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2021年度富山県医師会事業計画の件 

 

 

一昨年末、中国武漢から始まった新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延し、昨年は日本

においても猛威を振るい、未だ克服するに至っておりません。この間、県医師会は国や県から

の要望に応じて地域外来・検査センターの設置運用や軽症者宿泊療養施設への対応など郡市医

師会とともに活動してまいりました。しかし、昨年末からの第 3波の勢いは激しく、主に大都

会では医療崩壊の危険が迫っています。そこで国は罹患者の早期発見を促進するため PCR検査

を身近な‘かかりつけ医’でも受けられるように「診療・検査医療機関」の登録を求めてきま

した。危険を伴う業務にもかかわらず、約 240の会員からの申請がありました。新型コロナウ

イルス感染症との戦いはまだ続くと考え、油断なく緊張感を保って準備していかなければなり

ません。このような状況の中でも在宅医療を中心とする地域包括ケアシステムも推進していか

ねばなりません。また、近い将来に発生すると予測されている地震や噴火などの巨大災害に対

する備えも忘れることはできません。医療介護をはじめとする社会保障制度はこれからも守

り、そのうえで新型コロナウイルス感染症とも戦わねばなりません。今まで経済効率を目的と

して推進されてきた地域医療構想も、感染症や災害医療の視点から再検討が必要でしょう。 

我々にとって医師という職業は天職であり、日本医師会綱領に謳われているように、その使

命をよく自覚し、また自負しています。命の選別を強いられる事態にならないために努力せね

ばなりません。限られた財源の中であっても、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、これからも様々の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．新型コロナウイルス感染症への対応 

COVID-19の感染拡大状況は時々刻々と変わり、迅速な対応が求められる。日本医師会や国

からの情報提供を速やかに会員に行い、COVID-19に関する講習会を随時開催していく。会員

の疑問に答え、安心して医療に取り組めるようサポートしたい。変化する状況に応じて、日

本医師会や県行政と連携し必要なシステム構築を行なっていく。有識者からの意見を参考

に、現場の状況を踏まえ行政に対する提案や要望を行なっていきたい。今後行われる COVID-

19ワクチン接種体制の構築にも関与する。 

 

２．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 

富山県は昨年度の自殺者増加率が国内で一番多くなった。新型コロナウイルス感染症に伴

う様々な社会的・経済的影響によるところがあることが推察される。自死に至ったひとたち

が、どのような要因により追い込まれていったのかを分析する心理学的剖検の実施を求めた

い。その上で、精神科医療機関のみならず、ハローワークや市役所などと連携し、ひとりで

も多くの県民が自死に追い込まれることのないようにしていきたい。 

社会的・経済的な動揺はとくに精神・知的・身体の障がいをもついわゆる社会的弱者にお

いて、影響が甚大である。たとえば新型コロナウイルス感染対策で「外泊ができなくなっ

た」だけで、暴力や虐待の増加が生じている。これらの実態を調査し、対策を講じることを

求めたい。 

 

３．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。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。 

医療的ケアをはじめ支援を必要とする児者の災害対応については、2020年に作成したマニ

ュアルに基づいて個別支援計画を立て、実際の避難に際しての問題点を抽出し、改善できる

よう取り組みたい。 

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、コロナ禍における避難所のあり方についても検討していきたい。 

 

４．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。 

 

５．医師の働き方改革 

働き方関連法案は 2019年 4月から施行されたが、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ている。2020年 12月 23日、厚生労

働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」が中間取りまとめを公表した。この中で

(1)複数医療機関に勤務する医師に係る取扱い、（2）評価機能に係る枠組み、などが取りま

とめられている。（1）については、地域医療提供体制の維持のため、大学や基幹病院からの

医師派遣は極めて重要であり、コロナ禍の状況ではあるが、兼業・副業を妨げることのない

よう、医師派遣機能はしっかりと維持する必要がある。派遣については地域での役割に十分

留意すべきであり、大学病院に限らず一般病院でも同じであり、労働時間短縮のための派遣

の見直しは慎重にすることが求められる。（2）については、医師の健康と地域医療提供体制

の双方の状況を踏まえ、適切に都道府県が指定を行える枠組みが示された。 

今回の取りまとめで「地域医療提供体制が医師の複数医療機関に勤務することで成り立っ

ていることから、派遣先の医療機関が医師派遣の縮小等により診療体制の維持が困難となる

ような場合、地域医療支援センターや医療勤務環境改善支援センター等に報告・相談し対策

を講じる仕組みを設ける」とされており、更なるセンター事業の改革のための予算措置が必

要となる。地域医療の崩壊を招かないためには、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。 

 

６．新型コロナ渦の中での勤務医の働き方改革と若手医師への医師会活動参加・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。勤務医の時間外勤務にお

いては地域医療と救急医療体制の維持との相反する課題である。昨年度は新型コロナに翻弄

され地域の基幹病院ではその対応に追われ勤務医の働き方改革そのものが危ぶまれた状態で

あった。勤務医は地域の救急医療のみならず新型コロナ感染患者、発熱外来患者にと休む間

もなく勤務を強いられており、この新型コロナ渦の中で真の働き方改革を見つけ出さなけれ

ばならない。県医師会は勤務医部会とともに真の働き方改革に向けて進んでいく。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。 

 

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。 

死亡原因第 1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。また、脳卒中・循環器病対策基本法に基づ



 

き令和 2年 10月に決定された「循環器病対策推進基本計画」に沿って、死亡原因第 2位の

循環器病の予防等に関する知識の普及啓発等の施策に協力していく。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・社会医学等の将来性に富む重

要な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

のみならず県内の医療、介護、福祉等に携わる全ての方々の研鑚の場となるように企画す

る。 

 

８．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。富山県においては 2020年度より予防接種法

に基づく市町村による対象者への個別通知が再開されているが、引き続き正しい情報提供お

よび有害事象に関する診療体制の強化を推進し、啓発等による接種率向上に取り組む。また

情報提供がなされず接種機会を失った 2000年 4月～2004年 3月生まれの女性について、キ

ャッチアップ接種の公費助成が行われるよう働きかけていく。 

 

９．在宅医療の推進および介護への対応 

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制度への受講を勧め、

機能強化を目指していく。地域のリーダーとして多職種協働に加わる医師の増加を目指し、

地域包括ケアの確立と推進に協力していく。 

介護保険制度は在宅医療において不可欠である。本制度の理解と適切な介護認定・給付が

行われるよう、各医療圏において主治医研修会を継続して開催していく。認知症対策におい

ては認知症サポート医の養成と認知症対応力向上研修を今後も開催し、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．母子小児保健・成育医療の推進 

成育基本法が成立した。胎児期から小児・思春期を経て成年期に至る成育過程の全ての段

階での健康増進、周産期医療、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。 

医療的ケアなど支援を必要とする子どもたちが増えている。在宅医療を行っている小児に

ついて実態把握を行うとともに、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。 

COVID-19流行拡大に伴い学校保健の現場は大きな影響を受けている。徐々に明確になって

きている事実に基づき、また今後も変わりゆく状況に応じて、子どもたちの日常生活が安心

して送れるように医療の専門家の立場から学校に対する提言を行なう。 

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。 

 

11．医療事故調査制度への取り組み 

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。死亡事例に対する医療事故調査委員会の開催は次第に増え、医療事故調査の理解と関心

が深まってきていると考えられる。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。 

北陸 3県医師会で本制度にかかる協議会を開催し、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る。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。 

 

12．医療安全の向上への取り組みと医事紛争対策 

富山県医師会において、県の補助を受けて医療の全職種を対象とした医療安全研修会を行

っている。医療を取り巻く状況に応じたテーマで医療安全研修会を行うとともに、医療安全

向上のために啓発と情報提供を行っていきたい。医事紛争について顧問弁護士等と協力し、

医療環境や医療機関の実情を考慮し、医療水準に沿った適切な解決を図る。 

 

13．新専門医制度 

新たな専門医制度の実施から 4年目となるが、医師の都市部集中と診療科間の偏在の問題

はまだ解決されておらず、これにより地域医療の崩壊が危惧される。また新制度において女

性医師等を中心とした多様なキャリア形成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。富山県における令和 2年度の専攻医採



 

用実績は 52名（内科 15名、外科 8名、小児科 3名、産婦人科 7名、麻酔科 6名、総合診療

4名など）であった。人口 10万人あたりの医師数は全国を上回っているが、医師偏在指標が

全国 31位（厚労省、2019年）の本県において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。 

そこで、「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きたい。 

 

14．男女共同参画の推進 

医師の働き方改革の施行を 3年後に控え、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、医療安全につながる。勤務医部会、富山大学附属

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。 

 

15．富山県における臨床研修医対策 

富山県の令和 2年度の初期臨床研修医マッチング結果は、総募集定員 113名に対してマッ

チ者数 80名（マッチ率 71%）であり、過去 2番目の多さであった（前年度は 79名）。マッ

チ者数が多い研修病院は、富山大学附属病院 28名、県立中央病院 13名、厚生連高岡病院 8

名などである。富山県済生会高岡病院、富山赤十字病院では、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（富山県済生会高岡病院は昨年も達成）。平成 28 年度

以降の県内マッチ者数は 73〜82名で推移している。北陸地方のマッチ率を見ると富山県は

71％と、石川県 61%、福井県 61%よりも高いが、全国のマッチ率 81%に比して低い。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

め研修への支援を引き続き行う。 

 

16．富山県医学会の開催 



 

昨年度は新型コロナによる感染拡大を避け不本意ながら無期延期となった。今年度は県医

師会が学術団体である証としての富山県医学会をコロナ渦にあっても現地および Hybridと

して同時開催を目指したい。昨年度発表できなかった演題を含め今年度新たな発表を含め富

山県におけるすべての医療従事者の医療関係における発表、研究の場としたい。また現地に

おいては蜜を避けてソーシャルディスタンスを十分に確保して旧知の先生方との親交を深め

る場となるよう準備をしたい。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回目の開催となる。 

富山県医学会は若手医師やメディカルスタッフの方々の研究発表の場としても位置付けら

れ、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は専門医取得、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

取得できることで先生方の参加を促したい。 

 

17．地域保健・健康教育の推進、禁煙活動の推進 

昨年度の健康増進法施行により屋内での喫煙が全面的に禁止されており、望まない受動喫

煙を防止することの重要性は多くの県民に浸透してきたものと考える。 

県民の健康寿命を伸ばすために、引き続き健康教育を推進していきたい。 

 

18．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、絶えず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、その制度と質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が、新型コロナウイルス感

染症の蔓延により、その構想が実情と乖離していることが明確になりつつある。今後、県民

の医療介護福祉を阻害することのないように提言していきたい。 

 

19．社会保険の適正な運用 

昨年度は新型コロナの影響で診療報酬改定説明会の中止を余儀なくされた。集団個別指導

等も中止となった。その中で新規個別指導、個別指導はほぼ予定どおりに行われた。県医師

会としては厚生局に対して高点数による個別指導の選定に関して、実施率が中部 7県の中で

突出して高い点など、引き続き問題点の改善を申し入れていく。さらに今年度は次期診療報

酬改定における要望、新型コロナにおける診療上の問題点、要望等を各郡市医師会を通して

吸い上げ中部 7県の社会保険特別委員会に提案していく次第である。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、東海北陸厚生局富山事務所との年２



 

回（昨年度は１回のみ）の会合における内容についても、早々に『医報とやま』に掲載して

会員の先生方にいち早く情報を提供し、また新規医薬品の保険収載等新たな情報は『医報と

やま』、県医師会ホームページを通して会員の先生方に周知する所存である。 

 

20．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。母体保

護法が定める「母体の生命と健康を守ること」を最大の目的とし、リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツの視点に基づいた運用ができるよう、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。 

 

21．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。 

 

22．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。 

 

23．特定健診等公衆衛生の向上への取り組み 

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。後期高齢者健診においても受診率はいくつかの市町村で目標

値を下回っている。生活習慣病やフレイルの予防のため、健診受診率の向上を目指して郡市

医師会と協力していく。 

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、

検査項目や問診票の変更などによりその都度システムの改修を依頼している。健診を実施す



 

る医療機関が混乱なく健診を実施でき、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。 

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り、後期高齢者へも拡大されてい

る。また糖尿病だけでなく、高血圧症等循環器疾患への介入も始まっている。しかし、対象

者への説明や保健指導依頼など医師の負担が年々増えており、医療機関は無償で依頼に対応

してきた。医療機関の負担の軽減や文書料などに当たる報酬を求めて、県や保険者と協議し

ていく。 

 

24．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

タル化を全県下で統一し、一次検診の精度を向上させたい。特に院外心停止事例について一次

救命体制と心臓検診制度の両面から検証を行って学校現場へフィードバックできる体制を確

立させたい。 

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。より精度の高い小児生活習慣病予防検診の発展に努める。 

新型コロナウイルス感染症拡大のため開催を延期した若年者心疾患・生活習慣病対策協議

会総会を令和 4 年 2 月に富山市で開催する予定で準備を進めている。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。 

 

25．産業保健・健康スポーツの推進 

日本医師会は全国の医師会における産業医の組織化を推進している。富山県医師会におい

ても、郡市医師会と協力し産業医の組織化を検討する。また、実効性のある産業保健の推進

のために、産業医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労働政策についても情報提供と研修をすすめる。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。 

 

26．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受診・診療状

況および回復期、維持期の診療実態に関するデータ解析を詳細に行い、どのような取り組み

が治療や回復に必要なのか医療機関へフィードバックしていく。また、再発予防から早期治



 

療・社会復帰までの行動や対策について県民への啓発活動にも積極的に取り組みたい。 

27．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。特にコロナ禍において、引き続き正しい感染対策を行い、感染を回避でき

るよう、常に情報をアップデートし啓発活動を継続していく。本年度は、新型コロナワクチ

ン接種という大きな役割があり、コロナ収束にむけて円滑に接種できるよう、一丸となって

体制を整えていく。 

また、麻疹、風疹対策が引き続き重要である。現在はコロナ禍で国外との往来が少ない

が、国外から持ち込まれる麻疹による小規模な流行が散見されていたため、引き続き感染拡

大防止に努める。速やかに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、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ってい

く。 

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。 

 
28．「医療保険オンライン資格確認事業」の周知ならびに推進 

医療保険のオンライン資格確認が令和 3年 3月より開始される。マイナンバーカード利活

用の主力事業として厚労省ならびに日本医師会は、本事業の推進に積極的である。しかしな

がら、マイナンバーカードの普及率は 16％程度と低迷しているため、本制度が定着するに

は、かなり時間を要するものと思われる。また、医療機関においては、期限付きの補助金制

度があるものの、追加の人的および経済的負担が不可避である。県医師会としては、「医報

とやま」やホームページを媒介として、正確な情報を迅速に会員の先生方に伝達し、本事業

の推進に協力したい。 

 

29．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。 

 

30．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していきたい。看

護師と准看護師は共に地域医療を担う診療所、病院、介護施設などにとって需要な存在であ

るが不足している。さらに医療の進歩に伴い新しい知識の習得も必要であり、研修の機会を



 

増やす。 

31．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。 

 

32．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。 

 

33．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。 

 

34．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。また、富山県で働く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

い環境改善のために活動する。 

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準備段階にあ

る。郡市医師会や会員の理解を得ながら会館建設をすすめる。  

 


