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       富山県医師会 



 

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 

平成 30年 12月 1日現在の会員数は 1,644名で、前年比

は下表のとおり。 

Ａ    707名（ 4名増） 

Ｂ1・B2a・B2b・Ｂ3  844名（20名増） 

Ｃ     93名（ 1名減） 

   計  1,644名 

 

郡市名 
30 

年度 

29 

年度 
増減 郡市名 

30 

年度 

29 

年度 
増減 

下新川郡 86 88 -2 氷見市 44 46 -2 

魚津市 64 66 -2 砺 波 83 84 -1 

滑川市 49 50 -1 南砺市 42 41 +1 

中新川郡 41 40 +1 小矢部市 33 31 +2 

富山市 772 752 +20     

射水市 104 99 +5     

高岡市 326 324 +2 合計 1644 1621 +23 

 

１．会員の逝去 

平成 30年 4月 1日から平成 31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 

阿部 利夫 富山市 H30.4.17 95 

八木 真悟 富山市 H30.4.29 58 

林  隆一 富山市 H30.5.10 77 

山之内菊香 南砺市 H30.5.24 60 

村上 是正 富山市 H30.6.6 87 

出口 國夫 富山市 H30.7.9 90 

西田 信義 富山市 H30.7.12 87 

田中 孝之 富山市 H30.7.28 92 

田中  功 高岡市 H30.9.13 62 

安村 昭芳 富山市 H30.9.20 82 

松井 一信 富山市 H30.9.27 89 

杉下 尚康 砺 波 H30.10.6 65 

塚本 利政 高岡市 H30.10.16 100 

髙橋 卓朗 砺 波 H30.10.25 78 

北川 和久 富山市 H30.10.27 71 

前田 昭治 富山市 H30.12.13 91 

小林  正 高岡市 H30.12.13 77 

高野 徹雄 富山市 H31.2.25 93 

米澤 森三 中新川郡 H31.3.5 100 

以上 19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、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 

公立病院や大学の協力を得て、研修医の会議等で医師会

や医療を取り巻く社会情勢、日本医師会医賠責保険・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。 

・平成 31年 2月 9日(土)午後 6時 富山県研修医大会 

・平成 31年 3月 27日(水)午後 1時 30分 

富山大学附属病院臨床研修医研修 

１．理事会について 

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．常任理事会について 

原則として第3月曜の午後7時30分から開催。10回開催。 

１．代議員会について 

第 196回定例代議員会 

日時 6月 28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 平成 29年度富山県医師会事業報告の件 

   平成 30年度富山県医師会会費減免申請の件 

議事①平成 29年度富山県医師会決算の件 

第 197回臨時代議員会 

日時 平成 31年 1月 17日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 4階・大会議室 

議事①富山県医師会館建設用地購入の件 

第 198回臨時代議員会 

日時 平成 31年 3月 28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①2019年度富山県医師会事業計画の件 

  ②2019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①2019年度富山県医師会会費賦課徴収の件 

１．県・郡市医師会協議会について 

第 1回 

日時 6月 6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 196回定例代議員会の提出案件について 

   ②会館建設計画の検討状況 

③郡市医師会との懇談会の開催 

④平成 30年度富山県総合防災訓練への参加協力 

（9月 2日実施） 

⑤医師資格証（日本医師会電子認証センター発行）

の普及 



 

⑥第 30回日本医学会総会 2019 中部の参加登録推進 

第 2回 

日時 平成 31年 3月 4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 198回臨時代議員会の提出案件について 

②会費改定の検討について 

③会館建設用地取得の状況について 

④10連休等の長期連休における休日加算等の取扱

いについて 

⑤風しんの追加的対応に係る対応について 

１．郡市医師会と県医師会との懇談会について 

郡市医師会へ出向き、県医師会から会館建設検討や医療

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

いて意見交換をした。何れも午後 7時 30分から開催。 

7月23日（月）下新川郡医師会 

7月30日（月）小矢部市医師会 

8月 6日（月）氷見市医師会 

9月 3日（月）魚津市医師会 

9月14日（金）南砺市医師会 

10月17日（水）砺波医師会 

10月31日（水）滑川市医師会 

11月 2日（金）高岡市医師会 

11月 5日（月）射水市医師会 

11月 9日（金）富山市医師会 

12月 3日（月）中新川郡医師会 

１．県厚生部との懇談会について 

日時 10月 2日（火）午後 7時 30分 

場所 高志会館 

議題①平成 30年度県厚生部の重要施策（県） 

  ②平成 31年度県政への要望（県医師会） 

１．三師会定期懇談会について 

日時 8月 24日（金）午後 7時 30分 

場所 富山電気ビルレストラン 

議事①オンライン診療の今後（県薬剤師会） 

②大規模災害時の JMAT活動（県医師会） 

③医療を取り巻く環境の変化（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につ

いて 

日時 6月7日（木）午後7時30分 

場所 富山県民会館 

議題①若い女性の子宮頸がん検診受診率の向上 

（特にクーポン検診） 

②学童期の突然死 

③3歳児健診に屈折検査を 

④新生児聴覚スクリーニング検査 

⑤平成30年度富山県予算に対する要望 

⑥質疑応答・フリートーキング 

 

 

  



委嘱団体 委員会名 委員名

富山県 性暴力被害ワンストップ支援センターとやま 協力医 馬瀬　大助

協力医 村上美也子

協力医 種部　恭子

協力医 道振　義治

協力医 若杉　聡美

協力医 吉本　裕子

協力医 嶋尾　　智

協力医 十二町　明

協力医 風間　泰蔵

第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会富山県実行委員会 委員 馬瀬　大助

地域医療構想アドバイザー 馬瀬　大助

地域医療推進対策協議会 委員 平野八州男

委員 長谷川　徹

委員 井川　晃彦

委員 河合　晃充

富山県アルコール健康障害対策関係者会議 委員 渡辺　多恵

富山県アレルギー疾患医療連絡協議会 委員 村上美也子

富山県医療審議会 委員 馬瀬　大助

委員 青山　圭一

委員 吉山　　泉

委員 藤田　　一

委員 藤井　正則

富山県医療対策協議会 委員 馬瀬　大助

委員 泉　　良平

委員 青山　圭一

委員 吉山　　泉

委員 藤田　　一

委員 藤井　正則

富山県衛生検査所 精度管理専門委員会 委員 長谷川　徹

富山県衛生検査所 倫理審査会専門委員会 委員 泉　　良平

富山県介護保険審査会 委員 炭谷　哲二

委員 井川　晃彦

委員 渡辺　多恵

富山県肝炎認定協議会 委員 荻野　英朗

富山県環境審議会 委員 村上美也子

富山県救急業務高度化推進協議会 委員 村上美也子

富山県献血推進協議会 委員 村上美也子

富山県健康寿命日本一推進会議 委員 馬瀬　大助

富山県公害審査会 委員 渡辺　多恵

富山県国民健康保険運営協議会 委員 村上美也子

委員 井川　晃彦

富山県国民健康保険審査会 委員 馬瀬　大助

富山県子育て支援・少子化対策県民会議基本計画策定部会 委員 村上美也子

富山県骨髄バンク推進連絡協議会 委員 泉　　良平

富山県ジェネリック医薬品使用促進協議会 委員 炭谷　哲二

富山県自殺対策推進協議会 委員 渡辺　多恵

富山県自立支援協議会重症心身障害・医療的ケア部会 委員 村上美也子

富山県社会福祉審議会 委員 種部　恭子

委員 馬瀬　大助

委員 橋本二美男

１．30年度中に本会から推薦した外部会議委員



富山県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 委員 馬瀬　大助

富山県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 委員 種部　恭子

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 石川　忠夫

委員 岩佐　芳夫

委員 長田　龍介

委員 彼谷　裕康

委員 川端　雅彦

委員 酒井　明人

委員 將積日出夫

委員 田近　栄司

委員 谷口　浩和

委員 鳥畠　康充

委員 橋本二美男

委員 長谷川　洋

委員 林　　　茂

委員 中野　正人

富山県准看護師試験委員会 委員 長谷川　徹

富山県地域包括ケアシステム推進会議 委員 馬瀬　大助

富山県地域リハビリテーション推進会議 委員 馬瀬　大助

富山県透析患者等発生予防推進事業連絡協議会 委員 井川　晃彦

富山県認知症疾患医療連携協議会 委員 渡辺　多恵

富山県防災会議、富山県国民保護協議会 委員 馬瀬　大助

富山県薬事審議会 委員 泉　　良平

富山県薬局・薬剤師健康創造拠点化推進協議会 委員 泉　　良平

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

平成30年度動物由来感染症情報分析検討会 委員 川端　雅彦

富山県教育委員会 平成30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

平成30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

平成30年度健康教育実践優良学校表彰検討委員会 委員 馬瀬　大助

委員 村上美也子

平成30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

富山県学校保健会 会長 馬瀬　大助

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

社会保険診療報酬支払基金富山支部 幹事 炭谷　哲二

とやま医療健康システム株式会社 取締役 馬瀬　大助

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

富山県看護教育振興会 理事 道振　義治

富山県看護協会 富山県ナースセンター事業運営委員会 委員 長谷川　徹

富山県後期高齢者医療広域連合 運営懇話会 委員 南里　泰弘

富山県公衆衛生学会 理事 長谷川　徹

富山県済生会 理事 村上美也子

富山県社会福祉協議会 富山県福祉サービス運営適正化委員会 委員 炭谷　哲二

富山県福祉人材確保対策会議 委員 渡辺　多恵

富山県立大学 経営審議会 委員 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

富山県民ボランティア総合支援センター 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

日本医師会 医師の働き方検討委員会 委員 泉　　良平

医療安全対策委員会 委員 種部　恭子

医療政策会議 委員 馬瀬　大助

救急災害医療対策委員会 委員 村上美也子

勤務医委員会 委員 泉　　良平

予防接種・感染症危機管理対策委員会 委員 村上美也子

全国医師会医療秘書学院 平成30年度 運営委員 村上美也子

常任委員 堀地　　肇



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 4日 中部医師会連合第 10回常任委員会  

13日 日本医師会勤務医委員会 泉副会長 

18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 

19日 日本医師会医師の働き方検討委員会 泉副会長 

21日 中部医師会連合第 11回常任委員会  

26日 第 8 回ワークショップ「会員の倫理・資質

向上をめざして」 

泉副会長 

5月 9日 中部医師会連合第 12回常任委員会  

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 

森田主任 

19日 都道府県医師会「警察医活動に協力する医

師の部会（仮称）」連絡協議会・学術大会 

道振理事 

26日 第 14回男女共同参画フォーラム（高知県） 泉副会長 

村上副会長 

渡辺理事 

30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 3日 横倉日医会長候補選挙対策本部事務所開き 馬瀬会長 

8日 都道府県医師会組織強化担当役職員連絡協

議会 

泉副会長 

森田主任 

  15日 都道府県医師会予防・健康づくり（公衆衛

生）担当理事連絡協議会（TV会議） 

長谷川常任理事 

大作課長補佐 

22日 中部医師会連合第 2回常任委員会懇談会  

23日 

24日 

第 142回日本医師会定例代議員会 

第 143回日本医師会臨時代議員会 

馬瀬会長 

泉副会長 

村上副会長 

了安事務局長 

7月 4日 第 1回外国人医療対策協議会 泉副会長 

 〃 中部医師会連合第 1回常任委員会  

5日 三重県勤務環境改善支援センター視察 泉副会長 

村上副会長 

野口主任 

7～8日 平成30年度都道府県災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ研修 鳥畠理事 

8月 4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 回広域災害・救急医療

特別委員会 

 

19日 中部医師会連合第 1回社会保険特別委員会  

 〃 中部医師会連合第 1回介護保険特別委員会  

24日 中部医師会連合第 1回事務局長連絡協議会  

25日 近畿・北陸 6県医師会長懇談会 馬瀬会長 

9月 5日 中部医師会連合第 3回常任委員会  

14日 日本医師会医師の働き方検討委員会 泉副会長 

16日 中部医師会連合第 2 回広域災害・救急医療  

特別委員会 

18日 第 1回都道府県医師会長協議会 馬瀬会長 

了安事務局長 

22日 全国医師会医療秘書学院第 1回常任委員会、

第 68回定例総会、第 1回運営委員会 

村上副会長 

23～24日 山岳医療に関する医師養成事業にかかる火

山災害医療研修会・山岳調査 

堀地常任理事 

24日 死体検案研修会（基礎） 道振理事 

10月 

3～4日 

第 62回社会保険指導者講習会 八田尚人先生 

淵澤千春先生 

南里常任理事 

河合理事 

3日 中部医師会連合第 4回常任委員会  

8日 中部医師会連合第 2回介護保険特別委員会  

10日 日本医師会勤務医委員会 泉副会長 

 〃 都道府県医師会医療情報システム担当理事

連絡協議会・同（TV会議） 

鳥畠理事 

長谷川常任理事 

竹野主事 

11日 第 40回産業保健活動推進全国会議 堀地常任理事 

 〃 日本医師会第 1回医療政策会議 馬瀬会長 

14日 ＪＭＡＴ研修（基本編） 村上副会長 

毛利課長補佐 

18日 福井県医師会職場環境整備のためのセミナー 泉副会長 

24日 日本医師会救急災害医療対策委員会 村上副会長 

27日 第 49回全国学校保健・学校医大会 

同 都道府県医師会連絡会議（鹿児島） 

村上副会長 

森田主任 

竹野主事 

11月 1日 日本医師会設立 71 周年記念式典並びに医学大会  馬瀬会長 

3日 全国医師会勤務部会連絡協議会（長崎） 南里常任理事 

 〃 中部医連共同利用施設連絡協議会  

7日 中部医師会連合第 5回常任委員会  

10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  

14日 日本医師会医師の働き方検討委員会 泉副会長 

20日 第 2回都道府県医師会長協議会 馬瀬会長 

了安事務局長 

23日 第 14回在宅医療推進フォーラム 井川常任理事 

竹野主事 

 29日 情報通信訓練／衛星利用実証実験 南海大

地震想定訓練（TV会議） 

村上副会長 

平野理事 

毛利課長補佐 

12月 1日 家族計画・母体保護法指導者講習会 桑間直志先生 

 〃 石川・長野・富山・福井四県医師会懇談会  

  5日 中部医師会連合第 6回常任委員会  

 6日 第 6 回日本糖尿病対策推進会議総会 （TV

会議） 

井川常任理事 

櫻井主事 

9日 女性医師支援担当者連絡会 村上副会長 

田中朋美先生 



野口主任 

13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 

13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 

15日 大阪府医師会と北陸 3 県医師会長との懇談

会 

馬瀬会長 

23日 北陸三県医師会医療事故調査制度に関する

協議会 

馬瀬会長 

泉副会長 

種部常任理事 

南里常任理事 

鳥畠理事 

川口理事 

毛利課長補佐 

26日 日本医師会救急災害医療対策委員会 村上副会長 

1月 9日 中部医師会連合第 7回常任委員会  

15日 第 3回都道府県医師会長協議会 馬瀬会長 

了安事務局長 

16日 日本医師会医療政策会議 馬瀬会長 

18日 日本医師会勤務医委員会 泉副会長 

18日 都道府県医師会女性医師支援・ドクターバ

ンク担当役職員連絡会 

渡辺理事 

野口主任 

20日 在宅医療関連講師人材養成事業研修会 藤田聡先生 

高橋徹先生 

井川常任理事 

23日 日本医師会財務委員会 馬瀬会長 

26日 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事

会、評議員会、懇親会 

臼田和生先生 

井川常任理事 

27日 第 51回若年者心疾患・生活習慣病対策協議

会総会 

臼田和生先生 

井川常任理事 

 〃 小児在宅医療に関する人材養成講習会 市村昇悦先生 

石原俊二先生 

牧本優美先生 

猪俣智実先生 

2月 6日 中部医師会連合第 8回常任委員会  

8日 中部医師会連合第 2回事務局長会議  

10～11日 死亡時画像診断（Ａi）研修会 野口 京先生 

13日 医療政策シンポジウム 2019 馬瀬会長 

泉副会長 

15日 都道府県医師会事務局長連絡会 了安事務局長 

20日 北陸三県医師会懇談会  

3月 1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 

6日 中部医師会連合第 9回常任委員会 

中部医師会連合第 1回日医代議員協議会 

 

22日 日本医師会第 3回医療政策会議 馬瀬会長 

 24日 ＪＭＡＴ研修 統括ＪＭＡＴ編 堀地常任理事 

30日 中部医師会連合第 1回常任委員会懇談会  

 〃 全国医師会医療秘書学院連絡協議会「平成

30年度第 2回常任委員会及び第 2回運営委

員会」 

村上副会長 

31日 第 144回日本医師会臨時代議員会 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 

 

◎会議・記念式典・その他（県内） 

月 日 会   議   名 出 席 者 

4月 5日 富山市医師会看護専門学校入学式 村上副会長 

 〃 砺波准看護学院第 54回入学式 河合理事 

17日 中部ブロックＤＭＡＴ実働訓練準備委員会 村上副会長 

毛利課長補佐 

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 

27日 新任介護職員ネットワーク形成支援事業に

かかる「元気とやま福祉介護職員合同入職

式」 

渡辺理事 

5月 6日 第 27回「看護の日」看護フェスティバル 泉副会長 

10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 

14日 富山県薬物乱用「ﾀﾞﾒ｡ｾﾞｯﾀｲ｡」普及運動実

行委員会 

大作課長補佐 

15日 富山県ドクターヘリ運航調整委員会 村上副会長 

 〃 富山県警察医会役員会 了安事務局長 

泉主事 

21日 自民党県連政務調査会福祉環境部会 了安事務局長 

高野地域係長 

  24日 富山県医療審議会、同地域医療構想部会、

富山県医療対策会議 

馬瀬会長 

泉副会長 

27日 富山県警察医会総会、研修会 了安事務局長 

泉主事 

30日 富山県総合防災訓練第 1 回関係機関打合せ

会議 

毛利課長補佐 

6月 6日 算定基礎届事務講習会 野口主任 

7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 

 8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 

〃 算定基礎届事務講習会 野口主任 

  10 第 57回県学校薬剤師会定時総会、懇親会 馬瀬会長 

16日 公益社団法人富山県看護協会定時総会 馬瀬会長 

20日 第 41回社会福祉法人セーナー苑評議員会 村上副会長 

21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 

23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 

25日 富山県済生会支部理事会 村上副会長 



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 富山県社会福祉総合センター評議員会 馬瀬会長 

 29日 「いきいきとやま・第 31回健康と長寿の祭

典」担当者会議 

高野地域係長 

7月 2日 富山県看護教育振興会総会 馬瀬会長 

道振理事 

  6日 自由民主党富山県支部連合会「支部長・幹

事長・事務局長会議」並びに「野田総務大

臣講演会・懇親会」 

了安事務局長 

岡崎総務課長 

高野地域係長 

 〃 第 3 回中部ブロックＤＭＡ実動訓練準備委

員会 

村上副会長 

毛利課長補佐 

10日 富山県薬局薬剤師健康創造拠点化推進協議

会 

泉副会長 

 11日 「いきいきとやま・第 31回健康と長寿の祭

典」実行委員会 

馬瀬会長 

 〃 中小病院シンポジウムに向けた第 5 回企画

委員会 

長谷川常任理事 

18日 県総合防災訓練第 2回関係機関打合せ会議 毛利課長補佐 

 〃 富山県准看護師試験委員会議 長谷川常任理事 

 〃 第 1 回富山地域医療推進対策協議会、医療

構想調整会議、医療と介護の体制整備にか

かる協議の場 

村上副会長 

20日 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かかる協議の場 

平野理事 

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 

29日 第 41回日本産婦人科医会性教育指導セミ

ナー全国大会 

馬瀬会長 

  30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 

8月 2日 第 2回「県地域両立支援推進チーム」会議 櫻井主任 

 〃 第 1回富山県ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患医療連絡協議会 村上副会長 

 6日 第 1回富山県環境審議会 村上副会長 

  9日 社会保険診療報酬支払基金富山支部幹事会 炭谷副会長 

17日 配置従事者研修専門課程（認知症コース） 渡辺理事 

24日 第 1回富山県福祉人材確保対策会議 渡辺理事 

 〃 富山県総合防災訓練第 3回関係機関打合せ会議  毛利課長補佐 

28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 

 29日 広域災害・救急医療情報システム（EMIS）

研修会 

毛利課長補佐 

9月 1日 富山救急医療学会幹事会、世話人会 道振理事 

  2日 富山県総合防災訓練  

5日 富山県骨髄バンク推進連絡協議会 泉副会長 

11日 全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年

金保険被保険者の資格及び報酬の調査 

野口主任 

 12日 富山県原子力防災訓練第 1 回関係機関打合

せ会議 

毛利課長補佐 

13日 国・県予算要望に対する自民党県連政務調 了安事務局長 

査会 

 〃 社会保険診療報酬支払基金富山支部幹事会 炭谷副会長 

18日 富山大学医学部 3年生への講義 村上副会長 

川口理事 

野口主任 

21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 富山県済生会支部理事会 村上副会長 

29日 中新川郡医師会第 2 回在宅医療推進加速化

事業研修会 

竹野主事 

10月 4日 富山県地域リハビリテーション推進会議 馬瀬会長 

 〃 砺波准看護学院第 54回戴帽式 河合理事 

 〃 第 4 回中部ブロックＤＭＡＴ実働訓練準備

委員会 

村上副会長 

毛利課長補佐 

  10日 富山県原子力防災訓練第 2 回関係機関打合

せ会議 

毛利課長補佐 

13日 中部ブロックＤＭＡＴ実働訓練 村上副会長 

毛利課長補佐 

 〃 第 30回日本医学会総会 2019 中部プレイベ

ント「市民公開講座」 

炭谷副会長 

23日 第 2 回富山県アレルギー疾患医療連絡協議

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 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 

馬瀬会長 

平野理事 

31日 第 4回富山県健康寿命日本一推進会議 馬瀬会長 

11月 1日 富山大学医学部 4年生「富山の地域医療学」 村上副会長 

野口主任 

 〃 富山県社会福祉審議会 種部常任理事 

 〃 富山県原子力防災訓練第 3 回関係機関打合

せ会議 

毛利課長補佐 

3日 ねんりんピック富山 2018開会式（救護所） 道振理事 

 〃 ねんりんピック富山 2018「健康フェア」 大橋理事 

佐伯監事 

岡崎総務課長 

高野係長 

4日 ねんりんピック富山 2018「健康フェア」 金子理事 

植野監事 

竹野主事 

泉主事 

5日 ねんりんピック富山 2018「健康フェア」 南里常任理事 

渡辺理事 

岡崎総務課長 

高野係長 

 〃 「いきいきとやま・第 31回健康と長寿の祭

典」 

馬瀬会長 

7日 高岡地域医療構想調整会議 馬瀬会長 

  8日 富山県健康教育実践優良学校表彰検討委員 馬瀬会長 



会 村上副会長 

 〃 社会保険診療報酬支払基金富山支部幹事会 炭谷副会長 

10日 富山県警察医会第 2回研修会 道振理事 

 11日 富山県原子力防災訓練 道振理事 

森田主任 

12日 富山県インフルエンザ対策連絡会議 馬瀬会長 

 13日 富山県 HTLV－1母子感染対策部会 種部常任理事 

15日 知って肝炎プロジェクト肝炎対策特別大使 

伍代夏子氏の知事表敬 

堀地常任理事 

20日 平成 30年分年末調整説明会 野口主任 

 〃 富山県有床診療所協議会総会 長谷川常任理事 

泉主事 

20日 富山県肝炎診療協議会 堀地常任理事 

21日 日本学校歯科医会「学校歯科医生涯研修制

度」更新研修特別講演 

村上副会長 

25日 災害医療コーディネート研修会 土田敏博先生 

長井正樹先生 

泉 祥子先生 

村上副会長 

井川常任理事 

27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 

 〃 第 1 回富山県がん対策推進協議会、同協議

会がん診療体制部会 

馬瀬会長 

30日 富山県難病医療連絡協議会 川端理事 

12月 13日 社会保険診療報酬支払基金富山支部幹事

会、懇談会 

炭谷副会長 

  19日 富山県周産期保健医療協議会 種部常任理事 

20日 児童生徒の成長曲線等の活用支援チーム会

議 

村上副会長 

 〃 富山マラソン 2018「第 3回メディカル協議

会」 

道振理事 

21日 富山県原子力防災訓練に関する意見交換会 毛利課長補佐 

 22日 富山県地域包括ケア推進県民フォーラム 竹野主事 

  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 

 27日 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 8日 高岡市医師会第 11回在宅医療談話会 竹野主事 

15日 富山県災害派遣医療チーム(DMAT)等連絡協

議会 

村上副会長 

18日 第 66回富山赤十字病院地域医療連携の会 馬瀬会長 

20日 富山県鍼灸マッサージ師会新春祝賀パーティー 泉副会長 

23日 第 2 回富山県地域リハビリテーション推進

会議 

馬瀬会長 

23日 第 3 回富山赤十字病院地域医療支援病院委

員会 

馬瀬会長 

  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 

27日 第 47回（読売）医療功労賞授与式 浅山 央先生 

馬瀬会長 

30日 富山県済生会支部理事会 村上副会長 

31日 富山県ジェネリック医薬品使用促進協議会 炭谷副会長 

 〃 富山県献血推進協議会 村上副会長 

 2月 3日 第 39回日本医師会医療秘書認定試験 堀地常任理事 

石川主任 

6日 富山県保険者協議会 毛利課長補佐 

7日 富山県学校保健会第 2回会長・副会長会議 

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 

 〃 社会保険診療報酬支払基金富山支部幹事会 炭谷副会長 

  12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 

13日 第 53回富山県公衆衛生学会第 3回理事会 了安事務局長 

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 

   18日 平成30年度第3回富山地域医療推進対策協

議会、医療構想調整会議及び医療と介護の

体制整備に係る協議の場（富山） 

長谷川常任理事 

21日 平成30年度第3回富山地域医療推進対策協

議会、医療構想調整会議及び医療と介護の

体制整備に係る協議の場（砺波） 

馬瀬会長 

22日 第 2回富山県福祉人材確保対策会議 渡辺理事 

23日 おやべ これからの在宅療養を考える集い 竹野主事 

24日 第 71回済生会学会、平成 30 年度済生会総

会、懇親会 

馬瀬会長 

村上副会長 

  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 富山産業保健総合支援センター運営協議会 馬瀬会長 

 〃 富山県国民健康保険団体連合会理事会及び

通常総会 

了安事務局長 

3月 1日 動物由来感染症情報分析検討会 川端理事 

5日 富山県民ボランティア総合支援センター第

26回運営委員会 

了安事務局長 

6日 第 2回富山県准看護師試験委員会議 長谷川常任理事 

 〃 新人看護職員研修推進会議 長谷川常任理事 

 〃 高次脳機能障害支援センター相談支援体制

連携調整会議 

渡辺理事 

7日 富山市医師会看護専門学校卒業式 村上副会長 

 〃 砺波准看護学院第 53回卒業式 河合理事 

 〃 社会保険医療懇談会 井川常任理事 

10日 地域医療構想セミナー 馬瀬会長 

11日 平成 30年度心臓検診特別委員会 井川常任理事 

13日 富山県薬局・薬剤師健康創造拠点化推進協

議会第 2回会議 

泉副会長 

 〃 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 

14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 

 〃 富山県男女共同参画審議会 種部常任理事 

 〃 社会保険診療報酬支払基金富山支部幹事会 炭谷副会長 



 〃 富山県がん対策基金運営検討委員会 堀地常任理事 

18日 富山県立大学看護学部設立準備委員会 馬瀬会長 

19日 第 2回富山県国民健康保険運営協議 村上副会長 

20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 

23日 本庶佑先生 富山県特別栄誉賞・富山市名

誉市民章合同贈呈式及びノーベル生理学・

医学賞受賞記念講演会 

馬瀬会長 

村上副会長 

炭谷副会長 

25日 富山県地域リハビリテーション推進会議 馬瀬会長 

 26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 

 〃 富山県防災会議「原子力災害対策部会」 了安事務局長 

 27日 取締役会（とやま医療健康ｼｽﾃﾑ㈱） 馬瀬会長 

 〃 富山大学附属病院臨床研修医研修 村上副会長 

堀地常任理事 

野口主任 

 〃 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 富山県社会福祉協議会第 5回理事会 馬瀬会長 

 〃 平成 30年度富山県薬事審議会 泉副会長 

 〃 第 2回富山県環境審議会 村上副会長 

 〃 理事会（とやま医療健康ｾﾝﾀｰ） 炭谷副会長 

 



 

１．中部医師会連合 

（当番県：4～6月は石川県、7～3月は愛知県） 

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 出 口 國 夫 

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 

介護保険特別委員会 炭 谷 哲 二 

井 川 晃 彦 

渡 辺 多 恵 

広域災害・救急医療 

特別委員会 

村 上 美也子 

堀 地   肇 

平 野 八州男 

 

Ⅰ 委員総会 

日時 11月 10日（土）午後 2時 35分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 宇野顧問、馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、炭

谷副会長、南里常任理事、堀地常任理事、井川常任理事、

渡辺理事、了安事務局長、毛利課長補佐、野口主任、竹

野主事、泉主事 

次第 

開 会 

委員長挨拶 愛知県医師会長 

来賓祝辞  日本医師会長、愛知県知事、名古屋市市長 

来賓紹介、議長選出、会務報告 

議 事 

①平成 29 年度中部医師会連合収入支出決算に関する

件 

②平成 30 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 

次期委員長挨拶  富山県医師会長 

特別委員会中間報告（分科会として同時進行） 

(1)社会保険特別委員会 

(2)介護保険特別委員会 

(3)広域災害・救急医療特別委員会 

特別委員会全体会 

(1)各特別委員会からの報告 

(2)全体討議 

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長 横倉 義武 先生 

懇親会 

閉 会 

 

Ⅱ 常任委員会（馬瀬会長、了安事務局長出席） 

平成 29年度第 10回 

日時 4月 4日（水）午後 2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特別委員会について〈愛

知県〉 

②日本医師会次期役員等について 

 ・理事、裁定委員、その他 

③第 142回日本医師会定例代議員会並びに第 143回臨

時代議員会への対応について 

④日本医師会議事運営委員会について 

⑤当面の医療問題について 

⑥その他「故 植松治雄先生を偲ぶ会」について 

報告事項 

①日本医師会理事打合会及び第 12回理事会（3/20）の

状況について 

②第 141回日本医師会臨時代議員会(3/25)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 29年度第 11回  

日時 4月 21日（土）午後 6時 30分 

場所 金沢「山乃尾」 

協議事項 

①平成29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当面の医療問題について 

③その他 

・第 142回日本医師会定例代議員会並びに第 143回

臨時代議員会における議事運営について 

・日本医師会代議員会「議事運営委員会」委員の選

出について 

平成 29年度第 12回  

日時 5月 9日（水）午後 2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29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 

②日本医師会次期役員について 

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 1回理事会（4/17）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 29年度第 13回  

日時 5月 30日（水）午後 2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日本医師会次期役員選挙について 

②第 142回日本医師会定例代議員会並びに第 143回臨

時代議員会への対応について 

・代表質問について 

・個人質問について 

・財務委員会委員について 

・議事運営委員会委員について 

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 2回理事会（5/15）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日本医師会選挙管理委員会報告について 

第 1回  

日時 7月 4日（水）午後 2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常任委員会等の開催日

程について 

②平成 30 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平成 30 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日本医師連盟常任執行委員の推薦について 

⑥中部医師会連合第 1回広域災害・救急医療特別委員

会の運営について 

⑦平成30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 

⑧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（6/19）の

状況について 

②日本医師会第 4回理事会（6/23）の状況について 

③第 142回日本医師会定例代議員会（6/23）並びに第

143 回日本医師会臨時代議員会（6/24）の状況につ

いて 

④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 4日（土）午後 3時 30分 

場所 ホテルグランヴィア京都 

協議事項  

①日本医師会会内委員会委員の推薦について 

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 5回理事会

（7/24）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 5日（水）午後 2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共同利用施設連絡協議

会について 

②平成 30年度中部医師会連合委員総会について 

③平成 30 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 6回理事会（8/21）の

状況について 

②日本医師会会内委員会委員の推薦について 

③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（8/24）の状況について 

第 4回  

日時 10月 3日（水）午後 2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 29年度中部医師会連合収入支出決算について 

②平成 30年度中部医師会連合収入支出予算について 

③中部医師会連合災害時医療救護協定等について 

④北海道胆振東部地震への見舞金について 

⑤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 7回理事会（9/18）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 7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委員総会の運営につい

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 8回理事会（10/16）の

状況について 

②日本医師会会内委員会委員について 

③日本医師会各種委員会概況報告について 

④平成 30 年度中部医師会連合常任委員会の開催時間



 

の変更について 

⑤北海道胆振東部地震への見舞金に対する礼状につい

て 

第 6回  

日時 12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 

①第 144回日本医師会臨時代議員会における質問につ

いて 

②平成 31年度医療に関する税制要望（日本医師会）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 9回理事会（11/20）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平成 30 年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議

会（11/3）について 

④平成 30年度中部医師会連合委員総会（11/10）につ

いて 

⑤平成 30 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（11/11）について 

第 7回  

日時 平成 31年 1月 9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第1回常任委員会懇談会

の開催について 

②平成 30年度中部医師会連合第 11回常任委員会の開

催について 

③平成30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 10回理事会（12/18）

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 平成 31年 2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 

①平成30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 144回日本医師会臨時代議員会への対応について

（代表質問：三重県・愛知県） 

③次期（2019年 7月～）諸会議等の開催日程について 

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 11回理事会（1/15）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 平成 31年 3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 

①第 144回日本医師会臨時代議員会への対応について

（代表質問：三重県、愛知県） 

②医療法改正に伴う地域医療対策協議会と地域医療支

援センターの役割分担について 

   ③支払基金改革に伴い本部直轄組織となる各県審査委

員会による審査の課題について 

   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 12回理事会（2/19）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(2/8)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 29年度第 2回 

日時 6月 22日（土）午後 6時 30分 

場所 パレスホテル東京 

協議事項 

 ①第 142回日本医師会定例代議員会並びに第 143回臨

時代議員会への対応について 

第 1回 

日時 平成 31年 3月 30日（土）午後 6時 30分 

場所 東京芝「とうふ屋うかい」 

協議事項 

①第 144回日本医師会臨時代議員会への対応について 

 

Ⅳ 日医代議員協議会 

平成 29年度第 2回  

日時 5月 30日（水）午後 3時 35分 

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・村上副会長、了安事務局長 

協議事項 

 ①第 142回日本医師会定例代議員会並びに第 143回臨

時代議員会への対応について 

  ・ 代表質問について 

  ・ 個人質問について 

 ②講演 

「日本医師会 第三次医師会将来ビジョン委員会報告

－医療の今日的課題に対して医師会員は何をすべき

か－」 

 石川県医師会理事・ 

日本医師会第三次医師会将来ビジョン委員会委員長 

 佐原 博之 先生 



 

第 1回  

日時 平成 31年 3月 6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 

議題 

①講演 

「医療における消費税問題の背景」 

 愛知県医師会理事 大輪 芳裕 先生 

②第 144回日本医師会臨時代議員会への対応について

（代表質問：三重県、愛知県） 

 

Ⅴ 特別委員会 

【社会保険特別委員会】 

第 1回 

日時 8月 19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、長谷川常任理事、泉

主事 

協議事項 

①各県の指導監査の状況について 

②各県の個別指導の実施体制について 

③診療報酬改定に係る問題点について 

④個別指導に係る指導の在り方について 

1)特定疾患療養管理料 

2)特定薬剤治療管理料 

3)悪性腫瘍特異物質治療管理料 

4)一般名処方加算 

5)入院料の施設基準 

6)義肢装具採寸法・治療装具採型法 

⑤保険医療機関等の新規指導の対象について 

⑥その他（福井県における 2月大雪に係る情報提供） 

【介護保険特別委員会】 

第 1回 

日時 8月 19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、渡辺理事、竹野主

事 

協議事項 

(1)講演 

演題「介護分野の最新動向と医師会・ 

かかりつけ医の役割」 

講師 公益社団法人日本医師会常任理事 

江澤 和彦 先生 

(2)議題 

1)介護医療院の各県の現状について 

2)介護保険に関する諸問題について 

第 2回 

日時 10月 8日（月･祝）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、渡辺理事、竹野主

事 

協議事項 

1)介護医療院の各県の現状について 

2)介護保険に関する諸問題について 

3)介護保険特別委員会の名称変更について 

【広域災害救急医療特別委員会】 

第 1回 

日時 8月 12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 村上副会長、堀地常任理事、平野理事、毛利課

長補佐 

基調講演 

「JMATの理念、役割の再確認 

～日医救急災害医療対策委員会報告より～」 

日本医師会常任理事 松本 吉郎 先生 

議事 

①日本医師会「救急災害医療対策委員会報告書（平成

30年 2月）」について 

②アンケート調査の結果について 

③中部医師会連合各県における災害時医療救護活動に

係る応援体制の構築について 

1)全国医師会ブロックにおける災害時医療救護活動

に係る応援協定の締結状況について 

2)中部 9県 1市ならびに全国知事会による「災害時

応援協定」の現状について 

3)中部医師会連合災害時医療救護協定の締結につい

て 

④次回特別委員会（9月 16日）および委員総会「分科

会」（11月 10日）の運営について 

第 2回 

日時 9月 16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 村上副会長、堀地常任理事、平野理事、毛利課

長補佐 

議事 

①中部医師会連合災害時医療救護協定の締結について 

②日本医師会 JMAT研修について 

③委員総会「分科会」（11月 10日）の運営について 

 

Ⅵ 共同利用施設連絡協議会 

日時 11月 3日（土・祝）午後 12時 30分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル 

出席者 村上副会長、長谷川常任理事、櫻井・石川主任 

基調講演 

「医師会共同利用施設の将来展望」 

日本医師会常任理事  松本 吉郎 先生 

シンポジウム 



 

テーマ：「健康寿命延伸に向けた医師会共同利用施設の展

望～医療と介護の連携における各施設の役割～」 

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（了安事務局長出席） 

第 1回 

日時 8月 24日（金）午後 3時 30分 

場所 名鉄グランドホテル 

議題 

①日本医師会社会保険指導者講習会の伝達講習会につ

いて（福井県） 

②災害等緊急時の対応について（三重県） 

③母体保護法指定医師審査料等及び研修会の運営につ

いて（静岡県） 

④消防訓練の実施等について（愛知県） 

第 2回 

日時 平成 31年 2月 8日（金）午後 3時 30分 

場所 キャッスルプラザ 

議題 

①向精神薬の長期処方に係る不安・不眠に関する研修

会の開催について（福井県） 

②職員の再雇用について（三重県） 

③年次有給休暇の時季指定義務について（三重県） 

④県内郡市医師会事務長と県医師会事務局(長)との意

見交換会等のため、一堂に会する場について（三重

県） 

⑤県医師会の収益事業について（静岡県） 

⑥医事紛争を繰り返す「リピーター医師」への対応に

ついて（静岡県） 

１．関西医師会連合常任委員会（当番県：和歌山県） 

日時 8月 4日（土）午後 4時 30分 

場所 ホテルグランヴィア京都 

出席者 馬瀬会長、了安事務局長 

報告 事務引継、監査 

協議 ①平成 31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各都道府県医師会の組織強化に向けた取組みについて 

 

１．近畿・北陸 6県医師会長懇談会（当番県：石川県） 

日時 8月 25日（土）午後 6時 15分 

場所 つば甚 

出席者 馬瀬会長 

議題 ①当面の医療問題について 

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：福

井県） 

日時 12月 1日（土）午後 5時 15分 

場所 ザ・グランユアーズフクイ 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、炭谷副会長、

堀地常任理事、了安事務局長 

懇談事項 

 ①災害時の医師会活動 

１．北陸三県医師会懇談会（当番県：福井県） 

日時 平成 31年 2月 20日（水）午後 2時 50分 

場所 ユアーズホテルフクイ 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、炭谷副会長、

了安事務局長 

議題 

①北陸三県医師会医療事故調査制度に関する協議会の報

告（富山県） 

②死体検案研修会（基礎）の報告（富山県） 

③石川県医師会「医師会ビジョン委員会」の活動につい

て（石川県） 

④その他 

 1)近畿厚生局福井事務所からの個別指導の取扱い変更

にかかる通知について（福井県） 

 2)福井県地域医療課による本年 4月 27日から 5月 6

日までの 10連休における診療体制に係る（対象：郡市

区医師会長、休日急患センター、病院）調査および 10

連休中における休日加算等の取扱いについて（福井県） 

 

◎公益法人関係 

１．定期提出書類（事業報告）の提出 

平成 30年 6月、平成 29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 

平成 31年 3月、平成 31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．平成 30年度予算 

平成 30年度予算は、平成 30年 3月 22日第 195回臨時代

議員会において審議のうえ、原案通り可決され、4 月 1 日

から執行した。 

１．平成 29年度収支決算 

平成 29年度収支決算は、平成 30年 6月 28日第 196回定

例代議員会において審議のうえ、可決された。 

１．経理監査 

平成 30年 5月 22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 29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 

１．平成 30年度会費の減免申請 

本会会費賦課徴収規程により、平成 30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 12日開催の理事

会で承認し、6月 28日開催の第 196回定例代議員会におい

て、高齢減免 125名、疾病等免除 4名の減免申請を報告し

た。 

減免会員 125名の郡市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  1  8 11       

魚津市   3   3       

滑川市     2 2     1 1 

中新川郡 2    2 4       

富山市 18  14  25 57 1    1 2 

射水市   2  3 5       

高岡市 10  5  9 24       

氷見市 3    1 4       

砺 波 3  2  2 7       

南砺市 2  1   3       

小矢部市 1  2  2 5 1     1 

合 計 41  30  54 125 2    2 4 

 

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 28日、

第 3期分は 1月 31日、3月 29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．「第 30回日本医学会総会 2019中部」事前参加登録費の補助 

県医師信用組合・県医師協同組合の協力のもと、本会会

員に対して事前参加登録費の補助制度を設け、医報とやま

及びホームページに掲載し周知した。なお、申請のあった

106名に補助金を支給した。 

１．富山県医師会医学研究助成 

平成 31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 

巨大肺嚢胞に対する呼吸器インターベンションを

駆使した低侵襲治療の研究 

宮澤 秀樹 

逝去時のケアとしての霊安室での焼香に関する職

員の意識および実態調査 

小林孝一郎 

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～特に有茎大網弁が使用できない場合の有

清水 淳三 

茎広背筋皮弁の有用性について～ 

「軽度認知障害(MCI)におけるフェルラ酸・ガーデ

ンアンゼリカエキス混合食品の安全性と有効性に

関する検討：二重盲検プラセボ試験」 

坂本  宏 

サルコペニアに関する因子の検討 

多周波数生体インピーダンス測定法を用いた客観

的な筋肉量とサルコペニア関連因子について 

白石 浩一 

北陸地区小児期発症 2型糖尿病の診療実態に関する

多施設調査 

五十嵐 登 

慢性疲労症候群（筋痛性脳脊髄炎）患者の起立不耐

症の病因のパラダイムシフトー平衡障害の重要性

と治療の試みについて 

三羽 邦久 

全国における小児生活習慣病予防健診の実施状況

調査 

宮崎あゆみ 

１．富山県医師会医学研究助成課題研究の報告 

平成 31年 1月 27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「レビー小体型認知症の鑑別における各核医学検査の有用 

性に関する研究」 

独立行政法人国立病院機構北陸病院 吉田 光宏 先生 

②「高岡・鋳造技術を医療へ －錫（すず）を用いたへバー

デン リングの開発－」 

 厚生連高岡病院  鳥畠 康充 先生        

１．平成 30年度(第 73回)富山県医学会 

平成 31年 1月 27日(日)午前 9時から本会館において開

催し 403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」 

日本医師会勤務医委員会委員長/富山県医師会副会長 

富山市病院事業管理者  泉  良平 先生 

○ランチョンセミナー 

「患者安全のためにあなたができること」 

福井大学医学部附属病院医療環境制御センター 

医療安全管理部教授  秋野 裕信 先生 

○口演発表 

【多職種連携による医療】6演題 

【わが病院の特色】12演題 

【わが病院の働き方改革】1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 57題 

[金賞] 

南砺市民病院 片山 啓太 

[銀賞]          

富山労災病院   髙本 恭子 

 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター  

亀谷 浩史 



 

[優秀賞] 

 高岡市民病院  金枝 志保 

真生会富山病院 楯 日出雄 

市立砺波総合病院  高木 泰孝 

富山西総合病院 川端 康一 

真生会富山病院 炭谷真由美 

富山赤十字病院医療安全推進室 原  浩美 

厚生連高岡病院 画像診断部 吉田  聡 

富山赤十字病院 看護部 印幡  香 

富山医療生活協同組合富山協立病院 入江 貴子 

１．富山県医師会学術・生涯教育委員会 

平成 30年 12月 12日(水)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)平成 30年度（第 73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)平成 31年度富山県医師会医学研究助成費の決定につ

いて 

(2)富山県医学会での医学研究助成金課題研究報告者の

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、11月 13日(火)午

後 7時から本会館において開催し、33名が出席した。 

 講演 

「がん患者さんの気持ちを支えるコミュニケーションスキ 

ル」 

国立病院機構渋川医療センター精神腫瘍科医長、 

緩和ケアセンター長 間島 竹彦 先生 

「膵がんに挑む」 

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 

日本医師会、富山県医師会、帝人ファーマ㈱との共催で

下記の通り開催し、60名が参加した。 

日時 平成 30年 6月 17日 午後 1時 

場所 富山県医師会館 

基調講演 

「痛風の病態と治療」 

富山大学医学部第一内科  多喜 博文 先生 

特別講演 

「CKD における危険因子管理～高尿酸血症治療を含めて～」 

JCHO東京高輪病院院長  木村健二郎 先生 

 パネルディスカッション 

 「風痛の診断と治療・尿酸のコントロール」 

富山市民病院研究検査部部長・腎臓内科部長  

大田  聡 先生 

黒部市民病院整形外科部長  吉栖 悠輔 先生 

富山県立中央病院薬剤部/腎臓病薬物療法認定薬剤師 

小泉 洋子 先生 

富山労災病院栄養管理部栄養管理室長 

  橋本今日子 先生 

１．平成 30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 19件、医会から 4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 1,468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 27・28・29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60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。 

 ◎第 1回富山県医師会医療安全研修会 

  日時 平成 30年 7月 29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 

 ◎第 2回富山県医療安全研修会 

  日時 平成 30年 11月 12日（月） 

  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 

◎第 3回富山県医師会医療安全研修会 

 日時 平成 30年 12月 11日（火） 

  場所 富山県医師会 

  主催 富山県医師会 

  取得単位 医療安全 1単位  

◎母体保護法指定医師研修会 

 日時 平成 31年 1月 20日（日） 

  場所 富山県医師会 

  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 

◎平成 30年度富山県医学会 ランチョンセミナー 

日時 平成 31年 1月 27日（日） 

場所 富山県医師会館 

主催 富山県医師会 

取得単位 医療安全 1単位 



 

◎高岡市医師会医療安全・感染症対策講習会 

 日時 平成 31年 2月 14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  

◎富山県医療事故調査等支援団体協議会講演会 

 日時 平成 31年 3月 24日（日） 

  場所 高岡市医師会館 

  主催 富山県医師会 

 取得単位 医療安全 1単位 

１．諸事業の後援、共催、協賛について 

 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

件数を承認した。 

 ・後援申請 80件承認 

 ・協賛申請 3件承認 

 ・共催申請 6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・送付等を行うとともに、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。 

 

◎卒後臨床研修 

１．富山県研修医大会 

臨床研修病院の研修医・指導医に研修医大会で聴講した

い講師をアンケートし、講師を選定。下記のとおり開催し、

39名が出席した。 

日時 31年 2月 9日（土）午後 6時 

場所 カナルパークホテル富山 

主催 富山県医師会・富山県臨床研修病院連絡協議会 

講演 「診断戦略～診断力を高める生涯教育～」 

講師 獨協医科大学総合診療医学・総合診療科教授 

 志水 太郎 先生 

  ・「富山県医師会の活動について」 

富山県医師会理事 川口 善治 先生 

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・送付等を行うとともに、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。  

 

◎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・送付等を行うとともに、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。 

 

◎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平成 30年度応用研修会 

日時 5月 20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 68 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 15名に認定証を交付した。 

 

 地域保健・健康教育事業  

担当理事 渡辺 多恵 

１．いきいきとやま・第 31回健康と長寿の祭典 

本年は「ねんりんピック富山 2018」の健康フェアとして、

11 月 3 日(土)・4 日(日)・5 日(月)の 3 日間、富山市総合

体育館で開催され、「かかりつけ医の医療相談コーナー」に

出展した。本会は「かかりつけ医による健康相談」と「病

気を乗り越えて元気に生きる」をテーマにしたパネル展示

を行った。 

かかりつけ医による健康相談には、南里常任理事、金子

理事、渡辺理事、大橋理事、佐伯監事、植野監事が出向し、

県内外の来会者 50名の相談にあたった。 

パネル展示は、医報とやま等で募集し、南眞司先生、田

川考作先生、鳥畠康充先生、大橋直樹先生、渡辺多恵先生

のパネルを掲示した。 

なお、開催にあたり、ねんりんピック富山 2018実行委員

会と委託契約を締結し実施した。 

１．東京都受動喫煙防止条例(仮称)に関する署名活動 

  東京都医師会からの依頼により郡市医師会等へ協力依頼

をするとともに、本会ホームページにバナーを貼り、東京

都医師会の署名活動に協力した。 

１．地域保健等関係文書 

郡市医師会等へ通知を送付するとともに、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図った。 

 

 

医療制度改革対策  

◎医療政策 

担当常任理事 堀地  肇 

１．医療政策セミナーの開催（医師連盟共催） 

 日時 平成 31年 1月 19日（土）午後 7時 

 場所 富山第一ホテル 

 演題 「医療政策のゆくえ」 

 講師 参議員議員 羽生田 俊 先生 

 出席者 103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 2019 

日時 平成 31年 2月 13日（水）午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 馬瀬会長、泉副会長 

１．周知文書 

  関係文書について、郡市医師会へ通知並びに必要に応じ  

 HP掲載し周知を図った。 

 

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》の開催につい

て 

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 6月 2日（土）午後 7時 

場所 ANAクラウンプラザホテル富山 ASUKA 

演題 「医師の働き方改革における課題－日本医師会働

き方検討委員会の審議から－」 

講師 日本医師会勤務医委員会委員長、日本医師会医師

の働き方改革検討委員会副委員長 

   富山県医師会副会長／富山市病院事業管理者 

                 泉 良平 先生 

  参加者 81名 

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 

  日時 5月 16日（水）午前 1時 30分 

  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、森田主任 

１．平成 30年度全国医師会勤務医部会連絡協議会 

日時 11月 3日（土）午前 10時 

場所 ホテルニュー長崎 

出席者 泉副会長、南里常任理事 

メインテーマ 

「明日の勤務医の働き方を考える 

～西洋医学発祥の地長崎からの提言～」 

１．富山県医師会勤務医部会役員会 

日時 7月 3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.講演会≪男女共同参画委員会＆勤務医部会≫の報

告・イクボスセミナーの開催 

3.平成 30年度全国医師会勤務医部会連絡協議会・勤務

医交流会の開催について 

[協議] 

1.勤務医の若手医師委員会(仮称)の設立について 

2.働き方改革について 

3.勤務医の入会促進について 

4.平成 30年度(第 73回)富山県医学会について 

5.その他 

１．富山県医師会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。 

日時 9月 25日(火)午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題 1）医師の働き方改革について 

   2）キャリアアップ研修の取得について 

   3）新専門医制度について 

１．平成 30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・送付等を行うとともに、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．平成 30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 13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・日本医師会医師賠償責任保険の運営に関する経過報

告 

・講演「医療紛争と民事責任」「医療紛争と刑事責任」 

・都道府県医師会からの質問・要望 

・医療事故調査制度関連 

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本会館において開催し、

参加者に受講証明書を交付した。 

 第 1回：7月 29日（日）午後 1時 56名出席 

演題 「患者対応の質向上を目指す医療メディエーショ

ンの技法を学ぶ」 

講師 富山大学附属病院医療安全管理室 

副室長・特命教授 長島 久 先生 

 第 2回：11月 12日（月）午後 7時 30分 176名出席 

演題 「医療機関における患者からの暴力への対応」 

講師 関西医科大学看護学部・看護学研究科教授 



 

                 三木 明子 先生 

 第 3回：12月 11日（火）午後 7時 30分 75名出席 

演題 「医療におけるダイバーシティ 

 ～リスクに強い病院組織づくりのために～」 

講師 富山県医師会常任理事・女性クリニック We！ 

TOYAMA院長        種部 恭子 先生 

第 4回：平成 31年 1月 27日（火）午後 0時 157名出席 

（第 73富山県医学会ランチョンセミナーにて） 

演題 「患者安全のためにあなたができること」 

講師 福井大学医学部医療環境制御センター 

医療安全管理部教授    秋野 博信 先生 

 第 5回(富山県院内感染対策協議会共催): 187名出席 

日時 平成 31年 3月 23日（土）午後 5時 50分 

演題 「抗菌薬適正使用と針刺し防止対策＆対応」 

講師 富山大学附属病院 感染症科診療教授 

     酒巻 一平 先生 

１．「医療安全相談窓口から」の掲載 

情報提供事業として、医業安全及び医事紛争に関する情

報（執筆 顧問弁護士 森山 満）を医報とやまに 5回掲載

した。 

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」に掲載し周知した。 

１．日医医賠責特約保険 

新規加入募集及び 30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．医療事故調査等支援団体としての活動状況 

本会の活動状況を毎月、翌月の 10日までに日本医師会へ

回答した。 

１．北陸三県医師会医療事故調査制度に関する協議会 

日時 12月 23日(日) 午後 1時 30分 

場所 石川県医師会館 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、種部・南里常任理事、鳥畠・

川口理事、毛利課長補佐 

１．平成 30年度死亡時画像診断（Ａｉ）研修会 

日時 

【1日目】平成 31年 2月 10日(土) 午前 10時 

【2日目】平成 31年 2月 11日(日) 午前 9時 

場所 日本医師会館 1階大講堂 

出席者 野口 京先生（富山大学附属病院） 

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 

期日 平成 31年 3月 24日(日) 

場所 富山県医師会館 

協議会 午前 9時 30分 

議 題 

①平成 30年度医療事故調査等支援団体活動状況につい

て 

②富山県医療事故調査等支援団体連絡協議会設置要綱

(案)について 

③北陸三県医師会医療事故調査制度に関する協議会につ

い 

講演会 午前 10時 63名参加 

①報 告 

「平成 30年度富山県医療事故調査等支援団体活動の

概要」       富山県医師会副会長 泉 良平 

②講 演 

演題「医療事故調査制度の現状と課題 

～円滑な運営と有効な活用に向けて～」 

講師 富山大学附属病院 医療安全管理室 

副室長・特命教授 長島 久 先生 

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 8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 4月 26日(木) 午後 1時 30分 

場所 日本医師会館 

出席者 泉副会長 

議 事 

１．講演「終末期患者の医療について」 

２．ケーススタディ 

事例①終末期医療に関する課題 

②医療事故調査制度の届け出の問題 

（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．倫理審査委員会委員の委嘱 

任期満了に伴い次の各氏に委員を委嘱した。任期は本年

7月 25日から平成 32年 7月 24日まで。 

秋葉 悦子（富山大学経済学部教授） 

岩本  学（富山大学経済学部准教授） 



 

小林 雅子（元富山県女性相談センター所長） 

種部 恭子（富山県医師会常任理事） 

南里 泰弘（富山県医師会常任理事） 

長谷川 徹（富山県医師会常任理事） 

鳥畠 康充（富山県医師会理事） 

１．倫理審査迅速審査 

6件の審査依頼を受け 3件の迅速審査を行い、3件を承認

とした。2件は審査依頼の取り下げ、1件は非該当。 

１．第 6回倫理審査委員会 

 日時 7月 4日(水) 午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

審議案件：1件 

判定結果：非該当 

１．周知文書 

郡市医師会等へ通知を送付するとともにホームページに

掲載し会員へ周知を図った。 

 

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 平成 31年 2月 1日(金)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 

   ・森田恵子先生（富山大学附属病院） 

   ・渡り綾子先生（女性クリニック We富山） 

   ・福田香織先生（黒部市民病院） 

   ・伊藤実香先生（富山大学附属病院）   

１．30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 

30.6.26 中野  隆 富山労災病院 県外より転入 

30.10.10 吉越 信一 富山県立中央病院 勤務先異動 

31.2.14 渡り  綾子 女性クリニックＷｅ富山 新規指定 

31.2.14 森田  恵子 富山大学附属病院 新規指定 

31.2.14 伊藤  実香 富山大学附属病院 新規指定 

31.2.14 福田 香織 黒部市民病院 新規指定 

１．平成 30年度母体保護法指定医師研修会 

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、66名が出席した。 

 日時 平成 31年 1月 20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－平成 30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関して」  

    富山県医師会常任理事  種部 恭子 先生 

教育講演③ 

「流産手術の最前線 

～リスク回避と妊孕性温存を考慮した流産手術～」 

国際医療福祉大学病院教授、産婦人科部長 

リプロダクションセンター副センター長 

  柿沼 敏行 先生 

１．平成 30 年度家族計画・母体保護法指導者講習会 

12月 1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 6日（水）・11日（月）の両日に 13医療機関を対象

に実施。 

１．第 62回社会保険指導者講習会 

日時 10月 3日(水)・4日(木) 午前 10時 

場所 日本医師会館 

テーマ 「わかりやすい感覚器疾患」 

出席者 八田尚人先生（富山県立中央病院）、淵澤千春先生

（高岡市民病院）、南里常任理事、河合理事 

１．第 62回社会保険指導者講習伝達講習会 

日時 11月 26日(月) 午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 1階大ホール 

出席者数 57名 

テーマ わかりやすい感覚器疾患 

講師 富山県立中央病院皮膚科部長  八田 尚人 先生 

   高岡市民病院眼科主任部長   淵澤 千春 先生 

   河合医院院長・富山県医師会理事 河合 晃充 先生 

１．向精神薬長期処方に関連する研修会の開催 

日時 ①10月 22日(月) 午後 7時 30分(高岡会場) 

   ②11月 8日(木) 午後 7時 30分(富山会場) 

場所 ①高岡市医師会、②富山県医師会館 

共催 ①高岡市医師会、②富山市医師会 

出席者数 ①291名、②430名 

講師  

「出口を見据えた不眠症治療薬の使い方～平成 30 年度

診療報酬改定を踏まえて～」 

独立行政法人国立病院機構北陸病院 

睡眠医療センター長・第一精神科医長 細川 宗仁 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 ① 7月 27日(金) 午後 6時 30分 

   ②11月 29日(木) 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 平成 31年 2月 4日(月) 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指導に関する打合

せ会 

③協会けんぽ富山支部が実施する未治療者に対する

受診促進への協力 

④その他 

・薬剤の再投与 

・向精神薬長期処方に関連する研修会 

１．社会保険医療懇談会 

日時 平成 31年 3月 7日(木) 午後 3時 30分 

場所 ボルファートとやま 

出席者 井川常任理事 

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 9日(月) 

①平成 29年度保険医療機関の指導結果等 

②平成 30年度保険医療機関の指導等 

③平成 29年度後半における保険医療機関の指導結果等 

第 2回：10月 15日(月) 

①はり師、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術に係

る療養費に関する同意書の取扱い等 

②平成 29年度前期分における保険医療機関の指導結果

等 

１．社会保険医療担当者の指導 

①集団的個別指導 

10月 17日(水)・18日(木)の 2日間、富山県総合情報

センターにおいて 22医療機関を対象に実施され、南里・

長谷川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 

13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 

21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．未治療者受診勧奨事業 

生活習慣病の重症化を防止することを目的とする標記事

業に、協会けんぽ富山支部と共同で事業を開始した。 

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を送付するととも

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、30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：132名出席 

日時 8月 27日（月）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館（富山） 

主な演題 「富山県若年性認知症相談・支援センターの

活動状況について」 

講師 富山県若年性認知症相談・支援センター 

相談員 竹  邦子 氏 

第 2回：71名出席 

日時 8月 29日（水）午後 7時 30分 

場所 TONAMI翔凛館（砺波） 

主な演題 「地域医療連携の現状と課題」 

講師 富山県砺波厚生センター所長  垣内 孝子 先生 

第 3回：47名出席 

日時 8月 30日（木）午後 7時 

場所 黒部市国際文化センターコラーレ（新川） 

主な演題 「新川地域における医療介護連携の地域診断

と実践」 

講師 富山県新川厚生センター所長     大江 浩 先生 

第 4回：126名出席 

日時 9月 7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 「介護予防・日常生活支援総合事業の現状」 

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、射水市地域福祉課、氷

見市福祉介護課、地域包括支援センター 

１．在宅・福祉・介護委員会 

日時 11月 13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中部医師会連合介護保険特別委員会からの報告 

③平成 30 年度認知症に対応する研修会の開催状況

等について 

議題①次年度事業計画について 

  ②｢かかりつけ医認知症対応力研修会｣受講者を増や



 

す対策検討 

１．周知文書 

 郡市医師会担当役員等へ通知を行うとともに本会ホーム

ページ、医報とやまに掲載し周知を図った。 

 

◎富山県在宅医療支援センター 

１．情報通信機器（ICT）を用いた死亡診断等の取扱いにかか

る医療機関向け説明会 

在宅医療を進めるうえで必要となる情報通信機器(ICT）

を利用した死亡診断等ガイドラインや在宅看取り等の理解

を深めるための研修会を開催した。 

日時 富山会場：5月 26日（土）午後 7時 30分 

   高岡会場：5月 27日（日）午前 10時 

場所 富山会場：富山県医師会館 

   高岡会場：高岡市医師会 

演題 「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイド

ライン」の適切な運用について 

講師 公益社団法人日本医師会常任理事 

松本 純一 先生 

参加者 富山会場 74名 高岡会場 50名 

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 2～どうする、どうやる多職種との連携と協働

～ 

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、一般診療所医師や訪問看護師、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 21日（日）午前 10時 

場所 富山県医師会館 

演題 ①開業医の立場から 

  富山県医師会常任理事/内科小児科井川クリ 

  ニック副院長      井川 晃彦 先生 

 ②訪問看護との連携 

  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 

 ④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 

/医療法人坂東病院    坂東 みゆ紀 氏 

 ⑤在宅医療における薬局薬剤師の役割 

  富山県薬剤師会理事/チューリップ調剤株式 

会社薬局統括部統括課長  内田 陽一 氏 

 ⑥厚生連高岡病院における地域連携の現状と課題 

  厚生連高岡病院地域医療連携室部長待遇 

 川上 信子 氏 

参加者 56名 

１．富山県在宅医療支援センター在宅医グループ活動報告会 

県内の在宅医グループ代表者を講師に招いて開業医がグ

ループで積極的に在宅医療に取り組んでいる活動事例の報

告会を開催した。また、特別講演では、南砺市民病院医師 

南 眞司先生、富山市まちなか総合ケアセンター 所長  酒

井 敦子氏を講師として、これまでの地域医療への取組みや

まちづくりをテーマにした講演会を合わせて開催した。 

日時 平成 31年 2月 16日（土）午後 6時 

場所 富山県医師会館 

演題 氷見在宅医療連携会の活動報告 

  高嶋クリニック院長 

高嶋 達 先生 

特別講演「医療崩壊からまちづくりまで、南砺市の取組み 

～地域共生社会を地域包括ケアシステムで構築～」 

講師 南砺市民病院医師 

   南 眞司 先生 

特別講演「富山市における在宅医療とまちづくり 

～住みたいまち、ずっと住み続けたいまちを目指して～」 

講師 富山市まちなか総合ケアセンター所長 

酒井 敦子 氏 

参加者 52名 

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

訪問薬剤師、訪問看護ステーション言語聴覚士、訪問歯科

医師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．平成 30年度富山県在宅医療実施状況調査への協力 

  県高齢福祉課が実施する富山県在宅医療実施状況調査の

アンケート結果について集計作業を行った。 

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 13日（水）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 3階理事会室 

報告①県厚生部高齢福祉課からの説明 

②平成 30 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 

③平成 30 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①平成 30 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 平成 31年 3月 1日（金）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 3階理事会室 

報告①県高齢福祉課からの報告 

②平成 30 年度富山県在宅医療支援センター事業報

告 

③平成 30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①2019年度 富山県在宅医療推進加速化事業につい

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 

7/22(日) 
高岡市医師会「市民公開シンポジウ

ム」 
イオン高岡 

9/29(土) 
中新川郡医師会「平成 30年度第 2
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 

11/23（金･祝） 第 14回在宅医療推進フォーラム 
東京ビッグ
サイト 

12/22(土) 
富山県地域包括ケア推進県民フォ
ーラム 

ホテルグラ
ンミラージ

ュ 

1/8(火) 高岡市医師会「在宅医療談話会」 
高岡市医師
会 

2/23(土) 
小矢部市医師会「おやべこれからの

在宅医療を考える集い」 

小矢部市総
合保健福祉
センター 

  ②担当役員による研修参加（井川常任理事出席） 

   ・第 14回在宅医療推進フォーラム 

    日時 11月 23日（金・祝）午前 9時 

    場所 東京ビッグサイト 

・平成 30年度在宅医療関連講師人材養成事業研修会 

      日時 平成 31年 1月 20日（日）午前 10時 

    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平成 30年度第 1回ワーキン

グ・グループ会議 

日時 7月 5日（木）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在宅医療実施状況調査について 

１．平成 30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 26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 82 名が受講し、全講議

受講者 78名に日本医師会から修了証書が交付された。 

１．平成 30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、平成 30年度は下記日程にて開催した。な

お、全講義受講者 23名に富山県医師会から修了証書が交付

された。 

日時 平成 31年 3月 10日（日）午前 10時 

場所 富山県医師会館 

１．平成 30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 2件の実施があ

った。 

実習期間：11月 1日～12月 28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 4郡市医師会 6事業

に対して助成金を交付した。 

事業内容 申請者 

中新川郡に住む人が、その人らしく最後ま

で望む場所ですごすことを支援するための

医療・介護・福祉関係者への研修事業 

中新川郡医師会 

第 2弾 ICTツール「あんしん在宅ネットに

いかわ」による多職種連携と集積データの

活用 

下新川郡医師会 

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 

地域医療連携ネットワークを利用した在宅

医療での多職種連携推進事業 
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 6月 28日（月）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下記日程にて開催した。 

日時 平成 31年 3月 22日（金）午後 7時 30分 

会場 富山県医師会館 

参加者 51名 

 

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．日本医師会 CBRNE（テロ災害）研修会 

日時 4月 4日(水)午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 南里常任理事、（TV会議）村上副会長、平野理事 

基調講演 テロ災害対策について 

パネルディスカッション 

１．平成 30年度豪雨災害における日本医師会災害医療チーム

（JMAT）派遣 

平成 30年 7月の岡山県の豪雨災害について、岡山県医師

会からの要請に基づき日本医師会では日本医師会災害医療

チーム（JMAT）を被災地に派遣することを決定し、各都道

府県医師会長あてに JMATの編成要請がったので、取り急ぎ

富山市医師会へ JMATの編成要請を依頼するとともに各郡

市医会長あてに派遣について協議していただくことを依頼

した。 

１．「富山県医師会災害対策本部連絡先及び連絡網」並びに「大

規模災害時医療機関初動対応マニュアル連絡先一覧」の変

更 

役員の交代並びに郡市医師会長の交代に伴い変更を行い

ホームページに掲載した。 

１．平成 30年度都道府県災害医療コーディネート研修受講推

薦者 

7月 7日(土)・8日(日)の両日、日本赤十字社で開催され

る研修会について、富山県厚生部医務課長より推薦依頼が

あったので、鳥畠理事を推薦した。 

１．富山県医師会災害医療研修会 

日時 7月 28日(土)午後 6時 30分 

場所 富山県医師会館 

参加数 71名 

講演 

演題①「大規模災害時における JMAT活動」 

講師        富山県医師会副会長 村上美也子 

演題②「災害医療概論－天災は忘れる前にやってくる－」 

講師 富山大学大学院危機管理医学（救急・災害医学） 

准教授 若杉 雅浩 先生 

講演③「トリアージと救護所・避難所運営」 

講師 立砺波総合病院副院長、集中治療・災害医療部長 

廣田幸次郎 先生 

１．広域災害救急医療情報システム（EMIS）研修会 

日時 8月 29日(水)午後 1時 30分 

場所 富山県農協会館 

出席者 毛利課長補佐 

研修内容 

・EMISとは何かを知る、基本的な操作実習、避難所登録

等の概要を知る、災害想定操作実習 

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すると伴に医報とやま 9月 1日号に同

封して会員に配布した。 

１．平成 30度富山県総合防災訓練への参加 

富山県、氷見市、高岡市、射水市の主催で開催。本会で

は郡市医師会、富山県看護協会、富山県薬剤師会、富山県

警捜査第一課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（5月 30日、7月 18日、

8月 24日）開催された。 

日 時：9月 2日（日）午前 8時 30分 

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 

②発災後の1週間程度を想定した避難所へのJMAT派遣

カレンダーの作成 

  作道小学校 

   ①JMATによる救護所の設置及び医療救護活動訓練 

  氷見運動公園 

①DMATと海上自衛隊に合流し医療救護活動訓練 

②検案訓練 

参加団体：魚津市医師会、富山市医師会、射水市医師会、

高岡市医師会、氷見市医師会、砺波医師会、小矢部市

医師会、富山県薬剤師会、富山県看護協会 

１．平成 30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「火山災害医療研修会」への講師の派遣 

9月 23日(日)・24日(月祝)の両日、高山市奥飛騨温泉剛

で開催され、堀地常任理事を派遣した。 

１．平成 30年度富山県原子力防災訓練への参加 

富山県、射水市、氷見市の主催で開催。本会では射水市

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（9月 12日、10月 10日、11月 1 日）

開催された。 

期日 11月 11日(日)  

訓練内容 

①安定ヨウ素剤配布訓練（午前 9時 30分） 

訓練会場：海峰小学校、灘浦小学校 

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 12時） 

訓練会場：富山県立小杉高等学校 

参加機関：射水市医師会、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．平成 30年度中部ブロックＤＭＡＴ実動訓練 

富山県の主催により大規模災害発生に際し、中部ブロッ

ク各県 DMATが緊密な連携を図り、被災地における病院支援、

医療搬送、救急医療等を迅速に実行できるように実践的訓

練が行われ、医師会リエゾンとして県保健医療調整本部に

加わり訓練に参加。訓練実施に伴い準備委員会が 3回（4

月 17日、7月 6日、10月 4日）開催され、村上副会長、毛



 

利課長補佐が出席した。 

日時 10月 13日(土)午前 6時～午後 4時 

場所 富山県庁 

出席者 村上副会長、毛利課長補佐 

訓練内容 富山県災害対策本部、保健医療調整本部との

情報共有など 

１．ＪＭＡＴ研修 基礎編 

日 時：10月 14日(日)午前 9時～午後 6時 

場 所：日本医師会館 

出席者：村上副会長、毛利課長補佐 

講義内容 

講義：災害医療概論、JMAT総論、情報の共有と実際、

救護所の運営、検視・検案、事前学習及び確認

テスト 

実習：本部機能、トリアージ、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、熱傷・外傷の処置 

１．災害医療コーディネート研修会 

日時 11月 25日(日)午前 8時 30分 

場所 富山県立中央病院 

出席者 土田敏博先生（富山市）、長井正樹先生（富山市）、

泉祥子先生（高岡市）、村上副会長、井川常任理事 

内容 ①救護班調整、避難所評価実習 

②本部運営技術演習 

③本部運営体験実習 

１．2018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 11月 29日(木)午後 1時 

場所 日本医師会館（TV会議） 

出席者 村上副会長、平野理事、毛利課長補佐 

なお、訓練実施後にアンケート調査の依頼があり回答し

た。 

１．大規模災害時緊急連絡網の構築 

大規模災害時に郡市医師会役員と本会役員との情報伝達

にメールを利用した連絡体制の構築のため、ご了承いただ

ける役員および事務局責任者の携帯電話で受信できるメー

ルアドレスの提供を依頼した。 

１．富山県災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等連絡協議会 

日時 平成 31年 1月 15日(火)午後 7時 

場所 富山県民会館 

出席者 村上副会長 

議題 ①平成 30年度中部ブロック DMAT実動訓練の検証 

１．ＪＭＡＴ研修（基礎編） 

日時 平成 31年 2月 17日(日)午後 1時 

場所 富山県医師会館 

参加数 27名 

講演 

演題①「大規模災害対応とＪＭＡＴ」 

講師     富山県医師会副会長 村上美也子 

演題②「災害総論」 

講師 市立砺波総合病院副院長 

集中治療・災害医療部長 廣田幸次郎 先生 

 演習「災害時医療調整について」 

１．ＪＭＡＴ研修 統括ＪＭＡＴ編 

 日時 平成 31年 3月 24日(日)午前 9時～午後 7時 

 場所 兵庫県医師会館 

 出席者 堀地常任理事 

 講義内容 

講義：災害関係制度、災害医療概論、統括 JMAT 総論、

情報の共有と実際 

実習：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．緊急通行車両等事前届出の追加申請 

氷見市医師会会員から車両変更に伴う申請があり、富山

県警察本部交通部交通規制課に届出た。 

１．原子力災害医療協力機関への登録 

国の原子力災害対策指針の改定に伴い、富山県の原子力災

害拠点病院及び原子力災害医療協力機関の体制を新たに

整備され、原子力災害医療協力機関として登録を申し出

た。 

１．周知文書 

郡市医師会等へ通知を送付するとともにホームページに

掲載し会員へ周知を図った。 

 

◎検案事業 

担当理事 道振 義治 

１．平成 30年度死体検案研修会（基礎） 

道振理事が出席。開催案内は本会ホームページに掲載し、

会員に周知した。 

日時 9月 24日(月) 午前 10時 

場所 日本医師会館 

１．死体検案研修会（基礎）の開催 

日時 平成 31年 2月 3日(日) 午後 1時 

場所 富山県医師会館 

出席者数 72名 

講師  

「死体検案書の作成」 

道振整形外科医院院長    道振 義治 先生 

「死体検案に係る法令の概説」 

  富山大学大学院医学薬学研究部法医学講座教授 

                 西田 尚樹 先生 

「死体検案の実際」 

  藤澤医院院長        藤澤 貞志 先生 

「警察の検視」 

  富山県警察本部捜査第一課検視官室室長 

浅野 健一 氏 

「在宅死と検案」 

  産婦人科内科金子医院院長  金子 利朗 先生 



 

 

地域医療対策事業  

◎がん検診対策 

担当理事 川口 善治 

１．関連文書について郡市医師会へ通知ならびにＨＰ掲載し 

周知を図った。 

 

◎脳卒中情報システム 

担当理事 平野八州男 

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 30年度業務に関して本会へ調印依頼が

あり、4月 2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。30年度は 16医療機関から 3,117件の登録

があった。 

 ②脳卒中情報システム運営委員会・打合せ会の開催 

【委員会】8 月 17 日（金）午後 7 時 30 分から本会館にて

開催、脳卒中情報システムの改修について協議した。  

【打合せ会】11月 30日(金)午後 7時 30分から本会館にて

開催、委員会における意見を踏まえ改修案を提示、さら

に修正案を提示し意見交換を行った。 

 

◎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の開催 

 日時 6月 15日（金）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

議題 

【平成 29年度活動報告】 

 ①平成 29年度世界糖尿病デー関連イベント報告 

 ②平成 29年度全国の活動状況について 

 ③富山県医師会主催糖尿病研修会報告（11/15） 

 ④糖尿病診療指針ワンポイントレッスンのＨＰ掲載 

【平成 30年度事業計画】 

 ①今年度の世界糖尿病デー関連イベント 

 ②重症化予防に関連した糖尿病研修会の開催 

１．富山県糖尿病対策推進会議の開催 

日時 9月 26日（水）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題①平成 29年度事業報告 

②平成 30年度事業計画(案) 

③富山県糖尿病性腎症重症化予防ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ(仮)の開催 

１．富山県医師会糖尿病研修会～糖尿病性腎症重症化予防の連

携を目指して～の開催 

 日時 12月 1日（土）午後 6時  受講者数 62名 

 場所 富山県医師会館 

 講義 ①「富山県における糖尿病・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸ症候群の現状」 

     富山大学附属病院第一内科講師 八木 邦公 先生 

    ②「CKD/DKDの進行を予防する －透析導入を減らすた 

      めに今やらねばならないこと－」 

        内藤内科クリニック院長 内藤 毅郎 先生 

    ③糖尿病性腎症重症化予防ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの普及に関する取 

     り組み 

     行政の立場から 新川(兼)中部厚生ｾﾝﾀｰ所長 

                    大江  浩 先生 

     医療の立場から 大沢内科ｸﾘﾆｯｸ院長 

                    大澤 謙三 先生 

 シンポジウム 

   テーマ「糖尿病性腎症重症化予防の現状と課題」 

１．第 6回日本糖尿病対策推進会議総会の開催 

 日時 12月 6日（木）午後 1時 30分 

 場所 日本医師会館 

 出席者（ＴＶ会議参加：富山県医師会館） 

   井川常任理事、戸邉・八木・手丸・吉澤（富山県糖尿病 

   対策推進会議幹事）、歯科医師会、栄養士会、郡市医師会 

   担当者：高桜英輔先生(下新川)、大野太郎先生(射水) 

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、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 】 

 富山城址公園・富山城ほか 4ヶ所 

【フォーラム・健康講座・相談会 等】 

  県内各地にて関連イベントの実施、黒部市民ほか 12ヵ所 

１．関連文書について郡市医師会へ通知・情報提供ならびに 

必要に応じＨＰ掲載し周知を図った。 

 

◎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平成 31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「小児在宅に係る研修」事業を継続申請し

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年の継続事業として地域医療介護総合

確保基金事業へ継続申請し、30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（2回） 

 【第 1回】日時 9月 15日(土) 午後 1時 30分 

 【第 2回】日時 12月 15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 

 ②小児在宅研修会の開催 

  日時 10月 18日（木）午後 7時 30分 受講者数 75名 



 

  場所 高岡市医師会ホール会議室 

  講演  

  1）「障害のある子供達の在宅医療支援について 

      ～小児訪問看護を通じて見えてきたこと～」 

     訪問看護ステーションわか木 長尾 実香 先生 

  2）「富山医療圏における、在宅小児科医療の実際」 

        富山市医師会小児在宅医療担当理事 

        八木小児科医院副院長 八木 信一 先生 

 ③外部講師による小児在宅医療研修会の開催 

  日時 平成 31年 2月 23日（土）午後 6時 30分 

  場所 富山県医師会館 

  講演 「重症心身障害児者・要医療的ケア児者の、診療・ 

      看護のポイントと、多職種連携・地域連携支援」 

        心身障害児総合医療療育センター所長 

                   北住 映二 先生 

④小児在宅医療に関する人材養成講習会への指導的医師 4

名の研修参加 

  日時 平成 31年 1月 27日(日) 午前 9時 

    場所 日本医師会館 大講堂 

  参加者 市村昇悦先生（高岡市）、石原俊二先生(魚津市)、 

      牧本優美先生・猪又智実先生（富山大学附属病院） 

１．関連文書について郡市医師会へ通知・情報提供ならびに 

必要に応じＨＰ掲載し周知を図った。 

     

◎医療情報システム 

担当理事 鳥畠 康充 

１．平成 30 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 10月 10日（水）午後 2時 

  場所 日本医師会館 

  出席者 鳥畠理事 

長谷川常任理事、竹野主事（TV会議出席） 

１．平成 30年度日本医師会医療情報システム協議会 

日時 平成 31年 3月 2日(土)・3日(日)の両日 

場所 文京シビックホール 

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・送付を行うとともに、必要に応

じて「医報とやま」や本会 HP に掲載して会員へ周知をは

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 HPに案

内を掲載して周知をはかった。今年度の申請者は 16名であ

った。計 108名に交付 

 

精神保健・障害者福祉医療対策事業  

担当理事 渡辺 多恵 

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た。受講

者 99名のうち、医師 94名に富山県から修了証書が交付さ

れた。 

日時 平成 31年 1月 20日（日）午後 1時 30分 

場所 富山県医師会館 

講演 

 ｢かかりつけ医のための働く人の周産期うつ病について｣ 

  富山県立中央病院精神科部長   野原  茂 先生 

「働く世代が知っておきたいネット・ゲーム依存と薬物（ア

ルコール）依存」 

  神戸大学大学院医学研究科精神医学分野教授 

                     曽良 一郎 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

づき次のとおり開催した。なお、過年度受講者を除く医師   

19名に富山県から修了証書が交付された。 

 第 1回 

日時 12月 2日（日）午後１時 

場所 高岡市ふれあい福祉センター 出席者 50名 

講師 市立砺波総合病院内科部長    白石 浩一 先生 

   皮膚科神経内科白崎医院副院長  白崎 弘恵 先生 

   小矢部大家病院院長      渡辺 多恵 先生 

第 2回  

日時 12月 9日（日）午前 9時 

場所 富山県医師会館 出席者 64名 

講師 前川クリニック院長      前川  裕 先生 

   富山市民病院精神科部長    長谷川雄介 先生 

  小矢部大家病院院長      渡辺 多恵 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」やホームページに掲載し会員

に周知を図った。その結果、本会から 18名を県へ推薦した。

そのうち受講費用の一部助成を希望する会員 6名に対して、

2月 14日開催の理事会で助成額を承認し助成した。 

 ○ 認知症サポート医フォローアップ研修会 

日時 12月 9日（日）午後１時 30分 

場所 富山県医師会館 出席者 70名 

講演 

「認知症診断における提言－運転免許更新時の認知症患者

への対応、物忘れ外来と地域包括システムの関係、認知

症地域包括診療加算－」 



 

 JCHO高岡ふしき病院院長     高嶋修太郎 先生 

ディスカッション 

『運転免許診断を認知症初期介入に活かすには』 

(1)「高齢者運転の現状と道路交通法に基づく認知症診断の

現状」  

 富山県運転免許ｾﾝﾀｰ免許講習科長 長澤 靖夫 先生 

(2)「運転免許証更新時の認知症診断書に関するアンケート

結果」     富山県医師会理事    渡辺 多恵 

１．「認知症サポート医」名簿公表の意向調査 

県高齢福祉課からの依頼により、サポート医 113名を対

象に公表可能な項目の調査を実施し、その結果を県へ報告

した。後日、県から平成 30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会員へ周知を図った。 

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

づき次のとおり開催した。なお、受講者全員に富山県から

修了証書が交付された。 

 第 1回  

日時 11月 12日（月）午後 5時 30分 出席者 147名 

場所 富山赤十字看護専門学校 

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  

日時 11月 26日（火）午後 5時 30分 出席者 134名 

場所 済生会高岡病院 

講師 富山市民病院神経内科部長    林  茂 先生 

   光ヶ丘病院認知症看護認定看護師 林 浩靖 先生 

１．高齢運転者対策の強化 

  4 月 26 日、7 月 26 日、3月 14 日の 3回にわたり、県医

師会館において富山県運転免許センター担当者と渡辺理事

が問題点等の意見交換会を行い、研修会等で周知を図るな

ど円滑な運用に努めた。 

１．精神保健・障害者福祉医療等関係文書 

郡市医師会等へ通知を送付するとともに、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図った。 

 

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．産業廃棄物管理票に関する報告書の提出 

  前年度 1年間に交付された産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）を報告書に取りまとめて 6 月 30 日までに関係行政

当局に提出するよう、本会 HP に掲載して会員へ周知を図

った。 

１．平成 30年度感染性廃棄物処理対策講習会開催事業委託契

約について 

  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 5月 29日（火）午前 7時 30分 

  場所 富山県医師会館 

  講演 「医療事業所から発生する廃棄物の取り扱いに 

ついて」 

新潟メスキュード㈱取締役 下関 慎哉 先生 

  出席者 88名 

１．周知文書 

会員への周知依頼があった文書は、郡市医師会等へ通

知・送付等を行うとともに、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。 

１．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第14条及び第14条の2の規定に基づく指定提出機関（定点

医療機関）等の推薦 

小児科定点2医療機関の辞退に伴う後任医療機関を富山

県厚生部長に推薦した。 

１．感染症等関連文書 

郡市医師会担当役員等へ通知・送付を行うとともに本会

HPにて周知を図った。 

 

◎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 2回いずれも富山県医師会館にて開催した。 

第１回 

日時 11月 14日（水）午後 7時 30分 

議題①平成 29年度の事業報告について 

 ②平成 30年度の活動方針について 

第２回 

日時 平成 31年 1月 7日（月）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・患者動向を更新した。 

１．花粉症患者調査 

調査期間 平成 31年 2月１日～3月 31日まで 

調査定点 耳鼻咽喉科 24定点 

眼   科 27定点 

１．花粉観測 

観測期間 平成 31年 1月 20日～4月 28日頃まで 

観測定点 7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 1地点追加し、県

内 11 地点に設置、県内各地を網羅し情報を収集。HP 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ている。 

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、HPによ

り提供した。 

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 産婦一般健康診査 

８ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・乳児一般健康診査  5,350円（据え置き） 

・産婦一般健康診査  5,980円（据え置き） 

・産婦健康診査    5,000円（据え置き） 

１．日医母子保健講習会 

日時 平成 31年 2月 17日(日)午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 八木信一 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・送付等を行うとともに、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．平成 30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 1 回、周産期死亡改善対策講習会 1 回、

J-CIMELSベーシックコース 1回、インストラクターコース

1回を開催した。 

＜周産期死亡改善対策検討会の開催＞ 

日時 8月 27日（月）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）Ｈ28・Ｈ29の富山県周産期医療状況について 

（2）Ｈ29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 10月 4日(土)午後 7時 30分～ 

場所 富山県医師会館 4階大会議室 

受診回数 平成 29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 



 

出席者 40名 

講演  

「特別養子縁組支援～医療と福祉の協働支援」 

一般社団法人 アクロスジャパン 代表理事  

 ソーシャルワーカー  小川 多鶴 先生 

＜J-CIMELSベーシックコースの開催＞ 

  日時 平成 31年 2月 16日(土)午前 1時～午後 5時 

場所 富山県立中央病院 

受講者 18名 

＜J-CIMELSインストラクターコースの開催＞ 

 日時 平成 31年 2月 17日（日） 

午前 8時 30分～午後 0時 30分 

場所 富山県立中央病院 

受講者 18名 

 

◎乳幼児・学校保健・予防接種 

担当副会長 村上美也子 

１．平成 30年度乳幼児・学校保健講習会 

  日時 6月 20日（水）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

講演「乳児股関節検診の最近の知見とちょっと気になる

赤ちゃんについて－特に股関節脱臼の見逃し例を出さ

ないためにー」 

   富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 

小児整形外科  野村 忠雄 先生 

「“子供の健康管理プログラム”を巡って－2017年度

県内集計の振り返りと次年度に向けた課題－」 

 富山県立中央病院小児科部長  五十嵐 登 先生 

＜出席者 83名＞ 

１．第 49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 49回全国学校保健・学校医大会 

日時 10月 27日（土）午前 10時 

場所 城山観光ホテル 

出席者 村上副会長、八木信一先生、西谷泰先生、藤田

修平先生、市村昇悦先生、鈴木伸治先生、米脇

克哉先生、高橋秀親先生 

１.2020年度第 51回全国学校保健・学校医大会(富山)第 1回

準備委員会 

日時 10月 9日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

委員 村上副会長、堀地常任理事、 

   嶋尾 智先生、五十嵐 登先生、八木信一先生、 

   木田和典先生、宮崎あゆみ先生 

【協議内容】 大会メインテーマ案、今後の予定など  

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 10月 29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】 

1．2020年学校医大会について 

○乳幼児･学校保健員会 

【協議事項】 

1．予防接種 

2．小児救急 

3．若心協 2021年 

4．小児在宅研修会、講演会 

5．その他   

１．学校医の推薦 

県内県立高等学校 10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．平成 30年度日医学校保健講習会 

日時 平成 31年 3月 17日（日）午前 10時 

場所 日本医師会館 

出席者 八木信一先生、吉本裕子先生、福田一仁先生 

１．平成 30年度富山県学校保健会研究助成（研究委託費） 

6月 20日に開催した「乳幼児・学校保健講習会」につい 

て富山県学校保健会に 30年度の実施計画の申請及び報告 

を提出した。 

１．平成 30年度富山県内広域予防接種料金一覧 

30年度の料金一覧について、郡市医師会長及び乳幼児学

校保健委員会委員宛てに参考送付した。 

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 79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、30 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 



 

当対策について、郡市医師会に対策の概要を説明。当対

策に参加する医療機関の委任状を郡市医師会に取りまとめ

を依頼し、一覧表を本会に提出。富山県医師会の参加医療

機関として全郡市医師会からの一覧表を取りまとめ、日本

医師会あてに委任状と一覧表を提出した。 

また本会ホームページに郡市医師会並びに医療機関向け

にページを開設し、概要及び各種様式をダウンロードでき

るようにした。 

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

修会及び産婦人科医等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 5月 8日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

講演「子どもを虐待から守り救う社会風土をめざして」 

渡邊醫院副院長  渡辺 久子 先生 

出席者 116名 

 ＜産婦人科医等向け児童虐待防止研修会＞ 

日時 2月 7日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

講演「自分を傷つけずにはいられない 

～自傷行為の理解と援助」 

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所       

薬物依存研究部 部長  松本 俊彦 先生 

  出席者 151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・送付等を行うとともに、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 30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 2日付で締結した。 

（1）委託業務の名称  

平成 30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 30 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 2日付で締結した。 

 （1）委託業務の名称  

平成 30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 30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 3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 30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 9,730 

心 電 図 検 査 受 検 者 数 9,673 

心電図検査受検者のうち要精密検査者数 539 

１. 心電図判定専門医委員会の開催 

 日時 平成 31年 2月 25 日（月）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

 議題①第 51回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会 

②30年度判定結果、症例検討 

③31年度心臓検診、個人票 

④院外心原性心停止症例に関する調査の依頼 

⑤学校心臓検診に関するアンケート調査結果 

⑥症例提示 

１．第 51 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会 

 日時 平成 31 年 1月 27日（日）午前 9時 

 場所 大阪府医師会館 

 出席者 井川常任理事、臼田判定委員会委員長 



 

１. 県教育委員会との打合せ 

昨年度に引き続き、心臓突然死に関する情報の提供につ

いて、次のとおり開催し、井川常任理事が出席した。 

 第１回 12月 21 日(水)午後 2時～県医師会館 

 第 2回 平成 31年 2月 22日(金)午後 2時～井川ｸﾘﾆｯｸ 

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 7月 24 日（火）午後 7時 30分 

 場所 県医師会館 

 議題①2020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 

②プログラム、予算 

１. 小中高生の院外心停止事例に関する研究協力のお願い 

  県内小中高生を対象とした院外心停止事例の調査検証を

目的に研究を行うため、県内公的病院の心臓検診担当医に

協力をお願いした。 

 

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．第 40回産業保健活動推進全国会議 

日時 10月 11日（木）午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 堀地常任理事、杉森成実先生（高岡市医師会）、 

    室谷高岡市医師会事務局長、魚津・富山・砺波地

域産業保健ｾﾝﾀｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 各 1名 

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実施した。 

 第 1回：6月 5日（火）午後 7時 30分～9時 137名出席  

 【スキルアップ実地研修】 

講演 「ストレスチェックの実施と高ストレス者面談の実

際と留意点」 

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：6月 10日（日）午前 9時～12時 90名出席 

 【スキルアップ実地研修】 

講演①「アスベスト関連疾患について」 

    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 

講演②「職場の作業環境測定について」 

         株式会社 環研  刀根 尚行 先生 

第 3回：7月 2日（月）午後 7時 30分～9時 104名出席 

【スキルアップ専門研修】 

  講演 「職場・医療機関における LGBTへの対応」 

女性クリニック We富山院長  種部 恭子 先生 

 第 4回：7月 19日（木）午後 7時 30分～9時 94名出席 

  【スキルアップ専門研修】 

講演 「熱中症の予防 －職場における対策を中心として－」 

        富山大学医学部公衆衛生学講座教授 

 稲寺 秀邦 先生 

第 5回：8月 3日（金）午後 7時 30分～9時 99名出席 

【スキルアップ専門研修】 

講演 「健診（定期・特殊・ストレス）の事後措置」 

      一般財団法人 北陸予防医学協会 施設長 

           山上 孝司 先生 

第 6回：9月 20日（木）午後 7時 30分～9時 72名出席 

 【スキルアップ専門研修】 

 講演 「公害からみる産業保健」 

        富山産業保健総合支援センター所長     

                  鏡森 定信 先生 

 第 7回：10月 5日（金）午後 7時 30分～9時 77名出席 

  【リフレッシュ研修】 

講演 「第 13次労働災害防止計画」 

        中災防 中部安全衛生ｾﾝﾀｰ北陸支所  

        安全・衛生管理士  中山  宏 先生 

 第 8回：平成 31年 2月 24日（日）午前 10時～午後 1時 

91名出席 

【スキルアップ専門研修】 

講演①「メンタルヘルスにおけるω3系多価不飽和脂肪酸 

    の役割」 

       富山大学医学部公衆衛生学講座准教授   

                  浜崎  景 先生 

【リフレッシュ研修】 

講演②「労働衛生行政の動向」 

    一般社団法人 富山県労働基準協会 専門役 

                  杉田 昭良 先生 

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 12件 

・富山産業保健総合支援センター 28件 

・産業医会 2件 

・高岡市医師会 1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   20名 

・更新認定  103名 

１．関連文書について郡市医師会等へ通知、必要に応じ医報

とやま・ＨＰに掲載し周知を図った。 

    

◎健康スポーツ医学 

担当理事 道振 義治 

１．平成 29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について医報とや



 

ま等に掲載、周知した。 

１．日本医師会認定健康スポーツ医学再研修会が次のとおり

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 

（15名に受講証明書を交付） 

日時 5月19日（土）午後5時10分 

場所 ホテルグランテラス富山 

演題① 「投球障害としての胸郭出口症候群」 

講師 慶友整形外科病院スポーツ整形外科 

 草野  寛 先生 

演題② 「足関節・足部疾患に対する鏡視下手術と術後 

         療法 up to date」 

講師 重城病院 CARIFAS 足の外科センター長 

                高尾 昌人 先生 

（2）富山県健康づくり財団主催（21名に受講証明書を交付） 

日時 平成31年3月31日（土）午後2時 

場所 富山県国際健康プラザ 

演題 「女性アスリートにみられる疾病と治療」  

講師 杉山産婦人科 丸ノ内院長  栗林  靖 先生 

１．日本医師会認定健康スポーツ医の申請 

 更新10名を日本医師会長へ推薦し、日本医師会長から認

定証の交付があったので申請者へ送付した。 

１．富山マラソン２０１８ 

 10月 28日(日)に開催され、県内外から 13,718人のラン

ナーが出走し、13,262人が完走、大盛況であった。 

本会からは医師ボランティア 32名が各救護所・救護本部 

での救護等にあたった。 

１．関連文書について郡市医師会へ通知ならびにＨＰ掲載し 

周知を図った。 

 

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 30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、警察共済組合ほか

943保険者と 4月 1日付けで、また富山市ほか 14市町村と

4月 2日付で契約を締結した。 

１．平成 30年度後期高齢者の健康診査委託契約書 

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 2

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、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・がん検診委員会の開催 

 日時 9月 6日（木）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 28

年度分） 

   ②平成 30 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平成 31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 

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 1 日(月)午後 7 時 30 分から富山県医師会館にて開催

した。 

なお、委員会、事務協議に先立ち、特定健診等の手数料

単価に関する打合せを行った。 

１．平成 31年度特定健診・特定保健指導における集合契約の 

 単価等 

代表保険者と協議中の内容について郡市医師会担当理事 

へ報告し、意見・要望を求めるため事前調査を行った。 

１．平成 31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．関連文書について郡市医師会へ通知ならびに必要に応

じ医報とやま・ＨＰに掲載し周知を図った。 

 

労災・自賠責対策事業  

担当理事 道振 義治 

１．富山県交通事故医療連絡協議会の開催 

 日時 7月 10日（火）午後 7時 30分 

 場所 富山県医師会館 

  ・2018年度自賠責保険に関する研修会の開催について 

隔年開催する自賠責研修会について損保同業会等と協

議したが今回は見送ることとなった。 

１．富山労働局労災保険診療費審査委員会委員の辞任による

欠員補充の推薦依頼があったため推薦した。 

１．関連文書について郡市医師会へ送付ならびにＨＰ掲載し 

周知を図った。 

 

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 14回男女共同参画フォーラム 

日時 5月 26日（土）午後 1時 

場所 ザ クラウンパレス新阪急高知（高知県） 

出席者 泉副会長、村上副会長、渡辺理事 

１．平成 30年度女性医師支援担当者会議 



 

日時 12月 9日（日）午前 10時 

場所 日本医師会館 

出席者 村上副会長、田中朋美先生、野口主任 

１．平成 30年度都道府県医師会女性医師支援・ドクターバン

ク担当役職員連絡会 

日時 平成 31年 1月 18日（金）午後 2時 

場所 日本医師会館 

出席者 渡辺理事、野口主任 

１．女性医師支援センター事業中部ブロック会議 

日時 11月 11日（日）午前 10時 30分 

場所 名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県） 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、渡辺理事、 

    野口主任、泉主事 

１．男女共同参画委員会 

9 月 8 日(土)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。 

①日本医師会第 14回男女共同参画フォーラムについて 

②平成 29年度活動報告について 

③平成 30年度活動報告について 

④郡市医師会の状況について 

⑤平成 30年度活動計画について 

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 平成 31年 1月 23日（水）午後 7時 30分 

場所 リコモンテ（富山市内） 

議題・富山大学からの報告について 

  ・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３年生への講義 

日時 9月 18日（火）午後 2時 45分～午後 4時 15分 

場所 富山大学講義棟 2階 202 教室 

講師 

 富山大学医学部小児科     田中 朋美 先生 

 富山大学医学部疫学健康政策学講座助教 

山田 正明 先生  

富山大学医師キャリア創造センター（医学教育部門） 

 三原  弘 先生 

受講者 富山大学医学部 3年生 91名 

（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 5月 31日（木）午後 6時 

場所 富山大学臨床講義室 1 

ペアトーク 

講師 JA長野厚生連南長野医療センター 

   篠ノ井総合病院     名倉 里織 先生 

   富山大学医学部外科学（第一）教授 

               芳村 直樹 先生 

  演題 「ママさん心臓血管外科医の「覚悟とご都合主義」

の結果」 

  講師 加古川中央市民病院心臓血管外科部長 

                 圓尾 文子 先生 

  参加者 75名 

【Smart café in 医学部～キャリアアップ座談会～】 

日時 11月 29日（木）午後 6時 

場所 富山大学臨床講義室 1 

ペアトーク 

講師 南砺市民病院初期研修医 星野 由維 先生 

   富山大学医学部外科学（第二）教授 

               藤井  努 先生 

  演題 「外科医であり続けたい～診療所、地域の病院を      

経て大学へ～」 

  講師 奈良県立医科大学消化器・総合外科学乳腺担当 

                 横谷 倫世 先生 

  参加者 77名 

（3）臨床研修医研修 

   平成 31年 3月 27日（水）午後 1時 30分から富山大学 

  附属病院臨床講義室において、村上副会長、堀地常任理 

  事が平成 31年度採用の臨床研修医（医科医師 21名）を   

  対象に医師会や医療を取り巻く社会情勢、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 6月 2日（土）午後 7時 

場所 ANAクラウンプラザホテル富山 ASUKA 

演題 「医師の働き方改革における課題－日本医師会働 

   き方検討委員会の審議から－」 

講師 日本医師会勤務医委員会委員長 

   日本医師会医師の働き方改革検討委員会副委員長 

   富山県医師会副会長／富山市病院事業管理者 

                 泉 良平 先生 

参加者 81名 

 （5）イクボスセミナー 

日時 9月 8日（土）午後 6時 

場所 ANAクラウンプラザホテル富山 ASUKA 

演題 「医師も辞めない病院にする方法～実践編～」 

講師 NPO法人ファザーリング・ジャパン理事 

                 徳倉 康之 氏 

参加者 53名 

 （6）医療機関における働き方改革講演会 

日時 平成 31年 1月 27日（日）午前 10時 30分 

場所 富山県医師会館 

演題 「医療機関における働き方改革」 

講師 日本医師会勤務医委員会委員長 

   富山県医師会副会長／富山市病院事業管理者 

                 泉 良平 先生 

参加者 91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：7件。 

（2）県内病院の巡回相談の実施 

病院名 訪問日 参加人数 

吉本レディースクリニック 11月22日(木) 8名 

射水市民病院 12月18日（火） 9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 

・病院医師の勤務環境について 

・意見交換 

 （3）相談窓口及び巡回相談に関する広報活動 

・リーフレットを一新し、普及グッズと共に巡回相談、

座談会等の開催時に配付し周知を図った。 

・医報とやま12回、医報用綴込みファイルに広告を掲載

した。 

・HPの県内病院の院内保育室情報、「応援メッセージ」コ

ーナーを更新した。 

１．三重県医療勤務環境改善支援センター視察 

日時 7月 5日（木）13時 30分 

場所 三重県医師会館 

出席者 県医師会：泉副会長、村上副会長、野口主任 

 

◎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 平成 31年 2月 2日（土）午後 7時 

場所 富山県医師会館 

演題 「親密なパートナーからの暴力、または性暴力を

受けた女性のためのヘルスケアハンドブック（ 

    WHO出版日本語版）の理解と活用」 

講師 若松町こころとひふのクリニック 

   PCIT研修センター長     加茂登志子 先生 

出席者 31名 

 ＜ＤＶ被害者対応のための医療機関向け研修会＞ 

日時 11月 17日（土）午後 7時 

場所 富山県医師会館 

演題 「キズをみてどう考えるかー法医学からのアプロ

ーチー」 

講師 国立大学法人新潟大学大学院医歯学総合研究科 

    法医学分野教授・死因究明教育センター長 

高塚 尚和 先生 

  出席者 40名 

 

◎性暴力被害者支援 

担当常任理事 種部恭子 

１．「性暴力被害ワンストップ支援センターとやま協力医」の 

推薦 

富山県危機管理監から推薦依頼があり、平成 31 年 3 月

14日の理事会で協議のうえ次の医師を推薦した。任期は委

嘱の日から 1年間。 

・種部恭子（女性クリニックＷe富山） 

・若杉聡美（女性クリニックＷe富山） 

・吉本裕子（吉本レディースクリニック） 

・馬瀬大助（馬瀬小児科医院） 

・村上美也子（むらかみ小児科アレルギークリニック） 

・嶋尾 智（嶋尾こどもクリニック） 

・十二町明（長谷川病院） 

・風間泰蔵（済生会富山病院） 

・道振義治（道振整形外科医院） 

 

病院・有床診対策事業  

担当常任理事 長谷川 徹 

１．富山県有床診療所連絡協議会（平成 30年度定例総会） 

 日時 11月 20日（火）午後 7時 15分 

 場所 和食ティファニー 

 議題①平成 29年度事業及び決算報告 

②平成 30年度役員案 

③平成 30年度事業予定及び予算案及び協議会の今後 

④全国有床診療所連絡協議会からの報告 

 出席者 長谷川常任理事、泉主事 

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60医療機関から231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 11月 8日（木）午後 7時 

議題①平成 29年度事業報告 

②前期申請審査 



 

  第 2回 

日時 平成 31年 3月 25日（月）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．平成 30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.看護師・助産師・マッサージ師・柔道整復師等を対象とし

た平成 30年度運動療法機能訓練技能講習会受講者の募集 

全国病院理学療法協会より依頼があり、医報とやま「告

知板」に掲載し周知した。 

１.富山市医師会看護専門学校看護学生募集 

富山市医師会看護専門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.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

知した。 

 

 ◎医療秘書 

担当副会長  村上美也子 

担当常任理事 堀地  肇 

１．平成 30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．平成 30年度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名をを推薦した。 

１．平成 30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 22回医療保険請求事務実技試

験 

11月 1日(木)北陸ビジネス福祉専門学校で実施し、12

名中 11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 22日（土）午後 4時 10分 

場所 シーガイアコンベンションセンター（宮崎県） 

出席者 村上副会長 

議題①平成 29年度収支決算について 

②平成 30年度事業等について 

③第 68回定例総会・平成 30年度第 1回運営委員会

について他 

第 68回定例総会・第 1回運営委員会 

日時 9月 22日（土）午後 4時 40分 

場所 シーガイアコンベンションセンター（宮崎県） 

出席者 村上副会長 

議題①平成 29年度収支決算について(会計監査報告) 

  ②平成 30年度事業計画(案)について 

③平成 30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 5件 

第 2回常任委員会 

日時 平成 31年 3月 30日（土）午後 3時 45分 

場所 フクラシア浜松町 

出席者 村上副会長 

議題①平成 30年度決算見込みと協議会運営費用について 

②今後の全国医師会医療秘書学院連絡協議会年間ス

ケジュール等について 

③平成 30年度第 2回運営委員会について 

 第 2回運営委員会 

日時 平成 31年 3月 30日（土）午後 4時 15分 

場所 フクラシア浜松町 

出席者 村上副会長 

議題①今後の協議会の運営について 

  ②各県医療秘書学院の運営について 

  ③平成 31年度の役員について 

   他報告 4件 

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 39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 39回日本医師会医療秘書認定試験 

平成 31年 2月 3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 11名が受験し 9名が合格した。な

お、合格者に日医認定証並びに記章を交付した。 

１．北陸ビジネス福祉専門学校医療秘書学科 24回卒業予定者

の求職依頼 

卒業予定者 12名中医療機関就職希望 11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採用をお願いした。 

１．北陸ビジネス福祉専門学校の病院見学実習先 

毎年実施している病院見学実習の実習先について、日本

医師会へ紹介の依頼をした。 

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・森千奈美さんを会長表彰すること

になり、平成 31年 3月 8日同校卒業式にて授与された。 

 

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．平成 30年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議会 

11月 3日(土・祝)、愛知県・名古屋マリオットアソシア

ホテルにて「健康寿命延伸に向けた医師会共同利用施設の

展望」をメインテーマに開催され、本会から村上副会長、

長谷川常任理事、櫻井・石川主任が出席した。 

開催に先立ち、シンポジウム事例発表者（シンポジスト）

の推薦依頼があり、高岡市医師会 白崎文朗理事を推薦し

た。また、医師会共同利用施設名簿の確認依頼があり、郡

市医師会へ照会し、本会で取りまとめ回答した。 

１．関連文書について郡市医師会へ周知した。 

 

◎ 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 18日（水）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題①平成 29年度事業報告･収支決算について 

②平成 30年度事業計画(案)･予算(案)について 

③病理細胞検査部門の精度管理項目追加について 

 第 2回 

日時 10月 17日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

議題①富山県臨床検査精度管理協議会副会長の選出につ 

   いて 

  ②平成 30年度調査事業実施経過について 

③平成 30年度調査結果報告会の開催について 

④コメンテーターについて 

⑤病理検査の精度管理調査報告試験運用について 

１．第 30回富山県臨床検査精度管理調査結果報告会 

 12 月 2 日（日）午前 9 時から本会館にて開催し、長谷川

常任理事他 215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．関連文書について郡市医師会へ通知ならびにＨＰ掲載し

周知を図った。 

   

治 験 事 業  

担当副会長  炭谷 哲二 

担当常任理事 種部 恭子 

１．治験審査委員会 

11 回開催し、延べ 22 案件について審議し承認とした。

また、迅速審査を 2回開催。 

 

広報活動事業・ホームページ  

担当理事 金子 敏行 

１．日医ニュース「都道府県医師会だより」原稿投稿依頼 

日本医師会より依頼があり、村上副会長が「スマートカ

フェ in医学部（キャリアアップ座談会）」について執筆、

日医ニュース第 1364号（平成 30年 7月 5日発行）に掲載

された。 

１．情報誌「VITA」への原稿執筆者推薦依頼、原稿執筆依頼 

本会役員より川口善治先生を推薦、執筆依頼し、VITA114

号（平成 30年 9月 20日発行）に掲載された。 

１．日本医師会広報活動に関するアンケート調査 

日本医師会より案敬と調査の依頼があり、広報担当金子

理事、医療情報担当鳥畠理事が回答した。 

１．「いい医療の日（11月 1日）」ロゴマーク募集の周知依頼 

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．新聞紙面への広告協賛 

  下記の通り広告協賛した。 

（1）平成 31年度年賀広告［北日本新聞社・富山新聞社・

読売新聞社・朝日新聞社・毎日新聞社］ 

（2）「はたちの献血キャンペーン 2019」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、図書カードを医報とやま

1月 15日号に同封し贈呈した。 

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、平成 31年 4月より日本郵便富山物流ソリューション

センターに委託することとした。 



 

１．医報とやま主な掲載記事 

 （1）講演要旨 

  ▽職場のうつ病          渡辺 多恵  4/15 

▽DV被害者のトラウマ反応への対処 小西 聖子 5/1 

▽公害からみた産業保健      鏡森 定信  11/1 

  ▽キズをみてどう考えるか―法医学からのアプローチ― 

       高塚 尚和 12/15 

  ▽労働安全衛生行政の動向～働き方改革関連法～ 

 杉田 昭良  3/15 

  ▽メンタルヘルスにおけるω3 系多価不飽和脂肪酸の役

割               浜崎  景 3/15 

 （2）研究助成課題 

  ▽認知症を食品で予防できるか   松本 邦彦 4/1 

  ▽両肺に多発するすりガラス陰影に合併した両側早期肺

癌の 1切除例        清水淳三他 4名 7/15 

  ▽アスベスト関連疾患について   水橋 啓一 8/1 

 （3）寄稿・紀行 

▽海外医療交流の一歩       太田  悟 4/15 

  ▽病児保育            高田 裕之 5/15 

 ▽北陸新幹線、3年間の評価    竹林俊一郎  6/1 

 ▽話すだけで書ける 究極の文章法 松本 邦彦 6/15 

▽イタリアの鉄道事情       岡部 陽三 8/15 

 ▽臓器移植推進活動について    飯田 博行 10/1 

  ▽医師不足、過重労働そして女性医師問題 

                   寺畑 信男 10/1 

  ▽東日本大震災から見た日本人   小川 次郎 10/15 

  ▽18歳選挙権で思うこと      小川 次郎  1/15 

  ▽マレーシア民泊紀行       滝澤  昇 2/1 

  ▽『お楽しみはこれからだ』(承前) 武内  徹 2/15 

  ▽ボヘミアン Rを観て       花崎 信夫 3/15 

 （4）郡市医師会の頁 

▽下新川郡医師会の活動      川瀬 紀夫 5/1 

▽滑川市医師会の現況について   伊井  祥 6/1 

▽NPO法人南砺市医師会―プロフェッショナル― 

                 石黒 聖子 7/1 

▽砺波医師会の現状と活動状況   伏木  弘 8/1 

▽射水市医師会～地域に根ざした事業の連携と発展～ 

      木田 和典 9/1 

▽外憂・内憂・希望        髙木 義則 10/1 

▽「在宅医療」と「地域包括ケアシステム」に思うこと 

                 青山 圭一 11/1 

▽高岡市医師会          宮島 久仁 12/1 

▽平成 30年の小矢部市医師会の人事 井上  徹 1/1 

▽地域包括ケアシステムと人生会議 植野 克巳 2/1 

▽富山市医師会の近況       舟坂 雅春 3/1 

（5）病院紹介コーナー 

▽富山西総合病院         新居  隆 5/1 

▽西能みなみ病院の特徴について   西嶌美知春  6/1 

▽真生会富山病院の紹介      真鍋 恭弘 9/1 

▽医療法人光ヶ丘病院       笠島  學 10/1 

▽高岡整志会病院の紹介      川岸 利光  11/1 

▽睦心会あさなぎ病院紹介     黒田 昌宏 3/1 

 （6）各科医会から 

  ▽富山県内科医会から       里村 吉威 4/15 

  ▽特定健診の眼底検査は眼科医へ紹介を 

                   片山 寿夫 5/15 

  ▽整形外科活動報告『骨と関節の日』中村 琢哉 6/15 

▽富山県外科医会         萩野  茂 7/15 

  ▽富山県脳神経外科医会より    黒田  敏 8/15 

  ▽神経内科～脳神経内科へ     高嶋修太郎 9/1 

  ▽富山県透析医会活動報告     石田 陽一 9/15 

  ▽富山県小児科医会の紹介     八木 信一 10/15 

  ▽富山県皮膚科医会        大島 茂人 12/15 

  ▽富山県泌尿器科医会の近況    北村  寛  1/15 

  ▽富山県産婦人科医会から     桑間 直志 2/15 

（7）ある日ある時 

▽3つのコミュニティ        岡本 春平 10/1 

▽ホットヨガのススメ       加藤  夕 11/1 

▽アメリカンフットボール     沖  敬門 1/15 

（8）診療あれこれ 

 ▽これもフレイル？        江尻  進 4/1 

 ▽右上肢の骨折を経験して     大橋 雅広 5/1 

 ▽性教育出前授業から思うこと   高地 圭子 7/1 

 ▽開業してみて          谷川 孝史 9/15 

 ▽病院の赤字、黒字について    宮元  進 12/1 

（9）臨床の現場から 

▽医師事務作業補助体制の活用・導入効果・運用のピッ

トフォール           今田 光一 9/1 

▽自院自殺既遂 46例について    高柳  功 11/15 

（10）三測表 

▽柳澤 伸嘉 5/15    ▽長崎 正男 6/15 

▽寺西 重和 7/15    ▽柴田 崇志 8/15 

▽山岸 孝広 10/1    ▽田川 考作 10/15 

▽清水 一夫 11/15    ▽尾上 洋一 12/15 

▽竹田 慎一 1/15    ▽籠浦 正順 2/15 

▽日野 孝之 3/15 

（11）花粉症情報   

▽村上 巧啓           4/1～5/1、2/1～3/15 

（12）医療経営相談窓口から 

▽金山 順一               4/1、10/1 

（13）医療安全相談窓口から 

 ▽森山 満       4/15、7/1、8/1、9/15、3/15 

（14）各種報告・その他 

▽性暴力被害者への医療・司法対応の実際 

                 種部 恭子 7/1 

▽富山医療学（富山大学医学部 4年生講義） 

                 稲寺 秀邦 12/1 

▽第 49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・ 

高橋 秀親・米脇 克哉 12/15 

 

会員福祉・表彰活動事業  

◎表 彰 

担当常任理事 堀地  肇 

１．平成 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 28日(木)午後 7時 30分から、第 196 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 

   米 澤 弘 幸（下新川郡） 

   加 納   晃（魚津市） 

   田 中 茂 弘（ 〃 ） 

   梅 沢 良 昭（中新川郡） 

   魚 津 幸 蔵（富山市） 

   倉 知 正 佳（ 〃 ） 

   杉 木 繁 隆（ 〃 ） 

   高 田 正 信（ 〃 ） 

   能 登 啓 文（ 〃 ） 

   林   隆 一（ 〃 ） 

   藤 井 久 丈（ 〃 ） 

   本 田   徹（ 〃 ） 

   松 井 俊二郎（ 〃 ） 

   村 上 巧 啓（ 〃 ） 

   麻 生 正 邦（射水市） 

稲 尾 次 郎（高岡市） 

上 野 一 夫（ 〃 ） 

加 藤   潔（ 〃 ） 

川 東 正 範（ 〃 ） 

木 谷   恆（ 〃 ） 

斉 藤 哲 現（ 〃 ） 

高 堂 松 平（ 〃 ） 

林   次 朗（ 〃 ） 

宮 崎 あゆみ（ 〃 ） 

清 原   薫（砺 波） 

山 下 良 平（ 〃 ） 

野 村   忠（南砺市） 

 永年役員・代議員 

  高 橋 英 雄（富山市） 

  土 田 敏 博（ 〃 ） 

医療従事者 298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 28 日 
富山県知事部門功労表

彰（医療） 
富山県 

髙木 義則 

藤井 正則 

9 月 10 日 
厚生労働大臣表彰 

（救急医療） 
国 馬瀬 大助 

9 月 10 日 
厚生労働大臣表彰 

（産科医療） 
国 中曽根敬一 

11 月 1 日 日本医師会最高優功賞 日本医師会 馬瀬 大助 

11 月 1 日 富山県功労表彰(医療) 富山県 泉  良平 

11 月 3 日 旭日双光章（秋の叙勲） 国 小関 支郎 

11 月 8 日 
厚生労働大臣表彰 

(母子保健家族計画事業) 
国 中野  隆 

1 月 30 日 第 47 回医療功労賞 読売新聞社 浅山  央 

 

◎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 平成 31年 1月 19日（土）午後 7時 

場所 富山第一ホテル 

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理事 

 吉山  泉 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．特別講演 

「医療政策のゆくえ」 

        参議院議員   羽生田 俊 先生 

５．懇親会（立食パーティー） 

６．閉会 

参加者 103名 

１．医師年金の普及推進活動 

本会 HP 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．平成 31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 

 平成 31 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。 

 

会館建設検討  

担当常任理事 堀地  肇 

１．会館建設用地取得 

平成31年10月より現会館近くの準工業地域（黒崎地区）

の土地を候補地として交渉、不動産鑑定を行った。土地の

購入について平成 31年 1月 10日理事会で了承、1月 17日

臨時代議員会を開催し、賛成多数で了承された。 

平成 31年 1月 24日地主 2名と土地の契約を締結した。 

埋蔵文化財包蔵地のため 3月上旬に試掘調査を行い、埋

蔵文化財所在が確認されたため、地主との費用折半で本調

査を行うこととし、3月 28日臨時代議員会で報告した。 


