)］について（藤井常任理事）
昨年度実績報告として、相談窓口で面談したコー
ディネーターから、それぞれのケースについて報告
を受けて、情報共有を図った。また、相談件数、育
児サポート事業事前登録者数、復職支援研修などを
報告した後、今年度の実施計画などについて協議し
た。
10．女性医師等支援相談窓口利用者とコーディネー
ターとの懇談会［７月８日(日)］について
（藤井常任理事）
相談窓口を利用した医師の参集を得て、利用者相
互の交流、情報交換、要望をとりまとめ、今後の支
援方法に反映させることを目的として開催した。話
題提供では「ホントは知りたいお金の話－税金、年
金、退職金、私は大丈夫?!」をテーマに、西田コー
ディネーターと北海道銀行営業推進部ヘルスケア推
進室・久本調査役より発言いただいた後、意見交換
を行った。参加者は利用者18名、併設した託児室で
の子ども預りは16名であった。
11．外部各委員会報告
⑴ 第１回北海道介護実習・普及センター運営委
員会［６月27日(水)］について（藤原副会長）
委員長には元旭川大学保健福祉学部・白戸教
授、副委員長には、北海道認知症の人を支える
家族の会・飛嶋副会長が選出された。その後、
昨年度事業報告ならびに今年度事業について協
議が行われた。
⑵ 第１回北海道患者搬送固定翼機運航事業運航
調整委員会［７月３日(火)］について
（目黒常任理事）
互選により旭川医科大学救急医学講座教授・
藤田委員が委員長に選任され、副委員長に小職
が指名された。ついで、昨年度の運航実績（出
動21件／要請34件)、委員会開始前に実施した
事後検証部会の検証結果ならびに今年度の運航
実績（出動11件／要請18件）について報告の後、
意見交換を行った。

12．その他
⑴ 受動喫煙防止条例制定に向けた要望書の提出
［６月28日(木)］について（長瀬会長）
第２回定例道議会において、道議会最大会派
である自民党・道民会議から６月末に、受動喫
煙ゼロの実現を目指す決議案を提出する方針が
示された。法的拘束力のない決議では対策が後
退することから、北海道たばこ対策連絡協議会
を構成する当会など医療関係10団体の連名によ
る、北海道受動喫煙防止条例の早期制定を求め
る要望書を６月28日に小職より道議会議長ほか
政党各会派に対し提出した。今月６日の本会議
にて決議案が可決されたが、引き続き条例制定
に向けて道議会等に働きかけを行っていくこと
としている。
道総医協関連事項（深澤副会長）
１．第１回救急医療専門委員会救急医療情報システ
ム検討ワーキンググループ［７月６日(金)］につ
いて（目黒常任理事）
座長に小職が選出された後、システムの現在の利
用状況等について報告があった。その後、来年10月
に現在のシステムは更新期を迎えることからシステ
ムの具体的な見直し内容（案）等について協議し、
システム更新までに本ワーキンググループを４回開
催して検討を進めていくこととした。

第10回常任理事会
日 時
場 所
出席者

平成30年７月23日（月）19：00 ～ 20：27
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18日の審査委員会で指定可とされた、新規申
請者１名を指定医師とすることと決定。
第２号 日本医師会各委員会委員の推薦に関する件
（三戸常任理事）
日本医師会より北海道ブロックに対し、20の委員
会委員の推薦依頼があり、当会副会長、常任理事の
ほか、当会会員の中から４名の併せて計21名を推薦
することと決定。
第３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12件を承認。
第４号 その他
⑴ ８月行事予定に関する件（事務局）
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報告事項
１．MMPG第151回定例研修会［７月５日(木)・横浜
市］について（笹本常任理事）
本研修は２部構成で行われ、研修Ⅰは三ッ林ひろ
み衆議院議員より「医療・介護における政策につい
て」
、研修Ⅱは、全日本病院協会副会長でもある恵
寿総合病院・神野理事長より「未来の病院をデザイ
ンする～恵寿総合病院の経営改革」の講演があり、
その中で、地域包括ケアシステムから地域包括ヘル
スケアシステムへの拡大が必要であるとの提言があ
った。出席者は約180名であった。
２．新専門医制度連絡協議会［７月９日(月)］につ
いて（櫻井常任理事）
本協議会を北海道医療対策協議会（医対協）の分
科会として位置づけることや、道内における今年度
の専攻医の勤務状況について報告があった。また、
総合診療専門研修プログラムにへき地での研修を義
務付けられたことについて、本協議会として日本専
門医機構に対して意見書を提出することとなった。
３．レジナビフェア2018東京［７月15日(日)・東京］
について（櫻井常任理事）
４月に札幌で開催した合同プレゼンテーションと
同様に、道内ブースを巡ると特典を出すスタンプラ
リーを行うなど、集客に向け様々な試みを行った結
果、北海道ブース（道内参加17病院）には307名が
来場した。全体の参加病院数は540病院、来場者総
数は医学生・研修医合わせ2,443名であった。
４．医学生・若手医師キャリア形成支援検討会［７
月15日(日)］について（藤井常任理事）
道内の医学生ならびに若手医師によるキャリアに
ついての意見交換・交流の場と、医師の勤務環境が
さらに厳しくなる中、女性医師に限らず全ての医師
の働く環境について考えることを目的として開催し
た。
「次世代医師のキャリアに必要なスキル、学び
たいこと」をテーマにグループディスカッション
と、当会主催のキャリアデザインセミナーのアイデ
ィア、企画案を検討した。参加者は、医学生・若手
医師・当会勤務医部会若手医師専門委員会委員・女
性医師等支援相談窓口コーディネーターなど24名で
あった。
５．北海道がんサミット2018［７月22日(日)］につ
いて（伊藤常任理事）
今年度で３回目となる本サミットが北海道がん対
策「六位一体」協議会（当会も構成団体として参画）
の主催のもと「オール北海道でがん対策をすすめよ
う」
をテーマとして開催。厚生労働省北海道厚生局・
田中局長より「国の『がん対策』の今後の課題」の
講演のほか、
２企業より「企業における『がん対策』
の取組みについて」の講演が行われた。第２部のグ
ループディスカッション、第３部のパネルディスカ
ッションでは「受動喫煙」「がん教育」「治療と仕事
の両立」の３つのテーマでそれぞれ議論を行い、小
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職もパネリストとして参加した。参加者は約190名。
なお、検討結果については、例年どおり、北海道知
事、札幌市長、北海道議会議長へ要望書として提出
する予定。
６．外部各委員会報告
⑴ 第１～３回市立札幌病院の役割と経営健全化
に関する専門家検討会（中間報告）について
（笹本常任理事）
４月17日(火)の第１回を皮切りに、６月19日
(火)、７月11日(水)と３回開催された。本検討
会は柏葉脳神経外科病院・金子理事長を会長と
する４名の委員と、医療法人渓仁会・田中理事
長および小職の２名のアドバイザーで構成され
ている。今年10月までの全６回で最終報告（案）
について検討を重ねる予定であり、これまでに
経営状況に基づく経営課題などについて協議し
てきた。
］
⑵ 第１回北海道学校保健審議会［７月17日（火）
について（長瀬会長）
会長に小職、副会長に成田委員（せたな町教
育委員会教育長）が選出された。協議では、文
部科学大臣表彰の被候補者の選定を行い、学校
保健関係６名(学校医２名、学校歯科医３名、
学校薬剤師１名）の推薦を決定したほか、内科
健診時の児童生徒への配慮の問題について検討
した。その後、学校における食物アレルギーの
対応や、重いランドセルの問題について意見交
換を行った。
⑶ 第１回地域応援看護師確保対策検討会議［７
月17日(火)］について（深澤副会長）
昨年度の事業実施報告では、応援14名（18件）
の実績があり、そのまま就職に至った者が３名
との報告があった。今年度の実施状況では、応
援９名（９件）であり、応援終了後に派遣施設
に就職した者が１名である。未就業の求職者に
登録の働きかけをさらにしていくこととした。
⑷ 道東ドクターヘリ運航調整委員会［７月17日
(火)］について（目黒常任理事）
昨年度の運航実績（要請654件、出動415件）
の説明では、未出動となった239件のうち、約
半数が天候不良によるものである等の報告があ
り、また、役員会・部会等の開催状況について
報告があった後、意見交換を行った。
⑸ 第１回北海道子どもの未来づくり審議会［７
月18日(水)］について（藤井常任理事）
第三期「北の大地☆子ども未来づくり北海道
計画」（平成27 ～ 31年度）における３つの重点
施策目標、５つのステージについて、昨年度時
点での推進状況等を審議した。その後、ひとり
親家庭生活実態調査結果、北海道子どもの生活
実態調査（乳幼児調査）結果について報告があ
った。
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⑹

第１回がん教育総合支援事業連絡協議会［７
月19日(木)］について（後藤常任理事）
学校におけるがん教育の推進などについて、
今年度がん教育総合支援事業計画では、がん予
防や緩和ケア治療への理解について、学習指導
要領に記載されたとの説明があった。協議では
「北海道におけるがん教育の推進に向けた改善
充実の在り方」をテーマに、家族にがん患者が
いる児童生徒等への配慮などについて意見交換
を行った。

お

知
ら

せ

７．その他
⑴ 北海道ドクターズゴルフ協議会役員会［７月
１日(日)・室蘭市］について（伊藤常任理事）
室蘭市医師会の担当により室蘭ゴルフ倶楽部
にて開催し、参加者は94名。役員会では、役員
の一部変更、昨年の決算報告・監査報告を承認
し、第53回大会（平成31年度）は、小樽市医師
会の担当で６月30日(日)小樽カントリーで開催
することを確認し、
第54回大会（平成32年度）は、
函館市医師会の担当で開催することを承認した。

中小企業等経営強化法・生産性向上特別措置法に基づく
設備投資減税について（情報提供）

◇医業経営・福利厚生部◇
今般、日本医師会より、中小企業等経営強化法・生産性向上特別措置法に基づく設備投資減税制度につ
いての周知依頼がありました。医療機関が利用可能な制度（ただし一部の制度で医療業への制限等はあり
ます）ですので、詳細につきましては下記ホームページをご一読くださいますようお願いいたします。
記
○

北海道医師会ホームページ『医師の皆様へ』『新着情報』内
http://www.hokkaido.med.or.jp/topics/topics_doctor.php
・中小企業等経営強化法に基づく税制措置等について（情報提供）
・平成30年度税制改正における生産性向上特別措置法に基づく税制措置等について（情報提供）

お
＜概
①

いのち

知
ら

せ

第２回生命を見つめるフォト＆エッセー
作品募集

要＞
フォト部門
い の ち

生命の尊さ、大切さを感じさせる写真を募集します。人間、動物、自然など被写体は自由です。
② エッセー部門
病気やけがをした時の思い出、介護や生命の誕生にまつわる話、医師や看護師、患者との交流など、
医療や介護に関するエピソード、お世話になった医師や看護師ら宛てに送ったという想定の「感謝の
手紙」などを募集します。
＜応募要項ほか＞
詳細は、コンテスト公式ホームページ（http://inochi-photo-essay.com）をご参照ください。
※医師および医療従事者も応募可能です。
＜締め切り＞ 2018年10月４日（木）（必着）
＜作品送付先・お問い合わせ先＞
〒100-8055 東京都千代田区大手町1-7-1
いのち

読売新聞東京本社 事業開発部「生命を見つめるフォト＆エッセー」係
ＴＥＬ：03-3216-8606 （平日午前10時～午後５時）
主催：日本医師会、読売新聞社 後援：厚生労働省
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