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庶務及び会計  

担当副会長 泉  良平 

担当副会長 村上美也子 

担当常任理事 堀地  肇 

 

◎ 庶務関係事項 

１．会員数 

2019 年 12 月 1 日現在の会員数は 1,636 名で、前年比は

下表のとおり。 

Ａ    701名（ 6名減） 

Ｂ1・B2a・B2b・Ｂ3  840名（ 4名減） 

Ｃ     95名（ 2名増） 

   計  1,636名 

 

郡市名 
2019 

年度 

2018 

年度 
増減 郡市名 

2019 

年度 

2018 

年度 
増減 

下新川郡 89 86 +3 氷見市 46 44 +2 

魚津市 63 64 -1 砺 波 79 83 -4 

滑川市 49 49 0 南砺市 43 42 +1 

中新川郡 40 41 -1 小矢部市 36 33 +3 

富山市 762 772 -10     

射水市 103 104 -1     

高岡市 326 326 0 合計 1636 1644 -8 

 

１．会員の逝去 

2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日までの物故会員は

次の方々。弔慰規程に基づき弔華をささげ、哀悼の意を表

した。 

氏 名 所属郡市 死亡年月日 享年 

杉井  衛 下新川郡 2019.4.19 75 

住田 邦夫 小矢部市 2019.5.4 84 

中川  功 富山市 2019.5.11 87 

摂津 浩二 射水市 2019.6.10 85 

吉田 武雄 砺 波 2019.6.26 94 

山田 清夫 射水市 2019.8.2 83 

田中 豊也 高岡市 2019.8.4 57 

倉知 正佳 富山市 2019.11.13 77 

伊藤 元弥 氷見市 2019.12.8 73 

佐々木博也 富山市 2019.12.14 87 

金子  崇 高岡市 2019.12.18 100 

神田 静人 富山市 2020.2.4 79 

以上 12名 

 

１．会員の入会・退会・異動届 

本会会員の入会・退会・異動届は郡市医師会経由で提出

され、理事会で承認後、適宜日本医師会へ提出した。 

１．「医師会入会に関する説明会」の実施 

下記日程において、医師会や医療を取り巻く社会情勢、

日本医師会医師賠償責任保険、保険診療の概要に加え、医

師信用組合・医師協同組合等の事業内容の説明を行い、医

師会への入会勧誘を行った。 

・2020年 3月 25日(水)午後 1時 40分 

富山大学附属病院臨床研修医研修 

１．理事会 

原則として毎月第2・4木曜の午後7時30分から開催し、

諸案件について審議した。24回開催。 

１．常任理事会 

原則として第 3月曜の午後 7時 30分から開催。7回開催。 

１．代議員会 

第 199回定例代議員会 

日時 6月 20日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 4階・大会議室 

選挙 代議員会議長及び副議長の選任 

報告①平成 30年度富山県医師会事業報告の件 

  ②2019年度富山県医師会会費減免申請の件 

議事①平成 30年度富山県医師会決算の件 

②富山県医師会役員及び裁定委員などの選挙の件 

③顧問委嘱の件 

第 200回臨時代議員会 

日時 2020年 3月 26日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 4階・大会議室 

報告①2020年度富山県医師会事業計画の件 

  ②2020年度富山県医師会予算の件 

③資金調達及び設備投資の見込みの件 

議事①2020年度富山県医師会会費賦課徴収の件 

１．県・郡市医師会協議会 

第 1回 

日時 6月 3日（月）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 4階・大会議室 

議題①第 199回定例代議員会の提出案件について 

   ②郡市医師会からの提出議題 

(1）インフルエンザ治癒証明書について（氷見

市医師会） 

(2）ＭＲワクチン未接種の学童に対する県医師

会の取り組みについて（南砺市医師会） 

(3）警察活動に協力する医師の部会の現状につ

いて（南砺市医師会） 

(4）県医師会役員と県議会議員の兼任について

（南砺市医師会） 

第 2回 

日時 2020年 3月 2日（月）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 4階・大会議室 

議事①第 200回臨時代議員会の提出案件 

②会館建設用地取得の状況 

③検案体制の構築 



 

④在宅医療・本人の意思決定支援事業 

⑤富山県医師信用組合口座振替手数料の見直し 

⑥郡市医師会からの提出議題 

(1)抗インフルエンザ薬の 2剤目の投与について 

（南砺市医師会） 

(2)認知症対策について（南砺市医師会） 

(3)日医の北朝鮮への視察について(南砺市医師会) 

(4)ケアマネージャー１人あたりのケアプラン数

について（南砺市医師会） 

１．郡市医師会と県医師会との懇談会 

郡市医師会へ出向き、県医師会から会館建設や医療を取

り巻く状況を報告し、地域医師会が抱える諸問題について

意見交換する予定が、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため 3月以降の開催を全て中止した。 

2月18日（火）午後7時30分 富山市医師会 

3月 6日（金）中新川郡医師会【中止】 

3月 9日（月）高岡市医師会【中止】 

4月 3日（金）南砺市医師会【中止】 

4月 6日（月）小矢部市医師会【中止】 

4月 7日（火）氷見市医師会【中止】 

4月10日（金）下新川郡医師会【中止】 

4月13日（月）魚津市医師会【中止】 

4月14日（火）滑川市医師会【中止】 

4月17日（金）砺波医師会【中止】 

4月24日（金）射水市医師会【中止】 

１．県厚生部との懇談会 

日時 10月 7日（月）午後 7時 30分 

場所 高志会館 

議題①令和元年度県厚生部の重要施策（県） 

  ②2020年度県政への要望（県医師会） 

１．三師会定期懇談会 

日時 2020年 1月 27日（月）午後 7時 30分 

場所 富山電気ビルレストラン 

議事①富山県歯科医師会の災害対応（県歯科医師会） 

②改正薬機法（県薬剤師会） 

③JMAT基礎研修会（県医師会） 

１．自民党富山県議会議員会医療問題調査会との懇談会 

日時 6月19日（水）午後7時 

場所 富山県民会館 

議題①MRワクチン未接種者への対応について 

②｢地域医療対策協議会｣の現状と問題点 

③平成31年度富山県予算に対する要望 

 

 

  



1．外部会議への出席 

◎全国会議（県外）（中部医連、関医連の詳細は別掲） 

月 日 会   議   名 出 席 者 

4月 3日 中部医師会連合第 10回常任委員会  

4日 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会  堀地常任理事 

5日 日本医師会勤務医委員会 泉副会長 

10日 地域医療介護総合確保基金（医療分）にかか

る都道府県別ヒアリング 

馬瀬会長 

20日 中部医師会連合第 11回常任委員会  

26～29日 第 30回日本医学会総会 2019中部 馬瀬会長ほか 

5月 8日 中部医師会連合第 12回常任委員会  

10日 日本医師会財務委員会 馬瀬会長 

16日 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会 南里常任理事 

21日 都道府県医師会長協議会 馬瀬会長 

了安事務局長 

22日 日本医師会医療政策会議 馬瀬会長 

23日 第 9回ワークショップ「会員の倫理・資質

向上をめざして」 

南里常任理事 

29日 中部医師会連合第 13回常任委員会  

 〃 中部医師会連合第 2回日医代議員協議会  

6月 12日 都道府県医師会医師偏在・働き方改革担当理

事連絡協議会 

泉副会長 

23日 

 

第 145回日本医師会定例代議員会 馬瀬会長 

泉副会長 

村上副会長 

了安事務局長 

毛利課長補佐 

7月 3日 中部医師会連合第 1回常任委員会  

5日 日本医師会医療政策会議 馬瀬会長 

12日 日本医師会勤務医委員会 泉副会長 

25日 日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委

員会 

村上副会長 

〃  マスギャザリング災害（CBARNEテロ含む）対

策セミナー 

村上副会長 

南里常任理事 

27日 第 15回男女共同参画フォーラム 泉副会長 

村上副会長 

川口理事 

米田徳子先生 

(富山大学) 

8月 3日 中部医師会連合第 2回常任委員会 

関西医師会連合常任委員会 

 

12日 中部医師会連合第 1 回医師確保対策特別委員会   

18日 中部医師会連合第 1 回地域包括ケア特別委員会   

 23日 中部医師会連合第 1回事務局長連絡協議会  

31日 近畿・北陸 6県医師会長懇談会  

9月 4日 日本医師会医療政策会議 馬瀬会長 

7日 第 69 回全国医師会医療秘書学院連絡協議会

第 1回運営委員会・常任委員会 

村上副会長 

堀地常任理事 

石川主任 

7日 第 28回全国医師会共同利用施設総会 長谷川常任理事 

11日 中部医師会連合第 3回常任委員会  

15～16 日 山岳医療に関する医師養成事業に係る山岳

医療研修会・山岳調査 

松岡理事 

17日 第 2回都道府県医師会長協議会 馬瀬会長 

毛利課長補佐 

19日 都道府県医師会情報システム担当理事連絡

協議会 

鳥畠理事 

22日 中部医師会連合第 1回社会保険特別委員会  

27日 日本医師会勤務医委員会 泉副会長 

29日 中部医師会連合第 2 回医師確保対策特別委員会   

〃  中部医師会連合第 2 回地域包括ケア特別委員会   

10月 2日 中部医師会連合第 4回常任委員会  

2～3日 第 63回社会保険指導者講習会 渡辺 彰先生 

南里常任理事 

11日 第 2回外国人医療対策会議 泉副会長 

12日 大阪府医師会との懇談会 馬瀬会長 

18日 日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委

員会 

村上副会長 

26日 全国医師会勤務医部会連絡協議会 南里常任理事 

11月 1日 日本医師会設立 72 周年記念式典並びに医学大会  馬瀬会長 

3日 中部医師会連合共同利用施設連絡協議会  

〃  JMAT研修 統括 JMAT編 道振理事 

6日 中部医師会連合第 5回常任委員会  

10～11日 中部医師会連合委員総会  

 11日 女性医師支援センター事業中部ブロック会議  

23日 第 50回全国学校保健・学校医大会 馬瀬会長 

村上副会長 

道振理事 

金子理事 

河合理事 

毛利課長 

森田係長 

野口主任 

泉主事 

〃  第 15回在宅医療推進フォーラム 井川常任理事 

12月 4日 中部医師会連合第 6回常任委員会  

5日 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議

会 

堀地常任理事 

石川主任 

6日 国民医療を守るための総決起大会 泉副会長 

南里常任理事 

8日 女性医師支援担当者連絡会 村上副会長 

米田徳子先生 

野口主任 

14～15 日 都道府県災害医療コーディネーター研修 道振理事 

22日 日本地域包括ケア学会 井川常任理事 

1月 8日 中部医師会連合第 7回常任委員会  



10日 オンライン資格確認システム説明会 鳥畠理事 

13日 JMAT研修 ロジスティクス編 堀地常任理事 

山内係長 

17日 日本医師会勤務医委員会 泉副会長 

19日 小児在宅医療に関する人材養成講習会 村上副会長 

小倉秀美先生 

尾上洋一先生 

草開祥平先生 

川﨑裕香子先生 

21日 第 3回都道府県医師会長協議会 馬瀬会長 

毛利課長 

24日 日本医師会財務委員会 馬瀬会長 

26日 第 52 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議

会総会 

馬瀬会長 

村上副会長 

堀地常任理事 

井川常任理事 

臼田和生先生 

毛利課長 

野口主任 

竹野主事 

泉主事 

30日 日本医師会医療政策会議 馬瀬会長 

2月 

1～2日 

 

日本医師会医療情報システム協議会 

 

鳥畠理事 

5日 中部医師会連合第 8回常任委員会  

〃  全国学校保健・学校医大会事務引き継ぎ会 馬瀬会長 

村上副会長 

毛利課長 

森田係長 

11日 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 

泉副会長 

道振理事 

14日 日本医師会予防接種・感染症危機管理対策委

員会 

村上副会長 

〃  中部医師会連合第 2回事務局長会議 毛利課長 

16日 母子保健講習会 村上副会長 

八木信一先生 

市村昇悦先生 

19日 医療政策シンポジウム(TV会議) 馬瀬会長 

20日 北陸三県医師会懇談会  

21日 都道府県医師会新型コロナウイルス感染症

担当理事連絡協議会(TV会議) 

泉副会長 

3月 4日 中部医師会連合第 9回常任委員会  

〃  第 20 回都道府県医師会介護保険担当理事連

絡協議会(TV会議) 

井川常任理事 

竹野主事 

5日 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議

会(TV会議) 

南里常任理事 

泉主事 

6日 第 2回都道府県医師会新型コロナウイルス感

染症担当理事連絡協議会(TV会議) 

泉副会長 

11日 都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協

議会(TV会議) 

大橋理事 

石川主任 

13日 第 3回都道府県医師会新型コロナウイルス感

染症担当理事連絡協議会(TV会議) 

泉副会長 

種部常任理事 

19日 第 4回都道府県医師会新型コロナウイルス感

染症担当理事連絡協議会(TV会議) 

泉副会長 

種部常任理事 

 27日 第 5回都道府県医師会新型コロナウイルス感

染症担当理事連絡協議会(TV会議) 

泉副会長 

村上副会長 

 

◎会議・記念式典・その他（県内） 

月 日 会   議   名 出 席 者 

4月 4日 富山市医師会看護専門学校入学式 泉副会長 

 11日 砺波准看護学院第 55回入学式 河合理事 

〃  社会保険診療報酬支払基金幹事会 炭谷副会長 

24日 東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

25日 富山県医療審議会及び同地域医療構想部会

並びに富山県医療対策協議会 

馬瀬会長 

5月 9日 富山県学校保健会常任理事会 

富山県学校保健総合支援事業連絡協議会 

馬瀬会長 

村上副会長 

16日 社会保険診療報酬支払基金幹事会 炭谷副会長 

22日 富山県済生会支部理事会 村上副会長 

 26日 富山県警察医会第 1 回研修会・総会・意見

交換会 

道振理事 

了安事務局長 

泉主事 

28日 自民党県連政務調査会福祉環境部会 毛利課長補佐 

高野課長補佐 

  30日 平成 31年度富山県子育て支援・少子化対策

県民会議第 1回基本計画策定部会 

村上副会長 

6月 6日 富山県学校保健会全体役員会、富山県学校

保健功労者表彰式 

馬瀬会長 

村上副会長 

7日 富山県臨床研修病院連絡協議会総会 馬瀬会長 

川端理事 

 11日 富山マラソン 2019「第 1 回メディカル協議会」 道振理事 

13日 社会保険診療報酬支払基金幹事会 炭谷副会長 

 15日 2019年度公益社団法人富山県看護協会定時

総会 

馬瀬会長 

22日 サンフォルテフェスティバル 2018表彰・基

調講演 

種部常任理事 

24日 「いきいきとやま・第 32回健康と長寿の祭

典」実行委員会 

馬瀬会長 

25日 東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

26日 富山県社会福祉総合センター評議員会 馬瀬会長 

27日 富山県訪問看護ステーション連絡協議会総会 長谷川常任理事 

7月 1日 富山県看護教育振興会総会 馬瀬会長 

道振理事 

〃  富山県総合防災訓練第 1 回関係機関打合わ

せ会議 

毛利課長補佐 

4日 富山県准看護師試験委員会議 長谷川常任理事 



6日 富山県 DMAT等研修会(基礎編) 村上副会長 

毛利課長補佐 

 11日 令和元年度全国自治体病院協議会北陸・信

越ブロック会議 

馬瀬会長 

〃  「特別支援学校医療的ケア体制整備事業」

第 1回運営協議会 

村上副会長 

〃  社会保険診療報酬支払基金幹事会 炭谷副会長 

18日 第 1 回富山産業保健総合支援センター運営

協議会 

馬瀬会長 

21日  富山県公害健康被害認定審査会 鳥畠理事 

 24日 富山県地域両立支援推進チーム会議 櫻井地域係長 

25日 富山県地域包括ケアシステム推進会議 炭谷副会長 

28日 在宅医療市民公開シンポジウム 竹野主事 

30日 富山県がん対策推進協議会がん診療体制部会  馬瀬会長 

8月 8日 富山県総合防災訓練第 2回関係者打合せ会 毛利課長補佐 

〃  富山県保険者協議会 了安事務局長 

 26日 「救急体制を検討する会」 村上副会長 

〃  令和元年度「第 1 回新川地域医療推進対策

協議会」「第 1 回新川地域医療構想調整会

議」「第 1 回医療と介護の体制整備に係る

協議の場」 

籠浦理事 

27日 第 1回精神障害者医療費に関する研究会 松岡理事 

〃  東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

29日 富山県骨髄バンク推進連絡協議会 泉副会長 

 29日 富山県児童虐待防止対策・社会的養育推進

計画検討委員会 

村上副会長 

〃  全国学校保健・安全研究大会準備委員会 村上副会長 

〃  富山マラソン 2019「第 2 回メディカル協議会」 道振理事 

31日 富山救急医療学会 幹事会・世話人会 道振理事 

9月 12日 社会保険診療報酬支払基金幹事会 炭谷副会長 

 18日 令和 2年度 国・県予算要望に対する自由民

主党富山県連政務調査会 5部会 

馬瀬会長 

高野課長補佐 

26日 富山県済生会支部理事会 村上副会長 

〃  東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

 29日 富山県総合防災訓練  

10月 1日 富山県アレルギー疾患医療連絡協議会 河合理事 

3日 富山県男女共同参画審議会 村上副会長 

〃  砺波准看護学院第 55回戴帽式 河合理事 

〃  富山県新生児聴覚検査事業に係る協議会 河合理事 

10月 9日 「いきいきとやま・第 32回健康と長寿の祭

典」開会式 

馬瀬会長 

〃  「いきいきとやま・第 32回健康と長寿の祭

典」 

泉副会長 

南里常任理事 

10日 「いきいきとやま・第 32回健康と長寿の祭

典」 

道振理事 

松岡理事 

11日 富山県国民健康保険運営協議会 村上副会長 

井川常任理事 

17日 社会保険診療報酬支払基金幹事会 炭谷副会長 

 18日 富山県がん対策推進協議会 馬瀬会長 

29日 東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

11月 13日 富山県感染症対策連絡協議会 馬瀬会長 

〃  精神障害者医療費に関する研究会 松岡理事 

14日 社会保険診療報酬支払基金幹事会 炭谷副会長 

20日 富山県准看護師試験委員会会議 長谷川常任理事 

17日 富山県原子力防災訓練 毛利総務課長 

26日 東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会  南里常任理事 

12月 8日 富山県地域包括ケア推進県民フォーラム 竹野主事 

  18日 富山県立大学経営審議会 馬瀬会長 

29日 全国学校保健・安全研究大会第 2 回準備委

員会 

村上副会長 

24日 東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

26日 児童生徒の成長曲線等活用支援チーム会議 村上副会長 

〃  学校における食物アレルギー対応支援チー

ム会議 

村上副会長 

1月 16日 健康で安心して働ける医療機関の職場づく

り研修会 

泉副会長 

23日 健康で安心して働ける医療機関の職場づく

り研修会 

泉副会長 

〃  東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

28日 富山県立大学看護学部大学院設置要望 馬瀬会長 

 〃  地域医療に関する国との意見交換会 馬瀬会長 

種部常任理事 

鳥畠理事 

29日 富山県原子力災害医療ネットワーク会議 山内係長 

30日 富山県国土強靭化地域計画検討委員会 山内係長 

  31日 富山医療圏における地域医療構想の推進の

ための意見交換会 

馬瀬会長 

 2月 2日 第 40回日本医師会医療秘書認定試験 堀地常任理事 

石川主任 

3日 富山県献血推進協議会 村上副会長 

4日 富山県ナースセンター事業運営委員会 長谷川常任理事 

8日 令和元年度富山県 DMAT等研修 村上副会長 

炭谷副会長 

山内係長 

泉主事 

12日 北陸認知症プロフェッショナル医養成プラ

ン令和元年度第 1回運営協議会 

松岡理事 

  13日 第 3 回富山市民病院地域医療支援病院委員会 村上副会長 

 〃  予防接種担当者会議 森田係長 

14日 富山県難病対策地域協議会 馬瀬会長 

15日 富山県柔道整復師会との懇談会 馬瀬会長 

南里常任理事 

17日 富山県地域リハビリテーション推進会議 馬瀬会長 

18日 富山県透析患者等発生予防推進事業連絡協

議会 

井川常任理事 

18日 第 2回富山県災害医療ネットワーク会議 山内係長 



19日 「第 2回新川地域医療推進対策協議会」「第

2回新川地域医療構想調整会議」「第 2回医

療と介護の体制整備に係る協議の場」 

籠浦理事 

〃  第 1 回富山県立中央病院肝疾患診療連携拠

点病院等連絡協議会 

堀地常任理事 

〃  外国人材活躍・多文化共生推進連絡協議会 泉主事 

20日 「特別支援学校医療的ケア体制整備事業」

第 2回運営協議会 

村上副会長 

〃  富山県ジェネリック医薬品促進協議会 炭谷副会長 

〃  第 2回富山県食品安全推進本部会議 川口理事 

  25日 東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

3月 3日 動物由来感染症情報分析検討会 川端理事 

5日 富山県准看護師試験委員会議 長谷川常任理事 

 11日 新型コロナウイルス検査連絡調整会議 馬瀬会長 

 12日 患者情報共有による連携推進事業協議会 泉副会長 

〃  富山県がん対策基金運営検討委員会 堀地常任理事 

 16日 富山県後期高齢者医療広域連合運営懇談会 南里常任理事 

 25日 富山県医療勤務環境改善支援センター運営

協議会 

泉副会長 

26日 東海北陸地方社会保険医療協議会富山部会 南里常任理事 

27日 富山県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科

会及び富山県あんしん在宅医療・訪問看護

推進会議 

馬瀬会長 

30日 富山県医療審議会及び同地域医療構想部会

並びに富山県医療対策協議会 

馬瀬会長 

泉副会長 

〃  富山県医療審議会医療法人部会 馬瀬会長 

〃  第 2回富山県国民健康保険運営協議会 井川常任理事 

29日 富山県知事との新型コロナウイルスに関す

る意見交換会 

馬瀬会長 

泉副会長 

村上副会長 

31日 富山県新型コロナウイルス感染症対策協議会  馬瀬会長 

 



委嘱団体 委員会名 委員名

富山県 人工透析審査委員会 委員 長谷川　徹

精神障害者医療費に関する研究会 委員 松岡　　理

地域医療推進対策協議会 委員 籠浦　正順

富山県アルコール健康障害対策関係者会議 委員 松岡　　理

富山県医療審議会 委員 井出　克樹

富山県医療対策協議会 委員 井出　克樹

富山県介護保険審査会 委員 松岡　　理

富山県肝炎診療協議会 委員 泉　　良平

富山県肝炎等認定協議会 委員 荻野　英朗

富山県患者情報共有による連携推進事業協議会 委員 泉　　良平

富山県感染症対策連絡協議会 委員 馬瀬　大助

富山県がん対策推進県民会議、富山県がん対策推進協議会　同がん診療体制部会 委員 馬瀬　大助

富山県がん対策推進協議会　がん登録部会、がん予防検診部会 委員 川口　善治

富山県公害健康被害認定審査会 委員 鳥畠　康充

富山県公務災害補償等審査会、地方公務員災害補償基金富山県支部審査会 委員 南里　泰弘

富山県後期高齢者医療審査会 委員 馬瀬　大助

富山県国土強靭化地域計画検討会 委員 馬瀬　大助

富山県歯科保健医療対策会議 委員 南里　泰弘

富山県児童虐待防止対策・社会的養育推進計画検討委員会 委員 村上美也子

富山県自殺対策推進協議会 委員 松岡　　理

富山県周産期保健医療協議会、同　富山県HTLV-1母子感染対策部会 委員 村上美也子

富山県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会 委員 佐々木正寿

委員 柳沢秀一郎

富山県准看護師試験委員会 委員 長谷川　徹

富山県食育推進会議 委員 馬瀬　大助

富山県食品安全推進本部 部員 川口　善治

富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議 委員 村上美也子

富山県新型インフルエンザ等対策検討会 委員 馬瀬　大助

富山県新生児聴覚検査事業に係る協議会 委員 河合　晃充

富山県精神保健福祉審議会 委員 松岡　　理

富山県男女共同参画審議会 委員 村上美也子

富山県地域包括ケアシステム推進会議 委員 馬瀬　大助

富山県難病対策地域協議会 委員 馬瀬　大助

富山県認知症疾患医療連携協議会 委員 松岡　　理

富山県福祉サービス第三者評価推進機構 委員 松岡　　理

富山県防災会議、富山県国民保護協議会 委員 馬瀬　大助

富山県臨床研修病院連絡協議会 委員 馬瀬　大助

委員 川端　雅彦

令和元年度動物由来感染症情報分析検討会 委員 川端　雅彦

富山県原子力災害医療ネットワーク会議 委員 山内　直人

富山県教育委員会 2019年度学校保健総合支援事業連絡協議会 委員 馬瀬　大助

委員 村上美也子

2019年度健康教育実践優良学校表彰検討委員会 副委員長 馬瀬　大助

委員 村上美也子

令和元年度「各健康課題に関する支援チーム会議」 委員 村上美也子

委員 足立　雄一

委員 五十嵐　登

令和元年度特別支援学校医療的ケア体制整備事業運営協議会 委員 村上美也子

令和2年度全国学校保健・安全研究大会準備委員会 委員 馬瀬　大助

委員 村上美也子

富山県学校保健会 会長 馬瀬　大助

１．2019年度中に本会から推薦した外部会議委員



副会長 村上美也子

常任理事 道振　義治

理事 金子　敏行

理事 河合　晃充

厚生労働省 地域医療構想アドバイザー 馬瀬　大助

東海北陸地方社会保険医療協議会 臨時委員 南里　泰弘

とやま医療健康システム株式会社 取締役 馬瀬　大助

とやま医療健康センター 理事 炭谷　哲二

富山刑務所 視察委員会 委員候補者 道振　義治

富山救急医療学会 幹事 道振　義治

富山県介護支援専門員協会 外部理事 松岡　　理

富山県看護協会 2019年度訪問看護ステーションサポート事業における選定委員 井川　晃彦

富山県健康づくり財団 理事 泉　　良平

富山県がん対策基金運営検討委員会 委員 堀地　　肇

富山県高次脳機能障害支援センター 相談支援体制連携調査会議 委員 松岡　　理

富山県国民健康保険団体連合会 介護給付費審査委員会 委員 南里　泰弘

富山県済生会 理事 村上美也子

富山県社会福祉協議会 理事 馬瀬　大助

富山県福祉人材確保対策会議 委員 松岡　　理

富山県精神保健福祉協会 評議員 泉　　良平

富山県立大学 研究協力会 理事 馬瀬　大助

富山産業保健総合支援センター 運営協議会 委員 馬瀬　大助

運営主幹 堀地　　肇

富山市 富山市衛生検査所精度管理専門委員会 委員 長谷川　徹

富山市民病院 地域医療支援病院委員会 委員 村上美也子

臨床研修管理委員会 委員 南里　泰弘

富山県民ボランティア総合支援センター 理事 馬瀬　大助

ボランティア活動推進富山県民会議 委員 馬瀬　大助

富山県民ボランティア・NPO大会企画運営委員会 委員 了安　　仁

委員 松岡　　理

北陸ビジネス福祉専門学校 学校関係者評価委員会 委員 村上美也子

全国医師会医療秘書学院 令和元年度 運営委員 村上美也子

常任委員 堀地　　肇

北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン運営協議会



 

１．中部医師会連合 

（当番県：4～6月は愛知県、7～3月は富山県） 

本県からの選出委員は次のとおり。 

常任委員 馬 瀬 大 助 

委  員 泉   良 平 

村 上 美也子 

炭 谷 哲 二 

種 部 恭 子 

南 里 泰 弘 

堀 地   肇 

顧  問 宇 野 義 知 

福 田   孜 

岩 城 勝 英 

社会保険特別委員会 泉   良 平 

南 里 泰 弘 

長谷川   徹 

地域包括ケア 

特別委員会 

炭 谷 哲 二 

井 川 晃 彦 

松 岡   理 

医師確保対策 

特別委員会 

泉   良 平 

鳥 畠 康 充 

川 端 雅 彦 

 

Ⅰ 委員総会（富山県当番） 

1日目 

日時 11月 9日（土）午後 3時 

場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 

出席者 宇野顧問、福田顧問、岩城顧問、馬瀬会長、泉副

会長、村上副会長、炭谷副会長、種部常任理事、南里常

任理事、堀地常任理事、長谷川常任理事、井川常任理

事、道振理事、金子理事、河合理事、鳥畠理事、大橋理

事、川端理事、松岡理事、富田監事、ほか事務局 

次第 

１．開 会 

２．委員長挨拶（富山県医師会長） 

３．来賓祝辞（日本医師会長、富山県知事、富山市市

長）・来賓紹介、 

４．議長選出 

５．会務報告 

６．議  事 

①平成 30年度中部医師会連合収入支出決算に関

する件 

②2019年度中部医師会連合収入支出予算に関す

る件 

③次期役員選出に関する件 

７．次期委員長挨拶  岐阜県医師会長 

８．特別講演 

 「日本医師会の医療政策」 

公益社団法人 日本医師会会長 横倉 義武 先生 

９．懇親会 

2日目 

日時 11月 10日（日）午前 8時 30分 

場所 富山第一ホテル 

 10．災害医療担当理事連絡協議会 

11．特別委員会報告（各分科会同時進行） 

(1)社会保険特別委員会 

(2)地域包括ケア特別委員会 

(3)医師確保対策特別委員会 

12．特別委員会全体報告会 

(1)各特別委員会からの報告 

(2)全体討議 

13．閉会 

Ⅱ 常任委員会（馬瀬会長、了安事務局長出席） 

平成 30年度第 10回 

日時 4月 3日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①2019年度中部医師会連合特別委員会について〈富山

県〉 

②第 145回日本医師会定例代議員会への対応について 

③当面の医療問題について（保険医の登録取消と再登

録について） 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 13 回理事会（3 月 19

日）の状況について 

②第 144回日本医師会臨時代議員会(3月 31日)の状況

について 

③日本医師会各種委員会概況報告について 

平成 30年度第 11回  

日時 4月 20日（土）午後 6時 30分 

場所 料亭「松楓閣」 

協議事項 

①平成 30 年度中部医師会連合第 2 回日医代議員協議

会について 

②第 145回日本医師会定例代議員会における代表質問

について 

③当面の医療問題について 

平成 30年度第 12回  

日時 5月 8日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①第 145回日本医師会定例代議員会への対応について 

②平成 30 年度中部医師会連合第 2 回日医代議員協議

会の開催について 

③平成 30 年度中部医師会連合第 2 回常任委員会懇談

会の開催について 

④令和元年度関西医師会連合常任委員会への提出議題



 

について 

⑤令和元年度中部医師会連合関係会議開催日程の変更

について<富山県> 

⑥当面の医療問題について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 1回理事会（4月 16日）

の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

平成 30年度第 13回 

日時 5月 29日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①第 145回日本医師会定例代議員会における代表質問

について 

②当面の医療問題について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 2回理事会（5月 21日）

の状況について 

②日本医師会財務委員会報告について 

③日本医師会各種委員会概況報告について 

第 1回 

日時 7月 3日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①2019年度中部医師会連合諸会議等の開催日程につ

いて 

②2019 年度中部医師会連合特別委員会委員の委嘱に

ついて 

③顧問の委嘱について 

④令和元年度関西医師会連合常任委員会への提出議題

について 

⑤2019年度中部医師会連合第1回事務局長連絡協議会

の開催について 

⑥中部各県における治癒証明書の取扱について 

⑦当面の医療問題について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 3回理事会（6月 18日）

の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

第 2回 

日時 8月 3日（土）午後 3時 30分 

場所 リーガロイヤルホテル京都 

協議事項 

①中部医師会連合「救急・災害医療担当理事連絡協議

会（仮称）」の設置について 

②当面の医療問題について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び日本医師会第 4回理事会

（7月 16日）の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

③中部医師会連合事務引継ぎについて 

第 3回 

日時 9月 11日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①2019年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議会

について 

②2019年度中部医師会連合委員総会について 

③2019年度日本医師会女性医師支援センター事業

「中部ブロック会議」について 

④当面の医療問題について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 5回理事会（8月 20日）

の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

③第 1回事務局長連絡協議会（8月 23日）の状況につ

いて 

第 4回 

日時 10月 2日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①平成 30年度中部医師会連合収入支出決算について 

②2019年度中部医師会連合収入支出予算について 

③当面の医療問題について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 6回理事会（9月 17日）

の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

第 5回 

日時 11月 6日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①2019年度中部医師会連合委員総会の運営について 

②当面の医療問題について（地域医療構想の中で担う

機能等の再検証を要請する公立・公的病院名の公表

について）<愛知県> 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 7 回理事会（10 月 15

日）の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

第 6回 

日時 12月 4日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①第 146回日本医師会臨時代議員会への対応について 

②台風被害による災害見舞金について 

③当面の医療問題について 

報告事項 



 

①日本医師会理事打合会及び第 8 回理事会（11 月 19

日)の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

③2019 年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議会

（11月 3日）について 

④2019 年度中部医師会連合委員総会（11 月 9 日・10

日）について 

⑤2019 年度日本医師会女性医師支援センター事業中

部ブロック会議（11月 10日）について 

第 7回  

日時 2020年 1月 8日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①2019年度中部医師会連合第 1回常任委員会懇談会

の開催について 

②2019年度中部医師会連合第 11回常任委員会の開催

について 

③2019年度中部医師会連合第 2回事務局長連絡協議

会の開催について 

④当面の医療問題について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 9 回理事会（12 月 17

日）の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

第 8回 

日時 2020年 2月 5日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①2019年度中部医師会連合第 1回日医代議員協議会

の開催について 

②第 146回日本医師会臨時代議員会への対応について

（代表質問：福井県、岐阜県） 

③日本医師会選挙管理委員会委員及び予備選挙管理委

員の選出について 

④次期（令和 2年 7月～）諸会議等の開催日程につい

て<岐阜県> 

⑤中部医師会連合災害医療担当役職員によるメーリン

グリストの作成及び運用について 

⑥当面の医療問題について 

報告事項 

 ①日本医師会理事打合会及び第 10 回理事会（1 月 21

日）の状況について 

 ②日本医師会各種委員会概況報告について 

第 9回  

日時 2020年 3月 4日（水）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

協議事項 

①第 146回日本医師会臨時代議員会への対応について

（代表質問：福井県、岐阜県） 

②当面の医療問題について 

報告事項 

 ①日本医師会理事打合会及び第 11 回理事会（2 月 18

日）の状況について 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

 ③第 2回事務局長連絡協議会(2月 14日)について 

 

Ⅲ 常任委員会懇談会（馬瀬会長、了安事務局長出席） 

平成 30年度第 2回 

日時 6月 22日（土）午後 6時 30分 

場所 広東名菜「赤坂璃宮」銀座店 

協議事項 

 ①第 145回日本医師会定例代議員会への対応について 

第 1回 

3月 28日(土)に開催を予定していたが、日本医師会

「新型コロナウイルス感染症への対応方針」に基づき第

146回日本医師会臨時代議員会の開催が中止となったため

中止とした。 

 

Ⅳ 日医代議員協議会 

平成 30年度第 2回  

日時 5月 29日（水）午後 3時 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、了安事務局

長、毛利総務課長補佐 

協議事項 

 ①第 145回日本医師会定例代議員会への対応について 

  ・ 代表質問：富山県、石川県 

 ②講演 

「会員増強対策について」 

 愛知県医師会理事 梶尾富二 先生 

第 1回 

3月 4日(水) に開催を予定していたが、日本医師会「新

型コロナウイルス感染症への対応方針」に基づき第 146回

日本医師会臨時代議員会の開催が中止となったため中止と

した。 

 

Ⅴ 特別委員会 

【社会保険特別委員会】 

第 1回 

日時 9月 22日（日）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 泉副会長、南里常任理事、櫻井地域係長、泉主

事 

協議・報告事項 

①各県の指導監査の状況について 

②社会保険医療担当者の新規指定時・指定更新時集団

指導の開催状況について 

③保険医療機関・保険医の指定取消について 



 

④会計検査院が実施する会計実地検査における診療報

酬の自主返還について 

⑤次期診療報酬改定について 

【地域包括ケア特別委員会】 

第 1回 

日時 8月 18日（日）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 炭谷副会長、井川常任理事、松岡理事、高野庶

務課長補佐、竹野主事 

報告事項 

①日本医師会地域包括ケア推進委員会の報告（7月 31

日開催） 

協議事項 

①介護医療院の各県の設置状況と課題について 

②アドバンス・ケア・プランニング（ACP）に関する

各県の現状について 

③在宅における多職種連携についての現状と課題（医

科歯科連携、ケアマネとの連携等） 

④地域リハビリテーションの現状と課題 

⑤地域包括ケアに関する諸問題について 

第 2回 

日時 9月 29日（日）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 炭谷副会長、井川常任理事、松岡理事、石川主

任、竹野主事 

協議事項 

①地域リハビリテーションの現状と課題 

②地域包括ケアに関する諸問題について 

③令和 3年度介護報酬改定への要望について 

【医師確保対策特別委員会】 

第 1回 

日時 8月 12日（月・休）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 泉副会長、鳥畠理事、川端理事、毛利課長補佐、

野口主任 

基調講演 

「医療法・医師法改正に基づく医師偏在対策について」 

日本医師会常任理事 釜萢  敏 先生 

意見交換 

第 2回 

日時 9月 29日（日）午後 1時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 泉副会長、鳥畠理事、川端理事、毛利課長補佐、

野口主任 

協議事項 

①第１回特別委員会のまとめ 

②各県における医療勤務環境改善支援センターの現状

について 

③中部医師会連合委員総会における特別委員会報告の

内容について 

 

Ⅵ 共同利用施設連絡協議会 

日時 11月 3日（日・祝）午後 1時 

場所 富山国際会議場 

基調講演 

「医師会共同利用施設の今後」 

日本医師会常任理事 松本 吉郎 先生 

シンポジウム 

テーマ：「医師会共同利用施設が主導する地域医療情報

ネットワークシステム」 

総括：日本医師会常任理事 松本 吉郎 先生 

次期当番県会長挨拶 

 

Ⅶ 事務局長連絡協議会（了安事務局長、毛利総務課長出席） 

第 1回 

日時 8月 23日（金）午後 3時 30分 

場所 富山電気ビルデイング 

議題 

①医療保健業に対する労働時間等説明会開催の計画の

有無について<福井県> 

②医療事故調査等支援団体連絡協議会の運営状況につ

いて<福井県> 

③妊産婦医療費助成制度の設置について<静岡県> 

④会員情報の取扱いについて＜愛知県＞ 

第 2回 

日時 2020年 2月 14日（金）午後 3時 30分 

場所 越中料理 五万石本店 

議題 

①医師連盟との峻別について<岐阜県> 

②総収入における会費収入の割合について<福井県> 

③法人移行後の定款改正について<福井県> 

④コピー使用枚数及びコピー使用料の削減取組につい

て<三重県> 

⑤妊産婦健康診査の公費負担額について<静岡県> 

⑥講演会等の講師謝金基準について<静岡県> 

⑦中部各県医師会の予算・決算書について<愛知県> 

１．関西医師会連合常任委員会（当番県：和歌山県） 

日時 8月 3日（土）午後 4時 30分 

場所 リーガロイヤルホテル京都 

出席者 馬瀬会長、了安事務局長 

報告 事務引継、監査 

協議 ①令和 2年度役員の選出について 

   ②次期常任委員会の開催について 

意見交換 

①第 25回参議院選挙について 

②地域医療構想の進捗状況について 

１．近畿・北陸 6県医師会長懇談会（当番県：奈良県） 

日時 8月 31日（土）午後 6時 



 

場所 つる由 

出席者 馬瀬会長 

議題 ①HERの各県の現状と問題点について 

②次期当番について 

１．石川・長野・富山・福井四県医師会懇談会（当番県：石

川県） 

10月 19日開催予定の懇談会は、台風 19号の災害の影

響のため中止となった。 

１．北陸三県医師会懇談会（当番県：石川県） 

日時 2020年 2月 20日（水）午後 4時 30分 

場所 杉の井 穂濤 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、炭谷副会長、

毛利総務課長 

議題 

①424公立・公的病院の再編統合の各県の実情について 

（富山県） 

②新型コロナウイルス感染症への対応について 

（福井県） 

③医師偏在の実情について（石川県） 

 

◎公益法人関係 

１．定期提出書類（事業報告）の提出 

2019 年 6 月、平成 30 年度事業報告書等、関係書類を電

子申請で富山県へ提出。 

１．定期提出書類（事業計画）の提出 

2020年 3月、令和 2年度事業計画書等、関係書類を電

子申請で富山県へ提出。 

 

◎経理関係 

１．2019年度予算 

2019年度予算は、2019年 3月 28日第 198回臨時代議員

会において報告し、4月 1日から執行した。 

１．平成 30年度収支決算 

平成 30年度収支決算は、2019年 6月 20日第 199回定例

代議員会において審議のうえ、原案の通り可決された。 

１．経理監査 

2019年 5月 20日午後 7時 30分から本会館において、佐

藤監事、佐伯監事、植野監事により、馬瀬会長、村上副会

長、堀地常任理事立会いのもとに平成 30 年度富山県医師

会収支決算について厳正な監査の結果、その収支状況等は

適正妥当であると認められた。 

 

◎会費関係 

本会会費賦課徴収規程により、2019年度本会会費の減

免は、郡市医師会長の申請に基づき、4月 11日開催の理

事会で承認し、6月 20日開催の第 199回定例代議員会に

おいて、高齢減免 124名、疾病等免除 5名の減免申請を報

告した。 

減免会員 129名の郡市医師会別会員数内訳は次の通りで

ある。 

郡市別 
高齢 疾病その他 

Ａ B1 B2a B2b C 計 Ａ B1 B2a B2b C 計 

下新川郡 2  2  8 12     1 1 

魚津市   2  1 3       

滑川市     2 2     1 1 

中新川郡 1    1 2       

富山市 18  13  27 58     1 1 

射水市 1  2  3 6 1     1 

高岡市 7  8  9 24       

氷見市 3    1 4       

砺 波 1  3  2 6       

南砺市   1  1 2       

小矢部市 1  2  2 5     1 1 

合 計 34  33  57 124 1    4 5 

１．日本医師会会費の収納 

日本医師会会費は本会会費と同様、郡市医師会に委託し

て徴収し、第 1期分は 7月 31日、第 2期分は 9月 30日、

第 3期分は 1月 31日、3月 27日にそれぞれ送金した。 

 

学術・生涯教育推進事業  

  担当理事 川端 雅彦 

◎学術・生涯教育 

１．富山県医師会医学研究助成 

2020年度の医学研究助成課題を募集し、下記の課題研

究者に対して助成することに決定し、それぞれ助成金を交

付した。 

研  究  課  題 氏 名 

小児科外来における経口抗菌剤使用状況に関す

る多施設共同研究 

五十嵐 登
八木 信一 
嶋尾  智 

「とやまパラドックス」問診票の開発 

八木 邦公
朴木 久恵 

戸邉 一之 

逝去時のケアとしての見送りに関する富山県内

の実態調査 
小林孝一郎 

全国における小児生活習慣病予防健診の実施状

況追跡調査 

宮崎あゆみ
五十嵐 登 
村上美也子 

舌骨運動解析方法の検討－嚥下造影検査自動解

析システムに関する研究 
髙木 泰孝 

災害等の停電時における眼科診療～電気自動車

の電源の利用～ 
田川 考作 

頸部・縦隔リンパ節転移を有する甲状腺分化癌に

対する縦隔郭清法に関する研究～特に胸骨正中切

開による横隔リンパ節郭清の有用性について～ 

清水 淳三 

１．富山県医師会医学研究助成課題研究の報告 

2020 年 1 月 19 日(日)に本会館で開催の富山県医学会の

会場において、過去に助成を受けた会員より研究結果の発



 

表を行った。 

[課題] 

①「安心オレンジバンド」について 

雨晴クリニック 福田 英道 先生 

②「血小板凝集能検査の有用性について」 

 厚生連滑川病院 整形外科 西川 裕行 先生        

１．2019年度(第 74回)富山県医学会 

2020年 1月 14日(日)午前 9時 30分から本会館において

開催し 389名が出席した。 

○医療機関における働き方改革講演会 

 「医療機関における働き方改革 Up to date」 

日本医師会勤務医委員会委員長/富山県医師会副会長 

泉  良平 先生 

○ランチョンセミナー 

「倫理ジレンマのある臨床意思決定について 

   ―インフォームド・コンセントを中心に―」 

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 

教育研修部臨床研修科医長  尾藤 誠司 先生 

○口演発表 

【地域包括ケア～在宅医療を含めて～】1演題 

【わが病院の特色】11演題 

【わが病院の働き方改革】2演題 

○富山県医師会医学研究助成金課題研究報告 2題 

○ポスターセッション 67題 

[金賞] 

富山大学 疫学健康政策学講座 浅香有希子 

[銀賞]          

富山労災病院   宮崎 香奈 

富山大学 疫学健康政策学 山田 正明 

[優秀賞] 

長谷川病院  浅野 公太 

黒部市民病院 飯野みゆき 

富山赤十字病院  白井志津世 

済生会富山病院 平野奈央子 

富山県リハビリテーション病院・こども支援センターリハ

ビリテーション療法部成人療法課作業療法科 三田村未悠 

富山市立富山まちなか病院 堂川 嘉久 

国立病院機構富山病院 金兼 千春 

ＪＣＨＯ高岡ふしき病院 宮崎あゆみ 

富山大学医学部医学科 4年生 石川翔太郎 

１．学術・生涯教育委員会 

2019年 11月 8日(金)午後 7時 30分から本会館において

開催し、次の事項について連絡協議した。 

[報告事項] 

(1) 2019年度(第 74回)富山県医学会の開催について 

(2)日医生涯教育協力講座セミナーの開催について 

(3)今年度の専門医［共通講習］の実施について 

(4)その他 

[協議事項] 

(1)2020年度富山県医師会医学研究助成費の申請について 

(2)2019年度(第 74回)富山県医学会における医学研究報

告者の選定について 

(3)その他 

１．がん学術セミナー 

県からの委託事業として、地域かかりつけ医等が、がん

患者の在宅緩和ケアの理解を深め、がん患者の在宅支援体

制の整備を推進することを目的として、1月 30日(木)午後

7時から本会館において開催し、47名が出席した。 

 講演 

「地域緩和ケア～病院と在宅の連携～」 

やまと@ホームクリニック院長 大和 太郎 先生 

「－知っておくと得する目から鱗の“がん支持療法”－ 

“がん免疫治療”における「腸能力の活用」とは！」 

国立大学法人富山大学附属病院 消化器内科 

教授 安田 一朗 先生 

１.日本医師会生涯教育協力講座セミナーの開催 

日本医師会、富山県医師会、第一三共㈱との共催で下記の

通り開催し、65名が参加した。 

日 時 2019年 7月 21日 午後 1時 

場 所 富山県医師会館 

講演１ 

「高齢者の腰痛対策」 

富山大学医学部整形外科准教授  川口 善治 先生 

講演２ 

「高齢者のフレイルと老年症候群」 

厚生連高岡病院総合診療科・感染症内科 

診療部長  狩野 惠彦 先生 

 講演３ 

 「理想の高齢者ケアを目指して 

～チームアプローチと幸福論～」 

やまと在宅診療所大崎院長 大蔵  暢 先生 

１．2019年度郡市医師会学術生涯教育事業補助金及び医会学

術生涯教育事業補助金 

本会学術生涯教育事業補助金交付要綱に基づき各郡市医

師会から 18件、医会から 6件の交付申請があり、審議の

うえそれぞれ補助金を交付した。 

１．「日本医師会生涯教育制度学習単位取得証」の交付 

平成 30年度日本医師会生涯教育制度における申告を基

に単位を取得された 1,494名の先生方に対し、日本医師会

長名で学習単位取得証が交付された。 

１．「日医生涯教育認定証」の交付 

平成 28・29・30年度の 3年間で取得した単位数とカリキ

ュラムコード数の合計が 60 に達した 412 名の先生方に対

し、日本医師会長名で認定証が交付された。 

１．専門医共通講習会の実施 

下記の講習会を主催及び共催で開催し、専門医共通講習単

位を発行した。 

 ◎予防接種講習会 



 

  日 時 7月 2日（火） 

  場 所 富山県医師会館 

  主 催 富山県医師会 

  取得単位 感染対策 1単位 

 ◎2019年度第 1回富山県医師会医療安全研修会 

  日 時 8月 6日（火） 

  場 所 富山県医師会館 

  主 催 富山県医師会 

  取得単位 医療安全 1単位 

◎2019年度第 2回富山県医師会医療安全研修会≪呉西地

区開催≫ 

 日 時 12月 10日（火） 

  場 所 高岡市医師会 2階ホール会議室 

  主 催 富山県医師会 

  取得単位 医療安全 1単位  

◎ＨＰＶワクチン研修会 

 日 時 12月 23日（月） 

  場 所 富山県医師会 

  主 催 富山県医師会 

 取得単位 感染対策 1単位 

◎2019年度（第 74回）富山県医学会 ランチョンセミナー 

日 時 2020年 1月 19日（日） 

場 所 富山県医師会館 

主 催 富山県医師会 

取得単位 医療倫理 1単位 

◎2019年度 富山県医師会母体保護法指定医師研修会 

 日 時 2020年 1月 26日（日） 

  場 所 富山県医師会館 

  主 催 富山県医師会 

  取得単位 医療倫理 1単位／医療安全 1単位 

◎高岡市医師会医療安全・感染症対策研修会 

 日 時 2020年 2月 13日（木） 

  場 所 高岡市医師会館 

  主 催 高岡市医師会 

  共 催 富山県医師会  

 取得単位 感染対策 1単位 

１．諸事業の後援、共催、協賛 

本会あてに申請のあった諸事業について、それぞれ下記

の件数について承認した。 

 ・後援申請 70件承認 

 ・協賛申請 3件承認 

 ・共催申請 12件承認 

１．学術・生涯教育等関係文書 

日医及び関係各所より会員への周知依頼があった文書は、

郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じて「医報と

やま」やホームページに掲載し会員へ周知をはかった。 

 

◎卒後臨床研修 

１．卒後臨床研修等関係文書 

日医及び関係各所より会員への周知依頼があった文書

は、郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じて「医

報とやま」やホームページに掲載し会員へ周知をはかっ

た。 

 

◎難病対策 

１．難病等関係文書 

日医及び関係各所より会員への周知依頼があった文書

は、郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じて「医

報とやま」やホームページに掲載し会員へ周知をはかっ

た。 

 

◎日医かかりつけ医機能研修制度 

担当常任理事 井川 晃彦 

１．日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 

日時 5月 26日（日）午前 10時 

場所 日本医師会館・富山県医師会館(TV会議) 

富山県医師会館（TV 会議）では 72 名が受講し、日本医

師会から受講証明書が交付された。 

１．日医かかりつけ医機能研修制度修了申請 

日医かかりつけ医機能研修制度の認定要件を満たした申

請者 21名に認定証を交付した。 
 

 地域保健・健康教育事業  

担当理事 松岡  理 

１．いきいきとやま・第 32回健康と長寿の祭典 

10月 9日(水)・10日(木)に富山県民会館で開催され、

本会から「かかりつけ医による健康相談」及び「DVD上

映」を出展した。なお、かかりつけ医による健康相談コー

ナーには、泉副会長、南里常任理事、道振理事、松岡理事

が出向し、2日間で 33名の相談にあたった。 

１．都道府県医師会におけるたばこ対策に関する調査 

  日本医師会からの依頼により本会役員に調査し回答した。 

１．地域保健等関係文書 

郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じ「医報と

やま」やホームページに掲載し会員へ周知をはかった。 

 

 

医療制度改革対策  

◎医療政策 

担当常任理事 堀地  肇 

１．平成 31年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会 

日時 4月 11日（木）午後 2時 

場所 日本医師会館（TV会議） 

出席者 堀地常任理事、藤田高岡市医師会長 

１．医療政策セミナーの開催（医師連盟共催） 



 

 日時 2020年 2月 1日（土）午後 7時 

 場所 富山電気ビルデイング 

 演題 「2020年待ったなしの働き方改革」 

 講師  公益社団法人日本医師会副会長 今村 聡 先生 

出席者 109名 

１．「医療経営相談窓口から」の掲載 

情報提供事業として、医業経営に関するＱ＆Ａ（執筆 顧

問税理士 金山順一）を医報とやま 4/1、10/1 号に掲載し

た。 

１．医療政策シンポジウム 2020 

日時 2020年 2月 19日（水）午後 1時 

場所 日本医師会館（TV会議） 

出席者 馬瀬会長 

１．医療法人（診療所）における「持分あり医療法人」の

「持分なし医療法人」への移行と事業承継に係るアンケー

ト調査 

日本医師会から調査依頼があったため、取りまとめ回答

した。 

１．周知文書 

関係文書について、郡市医師会へ通知するとともに必要

に応じホームページに掲載し周知をはかった。 

 

勤務医支援・対策活動事業  

担当常任理事 南里 泰弘 

１.講演会《男女共同参画委員会＆勤務医部会》の開催 

男女共同参画委員会との共催で、下記講演会を開催し

た。 

日時 5月 26日（日）午後 6時～午後 8時 

場所 ANAクラウンプラザホテル富山 ASUKA 

演題 「医学部入試における女性差別とその背景 

   ～アンコンシャスバイアスと医師の過重労働～」 

講師 女性クリニック We代表／富山県医師会常任理事 

                 種部 恭子 先生 

  参加者 49名 

１．令和元年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会 

  日時 5月 17日（金）午前 2時 

  場所 日本医師会館 3階小講堂 

  出席者 泉副会長、南里常任理事 

  ・全国医師会勤務医部会連絡協議会について 

   ①平成 30年度報告（長崎県医師会） 

   ②令和元年度担当医師会（山形県医師会） 

  ・協議 

   ①医師の働き方改革について 

   ②勤務医の医師会入会への動機を喚起するための方策

について－特に、若手勤務医を対象に－ 

１．令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会 

日時 10月 26日（土）午前 10時 

場所 ホテルメトロポリタン山形 

出席者 泉副会長、南里常任理事 

メインテーマ 

「待ったなしの働き方改革～勤務医の立場から～」 

１．勤務医部会若手医師委員会 

各公的病院より推薦された若手医師より意見を伺う目的

で、下記のとおり開催した。各委員からは率直や現状を伺

った。 

  第 1回 

日時 7月 23日（火）午後 7時 30分 

  場所 富山県医師会館 

  ［議題］ 

1．勤務医の就労時間について 

2．若手医師の医師会入会について 

3．富山県医学会について 

4．その他 

  第 2回 

１．勤務医部会若手医師委員会 

日時 2月 4日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

[報告] 

1．平成 30年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議

会 

2．富山県医学会開催の報告 

3．参考：富山県医師会主催企画、今後の開催予定につ

いて 

4．その他 

・応召義務をはじめとした診療治療の求めに対する適

切な対応の在り方等について 

・有休 5日取得について 

・京都府医師会「実践講座 臨床研修 屋根瓦塾～京都

で学び京都で教える～」について 

１．勤務医部会 

日時 2月 25日（火）午後 7時 30分 

  場所 富山県医師会館 

  ［報告］ 

１）令和元年度都道府県医師会勤務医部会担当理事連

絡協議会の報告 

２）令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会の報

告 

３）富山県医師会勤務医部会若手医師委員会の報告 

４）2019年度（第 74回）富山県医学会について 

５）その他 

・応召義務をはじめとした診療治療の求めに対する

適切な対応の在り方等について 

・医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方 

１．2019年度勤務医会員数・勤務医部会設立状況等調査 

  日本医師会から照会があり、本県の会員数について回答 

した。 

 



 

１．勤務医支援等の関係文書 

日医及び関係各所より会員への周知依頼があった文書

は、郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じて「医

報とやま」やホームページへ掲載して会員へ周知をはかっ

た。 

 

医療安全・医療事故防止対策事業  

◎医療安全・医賠責 

担当常任理事 堀地  肇 

１．令和元年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会 

日時 12月 5日（木）午後 1時 30分 

 場所 日本医師会館 

 出席者 堀地常任理事、石川主任 

議題①日本医師会医師賠償責任保険の運営に関する経過報

告 

②日医医賠責保険制度における「指導・改善委員会」

の活動と都道府県医師会での会員への指導・改善の

取り組みについて 

③付託事案の傾向と審査のポイント 

④都道府県医師会からの質問・要望 

⑤日本医師会からの連絡とお願い 

１．医療安全研修会の開催 

平成 19年 4月の第 5次医療法改正に伴い、無床診療所

の従事者に対する研修会が義務付けられ、平成 21年度か

ら富山県の委託事業として次のとおり開催し、参加者に受

講証明書を交付した。 

 第 1回 

日時 8月 6日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館  受講者 205名 

演題 「働きやすい医療機関を目指して 

           ～働き方改革の波にのって～」 

講師 国際医療福祉大学医学部公衆衛生学 

教授 和田 耕治 先生 

 第 2回≪呉西地区開催≫ 

日時 12月 10日（火）午後 7時 30分 

場所 高岡市医師会  受講者 177名 

  演題 「安全リスク対策としてのアンガーマネジメン

ト」 

講師 富山市医師会健康管理センター 非常勤医師、 

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会公

認ファシリテーター    置塩 良政 先生 

 第 3回（第 74回富山県医学会ランチョンセミナー） 

日時 2020年 1月 19日（日）午後 0時 

場所 富山県医師会館  受講者 389名 

演題 「倫理ジレンマのある臨床意思決定について 

－インフォームド・コンセントを中心に－」 

講師 独立行政法人国立病院機構東京医療センター教育

研修部臨床研修科医長    尾藤 誠司 先生 

第 4回（新型コロナウイルス対策研修会） 

日時 2020年 2月 22日（土）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館  受講者 297名 

演題「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の現状と

対策」 

講師 富山大学附属病院感染症科教授 

山本 善裕 先生 

演題 「新型コロナウイルス感染症の国内流行に備えて」 

講師 富山県衛生研究所所長    大石 和徳 先生 

 第 5回(富山県院内感染対策協議会共催) 

日時 2020年 2月 22日（土）午後 5時 50分 

場所 富山県医師会館 受講者 148名 

演題 「新型コロナウイルス（COVID-19）への 

対応に関するはなし」 

講師 厚生連高岡病院 総合診療科・感染症内科  

診療部長          狩野 惠彦 先生 

１．医事紛争対策委員会の開催 

会員からの報告に対し医事紛争対策委員会を理事会及び

常任理事会後に 8回開催し処理した。 

１．会員への周知 

日本医師会等から依頼のあった周知文書についてホーム

ページ「医療機関の皆様へ」に掲載し周知をはかった。 

１．日医医賠責特約保険 

新規加入募集及び令和元年 7月更新手続を行った。 

 

◎医療事故調査対策 

担当副会長  泉  良平 

担当常任理事 種部 恭子 

１．医療事故調査制度「支援団体統括者セミナー」 

2月 22日(土)・23日(日)の両日、日本医師会館での開

催が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止となった。 

１．富山県医療事故調査等支援団体連絡協議会並びに講演会 

3月 20日(金・祝)に開催を予定していたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため延期した。 

１．医療事故調査ホットライン輪番 

土曜日、休日の午前 9時から午後 5時までの医療事故調

査に関する相談に対応するため、種部・南里・井川常任理

事、鳥畠・川端・川口理事が輪番で対応した。平日は、県

医師会事務担当に第一報が入り、その後医療事故調査制度

運営委員会委員へ情報を伝達し、対応を協議した。 

 

医の倫理・法制対策事業  

担当副会長  泉  良平 

担当常任理事 種部 恭子 

１．第 9回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざし



 

て－都道府県医師会の取り組みおよびケーススタディから

学ぶ医の倫理－」 

日時 5月 23日(木) 午後 1時 30分 

場所 日本医師会館 

出席者 南里常任理事 

議 事 

１．講演「生命・医療倫理学の現状と今後の展望」 

２．ケーススタディ 

事例①悪い検査結果の通知のあり方 

②医療安全について 

（1）討論の課題と進め方 

（2）グループによる議論 

（3）グループからの発表および全体討議 

３．総括 

１．倫理審査迅速審査 

4件の審査依頼を受け 4件とも迅速審査を行い承認とし

た。 

 

母体保護法指定事業  

担当常任理事 種部 恭子 

１．母体保護法指定医師審査委員会 

 [第 1回] 

日時 5月 23日(木)午後 7時 30分 

場所 富山県医師会理事会 

議題 新規申請について 

   ・副田 翔先生（あい ARTクリニック） 

[第 2回] 

日時 2020年 3月 4日(水)午後 7時 30分 

場所 富山県医師会理事会 

議題 新規申請について 

     ・中島彰俊先生（富山大学附属病院） 

     ・津田さやか先生（富山大学附属病院） 

・草開 妙先生（富山大学附属病院） 

   更新申請について 

   ・申請者 61名 

１．2019年度中の母体保護法指定医師の新規指定と取消 

指 定

年 月 日 
指定医師名 医療機関名 備 考 

2019.5.23 副田  翔 あいARTクリニック 新規指定 

2019.6.17 結城 浩良 黒部市民病院 勤務先異動 

取 消
年 月 日 

指定医師名 医療機関名 備 考 

2019.4.1 加藤  潔 高岡市民病院 勤務先退職の為 

2019.4.1 森越  進 森越医院 閉院の為 

2020.3.31 金井 浩明 ｵｰｸﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 閉院の為 

2020.3.31 家城 匡純 家城産婦人科医院 手術取扱終了の為 

2020.3.31 家城 匡博 家城産婦人科医院 手術取扱終了の為 

2020.3.31 三輪 正彦 富山市民病院 勤務先退職の為 

2020.3.31 齋藤  滋 富山大学附属病院 手術を実施しない為 

１．2019年度母体保護法指定医師研修会 

平成 28年より北陸 3県で相互協力している標記研修会

について、開催情報を北陸 3県で共有し、指定医に開催案

内した。 

 本県は下記の日程で開催し、56名が出席した。 

 日時 2020年 1月 26日（日）9時～11時 30分 

 場所 富山県医師会館 4階大会議室 

 教育講演①  

「産婦人科領域における医療倫理－令和元年度 

家族計画・母体保護法指導者講習伝達講習含む－」 

富山県産婦人科医会長  桑間 直志 先生 

教育講演② 

「母体保護法の運用について」  

    富山県医師会常任理事  種部 恭子 先生 

教育講演③ 

「世界標準の安全な中絶」 

日本家族計画協会理事長 北村 邦夫 先生 

１．令和元年度家族計画・母体保護法指導者講習会 

12月 7日(土)午後 1時から日本医師会館にて開催さ

れ、桑間直志先生（産婦人科医会長）が出席した。 

 

社会保険対策事業  

担当常任理事 南里 泰弘 

１．保険医の自主指導 

6月 4日（火）・5日（水）・18日（火）の 3日間で 15

医療機関を対象に実施。 

１．第 63回社会保険指導者講習会 

日時 10月 2日(水)・3日(木) 午前 10時 

場所 日本医師会館 

テーマ 「指定難病 update」 

出席者 渡辺 彰先生（高岡市民病院）、南里常任理事 

１．第 63回社会保険指導者講習伝達講習会 

日時 12月 17日(火) 午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 4階大会議室 

出席者数 51名 

テーマ 「指定難病 update」 

講師 JCHO高岡ふしき病院長    高嶋修太郎 先生 

   高岡市民病院内科・顧問    渡辺 彰 先生 

１．審査支払機関主催の社保・国保審査委員会定例会 

日時 2020年 3月 16日(月) 午後 6時 30分 

場所 富山県医師会館 4階小会議室 

出席者 南里常任理事、泉主事 

１．社会保険委員会 

日時 2020年 1月 14日(火) 午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 3階理事会室 

議題 ①中部医師会連合社会保険特別委員会 

②東海北陸厚生局富山事務所との保険医療機関の指



 

導に関する打合せ会 

③その他 

・応招義務をはじめとした診察治療の求めに対

する適切な対応の在り方等 

・令和 2年度診療報酬改定率 

１．東海北陸厚生局富山事務所との保険医療機関等の指導に

関する打合せ会 

  本会館において、何れも午後 1時 30分から開催し、関連

役員が出席し下記の事項について協議した。 

第 1回：4月 23日(火) 

①平成 30年度保険医療機関の指導結果等 

②平成 31年度保険医療機関の指導等 

③平成 30年度後半における保険医療機関の指導結果等 

第 2回：11月 18日(月) 

①令和元年度前半における保険医療機関の指導結果等 

②令和 2年度診療報酬改定に係る説明会の実施 

１．社会保険医療担当者の指導 

①集団的個別指導 

10月 16日(水)・17日(木)の 2日間、富山県総合情報

センターにおいて 26医療機関を対象に実施され、泉副

会長、南里常任理事が立会うとともに当該郡市医師会長

へ立会いを依頼した。 

②新規個別指導 

16医療機関を対象に実施され、本会役員が立会うと

ともにその都度当該郡市医師会長へ立会い並びに立会い

報告書の提出を依頼した。 

③個別指導 

28医療機関を対象に実施され、本会役員が立会うと

ともにその都度当該郡市医師会長へ立会い並びに立会い

報告書の提出を依頼した。 

１．国民医療を守るための総決起大会 

日時 12月 6日（金） 午後 2時 

場所 憲政記念館講堂 

出席者 泉副会長、南里常任理事 

１．第 11回富山県医療推進協議会 

持続可能な社会保障制度の確立に向けて、国民が将来に

わたり必要な医療・介護を安心して受けられるための適切

な財源の確保を、国民とともに政府へ求めていくことを目

的に下記のとおり開催した。決議案の採択ののち、頑張ろ

うコールを行った。採択された決議文は内閣総理大臣、厚

生労働大臣、富山県知事、自由民主党富山県支部連合会長、

日本医師会長等に送付した。 

日時 12月 19日（木） 午後 1時 30分 

場所 富山県医師会館 4階大会議室 

出席者数 19団体 40名 

１．診療報酬改定 

都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会 

下記のとおり開催され、内容については、郡市医師会社

会保険担当理事および会員へホームページを参照していた

だくよう周知をはかった。 

日時 2020年 3月 5日（木） 午後 2時 

場所 日本医師会館（TV会議） 

出席者 南里常任理事、泉主事 

１．要治療者に対する受診勧奨事業 

生活習慣病の重症化を防止することや更なる受診率向上

を図る目的の事業を行う協会けんぽに対し協力することと

した。 

１．社会保険等関係文書 

郡市医師会社会保険担当理事等へ通知するとともに、必

要に応じて「医報とやま」やホームページに掲載し会員へ

周知をはかった。 

 

在宅医療・介護対策事業  

◎介護保険、在宅医療 

担当常任理事 井川 晃彦 

１．「介護保険－主治医研修会」の開催 

富山県からの委託事業として、2019年度は新川・富山・

高岡・砺波の各医療圏で計 4回開催した。研修内容は、介

護認定審査会代表者による「主治医意見書の書き方につい

て」の講義、各会場医療圏代表医師会の企画講演、障害者

総合支援法に係る主治医意見書の書き方の説明等。 

なお、参加者名簿を医報とやま10月15日号に掲載した。 

第 1回：56名出席 

日時 8月 5日（月）午後 7時 

場所 ありそドーム（魚津） 

主な演題 「外来医療計画、無床診療所立入検査につい

て」「主治医連携における実情とケアマネジ

ャーからのお願い」 

講師 富山県新川厚生センター所長     大江 浩 先生 

   魚津市居宅介護支援事業者部会長  

渡辺 誠 氏 

第 2回：127名出席 

日時 8月 26日（月）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館（富山） 

主な演題 「無床診療所の医療監視（医療安全点検）に

ついて」「地域における緩和ケア病棟の役

割について」 

講師 富山市保健所地域健康課長  横山 浩二  氏 

富山市立富山市民病院緩和ケア内科部長 

    舩木 康二郎 先生 

第 3回：68名出席 

日時 9月 5日（木）午後 7時 30分 

場所 TONAMI翔凜館（砺波） 

主な演題 「地域医療連携の現状について」「無床診療 

所の医療監視（医療安全点検）について」 

講師 富山県砺波厚生センター所長  垣内 孝子 先生 



 

第 4回：130名出席 

日時 9月 6日（金）午後 7時 20分 

場所 高岡市ふれあい福祉センター（高岡） 

主な演題 「がん末期などの方への介護保険の適切な対

処について」「施設・居住系サービスの現

状」 

パネリスト 高岡市医師会、射水市医師会、氷見市医師

会、高岡市高齢介護課、射水市介護保険課、氷

見市福祉介護課 

１．在宅・福祉・介護委員会 

日時 11月 25日（月）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

報告①2019年度介護保険-主治医研修会の開催結果につ

いて 

②中部医師会連合地域包括ケア特別委員会からの報 

 告について 

③2019年度認知症に対応する研修会の開催状況に

ついて 

議題①次年度事業計画について 

１．第 20回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会 

日時 2020年 3月 4日（水）午後 1時 

場所 日本医師会館（TV会議） 

出席者 井川常任理事 

議題①介護保険制度について 

②介護保険制度改正と医師会・かかりつけ医への期

待 

③都道府県医師会介護保険担当理事との意見交換 

１．周知文書 

 郡市医師会担当役員等へ通知するとともに本会ホームペ

ージ、医報とやまに掲載し周知をはかった。 

 

◎富山県在宅医療支援センター 

１．富山県在宅医療支援センター研修会これから始める在宅

医療パート 3～在宅看取りを始めてみよう～ 

新規開業医及びこれから在宅医療に取り組む医師・関係

多職種を対象として、在宅医や訪問看護師、ケアマネジャ

ー、薬剤師等の関係多職種から講師を招いて活動事例や関

わりについて講義およびパネルディスカッション形式で研

修会を開催した。 

日時 10月 6日（日）午前 10時 

場所 富山県医師会館 

演題 ①在宅医と多職種で支援する在宅での看取り 

  富山市まちなか診療所管理者  

三浦 太郎 先生 

 ②訪問看護ステーションの役割 

  富山県訪問看護ステーション連絡協議会会長 

/光風会訪問看護ステーション管理者 

 小原 留美 氏 

 ③ケアマネジャーとの連携 

  富山県介護支援専門員協会副会長 

/アモール居宅介護支援事業所管理者 

               黒田 正一 氏 

 ④在宅訪問薬剤師の役割 

  富山市薬剤師会常任理事 

/はなの木薬局営業本部課長・在宅部課長  

    松本 裕樹 氏 

    パネルディスカッション 

「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）をどう活用

する？」 

参加者 53名 

１．在宅医療スキルアップセミナー 

医師及び在宅医療に関わる全ての関係多職種を対象とし

てフレイル予防の重要性、医療介護連携におけるかかりつ

け医の役割、介護医療院の説明等、今後の在宅医療につい

て学ぶ研修会を開催した。 

日時 11月 10日（日）午後 3時 

場所 富山第一ホテル 

演題 「地域包括ケアシステムにおける医療介護連携の

推進と在宅医療の将来展望」 

講師 日本医師会常任理事    江澤 和彦 先生 

参加者 55名 

１．在宅医グループ活動報告会 

県内の公的病院長 2名を講師に招いて「地域医療とまち

づくりへの病院の取組み」をテーマに活動事例等について

の報告会を開催した。 

日時 11月 30日（土）午後 6時 

場所 富山県医師会館 

演題 「高齢者医療の先進モデル病院を目指して 

～まちづくりとともに～」 

講師 あさひ総合病院長     東山 考一 先生 

演題 「地域医療再編とまちづくりに関する済生会

高岡病院の取組み」 

講師 富山県済生会高岡病院長 野田 八嗣 先生 

参加者 43名 

１．患者の意向を尊重した意思決定支援のための研修会 

「人生の最終段階」において、患者本人の意思に沿った

医療・ケアが行われるよう、「人生の最終段階における医

療・ケアの決定プロセス」に基づき、アドバンス・ケア・

プランニングの理解を深めるための研修会を開催した。 

高岡会場：127名出席 

日時 2020年 2月 5日（水）午後 7時 

場所 高岡市医師会 

演題 「倫理的意思決定支援としてのアドバンス・ 

ケア・プランニング-その理論と実際-」 

講師 南砺市民病院長     清水 幸裕 先生 

演題 「アドバンス・ケア・プランニング-訪問看護師 

としての取り組み-」 

講師 ものがたり訪問看護ステーション管理者 



 

宮川 尚乃 氏 

富山会場：90名出席 

日時 2020年 2月 20日（木）午後 7時 

場所 富山県医師会館 

演題 「アドバンス・ケア・プランニング（人生会議）」 

講師 富山赤十字病院緩和治療センター長 

小林 孝一郎 先生 

演題 「ACPの取り組みについて-看護師の立場から-」 

講師 富山赤十字病院 看護部 臨床倫理コンサルテー 

ションチームがん看護専門看護師 

村上 真由美 氏 

１．専用ホームページによる情報提供 

  富山県在宅医療支援センター専用ホームページにて県民

に向けた在宅医療の周知啓発とともに県内の郡市医師会在

宅医療支援センターで開催する講演会・研修会等イベント

スケジュールを掲載して多職種への情報提供ツールとして

活用した。また、『多職種活動紹介』では在宅医療に関わる

理学療法士の業務を実際の取材に基づいて活動記録を掲載

し、県民に周知した。 

１．医報とやまに富山県在宅医療支援センター専用ページを

掲載 

富山県在宅医療支援センターが行う研修会や県内の郡市

医師会在宅医療支援センター等で開催する在宅医療に関す

る研修会等イベントを一覧として掲載し、参加機会を広め

た。 

１．開業医グループの活動状況アンケートの実施 

県高齢福祉課の依頼を受けて、県内の開業医グループの

活動状況について郡市医師会を通じて調査した。 

１．富山県在宅医療支援センター運営協議会 

第１回 

日時 6月 6日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

報告①県厚生部高齢福祉課からの説明 

②2019年度郡市医師会在宅医療支援センター事業

計画について 

③2019年度富山県在宅医療推進加速化事業の助成

金交付にかかる事業審査会の結果について 

議題①2019年度富山県在宅医療支援センター事業計画

について 

第２回 

日時 2020年 3月 5日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

報告①県高齢福祉課からの報告 

②2019年度富山県在宅医療支援センター事業報告

について 

③2019年度郡市医師会在宅医療支援センター活動

状況について 

議題①2020年度新事業 在宅医療・本人の意思決定支援

事業について 

１．情報提供・収集 

  ①コーディネーターの研修会参加による情報収集 

日 時 行事名 会 場 

7/6(土) 
中新川郡医師会「2019年度第 1回
在宅医療推進加速化事業研修会」 

上市町保健

福祉総合セ
ンター 

7/28(日) 
高岡市医師会「市民公開シンポジ

ウム」 

高岡市ふれ
あい福祉セ
ンター 

9/28(土) 
富山市医師会「在宅医療シンポジ

ウム」 

富山県医師

会館 

12/8(日) 
富山県地域包括ケア推進県民フォ

ーラム 

第一イン新

港 

  ②担当役員による研修参加（井川常任理事出席） 

   ・第 15回在宅医療推進フォーラム 

    日時 11月 23日（土・祝）午前 9時 

    場所 東京ビッグサイト 

・日本地域包括ケア学会第 1回大会 

      日時 12月 22日（日）午前 9時 20分 

    場所 日本医師会館 大講堂 

１．富山県在宅医療支援センター2019年度第 1回ワーキン

グ・グループ会議 

日時 7月 9日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題①富山県在宅医療支援センター研修会について 

②在宅医グループ活動報告会について 

③在宅医療実務者研修（同行訪問）について 

④患者の意向を尊重した意思決定支援のための研修

会について 

⑤在宅医療に関する研修会について 

⑥在宅医グループへの活動内容の紹介執筆依頼につ

いて 

１．2019年度 地域包括加算・地域包括診療料に係るかかり

つけ医研修会 

日時 8月 25日（日）午前 9時 55分 

場所 日本医師会館・富山県医師会館(TV会議) 

 富山県医師会館（TV 会議）では 74 名が受講し、全講議

受講者 72名に日本医師会から修了証書が交付された。 

１．2019年度 かかりつけ医機能強化研修会（在宅医療実務

者研修） 

平成 27年度より富山県在宅医療支援センター事業とし

て実施しており、2019年度は下記日程にて開催した。な

お、全講義受講者 16名に富山県医師会から修了証書が交

付された。 

日時 2020年 3月 8日（日）午前 10時 

場所 富山県医師会館 

１．2019年度在宅医療実務者研修・実地研修（訪問診療同

行見学)  

在宅医療を行う医師の増加、スキルアップを図ることを

目的とし、経験豊富な医師の訪問診療に同行し、情報交換

や連携強化を行う研修を行った。今年度は 1件の実施があ



 

った。 

実習期間：10月 15日～2020年 3月 13日 

１．富山県在宅医療推進加速化事業 

郡市医師会が各地域で取り組む多職種連携等の在宅医療

推進に関する先駆的・創造的な事業等に対し、必要な経費

を助成することを目的として今年度は 3郡市医師会 5事業

に対して助成金を交付した。 

事業内容 申請者 

在宅医療談話会 

高岡市医師会 緩和ケアグループワーク 

摂食嚥下研修会 

在宅医療の推進に携わる医療・介護・福祉

関係者のための研修事業 
中新川郡医師会 

富山医師会在宅医療支援 2019 富山市医師会 

１．助成金交付にかかる事業審査会 

助成金交付にあたり、事業計画及び収支計画の妥当性を

審査することとして開催され、担当役員及び県担当課が審

査員として各事業を審査した。 

日時 5月 28日（火）午後 7時 30分 

会場 富山県医師会館 

１．成果報告会 

助成金交付事業の成果報告会を 2020年 3月 23日に予定

していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

中止とした。各事業の成果報告について一覧にまとめ、関

係各所へ報告するとともに、専用ホームページへ掲載し

た。 

 

救急・広域災害医療対策事業  

◎救急災害医療 

担当副会長 村上美也子 

１．第 2次 10連休対策に関するアンケート調査 

日本医師会常任理事から調査依頼があったので回答した。 

１．マスギャザリング災害（CBRNEテロ含む）対策セミナー 

日時 7月 25日(木)午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 村上副会長、南里常任理事 

１．2019年度富山県医師会災害医療研修会（JMAT基礎研修） 

日時 8月 4日(日) 午前 9時 30分～午後 5時 

場所 高岡市医師会 

出席者 郡市医師会、石川県医師会、福井県医師会、富山

県看護協会、富山県薬剤師会、富山市保健所、高岡厚生

センター、富山県医師会 計 50名 

講義・演習 

JMAT総論、災害医療概論・救護所の運営、本部機能・

CSCA、トリアージ、被災地 JMATの初動、避難所活動と巡

回診療、情報の共有と記録（クロノロジー、EMIS、J-

SPEED、日本医師会への情報発信）、熱傷と止血、検視・検

案、富山県における JMAT活動の将来 

なお、日本医師会 JMAT研修要綱に定める研修と指定さ

れ、参加者全員に修了証が交付された。 

１．救急ポスター及び「心配蘇生法 CAB＋D」カードの送付 

日本医師会長より「救急の日」及び「救急医療週間」に

ついて協力依頼があったので、救急ポスターと CAB＋D
カードを関係団体へ配付した。 

１．令和元年度・岐阜県医師会山岳医療に関する医師養成事

業に係る山岳医療研修会 

日時 9月 15日(日)・16日(月・祝) 

場所 ひるがの周辺、大日ケ岳 

出席者 松岡理事 

１．ＪＭＡＴ研修 統括ＪＭＡＴ（先遣ＪＭＡＴ機能含む）編 

 日時 11月 3日(日) 午前 9時～午後 7時 

 場所 愛知県医師会館 

 出席者 道振理事 

 講義・実習 

  災害医療概論、統括 JMAT総論、被災地における活動、情

報の共有・記録、日本医師会への情報発信、全国の医師会

との情報共有 

１．令和元年度富山県総合防災訓練への参加 

富山県、入善町、黒部市の主催で開催。本会では郡市医

師会、富山県看護協会、富山県薬剤師会の協力を得て下記

訓練を実施した。訓練実施に伴い関係機関打合せ会議が 3

回開催された。 

日 時：9月 29日（日）午前 9時 

訓練内容 

対策本部 

①富山県医師会災害対策本部設置・連絡訓練など 

  黒東小学校 

   ①JMATによる救護所の設置及び医療救護活動訓練 

参加団体：下新川郡医師会、魚津市医師会、富山市医

師会、富山県薬剤師会、富山県看護協会 

 

１．令和元年度富山県原子力防災訓練への参加 

富山県、高岡市、氷見市の主催で開催。本会では高岡市

医会、氷見市医師会、富山県看護協会、富山県薬剤師会の

協力を得て下記訓練を実施した。訓練実施に伴い関係機関

打合せ会議が 3回開催された。 

期日 11月 17日(日)  

訓練内容 

①安定ヨウ素剤配布訓練（午前 8時 45分） 

訓練会場：速川小学校、久目小学校 

参加機関：氷見市医師会、富山県薬剤師会 

②避難所救護訓練（午前 10時 30分） 

訓練会場：高岡市ふくおか総合文化センター 

参加機関：高岡市医師会、富山県薬剤師会、富山県看

護協会、高岡厚生センター 



 

なお、訓練終了後、訓練に関するアンケート調査の依頼

があり回答した。 

１．台風 19号による被害状況調査 

日本医師会から調査依頼があったので回答した。 

１．各都道府県医師会の JMAT活動についてのアンケート調

査 

兵庫県医師会から調査依頼があったので回答した。 

１．令和元年度 JMATロジスティクス編 

日時 2020年 1月 13日(月・祝)午前 9時 

場所 千葉県医師会館 

出席者 堀地常任理事、山内業務係長 

１．2019年度情報通信訓練／衛星利用実証実験、南海トラ

フ大震災想定訓練 

日時 2020年 2月 5日(水)午後 1時 

場所 日本医師会館（TV会議） 

出席者 村上副会長、山内業務係長 

１．令和元年度第 2回富山県ＤＭＡＴ等研修 

日時 2020年 2月 8日(土)午前 9時 

場所 厚生連高岡病院 

出席者 村上副会長、炭谷副会長、山内業務係長、泉主事 

１．令和元年度富山県地域災害医療コーディネーター研修会 

2020年 3月 1日(日)に開催が予定されていたが、外部

講師が新型コロナウイルス対応業務に従事されており開催

が中止となった。 

１．緊急通行車両等事前届出の追加申請 

富山市医師会から車両追加に伴う申請があり、富山県警

察本部交通部交通規制課に届出た。 

１．周知文書 

郡市医師会等へ通知するとともにホームページに掲載し

会員へ周知をはかった。 

 
◎検案事業 

担当理事 道振 義治 

１．令和元年度都道府県医師会「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 

泉副会長、道振理事が出席。 

日時 2020年 2月 11日(火・祝) 午後 1時 

場所 日本医師会館 

１．富山県における検案体制の構築 

災害時の検案体制の構築に向けて医師会内に警察活動に

協力する医師の部会（仮称）を設置することを検討した。

今後、部会設置に向け郡市医師会へも協力を呼び掛ける。 

１． 周知文書 

関連文書について郡市医師会へ通知するとともにホーム

ページに掲載し周知をはかった。 

 

新型コロナウイルス感染症  

担当副会長 村上美也子 

１．新型コロナウイルス感染症対策本部の設置 

新型コロナウイルスの国内における流行状況等を勘案

し、2月 17日に対策本部を設置。 

１．新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた貴会主催

のイベント等に関する対応 

日本医師会常任理事から依頼があったので本会の対応を

回答した。 

１．医療機関に対するマスク等の安定供給に向けた緊急調査 

日本医師会感染症危機管理対策室長から依頼があったの

で本会の状況を回答した。 

１．サージカルマスクの配付 

医療機関向けのマスクについて、国が 1,500万枚を購入

し、地方公共団体などを経由して必要な医療機関に対しマ

スクの優先配布が行われるため、郡市医師会へ医療機関へ

の配付について協力を依頼した。 

１．主消毒用エタノールの代替品としての特定アルコールの

希望調査 

富山県厚生部くすり政策課から特定アルコールを手指消

毒用エタノールの代替品として無償配布した場合のニーズ

を検討するための調査が行われることになり郡市医師会へ

診療所の希望の取りまとめについて協力を依頼した。 

１．都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡

協議会（TV会議） 

第 1回 

日時 2020年 2月 21日（金）午後 5時 15分 

出席者 泉副会長 

報告①新型コロナウイルス感染症への日本医師会の対応

について 

②クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」にお

ける JMAT 派遣について 

第 2回 

日時 2020年 3月 6日（金）午後 4時 30分 

出席者 泉副会長 

報告①新型コロナウイルス感染症への日本医師会の対応

について 

第 3回 

日時 2020年 3月 13日（金）午後 4時 30分 

出席者 泉副会長、種部常任理事 

議事①3月 9日の専門家会議「見解」について 

②地域における帰国者・接触者相談センターに対す

る支援体制の構築について 

③新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に

関する留意点について 

④医療機関へのマスクの配布とマスク等の需要に係

る調査について 

⑤医療機関における休業補償等について 

⑥集中治療室に係る情報のネットワーク化について 

⑦感染患者搬送業務への救急隊員の活用について 

⑧令和２年度診療報酬改定の延期要望に対する日医



 

の考え方について 

⑨患者の受診状況に関する情報について 

⑩新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事

業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて 

第 4回 

日時 2020年 3月 19日（木）午後 4時 

出席者 泉副会長、種部常任理事 

議事①地域の流行状況に応じた医療提供体制の整備につ

いて 

②「濃厚接触による自主的な就業制限、休診に関す

る日本医師会の考え方」について 

③4月 1日から開始する日医医賠責保険付帯の医療

通訳サービスについて 

④PCR 検査を巡る不適切事例調査について 

⑤介護施設等に対する消毒液、マスク等の供給につ

いて 

第 5回 

日時 2020年 3月 27日（金）午後 6時 30分 

出席者 泉副会長、村上副会長 

議事①基本的対処方針等諮問委員会開催について 

②新型コロナウイルス感染拡大に伴う都道府県医師

会へのお願い 

③厚生労働省のセーフティネット保証 5号（緊急保

証制度）に係る緊急業況調査への協力のお願い 

④新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の

主な対応状況について 

⑤新型コロナウイルス感染症対応下での医業経営状

況等の把握について 

１．関連文書 

郡市医師会担当役員等へ通知するとともにホームページ

にて周知をはかった。新型コロナウイルスの発生に伴い、

ホームページ内に専用ページを作成し、日本医師会や県厚

生部からの通知を掲載・周知した他、たてやま通信配信に

より会員へ迅速に情報提供をはかった。 

 

地域医療対策事業  

◎がん検診対策 

担当理事 川口 善治 

１．関連文書 

関連文書について郡市医師会へ通知するとともにホーム

ページに掲載し周知をはかった。 

 

◎脳卒中情報システム 

担当理事 籠浦 正順 

１．富山県脳卒中情報システム事業登録情報集約業務委託 

  県健康課より平成 31年度業務に関して本会へ調印依頼が

あり、4月 1日付で締結した。 

＜委託内容＞ 

① 脳卒中患者届出件数 

平成 29年度より富山市医師会「たてやまネット」を

活用した TOY STOREにより脳卒中情報システムへ入力し

登録を行った。今年度より急性期病院に加え回復期病院

に協力いただき、平成 31年度は 22医療機関から 3,764

件の登録があった。 

② 脳卒中情報システム運営委員会の開催 

日時 5月 7日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題 ①富山県脳卒中情報システムの改修について 

②脳卒中情報システム TOY STORE 2017 年度集

計について 

③2018年度の登録状況について 

 

◎糖尿病対策推進 

担当常任理事 井川 晃彦 

１．富山県糖尿病対策推進会議ワーキンググループ 

 日時 7月 29日（月）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

議題①平成 30年度活動報告 

②2019年度事業計画(案) 

１．富山県糖尿病対策推進会議 

日時 9月 24日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題①平成 30年度事業報告 

②2019年度事業計画(案) 

③糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について 

１．富山県医師会糖尿病講演会 

 日時 2020年 2月 13日（木）午後 7時 受講者 120名 

 場所 富山県医師会館 

 教育講演①「糖尿病におけるスティグマ（烙印）の克服に 

向けて－産業医の関わり方も含めて」 

      富山大学医学部第一内科教授 戸邉 一之 先生 

     ②「糖尿病性腎臓病への SGLT2阻害薬の効果」 

       金沢大学大学院腎臓内科学 遠山 直志 先生 

 特別講演「糖尿病に伴う腎臓病：病態と重症化予防の実践」 

     金沢大学大学院腎臓内科学教授 和田 隆志 先生 

１．世界糖尿病デー関連イベントの実施 

 11月 14日「世界糖尿病デー」の関連イベントとして、

下記のとおり実施・後援し、県民に広く糖尿病の予防と治

療に対する啓発活動を行った。 

【 ブルーライトアップ 】 

 富山城、富岩運河環水公園ほか 4ヶ所 

【フォーラム・健康講座・相談会 等】 

  県内各地（黒部市民病院ほか 13ヶ所）にて関連イベン 

トの実施 

１．糖尿病診療シンポジウム－かかりつけ医、J-DOME、連携を

中心に－ 



 

 日時 2020年 3月 7日（土） 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

１．関連文書 

郡市医師会へ通知するとともに必要に応じ医報・ホーム

ページに掲載し周知をはかった。 

 

◎医療計画・地域医療介護総合確保基金 

担当副会長 泉  良平 

担当副会長 村上美也子 

１．地域医療介護総合確保基金に係る令和 2年度事業の募集 

県厚生部から照会があったため、郡市医師会へ照会し

た。また、本会から「脳卒中患者の急性期、回復期病院間

における ICTを利用した脳卒中連携パスの運用」及び今年

度最終年度となった「小児在宅に係る研修」事業に替えて

「医療的ケア児向け」事業を新たに申請した。 

１．小児医療多職種連携事業(地域医療介護総合確保基金) 

平成 29年度から 3年継続事業（最終年度）として地域

医療介護総合確保基金事業へ継続申請し、2019年度は次

のとおり実施した。 

①小児医療的ケア実技研修会の開催（3回） 

 【第 1回】日時 9月 28日(土) 午後 1時 30分 

 【第 2回】日時 12月 14日（土）午後 1時 30分 

   場所 富山大学杉谷ｷｬﾝﾊﾟｽ医薬ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾙｰﾑ 

【第 3回】日時 2020年 3月 14日（土） 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 ②外部講師による小児在宅医療研修会の開催 

  日時 2020年 2月 28日（金） 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 ③小児在宅医療に関する人材養成講習会への指導的医師 5

名の研修参加 

  日時 2020年 1月 19日(日) 午前 9時 

    場所 日本医師会館 大講堂 

  参加者 5名 

村上美也子副会長、小倉秀美先生（入善町）、 

尾上洋一先生(滑川市)、 

草開祥平先生・川崎裕香子先生（富山大学附属病院） 

１． 関連文書 

郡市医師会へ通知するとともに必要に応じホームページ

に掲載し周知をはかった。 

     

◎医療情報システム 

担当理事 鳥畠 康充 

１．令和元年度都道府県医師会情報システム担当理事連絡協

議会 

  日時 9月 19日（木）午後 2時 

  場所 日本医師会館 

  出席者 鳥畠理事 

１．オンライン資格確認システム説明会 

日時 2020年 1月 10日(金)午前 10時 

場所 さいたま新都心合同庁舎 

出席者 鳥畠理事 

１．令和元年度日本医師会医療情報システム協議会 

日時 2020年 2月 1日(土)・2日(日)の両日 

場所 日本医師会館 

出席者 鳥畠理事 

１．医療情報システム等関係文書 

  郡市医師会長等へ通知するとともに、本会ホームページ

に掲載し会員へ周知をはかった。 

 

◎認証局（医師資格証） 

担当常任理事 長谷川 徹 

１．日本医師会認証局が発行する「医師資格証」 

「医師資格証」の普及のため、医報とやまや本会ホーム

ページに案内を掲載して周知をはかった。今年度の申請者

は 10名であった。計 119名に交付。 

 

精神保健・障害者福祉医療対策事業  

担当理事 松岡  理 

１．かかりつけ医うつ病・依存症等対応力向上研修会 

富山県からの委託事業として次のとおり開催し、受講者

75 名のうち、医師 73 名に富山県から修了証書が交付され

た。 

日時 2020年 2月 23日（日）午前 9時 

場所 富山県医師会館 

講演 

【依存症】｢働く世代の依存症の対応について｣ 

      アイ・クリニック院長   吉本 博昭 先生 

【うつ病】「児童思春期から成人期のうつの対応について」 

   富山県立中央病院精神科部長  永井 貴裕 先生                  

１．かかりつけ医の認知症対応力向上研修事業 

富山県からの委託事業として標準的なカリキュラムに基

づき今年度は 4医療圏において次のとおり開催。なお、過

年度受講者を除く医師に富山県から修了証書が交付され

た。 

 第 1回【富山会場】 

日時 11月 17日（日）午前 9時  出席者 42名 

場所 富山県医師会館  

講師 やまだホームケアクリニック  今井 祐子 先生 

   藤の木病院           舟坂 雅之 先生 

   さくら内科・脳神経クリニック 松田  博 先生 

   大久保・船峅地域包括支援センター管理者 

                  出町 万里 先生 

第 2回【砺波会場】  

日時 12月 8日（日）午前 9時  出席者 20名 

場所 TONAMI翔凜館  

講師 北陸中央病院第二内科部長   武藤 寿生 先生 



 

   松岡病院副院長        松岡  理 先生 

  小矢部大家病院院長      渡辺 多恵 先生 

   大久保・船峅地域包括支援センター管理者 

                 出町 万里 先生 

第 3回【新川会場】 

日時 12月 15日（日）午前 9時  出席者 20名 

場所 ありそドーム  

講師 荒川内科クリニック院長     荒川 志朗 先生 

   黒部市民病院精神科部長     安井 伸一 先生 

   松岡病院副院長        松岡  理 先生 

   横田・西条・成美地域包括支援センター 

                  水野谷和子 先生 

第 4回【高岡会場】  

日時 12月 22日（日）午前 9時  出席者 42名 

場所 高岡市医師会 

講師 矢野神経内科医院院長     矢野 博明 先生 

   福岡町たぐちクリニック院長  田口 芳治 先生 

  医療法人光ケ丘病院院長    笠島  學 先生 

   横田・西条・成美地域包括支援センター 

                  水野谷和子 先生 

１．認知症サポート医養成・フォローアップ研修事業 

  富山県からの委託事業として次のとおり実施した。 

 ○ 認知症サポート医養成研修 

国立長寿医療研修センターが実施する養成研修につい

て、郡市医師会・富山県精神科医会･富山県神経内科医会

へ案内するとともに「医報とやま」並びにホームページに

掲載し周知をはかった。今年度は会員 9名を県へ推薦し、

8名が受講、うち受講費用の一部助成を希望する会員 5名

に対し理事会承認後、助成した。 

 ○ 認知症サポート医フォローアップ研修会 

日時 11月 17日（日）午後１時 30分  出席者 49名 

場所 富山県医師会館  

講演（1）「実効性のある BPSD治療とケア」 

   高知大学医学部神経精神科学講座教授 

                 數井 裕光 先生 

（2）「ユマニチュードの実践～院内での取り組み報告」 

独立行政法人国立病院機構北陸病院 

認知症看護認定看護師    松井 常二 先生 

１．「認知症サポート医」名簿公表調査 

県高齢福祉課からの依頼により、新規認知症サポート医

8 名を対象に公表可能な項目の調査を実施し県へ報告した。

県から令和元年度末現在の名簿が情報提供されたので本会

ホームページに掲載し周知をはかった。 

１．病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業 

富山県からの委託事業として標準的なカリキュラムに基

づき今年度は 4医療圏において次のとおり開催した。なお、

過年度受講者を除く受講者全員に富山県から修了証書が交

付された。 

  第 1回【富山医療圏】 

日時 6月 10日（月）午後 5時 30分  出席者 69名 

場所 厚生連滑川病院 

講師 富山赤十字病院精神科部長  殿谷 康博 先生 

    同 認知症看護認定看護師  向井 紀子 先生 

 第 2回【新川医療圏】 

日時 6月 14日（金）午後 5時 30分  出席者 87名 

場所 富山労災病院 

講師 富山市民病院脳神経内科部長  林  茂 先生 

   光ヶ丘病院認知症看護認定看護師 林 浩靖 先生 

  第 3回【高岡医療圏】 

日時 10月 2日（水）午後 5時 30分  出席者 73名 

場所 JCHO高岡ふしき病院 

講師 富山市民病院脳神経内科部長  林  茂 先生 

   光ヶ丘病院認知症看護認定看護師 林 浩靖 先生 

 第 4回【砺波医療圏】 

日時 10月 31日（木）午後 5時 30分  出席者 58名 

場所 公立南砺中央病院 

講師 富山赤十字病院精神科部長  殿谷 康博 先生 

    同 認知症看護認定看護師  向井 紀子 先生 

１．関連文書 

郡市医師会等へ通知するとともに必要に応じ、医報・ホ

ームページに掲載し周知をはかった。 

 

感染症・環境保健対策事業  

◎環境保健 

担当副会長 村上美也子 

担当常任理事 長谷川  徹 

１．平成 31 年度感染性廃棄物処理対策講習会開催事業委託

契約締結 

県からの委託事業として、会員や県内医療従事者等を対

象に、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理の基礎、実務

に必要や基礎知識等を習得、再確認を目的に下記の講習会

を開催した。 

 日時 8月 2日（金）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

 講演 「医療廃棄物の取り扱いについて」 

公益財団日本医療機能評価機構 

病院機能評価調査者(ｻｰﾍﾞｲﾔｰ) 清水   晃 先生 

 出席者 83名 

１．周知文書 

日医及び関係各所より会員への周知依頼があった文書

は、郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じて「医

報とやま」やホームページへ掲載して会員へ周知をはかっ

た。 

 

◎感染症・院内感染対策 

担当理事 川端 雅彦 



 

１．県内で発生した感染症患者情報 

県内で発生した腸管出血性大腸菌感染症や食中毒などの

発生について、富山市保健所や県厚生部健康課から情報提

供があり、郡市医師会に情報提供した。 

 

◎花粉症対策 

    担当理事 河合 晃充 

１．花粉症対策委員会 

花粉症発症動向調査、花粉症情報及び予報システムの運

用など県民への情報提供について検討することを目的とし、

次のとおり富山県医師会館にて 2回開催した。 

第１回 

日時 10月 4日（金）午後 7時 30分 

議題 ①平成 30年度の事業報告について 

 ②2019年度の活動方針について 

第２回 

日時 12月 13日（金）午後 7時 30分 

議題（1）今年度の活動方針について 

①スギ花粉飛散観測期間並びに観測定点について 

②スギ花粉症患者調査票について 

③スギ花粉症患者調査期間並びに患者調査定点につ

いて 

④ポールンロボ設置定点について 

   （2）今後の花粉症対策事業について 

１．富山県医師会ホームページ花粉症情報 

季節情報としてトップページにも掲載、内容を充実させ

定期的に飛散状況・患者動向のグラフを更新した。 

１．スギ花粉症患者調査 

調査期間 2020年 2月１日～3月 31日まで 

調査定点 耳鼻咽喉科 23定点、眼科 27定点 

１．スギ花粉飛散観測 

観測期間 2020年 1月 20日～4月 28日頃まで 

観測定点 6定点 

１．ポールンロボの設置 

平成 26 年度からウェザーニューズ社「花粉プロジェク

ト」に参加、花粉観測機『ポールンロボ』を県内 12地点に

設置、県内各地を網羅し情報を収集。ホームページにリア

ルタイム情報を公開、花粉予想や事前対策のコンテンツに

も反映、花粉症に悩む方々に活用された。 

１．スギ花粉症情報の提供 

花粉飛散数及び患者調査から得た情報をもとにグラフ化

しホームページに掲載し情報提供した。 

なお、「あすのスギ花粉情報」を定点医療機関、郡市医

師会、富山県厚生部健康課へ期間中毎日 FAXおよび電子メ

ールにて送付、情報提供した。 

 

母子小児保健・成育医療対策事業  

◎母子小児保健 

担当副会長 村上美也子 

担当常任理事 種部 恭子 

１．母子保健法に係る健康診査の委託契約 

標記事業は平成 9年度から実施主体が市町村となり、実

施市町村の委託を受けた県と標記委託契約を 4月 1日付で

調印締結した。また、富山市とは同内容で別途調印締結し

た。 

 ＜委託事業の種類＞ 

１ 1歳 6か月児精密健康診査 

２ 3歳児精密健康診査 

３ 妊婦一般健康診査 

４ 妊婦精密健康診査 

５ 乳児一般健康診査 

６ 乳児精密健康診査 

７ 産婦健康診査 

・妊婦一般健康診査 

※1 子宮頸がん検

診（細胞診）を実施

し な い 場 合 は 、

15,890円 

 

※2 助産師外来で

実施の場合も同額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・産婦健康診査    5,000円（据え置き） 

・乳児一般健康診査  5,790円（440円増） 

１．日医母子保健講習会 

日時 2020年 2月 16日(日)午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 村上副会長、八木信一先生、市村昇悦先生 

１．母子小児保健等関係文書 

日医及び関係各所より会員への周知依頼があった文書は、

郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じて「医報と

やま」やホームページへ掲載して会員へ周知をはかった。 

１．2019年度周産期死亡等改善対策事業 

  県からの委託事業として、後期死産を含めた周産期死亡

症例に関する検討や周産期医療関係者を対象とした専門的

知識及び技術に関する講習会を開催し、本県の周産期死亡

の改善に資することを目的として、次のとおり周産期死亡

改善対策検討会、周産期死亡改善対策講習会、NCPRコース

受診回数 平成 31年度  

第 1回 19,390円 ※1 

第 2回 5,530円 ※2 

第 3回 5,530円 ※2 

第 4回 5,530円 ※2 

第 5回 5,530円 ※2 

第 6回 11,030円 ※2 

第 7回 5,530円 ※2 

第 8回 10,970円 ※2 

第 9回 5,530円 ※2 

第 10回 5,530円 ※2 

第 11回 7,190円 ※2 

第 12回 5,530円 ※2 

第 13回 5,530円 ※2 

第 14回 5,530円 ※2 



 

開催、J-CIMELSベーシックコースを開催した。 

＜周産期死亡改善対策検討会の開催＞ 

日時 9月 3日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 4階大会議室 

出席者 17名 

議題 

（1）Ｈ29・Ｈ30の富山県周産期医療状況について 

（2）Ｈ30の新生児死亡、後期死産症例の状況について 

（3）周産期死亡改善対策講習会の開催について 

＜周産期死亡改善対策講習会の開催＞ 

日時 11月 21日(木)午後 7時 30分～ 

場所 富山県医師会館 4階大会議室 

出席者 70名 

講演  

「胎児心拍数陣痛図のアップツーデート」 

三重大学大学院医学系研究科産科婦人科学  

 教授 池田 智明 先生 

＜ＮＣＰＲコースの開催＞ 

日時 第 1回 11/10（日）9：00-12：00 

 Ｓコース（スキルアップコース）  4名受講 

  日時 第 2回 11/10（日）13：00-16：00  

Ｓコース（スキルアップコース）  4名受講 

  日時 第 3回 11/17（日）9：00-12：00  

Ｂコース（一次コース）      19名受講 

  日時 追加開催 12/7（日）9：00-14：00  

Ａコース（専門コース）      8名受講 

  日時 第 4回 12/15（日）9：00-12：00  

Ｓコース（スキルアップコース）  11名受講 

  日時 第５回 12/15（日）13：00-16：00  

Ｓコース（スキルアップコース）  9名受講 

＜J-CIMELSベーシックコースの開催＞ 

 日時 2020年 1月 11日（土）13：00-17：00 

場所 富山県立中央病院 

受講者 18名 

日時 2020年 1月 12日（日）8：30-12：30 

場所 富山県立中央病院 

受講者 16名 

１．新生児聴覚検査費用助成事業 

令和 2年度より魚津市・舟橋村が新生児聴覚検査費用の

助成事業を実施するにあたり、富山県医師会を介して協力

医療機関と魚津市・舟橋村とが集合契約することとなり、

県内の産科医療機関 20施設に対し、事業についての確認

書及び委託契約委任状を送付した。 

送付した 20施設のうち、13施設が富山県医師会を介し

た集合委託契約を締結する、と回答があり、魚津市・舟橋

村に報告した。 

 

◎乳幼児・学校保健・予防接種 

担当副会長 村上美也子 

１．予防接種講習会（2019年度乳幼児・学校保健講習会） 

  日時 7月 2日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

講演「HPVワクチン『積極的勧奨の一時中止』の受け止

め方と接種に関する意識調査—職種/立場別解析- 

定期接種としての適切な情報提供について」 

   富山県立中央病院小児科部長 五十嵐 登 先生 

「定期予防接種の現状と課題 

－HPVワクチンへの対応を含めて－」 

  ①産婦人科の立場から 

「子宮頸がん予防ワクチンの現状とこれから」 

富山県産婦人科医会長  桑間 直志 先生 

  ②小児科の立場から 

   「予防接種実施にあたっての注意点と関連する諸問題」 

富山県小児科医会長  嶋尾   智 先生 

＜出席者 139名＞ 

１．ＨＰＶワクチン研修会 

  日時 12月 23日(月) 午後 7時 30分 

  場所 県医師会館 

講演 ①「HPVワクチン接種の現状とかかりつけ医にで 

きること」 

富山県医師会副会長 村上美也子 先生 

②「子宮頸がんと HPVワクチンおよびその接種後 

症状に関する理解」 

富山県医師会常任理事 種部 恭子 先生 

③「HPVワクチン接種後症状の診療体制」 

  富山大学整形外科学教授・ 

富山県医師会理事 川口 善治 先生 

＜出席者 118名＞ 

１．第 50回全国学校保健・学校医大会「分科会」における 

研究発表の演題募集 

標記大会の「分科会」への演題募集について、郡市医師

会長、眼科医会長、耳鼻咽喉科医会長あてに案内した。 

１．第 50回全国学校保健・学校医大会 

日時 11月 23日（土）午前 10時 

場所 ソニックシティ／パレスホテル大宮 

出席者 馬瀬会長、村上副会長、他 28名 

１．2020年度第 51回全国学校保健・学校医大会(富山)実行

委員会乳幼児・学校保健委員会の合同委員会について 

日時 12月 2日（月）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

○2020年度全国学校保健・学校医大会実行委員会 

【協議事項】 

1．2019年度（第 50回）全国学校保健・学校医大会 in 

埼玉の報告 

2．2020年度（第 51回）全国学校保健・学校医大会 in 

富山の準備状況 

○乳幼児･学校保健員会 



 

【協議事項】 

1．予防接種接種率 

2．各医療圏より小児救急の状況について 

3．インフルエンザ登校許可証について 

4．若心協 2021年 

5．小児在宅について 

6．小児在宅医療に関する人材養成講習会について 

7．その他   

１．学校医の推薦 

県内県立高等学校 6校より、学校医の後任の推薦依頼が

あったので、後任を推薦した。 

１．定期予防接種の広域化における委託契約締結 

  平成 22 年 6 月 1 日から小児を対象とした定期予防接種

のうち、各市町村において個別接種としているものを対象

に広域化を実施しており、引き続き県医師会が代表して 15

市町村とそれぞれ契約を締結。参加医療機関、協力医師の

追加については随時市町村へ報告した。 

１．富山県学校保健会研究助成（研究委託費） 

7 月 2 日に開催した「予防接種講習会（乳幼児・学校保

健講習会）」について富山県学校保健会に 2019年度の実施

計画の申請及び報告を提出した。 

１．子ども予防接種週間の実施 

日本医師会感染症危機管理対策長から 3月 1日～3月 7

日までを子ども予防接種週間とし、予防接種の相談、実施

方協力依頼があったので、会員へ照会。協力する回答があ

った 73医療機関を日本医師会へ報告した。 

また、協力医療機関を富山県へ情報提供し県民への周知

を図った。 

１．風しん抗体検査事業における委託契約締結 

富山県および富山市では平成 26 年度に引き続き、31 年

度も妊娠や希望する女性、パートナーを対象として、国の

補助事業により風しん抗体検査事業を実施することなり、

県医師会が代表して契約を締結した。また医報とやまに

3/15号に事業継続について掲載し、会員へ周知した。協力

医療機関から届いた委託契約委任状はその都度、富山県お

よび富山市へ報告した。 

１．風しんの追加的対策 

当事業に参加する医療機関、また変更のあった医療機関

について郡市医師会より一覧表の提出があった際は、日本

医師会に一覧表を提出し、登録・変更等を依頼した。 

１．医療機関向け児童虐待防止研修会開催業務委託事業 

県からの委託事業として、小児科医向け児童虐待防止研

修会を開催した。 

＜小児科医向け児童虐待防止研修会＞ 

日時 7月 5日（金）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

講演「医療機関における子ども虐待対応 

－どう気づきどう行動するのか？－」 

松戸市立総合医療センター小児科医長  

小橋 孝介 先生 

出席者 114名 

１．乳幼児・学校保健・予防接種等関係文書 

日医及び関係各所より会員への周知依頼があった文書

は、郡市医師会等へ通知するとともに、必要に応じて「医

報とやま」やホームページへ掲載して会員へ周知をはかっ

た。 

 

学校心臓検診事業  

担当常任理事 井川 晃彦 

１．富山県立学校児童生徒の平成 31年度心臓検診業務委託

契約 

  県教育委員会保健体育課長から調印方依頼があり、双方

協議のうえ 4月 1日付で締結した。 

（1）委託業務の名称  

平成 31年度富山県立学校の児童生徒の心臓検診業務 

（2）委託業務の内容  

心臓検診業務 

（3）検診料単価  

1人当たり金 1,588円（消費税及び地方消費税額を

含む） 

（4）事務費単価 

   1人当たり金 165円（消費税及び地方消費税額を含

む） 

１．富山県私立中学高等学校生徒の平成 31 年度心臓検診業

務委託契約 
  県私立中学高等学校協会会長から調印方依頼があり、双

方協議のうえ 4月 1日付で締結した。 

 （1）委託業務の名称  

平成 31年度富山県私立中学高等学校生徒の心臓検診

業務 

 （2）委託業務の内容 

心臓検診業務及びそれに関する事務取扱い 

 （3）検診料単価及び事務費  

1人当たり金 1,753円（消費税及び地方消費税額を含む） 

１．学校心臓検診に係る心電図撮影に関する業務の再委託契

約 

  県及び県私立中学高等学校協会から平成 31年度学校心

臓検診業務を受託したことに伴い、下記業務の委託契約に

ついて、富山市医師会、県健康づくり財団へ調印方依頼を

し、これら検診機関と本会が協議のうえ 4月 2日付で締結

した。 

 （1）委託業務の名称 

富山県立学校の児童生徒及び富山県私立中学高等学校

の生徒の心臓検診に係る心電図撮影に関する業務 

 （2）検査項目及び内容  

心電図撮影(標準 12誘導による)及びそれに関する事務 



 

 （3）契約単価  

1人当たり金 1,152円（消費税額含む）。但し、県立

特別支援学校は 1人当たり金 1,246円(消費税額含む)と

する。 

１．平成 31年度学校心臓検診業務実績報告 

  県及び県私立中学高等学校協会との委託契約に基づき、

標記業務の実績概況等を取りまとめ、県教育委員会保健体

育課及び県私立中学高等学校協会へ報告した。 

区       分 人数(名) 

心 電 図 検 査 対 象 者 数 9,458 

心 電 図 検 査 受 検 者 数 9,420 

心電図検査受検者のうち要精密検査者数 555 

１. 心電図判定専門医委員会の開催 

 日時 2020年 3月 3 日（火）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

 議題①第 52回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会 

②第 53回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会 

③31年度判定結果、症例検討 

④心原性突然死剖検例の報告 

⑤令和 2年度心臓検診、個人票 

⑥院外心原性心停止症例に関する調査研究のお願い 

１．第 52 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会 

 日時 2020年 1月 26日（日）午前 9時 

 場所 金沢市アートホール 

 出席者 馬瀬会長、村上副会長、堀地常任理事、井川常任 

理事、臼田和生判定委員会委員長、宮崎あゆみ先 

生、毛利総務課長、野口主任、竹野主事、泉主事 

１. 「若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会 2020富山」

開催準備打合せ会 

 日時 10月 2日（水）午後 7時 

 場所 県医師会館 

 議題 ・2020年度（第 53回）若年者心疾患・生活習慣病 

     対策協議会総会の開催（前日日程、プログラム） 

 日時 2020年 3月 3日（水）午後 9時（判定委員会終了後） 

 場所 県医師会館 

 議題 ・2020年度（第 53回）若年者心疾患・生活習慣病 

     対策協議会総会の開催（前日日程、プログラム） 

 

産業保健・健康スポーツ事業  

◎産業保健 

担当常任理事 堀地  肇 

１．都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会 

 日時 4月 4日（木）午後 2時 

 場所 日本医師会館、富山県医師会館（TV会議） 

 出席者 堀地常任理事、TV会議：泉副会長 

 議事（1）産業医の組織化について 

   （2）医師の働き方改革について 

１．第 41回産業保健活動推進全国会議 

日時 10月 10日（木）午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 堀地常任理事、浦田隆正先生（魚津市医師会）、杉

森成実先生（高岡市医師会）、室谷高岡市医師会事

務局長、富山地域産業保健ｾﾝﾀｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1名 

１．産業保健・健康スポーツ委員会 

 日時 7月 8日（月）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

 議題（1）都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会報告 

   （2）産業医契約書について 

１．産業医学振興財団と委託契約を締結し、次のとおり研修

事業をいずれも富山県医師会館にて午後 7 時 30 分から実

施した。 

 第 1回：6月 7日（金）【スキルアップ実地】 99名出席  

  「ストレスチェックの事後措置と有効活用」 

こすぎヘルスマネジメントオフィス代表 

  小杉 由起 先生 

 第 2回：7月 3日（水）【スキルアップ実地】 94名出席 

  「日常診療で石綿肺がんを見逃さないために」 

    富山労災病院ｱｽﾍﾞｽﾄ疾患ｾﾝﾀｰ長・感染症内科部長 

水橋 啓一 先生 

第 3回：7月 18日（木）【スキルアップ専門】 86名出席 

  「産業保健で重要な耳鼻科疾患について 

～ストレスと耳鼻咽喉科・頭頚部外科」 

医療法人社団和康会河合医院院長   

河合 晃充 先生 

 第 4回：9月 4日（水）【スキルアップ実地】 73名出席 

   「作業管理と職場巡視のポイント」 

     清風台クリニック院長・労働衛生コンサルタント 

 松永 康弘 先生 

第 5回：9月 18日（水）【スキルアップ実地】 71名出席 

 「作業環境測定の実際と報告書の見方」 

      日本海環境サービス㈱ 取締役 分析事業部長 

           小笹  隆 先生 

第 6回：11月 20日（水）【スキルアップ専門】69名出席 

  「トンネル工事と労働衛生」 

  一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 

           富山支部長  小早川忠行 先生 

 第 7回：12月 9日（月）【スキルアップ専門】118名出席 

   「腰痛患者に対するアプローチ  

－病態を考慮に入れたトータルマネージメント－」 

             富山大学医学部整形外科教授 

                  川口 善治 先生 

第 8回：3月 1日（日）【リフレッシュ】 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

１．日本医師会認定産業医制度産業医学研修会の申請 

本会ならびに関係団体からの申請に基づき、日本医師会



 

に産業医学研修会の認定申請を行った。本年度の申請件数

は次のとおり。 

・富山県医師会 13件 

・富山産業保健総合支援センター 33件 

・産業医会 2件 

・高岡市医師会 3件 

・その他 2件 

１．日本医師会認定産業医の新規申請・更新申請 

認定産業医の新規及び更新について日本医師会へ申請し、

本年度は次のとおり認定された。 

・新規認定   15名 

・更新認定   83名 

１．産業医に関する組織活動実態調査 

日本医師会より調査依頼があったため、郡市医師会へ照

会、本会にて取りまとめ回答した。 

１．「病院に勤務する医師の労務管理に関するアンケート調

査」、「医師の働き方に関する勤務実態及び意向等に関する

調査への協力依頼」、「病院等の勤務環境に関するアンケー

ト調査」 

日本医師会より調査協力依頼があったため、郡市医師会

へ協力依頼した。 

１． 関連文書 

郡市医師会等へ通知するとともに必要に応じ医報・ホー

ムページに掲載し周知をはかった。 

    

◎健康スポーツ医学 

担当理事 道振 義治 

１．2019 年度公益財団法人日本体育協会公認スポーツドク 

ター養成講習会開催に伴う受講者の推薦 

医報とやま並びにホームページに掲載し周知した。 

１．日本医師会認定健康スポーツ医学再研修会 

次のとおり開催され、受講者に対し受講証明書を交付し

た。 

（1）富山スプリングスポーツセミナー主催 

（18名に受講証明書を交付） 

日時 5月25日（土）午後5時10分 

場所 ホテルグランテラス富山 

演題①「膝スポーツ障害に対する超音波診療  

－X線から超音波へのパラダイムシフト－」 

講師 金沢大学 整形外科 助教    中瀬 順介 先生 

演題②「投球障害肩・肘の治療－何をどう診て、どう治 

す？－」 

講師 東京明日佳病院 院長    渡邊 幹彦 先生 

（2）富山県医師会第7回産業保健研修会 

（26名に受講証明書を交付） 

 日時 12月9日（月）午後7時30分 

場所 富山県医師会館 

演題 「腰痛患者に対するアプローチ －病態を考慮に

入れたトータルマネージメント－」 

 講師 富山大学医学部整形外科教授 川口 善治 先生 

（3）富山県健康づくり財団主催 

（22名に受講証明書を交付） 

日時 2020年2月1日（土）午後2時 

場所 富山県国際健康プラザ 

演題 「スポーツ現場におけるプレホスピタルケア」  

講師 順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科教授  

髙澤 祐治 先生 

１．日本医師会認定健康スポーツ医の申請 

 更新13名、新規3名を日本医師会長へ推薦し、認定された

ので申請者へ認定証を交付した。 

１．富山マラソン２０１９ 

 10月 27日(日)に開催され、県内外から 14,236人のラン

ナーが出走した。あいにくの雨であったが 13,640 人が完

走、大盛況であった。 

本会から救護活動への協力医師 27名を推進し各救護所・

救護本部での救護等にあたった。 

１．日本医師会認定健康スポーツ医に関するアンケート 

日本医師会より協力依頼があったため、郡市医師会担当

理事へ協力依頼した。 

１．関連文書 

郡市医師会へ通知するとともに必要に応じ医報・ホーム

ページに掲載し周知をはかった。 

 

特定健診等公衆衛生対策事業  

担当常任理事 井川 晃彦 

１．平成 31年度特定健康診査・特定保健指導委託契約 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施する特定

健康診査及び特定保健指導について、富山市ほか 14 市町

村、警察共済組合ほか 939保険者と 4月 1日付けで契約を

締結した。 

１．平成 31年度後期高齢者の健康診査委託契約 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施する後期

高齢者の健康診査について、富山市ほか 14市町村と 4月 1

日付で契約を締結した。 

１．特定健康診査・特定保健指導実施医療機関の追加・変更 

6月末、臨時 8月、9月末、臨時 10月、12月末に、実施

医療機関の追加・変更等の届出のあったものについて保険

者へ報告し、変更契約をその都度締結した。 

１．特定健診・がん検診委員会 

 日時 9月 9日（月）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

 議題①特定健診・特定保健指導の実績報告（国保・平成 29

年度分） 

   ②平成 31 年度からの特定健康診査及び特定保健指導

の変更について 

   ③令和 2年度集合契約における特定健診・特定保健指



 

導単価について 

 なお、委員会開催に先立ち、富山県後期高齢者医療広域

連合からの説明（後期高齢者の問診票の変更、糖尿病性腎

症重症化予防事業 他）があった。 

１．特定健康診査等に係る事務協議 

次年度契約の円滑な実施に向け、保険者との事務協議を

10 月 3 日(木)午後 7 時 30 分から富山県医師会館にて開催

した。 

１．令和 2年度特定健診・特定保健指導における集合契約の

単価および参加確認 

委員会ならびに事務協議にて協議し決定した次年度契約

単価や留意点を参加医療機関、郡市医師会へお知らせし、

次年度集合契約への参加確認を取りまとめ、保険者へ実施

機関一覧表を提出した。 

１．関連文書 

郡市医師会へ通知するとともに必要に応じ医報とやま・

ホームページに掲載し周知をはかった。 

 

労災・自賠責対策事業  

担当理事 道振 義治 

１．労災医療研修会 

  労災保険情報センターが行う共済事業振興助成金制度を

活用し開催 

日時 2020年 3月 13日（金）午後 7時 30分 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

１．労災・自賠責に関するアンケート調査 

日本医師会より調査依頼があったため、富山県労災保険

指定医療機関協会の協力のもと本会にて取りまとめ回答し

た。 

１．富山労働局労災保険診療費審査委員会委員 

任期満了に伴い次期審査委員会委員の推薦依頼があった

ため推薦した。 

１．関連文書 

郡市医師会へ通知するとともに必要に応じ医報・ホーム

ページに掲載し周知をはかった。 

 

男女共同参画活動事業  

担当副会長 村上美也子 

１．日本医師会第 15回男女共同参画フォーラム 

日時 7月 27日（土）午後 1時 30分 

場所 仙台勝山館（宮城県） 

出席者 泉副会長、村上副会長、川口理事、米田徳子先生、

草開妙先生 

１．令和元年度女性医師支援担当者連絡会 

日時 12月 8日（日）午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 村上副会長、米田徳子先生、野口主任 

１．日本医師会女性医師支援センター事業中部ブロック会議 

日時 11月 10日（日）正午 

場所 富山第一ホテル（富山県） 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、種部常任理事、 

南里常任理事、川口理事、足立陽子先生、宮崎あ 

ゆみ先生、草開妙先生、森田保健係長、野口主任 

１．男女共同参画委員会 

5月 26日(日)午後 5時から ANAクラウンプラザホテル富

山で開催され、次の事項について協議した。 

①30年度活動報告について 

②日本医師会女性医師支援センター事業中部ブロック会

議における議題について 

③日本医師会第 3回男女共同参画委員会における検討事

項について 

１．ガラスの天井を探る会―地域における女性医師支援懇談

会― 

日時 2020年 1月 29日（水）午後 7時 30分 

場所 ホテルグランテラス富山 

議題・203050に向けて「ガラスの天井を探る」 

  ・ディスカッション 

１．女子医学生定着支援事業 

 講演会や意見交換会の開催により、医学生と県内医師の

ネットワークを作り、女子医学生の県内定着率を向上させ

ることを目的として次のとおり実施した。 

（1）富山大学医学部 4年生への講義 

日時 10月 10日（火）午後 1時 

場所 富山大学臨床講義室 1  

演題 「地域医療と医師会」 

講師 村上副会長 

（2）富山大学附属病院の座談会 

【Smart café in 医学部～キャリアアップ座談会～】 

日時 9月 30日（月）午後 6時 

場所 富山大学臨床講義室 1 

ペアトーク 

演題 「眼科女医のほんとうの姿とは」 

講師 富山大学眼科学診療講師 上田 朋子 先生 

   富山大学附属病院長・眼科学教授 

               林  篤志 先生 

  演題 「まあるく、きらりと、私らしく 

～親連れ子連れ留学経験のある眼科医より～」 

  講師 大阪大学視覚先端医学寄附講座准教授 

                 高  静花 先生 

  参加者 58名 

【Smart café in 医学部～キャリアアップ座談会～】 

日時 2020年 2月 17日（月）午後 6時 

場所 富山大学臨床講義室 1 

ペアトーク 

演題 「整形外科女性医師として教授に聞きたいこと」 



 

講師 富山赤十字病院整形外科 近藤 美穂 先生 

   富山大学学術研究部医学系整形外科・運動器病学 

講座教授        川口 善治 先生 

  演題 「置かれた場所で咲きましょう～整形外科女性医

師 6％の現状と未来～」 

  講師 広島大学整形外科運動器超音波医学准教授 

                 中島 祐子 先生 

  参加者 61名 

（3）臨床研修医研修 

   2020年 3月 25日（水）午後 1時 40分から富山大学 

  附属病院日医工オーディトリアムにおいて、村上副会長、

南里常任理事、堀地常任理事が令和 2年度採用の臨床研

修医（医科医師 20名）を対象に医師会や医療を取り巻く

社会情勢、診療報酬の仕組み等、また、本会が取り組ん

でいる女性医師支援について説明を行った。 

 （4）講演会《男女共同参画委員会＆勤務医部会》 

日時 5月 26日（日）午後 6時 

場所 ANAクラウンプラザホテル富山 ASUKA 

演題 「医学部入試における女性差別とその背景 

    ～アンコンシャスバイアスと医師の過重労働～」 

講師 女性クリニック We富山 

   富山県医師会常任理事  種部 恭子 先生 

参加者 49名 

 （5）医療機関における働き方改革講演会 

日時 2020年 1月 19日（日）午前 11時 

場所 富山県医師会館 

演題 「医療機関における働き方改革・Up to date」 

講師 日本医師会勤務医委員会委員長 

   富山市立富山市民病院名誉院長 

富山県医師会副会長   泉  良平 先生 

参加者 146名 

１．女性医師等支援相談窓口事業 

 近年、女性医師数が増加している中、標記相談窓口を設

置し、女性医師の勤務環境整備のための巡回相談などによ

り女性医師の職場定着を図ることを目的とし、富山県と委

託契約を締結し、次の事業を実施した。 

 （1）相談窓口の設置 

富山県医師会事務局内に設置。開設日は平日、対応時

間帯は午前9時から午後5時まで。相談件数：5件。 

（2）県内病院の巡回相談の実施 

病院名 訪問日 参加人数 

富山県リハビリテーション

病院・こども支援センター 

11月28日(木) 10名 

北陸中央病院 12月5日(木) 10名 

 内容・女性医師等支援事業相談窓口について 

・勤務環境整備事業補助金について 

・意見交換 

 （3）相談窓口及び巡回相談に関する広報活動 

・リーフレット、普及グッズを巡回相談、座談会等の開

催時に配付し周知を図った。 

・医報とやま14回、医報用綴込みファイルに広告を掲載

した。 

１．周知文書 

関係文書について、郡市医師会へ通知するとともに必要

に応じホームページに掲載し周知をはかった。 

 

◎医療勤務環境改善 

担当副会長 泉 良平 

１．都道府県医師会医師偏在対策・働き方改革担当理事連絡

協議会 

日時 6月 12日（木）午後 1時 30分 

場所 日本医師会館 

出席者 泉副会長 

１．健康で安心して働ける医療機関の職場づくり研修会 

富山労働局、富山県厚生部と共催し、医療関係者を対象

とした研修会を開催した。 

(1)日時 11月 12日（火）午後 2時 

場所 富山市婦中ふれあい館 

参加者 78名 

(2)日時 2020年 1月 16日(木) 午後 7時 30分 

   場所 富山県医師会館 

   参加者 72名 

(3)日時 2020年 1月 23日(木) 午後 7時 30分 

   場所 高岡市医師会ホール会議室 

   参加者 43名 

１．周知文書 

関係文書について、郡市医師会へ通知するとともに必要

に応じホームページに掲載し周知をはかった。 

 

◎ＤＶ対策事業 

担当常任理事 種部 恭子 

１．医療機関ＤＶ対策強化委託事業 

県からの委託事業として、医療関係者を対象とした研修

会を開催した。 

＜とやまパープルネットワーク研修会＞ 

日時 10月 1日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

演題 「暴力のある家庭で育った子どもたちの心理とケ

ア」 

講師 福井大学子どものこころの発達研究センター 

   児童青年期こころの専門医育成部門 

客員教授    杉山登志郎 先生 

出席者 173名 

 ＜ＤＶ被害者対応のための医療機関向け研修会＞ 

日時 2020年 2月 6日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

演題 「ドメスティックバイオレンスの見えにくい支配 

構造～児童虐待防止につなげる」 



 

講師 ウィメンズカウンセリング京都カウンセラー 

   NPO法人日本フェミニストカウンセリング学会 

理事 竹之下 雅代 先生 

  出席者 75名 

１．周知文書 

関係文書について、郡市医師会へ通知するとともに必要

に応じホームページに掲載し周知をはかった。 

 

病院・有床診対策事業  

担当常任理事 長谷川 徹 

１．病院・有床診対策関係文書 

郡市医師会担当理事等へ通知するとともに、必要に応じ

て「医報とやま」やホームページに掲載し会員へ周知をは

かった。 

１．富山県入院生活やすらぎ事業 

（1）入院うるおい生活事業 

入院患者が病・医院において生活をおくるうえで、

少しでもうるおいがもてるよう病・医院が開催するミ

ニコンサート、民舞等の文化的な実施内容に対して助

成を行う標記事業について、県と委託契約を締結し、

病院・有床診療所に実施を依頼した。 

今年度は 57 医療機関から 211 事業の助成金申請が

あり、運営委員会で審査のうえ、助成金を交付した。 

（2）入院生活やすらぎ事業運営委員会 

県厚生企画課、県公的病院長協議会、全日本病院協

会県支部、県有床診療所協議会の各代表及び本会役職

員から 10 名の委員構成とし、実施内容の審査等を行

うため委員会を開催した。 

  第 1回 

日時 10月 24日（木）午後 7時 

議題①前年度事業報告 

②前期申請審査 

  第 2回 

日時 2020年 3月 24日（火）午後 7時 

議題①後期申請審査 

 

医療従事者確保対策事業  

◎コ・メディカル対策 

担当理事 大橋 直樹 

１．令和元年度都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議

会 

日時 2020年 3月 11日（水）午後 1時 30分 

 場所 富山県医師会館（TV会議） 

 出席者 大橋理事、石川主任 

     富山市医師会看護専門学校 川西副校長、荒川准

看護学科長 

議題①看護職員をめぐる最新の動向について 
  ②日本医師会医療関係者検討委員会報告書について 
  ③福島県における医師会立看護師・准看護師養成所の

事例報告 
  ④日本医師会からの情報提供 

１．2019年度医師会立助産師･看護師･准看護師学校養成所調

査 

日本医師会から依頼があり、医師会立看護学校へ調査

し、回答した。結果及び名簿を医師会立看護学校へ送付し

た。 

１.富山市医師会看護専門学校及び砺波准看護学院看護学生

募集 

各学校より依頼があり、医報とやま「告知板」に掲載し

周知した。 

１.日本准看護師連絡協議会に関するアンケート調査 

日本医師会よりアンケート協力依頼があり、回答した。 

１.コ・メディカル関係書類の周知 

日本医師会から周知依頼があり、医師会立看護学校に周

知及び本会ホームページに掲載し周知をはかった。 

 

 ◎医療秘書 

担当副会長  村上美也子 

担当常任理事 堀地  肇 

１．令和元年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会委員 

運営委員に村上副会長、常任委員に堀地常任理事を推薦

した。 

１．令和元年全国医師会医療秘書学院連絡協議会監事の推薦 

運営委員の村上副会長に依頼があり、2名を推薦した。 

１．令和元年度各学院(校)の現況調査 

全国医師会医療秘書学院連絡協議会から依頼があり、北

陸ビジネス福祉専門学校に照会し現況を報告した。 

１．全国医師会医療秘書学院第 23 回医療保険請求事務実技

試験 

10月 30日(水)北陸ビジネス福祉専門学校で実施。22名

が受験し全員合格した。なお、合格証書並びに認定書を交

付した。 

１．全国医師会医療秘書学院連絡協議会関係会議 

  第１回常任委員会 

日時 9月 7日（土）午後 4時 10分 

場所 ホテルグランヴィア岡山（岡山県） 

出席者 堀地常任理事、石川主任 

議題①平成 30年度収支決算について 

②令和元年度事業計画（案）・収支予算（案）等につ

いて 

③第 69 定例総会・令和元年度第 1 回運営委員会に

ついて他 

第 69回定例総会・第 1回運営委員会 

日時 9月 7日（土）午後 4時 40分 

場所 ホテルグランヴィア岡山（岡山県） 



 

出席者 村上副会長、堀地常任理事、石川主任 

    北陸ビジネス福祉専門学校 高村校長 

議題①平成 30年度収支決算について(会計監査報告) 

  ②令和元年度事業計画(案)について 

③令和元年度収支予算(案)について 

④次期当番県の決定について 

他報告 6件 

第 2回常任委員会 

 ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止 

１．日本医師会医療秘書認定試験における出題候補者の推薦 

日本医師会から依頼があり、北陸ビジネス福祉専門学校

へ照会し、｢医療・保健・福祉基礎教科」｢医療秘書専門教

科、実務研修・実務演習｣の各教科に学校教員 3名を推薦

した。 

１．第 40回日本医師会医療秘書認定試験の試験監督者、試

験監督補助者の推薦 

日本医師会から照会があり、試験監督者に堀地常任理

事、試験監督補助者に北陸ビジネス福祉専門学校 眼目先

生を推薦した。 

１．第 40回日本医師会医療秘書認定試験 

2020年 2月 2日(日)午後 1時から北陸ビジネス福祉専

門学校で実施し、申込者 22名が受験し全員合格した。な

お、合格者に日医認定証並びに記章を交付した。また、試

験結果分析評価報告書及び平均点・科目別正解率を学校に

送付した。 

１．北陸ビジネス福祉専門学校医療秘書学科 25 回卒業予定

者の求職依頼 

卒業予定者 22名の就職斡旋のため「医報とやま」に生

徒の顔写真付プロフィールを掲載すると共に医療機関長宛

に文書を送付し採用をお願いした。 

１．北陸ビジネス福祉専門学校医療秘書学科優良表彰者 

学校推薦の優良学生 2名を会長表彰することになり、

2020年 3月 6日同校卒業式にて授与された。 

１．北陸ビジネス福祉専門学校「学校関係者評価委員会」委

員の委嘱 

学校評価ガイドラインに基づく学校関係者評価委員とし

て村上副会長を推薦した。 

 

共同利用施設・臨床検査精度管理事業  

      担当常任理事 長谷川 徹 

◎共同利用施設 

１．2019年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議会 

当番県として 11月 3日(日・祝)、富山国際会議場にて

「医師会共同利用施設が主導する地域医療情報ネットワー

クシステム」をメインテーマに開催し、日医・中部各県よ

り 151名が参加され盛況であった。 

開催に先立ち、シンポジウム事例発表者（シンポジス

ト）選定の参考とするためアンケート調査を実施した。 

事例発表者については本県から吉山 泉富山市医師会長

を推薦した。また、医師会共同利用施設名簿を郡市医師会

へ照会し、本会で取りまとめた。 

１．第 28回全国医師会共同利用施設総会 

  9月 7日(土)、8日(日)に三重県・ホテル志摩スペイン村

において「医師会共同利用施設の意義とこれからの方向性」 

 をメインテーマに総会、特別講演、分科会、シンポジウム、

施設見学等が開催され、本会から長谷川常任理事が出席し

た。 

  開催に先立ち、医師会共同利用施設の設立状況等（2019

年 4月 1日現在）について確認依頼があり、関係郡市医師

会へ照会、本会にて取りまとめ修正箇所を報告した。 

１．関連文書 

郡市医師会へ通知するとともに必要に応じ医報・ホーム

ページに掲載し周知をはかった。 

 

◎ 臨床検査精度管理事業   

臨床検査の精度向上を図るため、平成元年度から富山県臨

床検査技師会と合同で次のとおり実施した。 

１．富山県臨床検査精度管理協議会 

 第 1回 

日時 4月 24日（水）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題 ①平成 30年度事業報告･収支決算について 

②平成 31年度事業計画(案)･予算(案)について 

 第 2回 

日時 10月 15日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題 ①2019年度調査事業実施経過について 

②2019年度調査結果報告会の開催について 

③コメンテーターの選任について 

１．第 31回富山県臨床検査精度管理調査結果報告会 

  12月 1日（日）午前 9時から本会館にて開催し、村上副会

長、長谷川常任理事他 218名が出席した。なお、調査結果報

告書を日本医師会、都道府県医師会等へ配付した。 

１．関連文書 

郡市医師会へ通知するとともに必要に応じ医報・ホーム

ページに掲載し周知をはかった。 

   

治 験 事 業  

担当副会長 炭谷 哲二 

担当理事 川端 雅彦 

１．治験審査委員会 

12回開催し、延べ 21案件について審議し承認とした。 

１．治験審査委員会委員の委嘱 

任期満了に伴い、下記のとおり委嘱した。委嘱期間は



 

2019年 4月 1日～2021年 3月 31日。 

 氏 名 

委員長 炭谷 哲二 

副委員長 
泉  良平 

田口 雅登 

専門委員 
長谷川 徹 

川端 雅彦 

非専門委員 

了安  仁 

毛利 昌功 

泉  雅貴 

外部委員 砂田 洋子 

 

広報活動事業・ホームページ  

担当理事 金子 敏行 

１．情報誌「VITA」への原稿執筆者推薦依頼、原稿執筆依頼 

本会役員より川端雅彦先生を推薦、執筆依頼し、VITA118

号（9月 20日発行）に掲載された。 

１．日医キャラクター「日医君」都道府県バージョン制作 

日本医師会より作成案が届き、理事会で検討し「雷鳥」

をテーマに作成を依頼した。講演会資料、医報とやまカッ

ト、中部医師会連合等で利用した。 

１．日医キャラクター「日医君」グッズ販売周知依頼 

日本医師会より周知依頼があり、ホームページ「医療機

関の皆様へ」に掲載及び「医報とやま」に掲載し周知した。 

１．「上手な医師のかかり方」普及啓発依頼 

日本医師会より周知依頼があり、ホームページ「医療機

関の皆様へ」に掲載及び郡市医師会に送付し周知した。 

１．新聞紙面への広告協賛 

・「はたちの献血キャンペーン 2020」献血促進［北日本新

聞社・富山新聞社］ 

 

広報誌等発行事業  

担当理事 金子 敏行 

１．医報とやま綴じ込み用ファイルの作成 

関係団体等の協賛を得て作成。「医報とやま」5月 15日

号に同封し全会員へ配布した。 

１．執筆者への謝礼送付 

医報に寄稿された執筆者には、「日医君」図書カードを贈

呈した。 

１．「医報とやま」広告掲載の募集 

医薬品メーカー各社に募集案内し、25社から申し込みが

あった。また、医薬品メーカー以外から申込みのあった広

告を随時掲載した。 

１．「医報とやま」原稿の転載 

他県より依頼があった原稿の転載について、執筆者に確

認、理事会で協議し転載を了承した。 

１．「医報とやま」発送作業の委託 

日本郵便より郵送料値上げに伴う発送作業受託の提案が

あり、4 月より日本郵便富山物流ソリューションセンター

に委託した。 

１．第三集郵便物（医報とやま）の定期調査 

富山南郵便局より第三種郵便物の定期調査があり、必要

書類を提出し申請した。 

１．医報とやま主な掲載記事 

 （1）研究助成課題 

  ▽慢性膿胸に対する膿胸腔内充填物の選択についての研

究              清水淳三他 4名 1/15 

  (2）寄稿・紀行 

▽医師資格証の勧め～高岡医療圏における地域医療連携

システムと電子署名～      成瀬 隆倫 4/15 

  ▽「令和」の典拠となった万葉集  松本 邦彦 6/1 

 ▽ちいさい…みつけた       武内  徹 7/1 

 ▽開設 35年を振り返り       川岸 利光 11/15 

 （3）郡市医師会の頁 

▽滑川市医師会          荒川 志朗 5/1 

▽新川地域在宅医療支援センターにおける多職種連携ソ

フトの更新           藤岡 照裕 6/1 

▽公益社団法人射水市医師会    高橋  徹 7/1 

▽NPO法人南砺市医師会             松  智彦 8/1 

▽魚津市医師会          平野八州男 9/1 

▽これからの砺波医師会に向けて  藤井 正則 10/1 

▽氷見市の医療と医師会の活動について 

      松井みづほ 11/1 

▽中新川郡医師会の取り組み    佐藤 幸浩 12/1 

▽高岡市医師会と地域医療     藤田  一 1/1 

▽富山市医師会の現況       片山 寿夫 2/1 

▽小矢部市医師会のお話      井上  徹 3/1 

（4）病院紹介コーナー 

▽(医)友愛病院会用和温泉病院   杉野 式康 6/1 

▽医療法人財団正友会中村記念病院の歩み 

   中村 万理  7/1 

▽医療法人社団寿山会あおい病院  五十嵐保史 9/1 

▽医療法人社団翠十字会砺波誠友病院が目指すもの 

     槙本 伸哉 10/1 

▽ふくの若葉病院が目指すところ  三宅 早苗 11/1 

▽つざわ津田病院         津田 達雄 12/1 

▽松岡病院の紹介         松岡  理 1/1 

▽富山城南温泉病院        飴谷  博 2/1 

 （5）各科医会から 

  ▽もしも麻酔がなかったら     廣田 弘毅 4/15 

  ▽富山県精神科医会から      宮津 健次 5/15 

  ▽富山県脳神経内科医会      中辻 裕司 6/15 

  ▽富山県内科医会から       荻野 英朗 7/15 

▽富山県眼科医会の現状      新田 正昭 8/15 



 

  ▽富山県外科医会         松永 康弘 10/15 

  ▽富山県における脳卒中診療体制の整備 

    黒田  敏 12/1 

  ▽富山県透析医会活動報告     石田 陽一 12/15 

  ▽富山県小児科医会より      岡部  敬  1/15 

（6）ある日ある時 

▽各種団体連携による まちづくり  金子 俊朗 5/1 

▽あひるの会酔夢譚        海木 玄郷 9/15 

▽“令和元年 夏”        西野 逸男 11/1 

（7）診療あれこれ 

 ▽今日の喫煙事情         坂本 和雅 4/1 

 ▽世の中や時代はどんどん悪くなるものなのか 

                  河合 博志 10/1 

 ▽ドイツでの臨床留学、関東の大学病院での勤務を経て 

                  茶谷 健一 10/15 

 ▽医療情報に携わって       出町  洋 12/1 

（8）臨床の現場から 

▽当院における呼吸器感染症の原因ウイルス実態調査 

                 小栗 絢子 10/1 

▽川崎病に対する免疫グロブリン大量療法不応例の時間

地域集積性     辻  春江・辻  隆男 11/15 

（9）三測表 

▽長崎 正男 5/15    ▽柳澤 伸嘉 6/15 

▽山岸 孝広 7/15    ▽寺西 重和 8/15 

▽藤田  聡 9/15    ▽森田 恒史 10/15 

▽田川 考作 11/15    ▽鳴河 宗聡 12/15 

▽林  則秀 2/1     ▽日野 孝之 2/15 

▽竹田 慎一 3/15 

（10）花粉症情報   

▽村上 巧啓           4/1～5/1、2/1～3/15 

（11）医療経営相談窓口から 

▽金山 順一               4/1、10/1 

（12）各種報告・その他 

▽富山医療圏における要医療的ケア児の在宅医療体制に

ついて             八木 信一 4/15 

▽富山医療学「地域医療と医師会」（富山大学医学部 4年

生講義）            稲寺 秀邦 11/1 

▽第 50回全国学校保健・学校医大会 

        村上美也子・市村 昇悦・八木 信一・ 

小林 健二・豊田 葉子 12/15 

 

会員福祉・表彰活動事業  

◎表 彰 

担当常任理事 堀地  肇 

１．2019 年度富山県医師会 30 年会員、永年役員・代議員、永

年勤続医療従事者の表彰 

6月 20日(木)午後 7時 30分から、第 199 回定例代議員

会に先立ち、県知事部門功労表彰と併せて挙行され、次の

方々が表彰された。 

30年会員 

   金 井 浩 明（下新川郡） 

   竹 田 慎 一（ 〃 ） 

   山 本 雅 康（ 〃 ） 

   葛 野 洋 一（魚津市） 

   鹿 熊 一 人（滑川市） 

   石 黒 千代子（富山市） 

   稲 葉 博 司（ 〃 ） 

   置 塩 良 政（ 〃 ） 

   久 保   裕（ 〃 ） 

   里 村   敬（ 〃 ） 

   瀧   邦 康（ 〃 ） 

   竹 森 康 弘（ 〃 ） 

   田 中 良 則（ 〃 ） 

   中 田 重 俊（ 〃 ） 

   野 田 真紀子（ 〃 ） 

   橋 本 明 久（ 〃 ） 

   長谷川   健（ 〃 ） 

   森 田 多 哉（ 〃 ） 

   山 田   均（ 〃 ） 

   吉 田 雅 一（ 〃 ） 

   海 木 玄 郷（射水市） 

五十   豊（高岡市） 

大 桑   仁（ 〃 ） 

小 澤 玲 子（ 〃 ） 

齊 藤 周 子（ 〃 ） 

高 嶋 清 次（ 〃 ） 

寺 崎 禎 一（ 〃 ） 

蜂 谷 春 雄（ 〃 ） 

増 田 信 二（ 〃 ） 

吉 田   渉（ 〃 ） 

渡 辺   彰（ 〃 ） 

田 畑   晃（氷見市） 

伊 東 正太郎（砺 波） 

酒 徳 光 明（ 〃 ） 

伊 東 方 美（南砺市） 

沼 田 三枝子（小矢部市） 

 永年役員・代議員 

  石 田 陽 一（富山市） 

医療従事者 361名 

１．本会から推薦した各種表彰受賞者 

表彰日 表彰名 表彰主体 受賞者 

6 月 20 日 
富山県知事部門功労表

彰（医療） 
富山県 

熊木 健雄 

木田 和典 

9 月 9 日 
厚生労働大臣表彰 

（産科医療） 
国 井本 正樹 

11 月 1 日 富山県功労表彰(医療) 富山県 吉山  泉 



 

11 月 7 日 
厚生労働大臣表彰 

(母子保健家族計画事業 ) 
国 桑間 直志 

 2019 年度に受賞された会員 25 名については、医報とやま

並びに本会ホームページ「会員の栄誉」に掲載した。 

 

◎会員福祉 

担当理事 金子 敏行 

１．新春の集い（医療政策セミナー） 

会員福祉事業の一環として、富山県医師連盟と共催、医

師会関係 3団体の協賛を得て、標記集いを開催した。 

日時 2020年 2月 1日（土）午後 7時 

場所 富山電気ビルデイング 

１．開会 

２．挨拶   富山県医師会長   馬瀬 大助 

３．関係組合からのお知らせ 

  ◎富山県医師国民健康保険組合常務理事 

 小関 支郎 先生 

  ◎富山県医師協同組合専務理事 

                 藤田  一 先生 

  ◎富山県医師信用組合専務理事 

    堀地  肇 先生 

４．富山県医師会・富山県医師連盟からのお知らせ 

  ◎富山県医師会常任理事    堀地  肇  

５．特別講演 

「2020年待ったなしの働き方改革」 

公益社団法人日本医師会副会長   

今村  聡 先生 

６．懇親会 

７．閉会 

参加者 109名 

１．医師年金の普及推進活動 

本会ホームページのトップページに日本医師会医師年金

バナーを貼付した。また、医報とやまに計 6回広告を掲載、

新入会員へのパンフレット送付、研修会等の受付にパンフ

レットを置き普及推進した。 

 

会員管理事業  

担当常任理事 堀地  肇 

１．会員名簿の発行 

8 月 1 日現在の会員名簿を医療関連団体・会社等の協賛

を得て 9 月 15 日に発行、全会員へ配布するとともに関係

機関に贈呈した。 

１．2020年度｢富山県医師会並びに日本医師会の会員区分｣

の異動手続き 

 2020年度より会員区分が変更となる当該会員が所属す

る郡市医師会に異動手続きを促した。 

１．新元号対応のための会員情報管理システムの改修 

 会員情報管理システムを新元号に対応させるため改修し

た。 

会館建設検討  

担当常任理事 堀地  肇 

１．会館建設用地取得 

2019年 5月に土地境界確認測量、農地転用手続き、9月

に所有権移転、登記手続きを行った。2020年 3月の第 200

回臨時代議員会で現状を報告した。 

１．埋蔵文化財発掘調査 

6月に富山市埋蔵文化センター、アーキジオと三者協定

を締結し、埋蔵文化財発掘調査を実施。2週に 1度工程会

議を開催し理事会で報告した。11月に現地調査を終了し

た。出土品の整理作業、報告書作成完了は 2020年 6月の

予定。 

１．会館計画ワーキンググループ会議 

  会館計画に向けて関係組合の意見・要望等取りまとめる

ため、各組合よりメンバーを推薦しワーキンググループ会

議を開催した。 

 第 3回 

  日時 12月 19日(木)午後 4時 

  内容 会館計画の現況報告 他 

 第 4回 

  日時 2020年 1月 30日(木)午後 4時 

 内容 各組合の要望等 
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