
 

報告１ 

 

2020年度富山県医師会事業計画の件 

 

 

４月の診療報酬改定の概要が決まりました。昨年末、財務省からの要求では診療報酬本体の

マイナス改定必至との報道でしたが日本医師会をはじめとした医療界全体の請願活動によって、

かろうじて本体部分の＋0.55％改定で決着しました。社会保障制度、特に医療・介護について

は多くの相反する課題があります。高度先進医療は急速に進み多くの疾患が克服できるところ

まで来ていますが、その費用がかなり高額になり医療保険財政を圧迫してきています。一方で

地域包括ケアシステムを各二次医療圏に構築して在宅で介護保険、時には医療保険を使って住

み慣れた地域で快適に余生を送れるようにすることを国が進めていますし、国民も期待してい

るようです。しかし、これも国の当初の目論見とは異なりかなりのコストが必要であることが

わかってきました。地域包括ケアシステムを地域住民のボランティア的活動を期待して構築す

るということは現代社会の中ではもはや不可能と思われます。一定のコストを想定してことを

進めなければならないでしょう。医療界では働き方改革への対応であと４年後までに国の示し

た労働時間まで短縮し、なおかつ国民の要望する医療提供体制が構築できるか知恵を絞ってい

ます。人類が未だ経験したことのない少子高齢社会をどう乗り越えるか、すべての国民が知恵

を出し合い、痛みを分かち合わねばなりません。誰一人勝ち組にも負け組にもなってはいけな

いのです。 

我々は医師という職業は天職であり、日本医師会綱領にうたわれているように、その使命を

よく自覚し、自負しています。命の沙汰も金しだいとなるような医療政策には真っ向から反対

せねばなりません。日本の国民皆保険は憲法で保障された基本的人権を守るための大切な制度

です。限られた財源の中、富山県医師会は地域医療を守り、医療や介護福祉にこれ以上の格差

を生じないよう、これからも様々な領域の方々の理解と協力を得ながら努力してまいります。 

 

  



 

１．医の倫理の向上 

県民の医療に対する信頼を確保し、医学・医療を真に県民の幸福に寄与するものとするた

めに、引き続き医の倫理の向上を図っていく。 

富山県医師会倫理審査委員会では、国の倫理指針を遵守し、本会会員および会員が代表を

務める施設が行う臨床研究や医療技術の導入等に関して倫理審査を行ってきた。今後も本会

会員及び会員が代表を務める施設が、人権を尊重し医学の向上に寄与する有意義な臨床研究

等を実施できるよう取り組む。また、富山県医師会が主催する学術集会および研究助成によ

り医療・医学研究を奨励する場合において、倫理指針が遵守されるよう支援を行う。 

 

２．医師の働き方改革 

働き方関連法案は 2019年 4月から施行され、中小医療機関においても 2020年度から改正

労働法などによる労働者への対応が必要となる。時間外労働時間の上限規制が導入され、医

師以外については、36協定を結んでも年 720時間、単月 100時間未満、複数月平均 80時間

の制限が設定され、これに違反すると罰則の対象となる。医師については、医療における応

招義務などの特殊性を踏まえて 2024年まで適用が延期され、厚生労働省の「医師の働き方検

討会」は報告書を作成し、その中で特例として時間外労働規制について、地域医療確保の暫

定特殊基準などでは年 1860時間、月 100時間などが設定されている。 

さらには、この 1年間のうちに、「医師の研鑽にかかる労働時間に関する考え方について」

や「医師、看護師の宿日直許可基準について」、「応召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」などにかかる通知が発出されている。現在は、厚労省の「医師

の働き方改革の推進に関する検討会」で、地域医療確保暫定特例水準及び集中的技能向上水

準の指定の枠組みや評価機能についての議論が進行している。 

日本医師会は「医師の働き方検討委員会」において、医師の健康を守るためや産業医の対

応などについてさらに議論を深めた第 2次答申を発表する予定となっている。一方、医師の

兼業・副業については、いまだ議論は進んでいない。地域医療を守るためには、これらへの

対応が必須であり、医師については、注意深いそして特有の対応が必要となる。 

一方、2018年 11月に発出された労働基準局通知では、労働基準監督署が医療機関に監督

指導を行う際に、医療勤務環境改善支援センター（勤改センター）の医療労務アドバイザー

等の同席のもとで、医療機関に対して勤改センターの支援を受けて適切に是正、改善に取り

組むことが示されている。このように勤改センターのさらなる医療勤務環境改善への取り組

みが求められる。人的資源や予算を含め、更なる勤改センターへの支援が必要である。 

時間外労働規制への対応を誤れば地域医療の崩壊を招きかねず、医師偏在の解消、女性医

師支援などを継続的に行う必要がある。地域医療構想の中で、地域医療が守られるよう本医

師会として積極的に課題に取り組む。 

 

 



 

３．子宮頸がん予防ワクチン接種率の向上 

子宮頸がん予防ワクチンは、国の積極的勧奨一時中止により、定期接種であるにも関わら

ず接種率が著しく低下した状況が続いている。ワクチンによる国内での子宮頸がん予防効果

が明らかにされ、またワクチン接種の有無にかかわらず全身の痛みなどの機能性身体症状を

訴える若年者が一定の比率で存在することも疫学調査により明らかにされ、ワクチンの有効

性と安全性に関するエビデンスは十分得られているにもかかわらず、定期接種の案内を受け

ることなく接種機会が失われていることは重大な問題である。若い女性での子宮頸がん罹患

率の増加は深刻であり、予防接種法に基づく市町村による対象者への個別通知の速やかな再

開および正しい情報提供を推進するとともに、啓発等による接種率向上に取り組む。 

 

４．救急・広域災害医療対策 

近年、地震や風水害など様々な災害が頻発するようになった。災害時には地域医療を守る

ために医師会は支援・調整等を行う重大な使命を担っている。富山県医師会では行政とも協

力し、防災訓練への参加や JMAT研修開催、大規模災害対応マニュアル整備など災害対策に取

り組んでいる。保健所や行政、DMATと協働・連携し災害時においても地域医療や地域包括ケ

アシステムが守られるよう、今後も多職種と連携した研修・訓練を行なう。 

また、さらなる防災力強化を目指し、医療機関の減災および早期復旧に焦点を当てた対策

についても取り組みたい。 

 

５．母子小児保健・成育医療の推進 

成育基本法が成立した。成育過程にある子ども～思春期の健康増進を経て、妊産婦医療、

母子保健へと切れ目のない医療および支援が行われ、社会全体で子どもを育み、次世代の健

康を向上させる政策が実現できるよう、医師会としても取り組んで行きたい。 

具体的には、周産期死亡症例の検討および NCPR研修による死亡率の改善対策、母体急変対

応研修（J-CIMELS）による母体死亡率の改善対策、医療機関における児童虐待および DVへの

対応能力向上をはじめ、妊娠相談窓口の周知や望まない出産への対応に関する研修を継続す

る。 

医療的ケアを必要とする子ども達が増えており、緊急時対応を学ぶための小児医療的ケア

実技研修会を継続して開催する。 

また、在宅医療を行っている小児について関係機関と連携し、実態把握や災害時対応につ

いての検討を行う。 

学校保健の現場では学校心臓検診をはじめ様々な検診・健診が行われているが、それぞれ

の結果や事後措置等の検証を行い、これらの検診・健診が子どもたちのためになるよう関係

機関と連携しつつ検討を深めていきたい。また今年度は全国学校保健・学校医大会並びに若

年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会が富山県で開催される。役職員一丸となり会員と協

力し、大会が実りあるものとなるよう取り組みたい。 



 

ワクチンで防げる疾患の予防のため、ワクチン接種率向上にも積極的に取り組んでいく。 

麻疹や風疹の流行は社会的影響が大変強い。予防接種台帳をもとに未接種者への継続的な

接種勧奨、ならびに 18歳をめどに麻疹風疹混合ワクチン未接種者への個別通知を強く要望し

ていく。 

 

６．医療事故調査制度および医療安全の向上への取り組み 

富山県医師会は医療事故調査等支援団体として積極的に医療事故調査の支援を行っている。

この１年間では、病院での死亡事例に対する医療事故調査委員会が多く開催され、医療事故

調査への理解と関心が深まったと考えられる。しかし、本制度の主たる目的である医療安全

の推進については決して十分な体制がとられているとは言えない。 

昨年に引き続いて北陸 3県医師会で本制度にかかる協議会を開催する。各県医師会での事

故調査の概要を情報交換することによって、さらなる本制度の成熟を図りたい。また、透明

性・公平性を確保し適切な医療事故調査を実施することができるよう医療事故調査等支援団

体連絡協議会での一層の連携強化を図り本制度の意義を周知する。医療安全向上のため医療

安全研修会等による啓発を行うとともに、医事紛争については顧問弁護士等と協力し適切な

解決を図っていく。 

 

７．学術・生涯教育推進 

医学を振興し、医療の質を向上させるため、引き続き会員の学術研修・生涯教育を行う。 

死亡原因一位であるがんに対する医療の質の向上および医療連携を推進するための支援を

積極的に行い、がん学術セミナーを開催する。郡市医師会や各医会における医学・医術の発

展・普及をはかるため、これらが主催する学術講演会・研修会の開催を助成支援する。加え

て、富山県医師会員による基礎・臨床・社会医学研究を広く促進するための助成支援を行う

とともに、「医報とやま」や富山県医学会において研究成果の発表の場を提供する。 

富山県医学会を勤務医部会と共同で開催し、より充実した学術集会とするとともに、医師

のみならず医療関係者全体の研鑚の場となるように努める。 

 

８．新専門医制度 

新たな専門医制度の実施から 3年目となるが、当初から指摘されている問題点の

解決はまだ道半ばである。最大の問題は、医師の都市部集中と診療科間の偏在がこ

の新制度によりさらに助長されること、これにより地域医療が崩壊することへの危

惧である。また新制度において女性医師のキャリアには一定の配慮がなされてはい

るが、これが順調に運用され機能するかについても見守る必要がある。富山県では、

初年度（平成 30年度）は 54名の専攻医採用、令和元年度は 52名（内科 17名、外

科 7名、小児科 5名、産婦人科と眼科が各 4名など）の専攻医採用実績であった。



 

医師偏在指標が全国 31位（厚労省、2019年）の本県医療の将来を考えれば、不十

分な採用数と言わざるをえない。 

専門医機構は上記の問題点に対して、令和 2年度の採用者から、厚労省の試算し

た「都道府県別・診療科別必要医師数」をベースにしたシーリング（採用数上限）

設定を導入した。今回の厚労省の試算では将来、富山県で内科医・外科医が大きく

不足することが示されている。これらの診療科への「地域・特別枠」の活用を含め、

専攻医の地域間・診療科間の偏在問題への一層の取り組みを、行政にも求めたい。

新専門医制度の地域医療への影響と対策については、本制度にかかる「富山県地域

協議会」の役割が重視される。富山県医師会は県厚生行政などとの協力のもとに、

専門医制度の適正な施行と医師偏在による地方での医療崩壊を招くことがないよ

う関係機関等との綿密な協議を行い、その役割を発揮していく。 

 

９．在宅医療の推進および介護への対応 

富山県在宅医療支援センターの活動を継続していく。在宅医療に関わる医師の増加を目指

し、新規開業医や在宅医療を始めようとされる医師を対象とした研修会や訪問診療の同行見

学を継続して開催していく。また、在宅医療の質の向上を目指して、重要なテーマや問題点

を取り上げ講演会を企画していく。在宅医療はかかりつけ医機能の一部であり、日本医師会

の定めるかかりつけ医機能研修、在宅医療実務者研修等で機能強化を目指していく。また、

在宅医療に欠かせない多職種協働もかかりつけ医の重要な役割であり、多職種協働に加わる

医師の増加を推進していく。 

在宅医療の質の向上には臓器別専門医や歯科との連携も重要である。様々な診療科と連携

することで専門的な立場での対処が可能であり在宅における患者さんの QOLの向上にも寄与

できる。医科歯科連携や診療科間の連携が進むよう関与していく。 

各郡市医師会で在宅医療に関する講演会や研修会が活発に行われており、富山県在宅医療

支援センターホームページ上や「医報とやま」の紙面上で案内してきたがまだ不十分である。

在宅医療に関する情報発信を充実させていきたい。 

介護保険制度は在宅医療において欠かすことが出来ない制度になっている。制度の理解と

適切な介護認定・給付がされるよう、各医療圏において主治医研修会を継続して開催し、医

療機関に必要な介護保険の知識の普及に努めていく。認知症対策においては初期集中支援チ

ームの構築に必要な認知症サポート医の養成とフォローアップ研修を今後も推進していく。

また、かかりつけ医や病院勤務者への研修会を通じて認知症の理解と対応を強化して、認知

症になっても住み慣れた地域で生活していけるように支援していく。 

 

10．勤務医部会活動の推進による医師会活動の活性化 

勤務医の働き方改革が叫ばれて 2024年には現実に実行されることとなった。勤務医の時間

外勤務においては地域医療と救急体制の維持との相反する課題である。しかしながら勤務医



 

の健康を守り就労環境整備こそ持続できる病院つくりであり、地域の 2次・3次救急医療を

守ることとなる。時間外勤務の規制が救急医療、地域医療の妨げとならぬように勤務医委員

会を通してさらなる問題点を見つめていく方針である。以前は、勤務医委員会は医長、部長

以上の先生方で構成していたが、一番現場で頑張っている若手医師の方々に若手医師委員会

を年 2回開き現場の問題点を出し合っていただき、若手医師のみならず女性医師を含めた勤

務医の就労環境整備に努めたい。併せて若手医師の医師会入会が少ない現実を見据えて、こ

れからの先生方に医師会活動に参加しやすい環境整備、勧誘に向けて取り組んでいきたい。 

 

11．自殺予防および精神保健・障がい者福祉医療向上への取り組み 

富山県内では毎年 200人近い自殺者がいる。自殺者数は前年よりも減少しているものの、

今後も継続的な自殺予防対策が必要である。富山県で特徴的な男性若年者と女性高齢者の世

代に応じた予防介入を考えていきたい。 

平成 28 年施行の障がい者差別解消法の同日より、富山県では「障がいのある人の人権を

尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が施行されている。今後ますます障

がい者の社会参加の推進を図る。また、地域包括ケアの枠組みの中に障がい者援助も入って

いることを周知し、他職種連携の場を広げていく。 

 

12．男女共同参画の推進 

医師の働き方改革の施行を 4年後に控え、多様な働き方を推進せざるを得ない時期に来て

いる。短時間勤務は補助的業務というわけではなく、多様な働き方を組み合わせ、個々が最

大限の能力を発揮できるような組織を作ることが、育児介護による制約や性別によるキャリ

アのロスを防ぐことにつながる。勤務医部会、富山大学病院、公立・公的病院などの研修病

院、行政等とより一層連携強化を図り、女性医師等支援相談窓口、病院巡回相談、講演会等

を継続し、女性医師が将来的に指導的立場や意思決定の立場で活躍できるよう支援を続け、

女性医師のキャリア形成の向上を目指す。 

医師会組織においても多様性を推進する視点から女性の参画をより一層推進するために、

会内委員会での女性医師の積極的な委員就任を促し、人材の発掘にも取り組みたい。 

また、女性医師のみではなく医師全体のワークライフバランスの推進、健康に医師を続け

ていくために必要な勤務環境の整備や改善を目指した幅広い活動を続けたい。大学病院や基

幹病院との連携を図り、イクボス推進、勤務環境改善について積極的に情報発信していきた

い。 

 

13．富山県における臨床研修医対策 

富山県の令和元年度の初期臨床研修医マッチング結果は、総募集定員 114名に対してマッ

チ者数 79名（マッチ率 69%）であった（前年度は 80名）。マッチ者数が多いのは、富山大学

附属病院 21名、県立中央病院 15名、厚生連高岡病院 10名などの研修病院である。黒部市民



 

病院、富山県済生会高岡病院、厚生連高岡病院では、募集定員がマッチ者で全員埋まる「フ

ルマッチ」を達成している。平成 28 年度以降の県内マッチ者数は 73〜80名で推移してい

る。北陸地方のマッチ率は、石川県 70%、福井県 46%と全国のマッチ率 81%に比し低い。これ

は、初期研修医の都市部プログラムへの偏在を反映している。 

富山県医師会は、郡市医師会、富山大学医師会、臨床研修病院と連携を保ちながら、「臨床

研修医に優しい富山」をアピールし、富山に残って地域医療の活性化を担う医師や、医学研

究を続けて富山から世界へ新しい情報を発信する医師など、富山県にとって貴重な人材を確

保すべく、積極的に研修医の支援活動を行うとともに、臨床研修医が医師会活動に参加しや

すい環境を整備する。卒後医師臨床研修の推進は責務と考え、求められる場の提供をはじめ

研修への支援を惜しまず、引き続き富山県研修医会への助成を行う。 

 

14．富山県医学会 

富山県医師会は学術団体である証としての富山県医学会のさらなる充実を目指して、来る

第 75回富山県医学会に向けて準備を行う。馬瀬会長のオール富山における病診連携、病病連

携において顔の見える関係を築くために学会形式として取り組み、今回で第 7回目の開催で

ある。今年度は新たな取り組みとしてシンポジウムと題して病診連携をテーマに開業医の先

生方と地域中核病院との連携についてテーマを絞ってのディスカッションを考えている。 

富山県医学会は現在多くの先生方、医療機関のメディカルスタッフの方々に認知され多く

の演題が集まるようになった。特に若手医師やメディカルスタッフの方々のポスター発表に

おいてはアワードをつけて日々の成果を競っていただくことで富山県全体の医療水準の底上

げにもつながっており引き続き行っていく所存である。 

また本医学会のランチョンセミナーにおいて専門医取得、並びに専門医の継続に必要な医

療倫理、医療安全、感染防止の共通単位が取得できる点でも地元にいて必修研修単位が取得

できることが会員のみならず若手医師の方にも魅力あるものと考えている。 

 

15．地域保健・健康教育の推進、禁煙活動の推進 

平均寿命ではなく健康寿命を伸ばすことが皆の願うところである。この健康寿命を伸ばす

ために、脳血管障害、循環器疾患、精神疾患、運動機疾患等に対する健康教育を行なってい

く。 

また、健康増進法の改正により、令和 1年７月から、病院や学校、児童福祉施設、行政機

関などが敷地内禁煙となり、令和２年４月からは、原則、飲食店やオフィス・事業所などで

も屋内禁煙となる。ますますの禁煙教育・知識を広げていきたい。 

 

 

 

 



 

16．医療制度改革、地域医療構想への取り組み  

医療と福祉は少子高齢化の進行と財政の悪化により、コスト削減を目的とする強い圧力に

さらされている。国民皆保険制度は国民に良質な医療を平等に提供する優れた制度であり、

そのような厳しい環境にあっても、その堅持に向けて日本医師会とともに活動を続ける。 

国の政策として地域医療構想が強力に進められようとしている。その構想においては地域

の実情と特性を十分に反映し、 県民の医療介護と福祉を阻害することのないように、注視す

るとともに自分たちの意見を反映していきたい。 

 

17．社会保険の適正な運用 

今年度は診療報酬改定があった直後でありいろいろな問題点が出てくることが予想される。

それら診療報酬上の問題点について各郡市医師会を通じて提出していただき、中部 7県の社

会保険特別委員会おいて検討議題とする予定である。先生方からは躊躇することなく意見を

出していただければ幸いである。また、医療保険における変更、新規医薬品の保険収載等新

たな情報をいち早く会員の先生方に知らせるべく『医報とやま』、県医師会ホームページ、郡

市医師会長の先生方にはファックスを通じて情報提供して行く所存である。 

個別指導においては、指導される医療機関が臆することなく医療指導官に意見を述べられ

るよう立ち合い側としても配慮したい。単なる高点数による個別指導に対しての改善、個別

指導における各科専門医師の配置等を求めるよう年 2回の富山事務所との懇談会において引

き続き申し入れていく予定である。 

 

18．母体保護法指定医師の指定及び研修 

公益社団法人富山県医師会は、母体保護法指定医師の資格を付与する権限を持つ。引き続

き生命倫理に基づいた安全で適切な医療を提供できるよう、技能及び人格を見極めて母体保

護法指定医師の指定を行う。また、適正な母体保護法の運用がなされるよう、指定医を対象

とした生命倫理、母体保護法の趣旨と運用、医療安全・救急処置に関する母体保護法指定医

師研修を行う。 

 

19．死体検案研修会 

東日本大震災時に検案医師の不足が問題になった。近い将来起こると言われている東南海

地震を考えると、検案・検視の基礎的知識を啓発していく研修会を富山県医師会として開催

したい。 

また、研修医を含めた全ての医師に、死亡診断書・死体検案書の書き方を知らせる研修会

を開催したい。 

 

20．広報活動の推進、広報誌の発行 

ＩＴ環境が不十分な会員の利便は確保しつつ、ホームページやたてやま通信の有効利用を



 

さらに進める。即時性、検索機能、双方向性でＩＴが優れている一方、医師会報にも読み物

としての意義があり、会員の役に立つよう充実したい。また、医師会活動を県民に広く理解

してもらうために、市民講座など対外的広報活動に力を注ぐ。 

2 週に 1 回広報誌「医報とやま」を発行し、医師会活動の報告、医療情報や研修会等に関

する情報を速やかに共有できるようにする。また、会員による執筆原稿や写真等の投稿を募

り、会員相互の親睦を図り、医療連携に役立てる。 

会員からの投稿は会員相互の親睦の点で大変に役に立っていると思われる。 

 

21．特定健診等公衆衛生の向上への取り組み 

令和 2年度から後期高齢者健診が変更になり、フレイル対策を意識した問診票への変更や

血清クレアチニン測定が追加される。特定健診・後期高齢者健診は富山市医師会、高岡市医

師会の協力により実施しているが、混乱なく継続でき過度の負担が生じないよう保険者との

協議を行い要望を伝えていく。 

県全体の特定健診・特定保健指導の受診率は全国平均を上回っているが、目標値に達して

いる市町村はごく一部である。受診率の向上を目指して、生活習慣病の予防など地域住民の

健康確保のためにも引き続き積極的に関与していく。 

特定健診の結果をもとに糖尿病性腎症重症化予防が始まっている。腎症予防の講演会等を

企画して実地臨床をになう会員の理解を深めるとともに、実践に関して県や保険者と相談し

ていく。 

 

22．学校心臓検診事業の実施 

学校心臓検診を継続して実施し、その内容の検証と事業の質の向上に努めたい。検診のデ

ジタル化を全県下で継続して一次検診の迅速な判定につなげる。また、常に自動判定ソフト

のロジックを検討して検診精度の向上に努める。 

小児生活習慣病予防検診の県内での実施率の高さは他県に類を見ないものであり、全県へ

の平準化が喫緊の要請である。より精度の高い学校心臓検診の推進と小児生活習慣病予防検

診の発展に努める。 

令和 3年 2月に若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会が富山市で開かれる。富山市医

師会と協力して成功させるとともに、富山県での学校心臓検診、小児生活習慣病予防検診の

取り組みを紹介したい。 

 

23．産業保健・健康スポーツの推進 

少子化・人手不足を背景として、政府の主導のもとに働き方改革が進められている。その

中でも実効性のある産業保健の推進、および産業医の資質向上が重要な課題となっている。

産業医の認定と更新に必要な研修を行い資質の向上をはかる。また、ストレスチェック制度



 

や両立支援、長時間労働対策などの新しい労働政策についても情報提供と研修の機会を増や

したい。 スポーツにより生涯にわたる健康増進を推進するよう働きかけたい。。 

 

24．脳卒中情報システム事業 

日本人の死亡原因として現在脳卒中は、がん・心疾患・肺炎についで第 4位であり、患者

数は約 150万人といわれ、毎年約 25万人以上が新たに発症している。脳卒中の危険因子の一

つは年齢であり少子高齢化が進み既往のある患者は増加していく計算である。2025年には年

間 30万人、2050 年以降も 30 万人を超すと予想されており、医療費は約 1兆 7820億円にも

のぼる。様々な後遺症を抱える事により認知症をはじめ寝たきりになる最大の原因が脳卒中

であり、要介護要因の第 1位になっている。当事業は急性期の患者の発症や診療状況を把握

し発症予防や早期治療について対策計画し、回復期、維持期の診療実態に関しても情報内容

を収集して各期の情報が得られるように再発予防や予防から社会復帰までの対策・計画・評

価に役立てるよう医療機関にフィードバックしていく事業である。 

 

25．感染症対策および環境保健の向上 

すべての医療機関で、院内感染、新興感染症などに対する危機管理を行うことができるよ

うに研修を行う。麻疹は初期対応が重要であるが、2015年 3月に排除宣言がなされた以降も

国外からの輸入麻疹による小規模な流行が散見される。感染拡大防止のための速やかな発生

届の提出、行政や医療機関との連携がなされるよう調整、周知をはかりたい。抗体価の低下

が危惧される麻しん風しんワクチン１回接種世代への追加接種の啓発を行いたい。 

スギ花粉の飛散状況の把握を行い、これらの情報を従来の方法に加え、ホームページを介

してインターネット等にて県民が県内各地の飛散状況をリアルタイムに把握できるようにす

ることにより、健康増進に役立てる。また、患者動向調査を行う。 

2015―2016年で全国で348人がムンプス難聴になり278人が高度以上の難聴であった。ムン

プスワクチンは定期接種されておらずこれが流行性耳下腺炎の原因と思われている。啓蒙と

予防接種への理解が必要である。 

 
26．治験事業の推進 

医療上必要な医薬品及び医療機器の開発を支援し、県民の保健や医療の向上に貢献する。 

本会治験審査委員会を共同 IRBとして機能させ、県内医療機関が実施する治験を支援する。 

 

27．医療を担う人材の確保・育成・資質の向上 

医師会立看護学校および医療秘書学院における医療従事者の育成を支援する。 

看護師と准看護師は共に地域医療を担う診療所、病院などにとり大切な存在であるが不足

している現状には変わりがないのでこの点を改善する必要がある。さらに医療の進歩に伴い

新しい知識の習得もますます必要となるのでこの点支援する必要がある。 



 

28．共同利用施設・臨床検査精度管理事業 

会員の日常診療に限らず特定健診をはじめ、がん検診など健康増進のための公益事業の推

進の根幹である精度の高い臨床検査施設の維持管理に努める。目的推進のためのツールとし

て IT化の整備普及に努め、診療支援の検査センターと診療所の連携にとどまらず、病院と診

療所さらには診・診あるいは病・病連携の絆を育む事業として発展的に活動する。 

郡市医師会の運営する臨床検査センターは、現状では特化した公的検診と一般会員からの

受注を経営基盤としてきたが、点数の逓減や検査項目の多様化、民間検査センターの台頭等

でいずれ収支の悪化を招きかねない。各センターの実情とニーズに即した支援を継続したい。 

 

29．労災・自賠責対策 

労災医療に関係する講演会を開催し、スキル向上に努める。 

交通事故における損害保険会社との意思疎通を図り、医療機関と損害保険会社との齟齬を

減らしたい。 

 

30．病院・有床診対策事業 

地域医療ビジョン策定に向け、平成 26年度から病床機能報告制度が開始された。病院、有

床診の病床は地域医療にとって不可欠の重要な基盤であるが、強引な政策によってこれが削

減されたり、改変させられたりすれば、各医療機関の経営基盤が揺るぎかねない。 

中小病院シンポジウムや富山県有床診療所協議会の運営を通じて、県内の医療ニーズと各

医療機関の要望を踏まえながら、持続可能で安定した医療サービスを提供できるよう、政策

提言を行なう。 

 

31．医師会の将来と会館建設 

勤務医を含めた組織率の向上は医師会の大きな課題である。医師会の地域医療に果た

してきた役割についての理解を得る努力をさらに進めるとともに、医療の専門家集団と

しての医師会の役割を広く理解してもらい、勤務医・開業医の区別なく医療の抱える問

題の解決を図りたい。富山県で働くすべての医師と医師会が一体となって、地域の医療

や福祉の向上と働きやすい環境のため活動を行う。 

昨年 10月に新会館建設用地を取得した。今後、地域医療や医師会活動の拠点としての

新しい富山県医師会館の建設について、会員の理解を得ながら具体的な検討を進める。  


