
 

庶務及び会計 

担当副会長 泉  良平 

担当副会長 小関 支郎 

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．会員数について 

平成 25年 12月 1日現在の会員数は 1,581名で、前年比

は下表のとおり。 

Ａ   705名（7名減） 

Ｂ1・Ｂ2・Ｂ3   786名（1名増） 

Ｃ    90名（6名減） 

計  1,581名 

 

郡市名 24 年度 25 年度 増減 郡市名 24 年度 25 年度 増減 

下新川郡 94 90 -4 氷見市 42 45 +3 

魚津市 64 63 -1 砺 波 85 80 -5 

滑川市 46 45 -1 南砺市 38 42 +4 

中新川郡 42 40 -2 小矢部市 30 30 0 

富山市 711 711 0     

射水市 108 106 -2     

高岡市 333 329 -4 合計 1,593 1,581 -12 

１．代議員数について 

平成 25年 6月 20日から平成 27年 6月までを任期とする

本会代議員の定数は 41名であり、これを郡市医師会別に示

すと下表のとおり。 

郡市名 代議員数 郡市名 代議員数 

下新川郡 3 高岡市 8 

魚津市 1 氷見市 2 

滑川市 1 砺 波 2 

中新川郡 1 南砺市 1 

富山市 18 小矢部市 1 

射水市 3 合 計 41 

１．会員の逝去について 

平成 25年 4月 1日から平成 26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 

飛見 立郎 高岡市 H25.5.10 73 

木戸外喜夫 射水市 H25.5.16 89 

吉沢  潤 下新川郡 H25.5.15 80 

森井 寛二 富山市 H25.5.24 86 

田中 清六 富山市 H25.6.13 89 

三輪 哲郎 富山市 H25.8.1 82 

千代 英夫 下新川郡 H25.8.2 63 

三谷  昭 富山市 H25.8.6 83 

横田  力 富山市 H25.8.15 85 

高橋 宗義 滑川市 H25.8.24 104 

永森 文夫 砺波 H25.10.7 87 

浅岡 孝之 富山市 H25.10.8 100 

湯口 正和 富山市 H25.10.18 88 

井村東司三 高岡市 H25.10.20 98 

片山  喬 富山市 H25.10.23 83 

藤井 正成 砺波 H25.11.11 84 

吉見万里雄 滑川市 H25.11.23 92 

室谷 達治 富山市 H25.12.15 95 

平井 善昭 富山市 H25.12.28 86 

佐々 恵一 下新川郡 H25.12.30 82 

宮脇 利男 富山市 H26.2.26 66 

吉野 利子 高岡市 H26.3.12 97 

堀地 道郎 富山市 H26.3.18 85 

藤井 宗清 砺波 H26.3.29 100 

以上 24名 

１．会員の入会・退会・異動届について  

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．理事会について 

原則として毎月第 2・4木曜日に開催し、当面する諸案件

について審議した。24回開催。 

１．臨時理事会について 

6月 20日開催の第 186回定例代議員会終了後、同代議員

会で選定された会長・副会長候補者の選任と常任理事の指

名が行われた。 

１．理事懇談会について（4～6月） 

4～6月 第 1火曜日の午後１時から開催。 

１．常任理事会について（7～H26.3月） 

名称を常任理事会に改め、原則第 1月曜の午後 7時 30分

から開催。 

１．代議員会について 

第 186回定例代議員会 

日時 6月 20日（木）午後 7時 30分頃 

場所 県医師会館 4階・会議室 

選挙 代議員会議長及び副議長の選任 

報告 平成 24年度富山県医師会事業報告 

議事①平成 24年度富山県医師会決算の件 

②平成 24 年度富山県地域産業保健センター事業会

計決算の件 

③平成 25年度富山県医師会会費減免申請の件 

④富山県医師会役員及び裁定委員等の選挙の件 

理事（会長）候補者  1名 

理事（副会長）候補者  3名 

理事   13名 

監事    2名 



 

裁定委員  11名 

日本医師会代議員   3名 

日本医師会予備代議員  3名 

⑤顧問委嘱の件 

第 187回臨時代議員会 

日時 平成 26年 3月 27日（木）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 4階・会議室 

報告①平成 26年度事業計画の件 

  ②資金調達及び設備投資の見込みの件 

議事①平成 26年度富山県医師会予算の件 

②富山県医師会会費賦課徴収規程一部改正の件 

③平成 26年度富山県医師会会費賦課徴収の件 

④富山県医師会入会金徴収規程一部改正の件 

⑤富山県医師会選挙規程一部改正の件 

１．県・郡市医師会協議会について 

第 1回 

日時 6月 3日（水）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 4階・会議室 

議題①第 186回定例代議員会の提出案件について 

第 2回 

日時 8月 21日（月）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 4階・会議室 

議事①TPP・消費税増税に対する考え方について（県医師

会のスタンス） 

  ②在宅医療の推進について（県医師会のスタンス） 

 第 3回 

日時 平成 26年 3月 7日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 4階・会議室 

議事①第 187回臨時代議員会の提出案件について 

  ②当面する医療問題について 

１．郡市医師会と県医師会との懇談会について 

医療圏又は郡市医師会へ出向き、県医師会の現況報告後、

地域医師会が抱える諸問題について意見交換をした。 

富山医療圏 11月 11日（月）午後 7時 30分 

下新川郡  11月 18日（月）午後 7時 30分 

魚津市   11月 25日（月）午後 7時 30分 

高岡医療圏 H26.1月 29日（水）午後 7時 30分 

砺波    H26.2月 4日（火）午後 7時 30分 

南砺市   H26.3月 11日（火）午後 7時 30分 

小矢部市  H26.3月 14日（金）午後 7時 30分 

１．各医会長と県医師会との懇談会について 

日時 9月 3日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 4階・会議室 

提出のあった議題について協議した。 

１．県厚生部との懇談会について 

日時 10月 3日（木） 午後 7時 

場所 高志会館 

議題①平成 25年度県厚生部の重要施策について 

  ②平成 26年度県政への要望について 

  ③当面する医療問題について 

１．三師会定期懇談会について 

日時 8月 9日（金）午後 7時 

場所 「加賀家」 

議事①税制改正への対応について（県医師会） 

②当面する医療関連問題について 

１．本会役員の改選について 

6月 20日(木)開催の第 186回定例代議員会において投票

選挙により会長・副会長候補の選定、理事、監事等の選任

を行った。新役員は次の通り。 

会 長（理事） 馬 瀬 大 助 

副会長（理事） 泉   良 平 

 〃  小 関 支 郎 

 〃  村 上 美也子 

常任理事  種 部 恭 子 

 〃  南 里 泰 弘 

 〃  藤 田   一 

 〃  堀 地   肇 

 〃  長谷川   徹 

理 事  道 振 義 治 

 〃  清 水 康 一 

 〃  金 子 敏 行 

 〃  渡 辺 多 恵 

 〃  平 野 八州男 

 〃  長 田 拓 哉 

 〃  河 合 晃 充 

監 事  大 橋 直 樹 

 〃  佐 藤 英 敏 

代議員会議長  長谷田 祐 一 

 同 副議長  島 田 一 彦 

裁定委員  谷 川 武 史 

 〃  鈴 木   潮 

 〃  林   義 則 

 〃  酒 井 義 明 

 〃  北 川   勲 

 〃  池 田 肇 信 

 〃  藤 田 嘉 文 

 〃  嶋 尾 正 人 

 〃  仲 村 洋 一 

 〃  森 田 嘉 樹 

 〃  松 岡 宗 里 

日本医師会代議員 馬 瀬 大 助 

    泉   良 平 

    小 関 支 郎 

 同 予備代議員 種 部 恭 子 

    藤 田   一 

    堀 地   肇 

１．本会各種委員会委員について 

 （次ページに掲載のとおり）平成 25年 7月 1日現在  



 

１．諸事業の後援について 

・肝がん撲滅フォーラム 2013 

・第 142回富山循環器懇話会特別講演会 

・平成 25年度在宅医療市民公開講座 

・第 29回富山県脳卒中研究会 

・第 11回富山県呼吸と循環研究会 

・第 33回日本川崎病学会・学術集会 

・富山県呉西臨床整形外科医会（三水会） 

・第 13回東海北陸作業療法学会 

・富山県在宅医会 春の研究会 

・第 47回全国ろうあ者体育大会 

・第 13回富山 IVR研究会 

・富山テレビ「ﾃﾚﾋﾞｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ『知っとこ！くすりの“今”』」 

・サイバーナイフによる定位放射線治療講演会 

・骨髄バンク普及映画 

・病院経営における特別講演会 

・第 33回日本川崎病学会市民公開講座 

・富山赤十字病院公開健康講座 

・平成 25年度｢米寿のつどい｣ 

・脳卒中予防キャンペーン事業 

・富山県糖尿病対策推進会議「糖尿病対策事業研修会」 

・第 13回富山県公的病院医療安全研究大会 

・第 2回渡辺久子講演会 

・腎臓病教室 in高岡 2013 

・高血圧学術講演会 

・第 17回富山県ＮＳＴ研究会 

・平成 25年度特定健診・保健指導実践者育成研修会 

・認知症予防シンポジウム・富山  

・第 19回 骨と健康を考えるシンポジウム 

・基礎研究を踏まえた糖尿病治療を考える会 

・平成 25年度「愛の血液助け合い運動」 

・第 31回富山救急医療学会 

・富山県呉西臨床整形外科医会（三水会） 

・WNH（Wound Nutrition Human Life）合宿（創傷・栄養と

人生を考える合宿） 

・平成 25年度透析患者等発生予防普及啓発事業「講演会」 

・第 25回地域リハビリテーションフォーラム 

・平成 25年度富山県がん征圧月間 

・第 18回富山県理学療法学術大会 

・富山県在宅医会「秋の研究会」 

・平成 25年度全国一斉複十字シール運動キャンペーン 

・富山県 Care AF講演会  

・第 5回透析患者における高リン血症を考える会 

・ハンセン病訴訟勝訴 12周年記念シンポジウム  

・第 29回富山県糖尿病懇話会 

・第 17回富山生活習慣病指導者研修会 

・インスリン治療を考える会 

・第 33回富山県感染対策研究会 

・第 40回富山県臨床神経研究会． 

・東海・北陸地区リウマチ教育研修会 

・平成 25年度富山県輸血懇話会学術講演会 

・平成 25年度富山県介護老人保健施設大会 

・医療法人社団長谷川病院市民公開講座 

・第 10回富山県高次脳機能障害リハビリテーション講 

 習会 

・第 143回富山循環器懇話会特別講演会 

・糖尿病・腎臓病講演会  

・砺波医師会市民公開講座 

・治療と仕事の両立支援セミナー 

・皮膚の日講演会 

・『特定健診推進プロジェクト』健康フェスティバル 

・さわやか介護セミナー講演会  

・富山県整形外科医会学術講演会 

・第 18回富山県 NST研究会 

・第 7回富山県研修医大会 

・第 5回富山糖尿病治療と合併症を考える会  

・まちなかウォーキングイベント「歩く人。」in TOYAMA 

・てんかん月間記念行事「ビデオと医療相談会」 

・平成 25年度結核予防医師研修会 

・富山県整形外科医会呉西研修会  

・富山市民公開講座「がん治療の最前線」 

・読売新聞「医療ルネサンス北陸フォーラム」 

・平成 25年度砺波医療圏結核予防医師研修会 

・第 15回富山 COPD学術講演会 

・わが家に帰ろうシンポジウム 

・第 5回富山生活習慣病懇話会 

・富山県整形外科医会（呉西研修会） 

・富山整形セミナー2014 

・Kanazawa Coronary Conference-2014（北陸 PTCAライブ） 

・第 5回富山大学がん治療 治験・臨床試験シンポジウム 

・富山県耳鼻咽喉科学術講演会 

・第 18回富山生活習慣病指導者研修会 

・第 21回富山県介護予防研究会 

・第 8回富山県子宮内膜症セミナー 

・第 2回富山県慢性期医療協会学術講演会 

・富山サイバーナイフセンター「市民公開講座」 

・平成 25年度高岡医療圏結核予防医師研修会 

・健康スポーツ医研修会 

・平成 25年度富山医療圏結核予防医師研修会 

・第 23回富山県呼吸ケア研究会 

・平成 25年度身体障害者福祉法第 15条指定医師研修会 

・富山県肺炎予防講演会 

・第一回富山高尿酸血症フォーラム 

・第 5回がん患者さんと家族のための講演会 

・富山市医師会市民公開講座 

・平成 26年度初期臨床研修医対象シミュレーション研修 

・第 34回富山県感染対策研究会 

・第 25回富山県高血圧研究会 



 

・平成 26年度日本臨床衛生検査技師会中部圏支部医学検査

学会 

・内分泌カンファレンス in TOYAMA 2014（春） 

・日本てんかん協会富山県支部総会記念講演 

・2014年 富山県在宅医会 春の研究会 

・平成 26年度在宅医療市民公開講座 

・富山赤十字病院公開健康講座 

・第 66回西日本医科学生総合体育大会 

・肥満症サマーセミナー 

・がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会 

・肝がん撲滅フォーラム 2014 

・生活習慣病予防献立「富山版」作成 

・第 6回全国医師会事務局連絡会研修会 

１．諸事業の受託、共催、助成等について 

・富山市との平成 25年度「1歳 6か月児精密健康診査業務

委託契約」等の締結 

・平成 25年度かかりつけ医うつ病対応力向上研修事業委託

契約の締結 

・富山市との平成 25年度｢母子保健法に係る妊産婦・乳児

健康診査業務委託契約｣の締結 

・平成 25年度周産期死亡等改善対策事業委託契約の締結 

・平成 25年度後期高齢者の健康診査委託契約の締結 

・富山県脳卒中情報システム事業登録情報集約業務委託契

約の締結 

・平成 25年度医療機関向け児童虐待防止研修会開催業務委

託契約の締結 

・富山県救急医療情報システム管理運営業務委託契約書の

締結 

・主治医研修事業実施業務委託契約書の締結 

・平成 25年度医療安全対策事業委託契約の締結 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修事業実施業務委託契

約、認知症サポート医フォローアップ研修事業実施業務

委託契約の締結 

・平成 25年度女性医師等支援相談窓口事業委託事業の締結 

・情報誌『ＶＩＴＡ』原稿執筆者の推薦 

・第 23回「看護の日」看護フェスティバルの後援並びに臨

席 

・警察が取り扱う死体の死因究明等への協力 

・平成 25年度富山県薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」普及運

動への参加協力 

・平成 25年度富山県総合防災訓練への参加・協力 

・富山産業保健推進連絡事務所が行う産業医研修会の共催

及び産業医日医認定単位取得申請 

・「第 21回富山ＤＭサマーキャンプ‘13」の後援と寄付金 

・糖尿病対策事業研修会（富山県糖尿病対策推進会議）の

共催 

・「いきいきとやま・第 25回健康と長寿の祭典」に係る展

示コーナー等への出展 

・小矢部市医師会訪問看護ステーションへの設立助成 

・世界医師会準会員の更新 

・ライフサイエンス部門広報誌への寄稿 

・和歌山県医師会「平成 25年度女性医師の勤務環境の整備

に関する病院長・病院関係者・管理者等への講習会」へ

の講師派遣 

・「労災診療費算定実務研修」事業に対する共催 

・第 33回日本川崎病学会への寄付 

・いきいきとやま・第 26回健康と長寿の祭典「かかりつけ

医による医療相談コーナー」への医師派遣 

・岐阜県医師会「女性医師等就労継続支援事業講演会」へ

の講師派遣 

・富山県ドクターバンクへの求人情報の提供に関する協力 

・平成 26年度国・県予算に対する要望書の提出 

・地元国会議員への「医療の消費税問題の抜本的解決をは

じめとする税制改正要望」の働きかけ 

・小矢部市医師会訪問看護ステーションへの設立助成 

・｢医学薬学祭 2013｣への寄付 

・平成 26年度県政に対する要望書の提出 

・子育て応援券利用拡大（Ｂ型肝炎ワクチン）に関する要

望書の提出 

・全国 7モデル県における性感染症全数調査への協力 

・認知症サポート医養成研修派遣医師の推薦 

・人工透析審査委員会委員の推薦 

・「富山県産業保健・メンタルヘルス対策総合推進協議会」

委員・オブザーバーの推薦 

・とやまマラソン（仮称）実行委員会委員の就任 

・静岡県医師会報「男女共同参画社会における医師のあり

方 ～共に生き、共に働く～」への寄稿 

・福井県医師会 平成 25年度女性医師の勤務環境の整備に

関する病院長、病院開設者・管理者等への講習会並びに

勤務医セミナーへの講師派遣 

・日本医師会－ＡＭＤＡのフィリピン台風被害救援活動へ

の支援 

・「女性医師の勤務環境の整備に関する病院長、病院開設

者・管理者等への講習会」への講師派遣 

・慢性腎臓病の予防啓発に関する特集紙面（北日本新聞社）

への協力 

・第 18回日本女医会懇談会及び講演会の後援と協賛 

・「平成 25年度医学生、研修医等をサポートするための会」

への講師派遣 

・富山県院内感染対策協議会講習会（初級コース）の共催 

・中小病院を活かす道シンポジウムの共催 

・高岡・砺波地区労災指定医療機関協会講演会の後援と日

医認定健康スポーツ医制度再研修会の申請 

・第 57回日本産業衛生学会北陸甲信越地方会総会の共催、

学会長就任、協賛金 

・平成 26年度研修医研修への講師派遣 

・司法修習生の給与支給制の復活への団体署名 

・第 13回富山スプリングスポーツセミナーの後援と日医認



 

定健康スポーツ医再研修会の申請 

・「骨髄バンク普及映画を作る会」上映支援金 

・北陸新幹線建設促進富山県民協議会平成 25年度負担金 

・富山県防犯協会平成 25年度賛助会員会費 

・北陸受信環境クリーン協議会分担金 

・富山県暴力追放運動推進センター賛助会費 

・とやま被害者支援センター平成 25年度団体性会員会費 

・平成 25年度富山社会保険委員会会費 

・富山大学しらゆり会平成 25年度献体事業補助金 

・平成 25年度富山県看護教育振興会賛助会費 

・平成 25年度複十字シール運動に係る募金 

・平成 25年度富山県母乳育児推進連絡協議会負担金 

・富山県精神保健福祉協会平成 25年度会費 

・富山県医師グリーン会平成 25年度助成金 

・富山県日中友好団体連合会平成 25年度会費 

・平成 25年度富山県公衆衛生学会費 

・平成 25年度日本対がん協会維持会員会費 

１．中部医師会連合（当番県：岐阜県） 

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 

小 関 支 郎 

村 上 美也子 

種 部 恭 子 

南 里 泰 弘 

藤 田   一 

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 小 関 支 郎 

藤 田   一 

渡 辺 多 恵 

医療政策特別委員会 村 上 美也子 

種 部 恭 子 

堀 地   肇 

広域災害・救急医療 

担当理事連絡協議会 

泉   良 平 

小 関 支 郎 

村 上 美也子 

Ⅰ 委員総会 

日時 11月 16日（土）、17日（日） 

場所 岐阜都ホテル 

出席者 岩城顧問、馬瀬会長、泉副会長、小関副会長、村

上副会長、種部常任理事、長谷川常任理事、渡辺理事、

了安事務局長、岡崎総務課長 

次第 

11月 16日（土） 

開会 

委員長挨拶 岐阜県医師会長 

来賓祝辞  日本医師会常任理事 高杉敬久 先生 

      岐阜県知事(代理) 

      岐阜市長 

来賓紹介 

議長選出 

会務報告 

議事 

①中部医師会連合規約の改正に関する件 

②平成 24年度中部医師会連合収入支出決算に関する件 

③平成 25年度中部医師会連合収入支出予算に関する件 

④次期役員選出に関する件 

次期委員長挨拶  福井県医師会長 

特別委員会報告（各分科会形式で同時進行） 

①社会保険特別委員会  

②介護保険特別委員会  

③医療政策特別委員会  

④全体報告会 

懇親会 

 11月 17日（日）  

特別講演 

 「日本医師会の医療政策」 

日本医師会長  横倉義武 先生 

閉会 

Ⅱ 常任委員会（4～6月は岩城会長、7月から馬瀬会長、了

安事務局長出席） 

第 1回 

日時 4月 10日（水）午後 2時 30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 25年度中部医師会連合顧問の委嘱について 

②平成 25年度中部医師会連合特別委員会・担当理事連

絡協議会について 

③平成 25 年度中部医師会連合委員総会の開催につい

て 

④平成 25 年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議

会の開催について 

⑤日本医師会代議員会議事運営委員会委員の選任につ

いて 

⑥医療基本法(仮称)制定に関するシンポジウムの開催

について 

報告事項 

①日本医師会第 13 回理事会（3 月 19 日開催）の状況

について 

②日本医師会第 1 回理事会（4 月 2 日開催）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 

④平成 25 年度中部医師会連合常任委員会等の開催日

程について 

第 2回  

日時 5月 8日（水）午後 2時 30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 25年度中部医師会連合特別委員会（社会保険・

介護保険）について 

②平成 25年度中部医師会連合特別委員会（名称未定）

について 

③中部医師会連合広域災害救急医療担当理事連絡協議

会の開催について 

④公益法人改革による役員改選時期の変更に伴う中部

医連役員等の任期及び主務担当県の期間について 

⑤平成25年度第1回中部医師会連合日医代議員協議会

（6月 5日）について 

⑥第 129回日本医師会定例代議員会（6月 23日）への

対応について 

報告事項 

①日本医師会各種委員会概況報告について 

②中部医師会連合事務引き継ぎについて 

第 3回  

日時 6月 5日（水）午後 1時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

協議事項 

①中部医師会連合規約の改正について 

②平成 25 年度中部医師会連合医療政策特別委員会委

員の委嘱について 

③平成 25 年度中部医師会連合広域災害救急医療担当

理事の委嘱について 

④平成 25 年度中部医師会連合特別委員会等の開催日

程について 

⑤第 129回日本医師会定例代議員会（6月 23日）への

対応について 

⑥中部医師会連合常任委員会懇談会（6月 22日）につ

いて 

⑦平成 25年度中部医師会連合委員総会について 

⑧平成 25 年度中部医連共同利用施設連絡協議会につ

いて 

⑨平成25年度第1回中部医師会連合事務局長会議につ

いて 

報告事項 

①日本医師会第 2回理事会（5月 14日開催）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き継ぎについて 

第 4回  

日時 7月 3日（水）午後 2時 30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 25 年度関西医師会連合常任委員会に係る提出

議題について 

②中部医師会連合医療基本法（仮称）制定に関するシ

ンポジウムについて 

③当面の医療問題について 

報告事項 

①平成 25 年度中部医師会連合特別委員会委員につい

て 

②平成 25 年度中部医師会連合広域災害救急医療担当

理事について 

③日本医師会第 3回理事会（6月 18日開催）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 5回 

日時 8月 3日（水）午後 3時 30分 

場所 ホテルグランヴィア京都 

協議事項  

①女性医師支援センターブロック別会議（11月 17日）

の開催について 

②中部医師会連合常任委員懇談会（10 月 12 日）につ

いて 

報告事項 

①中部医師会連合医療基本法（仮称）制定に関するシ

ンポジウムについて 

②平成 25 年度中部医師会連合広域災害救急医療担当

理事について 

③日本医師会第 4回理事会（7月 23日開催）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 6回  

日時 9月 4日（水）午後 2時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

協議事項 

①中部医師会連合常任委員懇談会について 

②中部医師会連合委員総会（11 月 16・17 日）につい

て 

③規約改正に伴う平成 26 年度委員総会等の開催日程

について 

報告事項 

①中部医師会連合医療基本法（仮称）制定に関するシ

ンポジウムについて 

②中部医師会連合第 1回事務局長連絡協議会について 

③日本医師会第 5回理事会（8月 20日）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 7回  

日時 10月 2日（水）午後 2時 30分 



 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

協議事項 

①日本医師山会役員の補欠選任・選定について 

②平成 24年度中部医師会連合収入支出決算について 

③平成 25年度中部医師会連合収入支出予算（案）につ

いて 

④規約改正に伴う平成 26 年度委員総会等の開催日程

について 

⑤日本医師・従業員国民年金基金第 10期代議員候補者

の推薦について 

⑥東海北陸厚生局に対する要望について 

⑦台風 18号による被害状況について 

報告事項 

①女性医師支援センター事業中部ブロック会議につい

て 

②日本医師会第 6回理事会（9月 17日）の状況につい

て 

③日本医師会各種委員会概況報告について 

第 8回  

日時 11月 6日（水）午後 2時 30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 25 年度中部医師会連合委員総会の運営につい

て 

②東海北陸厚生局に対する要望について 

③当面する医療問題について 

報告事項 

①日本医師会第 7 回理事会（10 月 15 日）の状況につ

いて 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

第 9回  

日時 12月 4日（水）午後 2時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

協議事項 

①当面する医療問題について 

報告事項 

①中部医師会連合委員総会（11 月 16・17 日開催）に

ついて 

②女性医師支援センター事業ブロック会議（11 月 17

日開催）について 

③日本医師会第 8 回理事会（11 月 19 日開催）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 10回  

日時 平成 26年 1月 8日（水）午後 2時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

協議事項 

①地域医療支援センターについて 

②医療勤務環境改善支援センター事業について 

③医師連盟の政治資金について 

④日医連医政活動研究会（明日の医政を考える若手医

師の会）について 

⑤当面する医療問題について 

報告事項 

①日本医師・従業員国民年金基金第 10期代議員の選任

について 

②日本医師会第 9 回理事会（12 月 17 日）の状況につ

いて 

③日本医師会各種委員会概況報告について 

第 11回  

日時 平成 26年 2月 5日（水）午後 2時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

協議事項 

①第 131回日本医師会臨時代議員会への対応について 

  ①代表質問について 

  ②個人質問について 

②日本医師会選挙管理委員会委員及び予備選挙管理委

員会委員の選出について 

③常任委員会等の日程について 

④当面する医療問題について 

報告事項 

①日本医師会第 10 回理事会（1 月 21 日）の状況につ

いて 

②日本医師会各種委員会概況報告について 

第 12回  

日時 平成 26年 3月 5日（水）午後 1時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

協議事項 

①第 131回日本医師会臨時代議員会への対応について 

  ①代表質問について 

  ②個人質問について 

②中部医師会連合常任委員会懇談会（3月 29日）につ

いて 

③当面する医療問題について 

報告事項 

①日本医師会選挙管理委員会委員及び同予備選挙管理

委員の選出について 

②日本医師会第 11 回理事会（2 月 18 日）の状況につ

いて 

③日本医師会各種委員会概況報告について 

④平成 25年度第 2回事務局長連絡協議会（2月 17日）

について 

Ⅲ 常任委員会懇談会（馬瀬会長、了安事務局長出席） 

第 1回 6月 22日（土）午後 6時 30分「帝国ホテル」 

第 2回 平成 26年 3月 29日（土）午後 6時 30分 

    「帝国ホテル」 

Ⅳ 日医代議員協議会 

第 1回  



 

日時 6月 5日（水）午後 3時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

出席者 岩城会長、泉副会長、笠島副会長、了安事務局

長、岡崎総務課長 

協議事項 

①第 129回日本医師会定例代議員会への対応について 

  ① 代表質問  ② 個人質問 

第 2回  

日時 平成 26年 3月 5日（水）午後 3時 30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、泉副会長、小関副会長、了安事務局

長 

協議事項 

①第 131回日本医師会臨時代議員会への対応について 

  ① 代表質問  ② 個人質問 

Ⅴ 特別委員会 

【社会保険特別委員会】 

日時 9月 8日（日）午後 1時 30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、毛

利業務係長 

講演 「次期診療報酬改定に向けて」 

日本医師会常任理事 鈴木邦彦先生 

協議事項 

①平成 26年度診療報酬改定について 

②指定更新時の集団指導について 

【介護保険特別委員会】 

日時 8月 18日（日）午後 1時 30分 

場所 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

出席者 小関副会長、藤田常任理事、渡辺理事、高野地

域係長 

協議事項 

①地域包括支援センターと県・地区医師会の連携につ

いて 

②在宅医療連携拠点事業の今後の取り組みについて 

③認知症対策の各県の現状と課題について 

情報提供 

①高齢者の住まいに関する諸問題について（静岡県） 

【医療政策特別委員会】 

日時 8月 11日（日）午後 1時 30分 

場所 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

出席者 種部常任理事、堀地常任理事、石川主事 

協議事項 

①メインテーマ「地域医療提供体制における医師不

足・偏在問題」 

 ①自由開業・自由標榜制について 

 ②フリーアクセスについて 

【広域災害救急医療担当理事連絡協議会】 

日時 9月 23日（月・祝）午後 1時 30分 

場所 名鉄グランドホテル 

出席者 泉副会長、村上副会長、森田主任 

講演 「災害における医師会活動～JMATを中心に～」 

日本医師会常任理事 石井正三先生 

協議事項 

①中部医師会連合内での大規模災害時相互応援協定に

ついて（富山県） 

報告事項 

①災害時医療救護に関する協定書締結における各県の

進捗状況について 

②各県医師会における災害マニュアルの策定状況につ

いて 

③各県における原子力災害への取り組みについて 

④平成 24 年度各県の災害訓練等における各県医師会

の参画状況について 

⑤平成 24年度各県医師会による救急・災害医療に関す

る研修会・講習会等の実施状況について 

Ⅵ 共同利用施設連絡協議会 

日時 11月 4日（月・振休）午後 12時 30分 

場所 岐阜グランドホテル 

出席者 馬瀬会長、泉副会長、村上副会長、藤田常任理事、

長谷川常任理事、高野地域係長 

基調講演 

「次回診療報酬改定と地域包括ケア～医師会共同利用施

設も含めて～」 

日本医師会常任理事 葉梨之紀先生 

訪問看護ステーションに関するアンケート結果について 

シンポジウム 

第１分科会（訪問看護ステーション、地域包括支援セン

ター、居宅介護事業所） 

テーマ：「訪問看護ステーションと在宅医療・地域包括

ケアへの取り組み」 

第２分科会（臨床検査・健診センター） 

テーマ：「臨床検査・健診センターの生き残り戦略」 

分科会報告 

第１分科会報告 

第２分科会報告 

総括  日本医師会常任理事 鈴木邦彦先生 

次期当番県会長挨拶  福井県医師会長 

Ⅶ 医療基本法（仮称）制定に関するシンポジウム 

日時 8月 10日（土）午後 2時 

場所 愛知県医師会館 

出席者 泉副会長、村上副会長、堀地常任理事、清水理事、

長田理事、清水富山市医師会理事、毛利業務係長 

基調講演 「医療基本法を考える」 

日本病院会顧問 

日本医師会医事法関係検討委員会副委員長 

大井利夫先生 

報告 



 

①医療基本法はなぜ必要か 

②医療現場から政策～胃がん予防のためのピロリ菌除菌

の保険適用実現を通して～ 

Ⅷ 事務局長連絡協議会 

第 1回 

日時 8月 19日（月）午後 3時 30分 

場所 ホテルグランヴェール岐山 

出席者 了安事務局長 

議題①入会負担金をはじめ、本会が徴収している会費、

負担金の種類について（福井県） 

②会議等における ICTの活用状況について（静岡県） 

③日医会費納入明細書の電子化について（静岡県） 

④入会促進パンフレットについて（愛知県） 

⑤公印省略について（愛知県） 

⑥新法人移行後の役員等選挙の実施方法について

（富山県） 

⑦土曜の会館使用並びに職員の出勤状況について

（岐阜県） 

第 2回 

日時 平成 26年 2月 17日（月）午後 3時 30分 

場所 ひだホテルプラザ 

出席者 了安事務局長、櫻井主任 

議題①産業医研修会の年間の開催回数と開催方法等につ

いて（福井県） 

②医療勤務環境改善支援センターについて（福井県） 

③日医認証局「地域受付審査局」の設置について（三

重県） 

④医学会の運営状況等について（三重県） 

⑤診療報酬請求に関する取扱い等について（石川県） 

⑥公印省略について（愛知県） 

⑦文書管理規定のご恵与について（岐阜県） 

１．関西医師会連合常任委員会（当番県：三重県） 

日時 8月 3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 

議題①次期常任委員会の開催について 

  ②平成 26年度役員の選出について 

意見交換 

①日本医学会の法人化について～医師会のあるべき姿

～ 

②参議院議員選挙の総括～今後の政治情勢、TPPを中

心に～ 

１．近畿・北陸 6県医師会長懇談会（当番県：奈良県） 

日時 8月 24日（土）午後 5時 30分 

場所 奈良県「月日亭」 

出席者 馬瀬会長 

議題①最近の医療情勢についての意見交換 

②次期当番について 

１．北陸三県医師会懇談会（当番県：石川県） 

日時 平成 26年 2月 20日（木）午後 3時 30分 

場所 ホテル日航金沢 

出席者 馬瀬会長、小関副会長、村上副会長、南里常任理

事、堀地常任理事、了安事務局長 

議題①組織率向上のための取り組みについて（富山県） 

②女性医師の支援について（富山県） 

③ふくいメディカルネットについて（福井県） 

④診療情報共有ネットワークの整備について（石川県） 

◎公益社団法人関係 

１．公益社団法人への移行後の事務について 

 （1）移行および名称変更について 

   平成 25年 4月、日本医師会長、都道府県医師会長、郡

市医師会長へ移行及び名称変更の案内を発送した。 

 （2）移行登記完了届出書について 

   平成 25年 5月、県知事へ解散登記及び設立登記の完了

について電子申請で届け出した。 

（3）富山県医師会規則・規約等の改正について 

   平成 25年 5月、公益社団法人への名称の変更および定

款の変更に伴い、定款の条文を引用している規程等の条

文改正を行った。 

（4）役員変更に伴う登記申請について 

   平成 25年 6月、公益社団法人富山県医師会の役員変更

に伴う登記申請書類について、司法書士を通じて富山地

方法務局へ提出した。 

（5）公益法人の設立及び監督に関する規定に基づく報告に

ついて 

平成 25年 6月、富山県知事の所管に属する公益法人の

設立及び監督に関する規則第 7条の規定により、平成 24

年度事業報告及び平成 24 年度収支決算書並びに平成 25

年度予算書について、県知事へ報告した。 

（6）代表者等変更による「変更届出書」について 

平成 25年 10月、代表者の氏名及び理事の変更に伴い、

「変更届出書」を富山県へ電子申請した。 

（7）定期提出書類（事業計画等）の提出について 

平成 26年 3月、平成 26年度の事業計画書及び収支予

算書(正味財産増減計算書内訳表)、資金調達及び設備投

資の見込み、理事会並びに臨時代議員会議事録「写」を

電子申請で富山県へ提出した。 

１．寄付金収入に関する実態調査について 

平成 25年 9月、内閣府公益法人行政担当室から依頼があ

ったので、本会における現況等をメール回答した。 

１．新公益法人制度関係文書について 

下記について、郡市医師会長または郡市医師会担当理事

及び事務局へ通知等の情報提供を行ない、会員へ周知を図

った。 

（1） 「平成 24･25 年度日本医師会定款･諸規程検討委員会

中間答申」の送付について 〈1月〉 



 

（2） 「平成 24･25 年度日本医師会定款･諸規程検討委員会

答申」の送付について 〈3月〉 

◎会費について 

１．平成 25年度会費の減免申請について 

本会会費賦課徴収規程により、平成 25年度本会会費の減

免について、郡市医師会長の申請に基づき、6月 20日第 186

回定例代議員会においてそれぞれの減免申請事由を審議の

結果、減免会員 130名を承認した。 

郡市別会員数は次の通りである。 

郡市別 
高  齢 疾病その他 

Ａ B1 B2 B3 C 計 Ａ B1 B2 B3 C 計 

下新川郡 4  3  3 10       

魚津市 1  2   3       

滑川市   1  2 3       

中新川郡     4 4       

富山市 13 1 18  24 56       

射水市 1  2  2 5     1 1 

高岡市 5  7  15 27       

氷見市 1    1  2       

砺 波 4  3  5 12       

南砺市     4 4       

小矢部市 1  2   3        

合 計 30 1 38  60 1 2 9     1 1 

 

１．日本医師会会費の収納について 

日本医師会会費は本会会費と同様、郡市医師会に委託し

て徴収し、第 1期分は 7月 31日、第 2期分は 9月 30日、

第 3期分は 1月 31日にそれぞれ送金した。 

◎経理関係について 

１．平成 25年度予算について 

平成 25年度予算は、平成 25年 3月 28日第 185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 24年度収支決算について 

平成 24年度収支決算は、平成 25年 6月 20日第 186回定

例代議員会において審議のうえ、可決された。 

１．経理監査について 

平成 25年 5月 22日午後 7時から本会館において、大橋、

佐藤両監事により、岩城会長、笠島副会長、大橋常任理事

立会いのもとに平成 24 年度富山県医師会収支決算、平成

24 年度富山県地域産業保健センター事業会計収支決算に

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。 

 

 

 

 

学術・生涯教育推進事業 

  担当理事 清水 康一 

◎学術・生涯教育について 

１．富山県医師会医学研究助成について 

平成 26年度の医学研究助成課題を募集し、次の課題研究

者に対して助成することに決定し、平成 26年 2月 22日(土)

午後 7時から本会館で開催の富山県医学会の会場において

助成対象者の発表を行い、それぞれ助成金を交付した。 

研  究  課  題 氏 名 

ワールド・カフェによる新しいデスカンファレン

ス 

小林孝一郎 

呼吸器外科領域の難治性感染巣（肺膿瘍、有瘻性

膿胸）に対する大網充填術の有効性－特に血管吻

合を併用した遊離大網充填術の検討－ 

清水 淳三 

糖尿病地域連携パスにおける大血管障害の評価 高田 裕之 

保育園のインフルエンザ流行規模を左右する要

因の解析 

五十嵐 登 

肺がん CT 健診における、気腫性変化と冠動脈石

灰化スコア－呼吸機能との関係の検討 

篠田 千恵 

和田  攻 

加藤 弘巳 

認知症に対する Laughter Yoga（笑いヨガ）導入

に関する研究 

草野  亮 

竹鼻 敏孝 

実地臨床におけるヘリコバクター・ピロリ感染胃

炎の内視鏡診断と除菌治療成績の検討 

荻野 英朗 

 

慢性疲労症候群／筋痛性脳脊髄炎患者の生活機

能を制限する起立耐症を標的とした循環器的治

療の開発 

三羽 邦久 

 

ITB（髄腔内バクロフェン）療法の患者の歩行解

析・筋力評価 

髙木 泰孝 

 

大腿骨近位部骨折に対する多職種による集学的

アプローチ 

澤口  毅 

 

学童期の運動器検診について 道振 義治 

アンチエイジングに関する臨床的研究② 尾島 敏夫 

松本 邦彦 

渋谷 敏幸 

看護師の指さし呼称教育システムの開発 野村 忠雄 

THAの手術前後での殿筋群の変化－CTでの比較－ 南里 泰弘 

林  博志 

田中 一範 

１．富山県医師会医学研究助成課題研究の報告について 

標記について平成 26年 2月 22日(土)午後 7時から本会

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 

「新規遺伝子変異スクリーニング法の発明と遺伝子診断へ

の応用」 

 富山大学附属病院検査部副部長 仁井見 英樹 先生 

「全人工膝関節形成術の術後血栓形成に対する危険因子の

解析」 



 

 富山大学附属病院手術部准教授  釈永 清志 先生 

１．平成 25年度(第 68回)富山県医学会について 

平成 26年 2月 22日(土)午後 7時から本会館において開

催し 68名が出席した。 

講演 

「肝臓病あれこれ：最近の話題」 

 金沢大学附属病院消化器内科教授 金子 周一 先生 

１．富山県医師会学術・生涯教育委員会について 

平成 26年 1月 7日(火)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。 

（1）平成 24年度生涯教育制度申告書集計結果について 

（2）富山県医師会医学研究助成費の要項改正について 

（3）平成 25年度に実施された生涯教育企画について 

（4）平成 26年度富山県医師会医学研究助成費の決定につ

いて 

（5）平成 25年度（第 68回）富山県医学会について 

（6）日医生涯教育協力講座セミナー「糖尿病患者さんの食

習慣を考慮に入れた薬物治療」の実施について 

（7）日医生涯教育協力講座セミナー「新しいステージを迎

えた糖尿病医療」について 

（8）日医生涯教育協力講座セミナー「COPD 診療にいかに

取り組むか－新ガイドラインに沿った診断と治療－」

について 

（9）その他 

  ・県医学会のあり方について 

１．がん学術セミナーについて 

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、10月 26日(土)午後 7時

から本会館において開催し、56名が出席した。 

 講演 

「膵癌の画像診断」 

  金沢大学大学院経血管診療学（放射線医学）教授 

 蒲田 敏文 先生 

「がんと栄養」 

福井大学医学部附属病院がん診療推進センター 

センター長・教授      片山 寛次 先生 

１．学術講演会における後援について 

日本肝臓学会（富山県支部）等から学術講演会の後援依

頼があり、その都度理事会にはかり後援を承認した。 

１．平成 25年度郡市医師会学術生涯教育事業補助金について 

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

師会から交付申請のあった 77件について、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コンピュータによる一括申告に

ついて 

平成 24 年度生涯教育制度についてコンピュータによる

一括申告を行った。各郡市医師会に通知するとともに「医

報とやま」に掲載して周知をはかった。 

また、平成 26年 3月、会員へ「一括申告」への同意・不

同意について確認をとった。各種講演会・研修会の参加者

名簿を基にコンピュータ登録し、集計結果を郡市医師会へ

送付した。 

１．「日本医師会生涯教育制度学習単位取得証」の交付につい

て 

平成 24 年度日医生涯教育制度における申告を基に単位

を取得された 1,220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」の交付について 

平成 22・23・24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以上に達した574名の先生方に

対し、日本医師会長名で日医生涯教育制度改正後、初の認

定証が交付された。 

１．本会生涯教育講座への日本内科学会認定更新の際の単位

の申請について 

標記について、本年度は 2件分を内科学会へ申請し認定

単位として承認された。 

１．本会生涯教育講座への日本糖尿病学会認定更新の際の単

位の申請について 

標記について、本年度は 1件分を糖尿病学会へ申請し認

定単位として承認された。 

１．本会生涯教育講座への日本糖尿病協会療養指導医取得の

ための講習会の申請について 

標記について、本年度は 1件分を糖尿病協会へ申請し承

認された。 

１．富山県医師会・各医会学術講演会開催事業補助金につい

て 

本会各医会学術講演会開催事業補助金交付要綱に基づき

各医会から交付申請のあった 5件について、審議のうえそ

れぞれ補助金を交付した。 

１．日医生涯教育協力講座セミナー｢家庭血圧測定の重要性～

仮面高血圧の診療の実際～」について 

日医生涯教育協力講座セミナーとして日医、第一三共㈱

と共催で下記のとおり開催した。 

日時 10月 6日（日）午後 1時 

場所 県医師会館  64名出席 

講演 

 「高血圧の病態と血圧変動」 

  富山逓信病院病院長       高田 正信 先生 

「大迫研究から HOMED-BP研究、そしてガイドラインへ」 

東北大学大学院薬学研究科医薬開発構想講座教授 

        今井  潤 先生 

パネルディスカッション 

 「血圧の変動性をふまえた降圧療法とは？」 

１．日医生涯教育協力講座セミナー｢糖尿病患者さんの食習慣

を考慮に入れた薬物治療」について 

日医生涯教育協力講座セミナーとして日医、田辺三菱製

薬㈱と共催で下記のとおり開催した。 



 

日時 平成 26年 3月 2日（日）午後 1時 

場所 県医師会館  135名出席 

 講演 

「真の patient-centered approachを目指して薬物療法

を最適化する～食事記録と血糖応答から患者に最適な薬

物療法を提案する～」 

 東京衛生病院糖尿病内科   杉本 正毅 先生 

「糖尿病治療薬に対応した食事療法」 

 関西電力病院糖尿病・代謝・内分泌センター部長 

矢部 大介 先生 

パネルディスカッション 

 「患者さん一人一人に合った薬物治療・栄養指導のための

具体策を考える」 

 ①「開業医における栄養指導の現状」 

  大沢内科クリニック院長    大澤 謙三 先生 

 ②「大学病院における栄養指導の現状と今後」 

  富山大学附属病院栄養部副部長・栄養管理室長 

                 矢後 恵子 先生 

１．都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会について 

  日時 平成 26年 3月 12日（水）午後 2時 

  場所 日本医師会館 

  出席者 南里常任理事、泉主事 

１．平成 26年度「日本医師会生涯教育制度」実施方針につい

て 

標記について、日本医師会から通知があったので、郡市

医師会長、各医会長あてに実施要綱等を送付するとともに、

「医報とやま」へ掲載し周知した。 

◎卒後臨床研修について 

１．富山県医師会ホームページ「研修医コーナー」について 

富山県医師会ホームページ内に「研修医コーナー」とし

て「富山県研修医会の掲示板」をつくり、研修医情報等を

掲載した。 

１．富山大学附属病院総合臨床教育センター完成式について 

標記について下記のとおり開かれ、岩城会長が出席した。 

日時 4月 5日（月）午後 3時 

場所 富山大学附属病院総合臨床教育センター 

１．初期臨床研修医対象シミュレーション研修について 

 標記について下記のとおり開かれ、岩城会長が出席した。 

日時 4月 8日（月）午前 9時 

場所 富山大学附属病院総合臨床教育センター 

１．富山県臨床研修病院連絡協議会総会について 

標記について下記のとおり開かれ、岩城会長が出席した。 

日時 4月 24日（水）午後 3時 

場所 県民会館 

１．富山県研修医大会（富山県研修医会主催）について 

標記について下記のとおり開かれ、馬瀬会長、清水理事

が出席した。 

日時 11月 8日（金）午後 6時 45分 

場所 ボルファートとやま 

１．平成 26年度研修医研修について 

 標記について、新研修医対象に村上副会長が講演した。 

日時 平成 26年 3月 26日（水）午後 4時 10分 

場所 富山大学附属病院 

 

地域保健・健康教育事業 

担当理事 渡辺 多恵 

１．第 29回健康セミナーについて 

本会と北日本新聞社共催の標記セミナーを 9月 1日(日)

午後 1時から富山国際会議場メインホールにおいて開催し、

約 350名の参加があった。 

  第一部 講演 

 「ピロリ菌感染と胃がん」 

  －除菌療法の保険適応拡大とその意義－ 

    富山県立中央病院院長  野田 八嗣 先生 

  「毎日、元気でニコニコ 100歳」 

    富山県高志リハビリテ―ション病院院長 

  野村 忠雄 先生 

  「熟女よ、いま輝いているか」 

八尾総合病院院長代理  新居  隆 先生 

  「若者に増加する心筋梗塞」 

 富山県済生会富山病院院長   三崎 拓郎 先生 

  第二部 パネルディスカッション 

    パネリスト 講師 4名 

１．いきいきとやま・第 26回健康と長寿の祭典について 

10月 9日(水)・10日(木)に開催され、本会から「かかり

つけ医による医療相談コーナー」及び「健康教育ＤＶＤコ

ーナー」を出展した。 

なお、かかりつけ医による医療相談コーナーには、泉副

会長、道振理事、渡辺理事、長田理事が出向し、2 日間で

45名の相談があった。 

１．地域保健・健康教育委員会の開催について 

  日時 5月 14日（火）午後 7時 30分から 

  場所 県医師会館 

  議題 平成 25年度健康セミナーについて 

１．富山県健康増進センター協力医の推薦について 

  標記について任期満了に伴う推薦依頼があったため、内

科医会、産婦人科医会、外科医会に照会して本会で取りま

とめ、理事会で協議のうえ推薦した。 

１．「健康づくりのための身体活動基準 2013」及び「健康づ

くりのための身体活動指針（アクティブガイド）」について 

  標記について、日本医師会より通知があったので郡市医

師会へ周知、協力依頼した。 

１．日本医師会公衆衛生委員会「地域保健事業全国実態調査」

について 

  標記について、日本医師会より調査依頼があったので、

本会の現状について WEBにて日本医師会へ回答した。 



 

１．通知文書等については、郡市医師会へ送付し、必要に応

じ本会 HPへ掲載した。 

 ①地域保健等推進事業の実施について 

 ②平成 25年度食生活改善普及運動の実施について 

 ③平成 25年度健康増進普及月間の実施について 

 ④健康食品（OxyElite  Pro）に関する注意喚起について 

 

医療制度改革対策事業 

担当常任理事 長谷川 徹 

 ◎医療経済について 

１．「医療経営相談窓口から」の掲載について 

  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 4/1,11/1号に掲載した。 

１．医業経営相談窓口の設置について 

  医業経営に関する税務・経営についての相談、新規に開

業されようとする方々の相談等のために標記窓口を設置

し、本会顧問税理士、金山順一氏が本年度は新規医療法人

設立 3件の相談を受けた。 

◎医療制度改革対策・医療政策について 

１．医療法人等の法人事業税の申告に係る様式追加について 

  富山県総合県税事務所より依頼があり、医報とやまに掲

載し周知した。 

１．医療政策シンポジウムについて(TV会議) 

 日時 平成 26年 3月 13日（木）午後 1時 30分 

 場所 富山県医師会館 

 出席者 馬瀬会長、小関常任理事 

１．医療政策関係書類について 

下記について日本医師会から通知があり、ホームページ

に掲載し周知した。 

（1）生産性向上設備投資促進税制について 

（2）中小企業庁の平成２５年度補正予算を踏まえた中小企

業・小規模事業者向け資金繰り支援強化について 

 

勤務医支援・対策活動事業 

担当常任理事 南里 泰弘 

１．平成 25年度全国医師会勤務医部会連絡協議会への出席に

ついて 

日時 11月 9日（土）午前 10：00 

場所 ホテルグランヴィア岡山 

出席者 泉副会長、南里常任理事 

メインテーマ 

「勤務医の実態とその環境改善－全医師の協働にむけ

て」 

特別講演 

「日本医師会の直面する課題」 

「日本の医療をめぐる課題：チーム医療を中心に」 

報告  日本医師会勤務医委員会報告 

パネルディスカッション 

「様々な勤務医の実態とその環境改善を目指して」 

フォーラム  

「岡山からの発信－地域医療人の育成」 

岡山宣言採択 

１．平成 25年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会に

ついて 

日時 11月 29日（金）午後 2時 

場所 日本医師会 

出席者 泉副会長、南里常任理事、泉主事 

報告 全国医師会勤務医部会連絡協議会について 

①平成 25年度報告（岡山県） 

②平成 26年度担当医師会挨拶（神奈川県） 

シンポジウム 

 「医療事故調査制度及び新しい専門医制度」 

1.医療事故調査制度 

①医療事故調査制度のその後の動き 

②診療行為に関連した死亡の福岡県医師会調査分析事

業（福岡方式） 

  2.新しい専門医制度について 

１．大阪府医師会勤務医部会設立 40 周年記念式典、記念講

演・シンポジウムへの出席について 

日時 7月 13日（土）午後 2時 

場所 帝国ホテル大阪 

出席者 泉副会長、南里常任理事 

記念講演 

 「最近の医療情勢について」 

 「医師の働きやすい環境づくりについて」 

記念シンポジウム 

「勤務医部会と地域医療連携－積み重ねてきたもの、

そして未来へ－」 

１．富山県医師会勤務医部会役員会の開催について 

日時 平成 26年 1月 28日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

報告 

1.勤務医部会学術講演会について 

2.勤務医部会幹部役員と県医師会役員との意見交換会

について 

3.全国医師会勤務医部会連絡協議会について 

4.都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会について 

5.その他 

協議 

1.県医師会「県医学会」へのかかわりについて 

2.富山県医師会ホームページ「勤務医の皆様へ」の変

更・意見等について 

3.平成（25）～26年度活動方針について 

4.勤務医部会講演会の開催について 

5.その他 



 

 ・大学医師会 

１．富山県医師会勤務医部会講演会について 

日時 9月 14日（土）午後 5時 

場所 富山電気ビルデイング 34名出席 

講演 

「動脈硬化研究と大阪府医師会勤務医部会活動」 

大阪府医師会理事 

大阪市立大学大学院医学研究科病理病態学教授 

上田真喜子 先生 

１．都道府県医師会ホームページにおける「勤務医に関する

ページ」について 

  日本医師会から照会があり、回答した。 

１．平成 25年度勤務医会員数・勤務医部会設立状況等調査に

ついて 

  日本医師会から照会があり、回答した。 

１．各都道府県医師会における勤務医部会の位置づけ等につ

いて 

  秋田県医師会から照会があり、回答した。 

１．「短時間正職員制度」に関する富山県医師会の取り組みに

ついて 

   国立病院機構東長野病院長から照会があり、回答した。 

 

医療安全・医療事故防止対策事業 

担当常任理事 堀地  肇 

１．「健康食品安全情報システム」事業に関するアンケートに

ついて、日本医師会から調査依頼があったので回答した。 

１．平成 25年度日本医師会医療安全推進者養成講座「講習会」

が、10月 6日（日）午後 1時から日本医師会館で開催され、

堀地常任理事が受講した。「『安全』、そして『質』へ～さら

なる取り組みに向けての今後の課題～」他 3題の講演があ

った。 

１．平成 25年度都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会

が、12月 12日(木)午後 1時 30分から日本医師会館で開催

され、堀地常任理事、毛利業務係長が出席した。①日本医

師会医師賠償責任保険の運営に関する経過報告、②都道府

県医師会からの医療事故紛争対策と活動状況報告等につい

て協議され、「医療事故調査制度のその後の動き」と題して、

高杉日本医師会常任理事から講演があった。 

１．平成 25年度日本医師会医療事故防止研修会が、平成 26

年 1月 19日(日)午前 10時から日本医師会館で開催され、

堀地常任理事が出席した。「都道府県医師会の取り組み」10

題の報告の後、「成果が見える医療安全を目指して」をテー

マに総合討論が行われた。 

１．医療安全セミナーの開催について 

平成 19年 4月の第 5次医療法改正に伴い、無床診療所に

も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：237名出席 

日時 9月 13日（金）午後 7時 30分 

演題 「医療安全に必要な接遇力と 

コミュニケーションスキル」 

講師 富山市立富山市民病院理事、 

接遇・地域医療担当    置塩 良政 先生 

 第 2回：93名出席 

日時 11月 12日（火）午後 7時 30分 

演題 「何故、漏えい事故は止まらないのか？ 

～事故に学ぶ個人情報保護対策の 

見直しポイント～」 

講師  ㈱人材情報センター 

主席情報セキュリティコンサルタント 

岸本 雅美 先生 

 第 3回：65名出席 

日時 平成 26年 1月 15日（水）午後 7時 30分 

演題 「医療メディエーション 

～医療現場で有益な対話とは～」 

講師 富山市立富山市民病院医療メディエーター 

池原 和子 先生 

 第 4回(富山県院内感染対策協議会と共催):237名出席 

日時 平成 26年 3月 1日（土）午後 6時 

演題 「院内感染と危機管理～患者さん、スタッフ、そ

して病院を守る感染対策～」 

講師 富山大学感染予防医学／感染症科 

准教授 鳴河 宗聡 先生 

 第 5回：166名出席 

日時 平成 26年 3月 10日（月）午後 7時 30分 

演題 「医療事故とクレームへの対応」 

講師 森山経営法律事務所弁護士  森山 満 先生 

 

医の倫理・法政対策事業 

担当副会長 泉  良平 

担当常任理事 種部 恭子 

１．「日本医師会綱領」について 

日本医師会長から送付があったので、郡市医師会へ送る

とともに会議室等への掲示を依頼した。 

 

母体保護法指定事業 

担当常任理事 種部 恭子 

１．母体保護法指定医師の指定と取消について 

指 定

年 月 日 
指定医師名 医 療 機 関 名 備  考 

25.5.20 

26.3.31 

〃 

〃 

細野  泰 

山岸 師則 

石川 久直 

井川 一正 

レディースクリニック細野 

山岸産婦人科医院 

石川産婦人科医院 

富山逓信病院 

取消（廃院） 

〃 

〃 

取消（辞退） 



 

〃 

〃 

〃 

26.4.1 

〃 

〃 

川原 領一 

村戸 政夫 

山西久美子 

山西久美子 

酒井 正利 

井浦 俊彦 

厚生連高岡病院 

北陸中央病院 

富山市民病院 

かみいち総合病院 

厚生連高岡病院 

北陸中央病院 

〃 

〃 

取消（異動） 

就業場所異動による指定 

再指定 

新規 

１．母体保護法指定医師の指定更新について 

2年毎の指定更新期に伴い、申請のあった 50件について、

平成 26年 3月 10日（月）に審査委員会を開催、3月 13日

（木）本会理事会にて審議の結果、50件全て指定更新され

た。 

１．母体保護法指定医師審査委員会の開催について 

 日時 平成 26年 3月 10日（月）午後 7時 30分から 

 場所 県医師会館 

 議題（1）母体保護法指定医師の更新について 

（2）酒井正利先生（厚生連高岡）の新規指定審査につ

いて 

１．母体保護法指定規約の変更等 WGの開催について 

 日時 7月 30日（火）午後 7時 30分 

 場所 県医師会館 

 議題（1）「母体保護法指定医師の指定基準」モデルの改定

について 

（2）産婦人科医会発行「人工妊娠中絶インフォームド

コンセント」用紙の見直しについて 

１．平成 25 年度家族計画・母体保護法指導者講習会につい

て 

日時 12月 7日（土）午後 1時 

場所 日本医師会館 

出席者 種部常任理事(日医委員)、桑間直志（産婦人科医

会長） 

１．母体保護法指定医師講習会の開催について 

 日時 平成 26年 3月 14日（金）午後 7時 30分 

 場所 県医師会館  出席者 50名 

 伝達講習 

「平成 25年度家族計画・母体保護法指導者講習会伝達講習」   

富山県産婦人科医会長 桑間 直志 先生 

 講演 

 「NIPT（新しい出生前遺伝学的検査）と生命倫理」 

国立成育医療研究センター副院長 

周産期・母性診療センター長 

              左合 治彦 先生 

１．母体保護法に基づく人工妊娠中絶の指定医師の指定に関

する実態把握のための調査について 

 標記について、日医から依頼があったので本会の指定

状況ならびに研修会等の取組状況を報告し、本会指定医

師審査規則、指定基準、指定基準細則を添付した。 

１．母体保護法指定医師審査に係る申請・更新手数料及び関

係用紙について 

標記について各県の状況を把握するため調査し、取りま

とめたものを希望のあった都道府県に送付した。 

１．富山県医師会母体保護法指定医師の指定基準等の改正に

ついて 

標記について一部改正（12 月 26 日施行）したものを富

山県産婦人科医会員、郡市医師会に通知し、本会 HPに掲載

し周知を図った。 

１．母体保護法の運用に関する疑義について 

平成 26 年 3 月 10 日開催の審査委員会ならびに 3 月 13

日開催理事会にて審議し、岡田産科婦人科病院へ標記につ

いて送付し回答を求めた。 

 

社会保険対策事業 

担当常任理事 南里 泰弘 

１．平成 24年度診療報酬改定に伴い平成 26年 3月までに有

床診療所にも管理栄養士を配置しなければ入院基本料が算

定できなくなることに対して、4月 10日（水）午後 2時か

ら本会館にて、昨年調査したアンケート結果を基に富山県

有床診療所協議会並びに富山県栄養士会と打合せ会を開催

した。 

１．平成 24年度個別指導の指導結果について、石川県医師会

から調査依頼があったので回答した。 

１．社保・国保診療報酬審査委員の推薦について 

社保・国保審査委員の任期満了（5月 31日）に伴い、後

任審査委員を推薦するに当たり各科医会長へ内推薦を求め、

理事会の了承を経て次の各氏を推薦し、各医会長へは推薦

委員を報告した。 

⑴社保審査委員（診療担当者代表）16名 

内 科  藤田  一 前川  裕 

   内藤 毅郎 大角 誠治 

精 神 科  岡部 彰人 

小 児 科  才田 耕基 

外 科  佐々木正寿 

産 婦 人 科  佐竹紳一郎 

整 形 外 科  川口 善治 三輪 茂樹 

脳神経外科  堀江 幸男 

皮 膚 科  八田 尚人 

泌 尿 器 科  打林 忠雄 

眼 科  堀 津良志 

耳鼻咽喉科  麻生  伸 

心 臓 外 科  西谷  泰 

⑵国保審査委員（保険医代表）13名 

内 科  笠島  眞 林  哲二 

   和田  攻 若栗 宣人 

   里村 吉威 

精 神 科  福田 英道 

外 科  湖東 慶樹 

整 形 外 科  清水 一夫 大成 永人 



 

皮 膚 科  能川 昭夫 

産 婦 人 科  金井 浩明 

耳 鼻 咽 喉 科  石橋 陽二 

眼   科  平田 秀樹 

１．社保審査委員の推薦について、杉原政美先生（保険者代

表）の辞任に伴う後任審査委員の推薦を放射線科医会長へ

依頼し、荒川文敬先生（富山赤十字病院院長補佐）を推薦

した。任期は本年 7月 1日から 27年 5月 31日まで。 

１．保険医の自主指導を 5月 15日（水）1医療機関、5月 16

日（木）6医療機関の計 7医療機関を対象に実施した。 

１．貴県における指導・監査の状況について、愛知県医師会

から調査依頼があったので回答した。 

１．新規個別指導並びに個別指導における録音の可否につい

て、平成 23年 4月 12日開催の打合せの場で回答を得たが、

打合せ後、数年が経過しており改めて東海北陸厚生局富山

事務所長あてに文書での回答を求めることを理事会で決定

し文書を送付した。 

１．第 57回社会保険指導者講習会及び伝達講習会について、

10月 3日(木)・4日(金)の 2日間、日本医師会館において

「高血圧診療の全て」を主題に開催され、本会から高田正

信先生（富山逓信病院長）、南里常任理事が受講した。 

また、伝達講習会を 12月 18日(水)午後 7時 30分から本

会館において開催し、63名の出席があった。 

１．富山県医療推進協議会を 12月 18日(水)午後 1時 30分か

ら本会館において開催し、20団体 33名の出席があった。

当日は国家戦略特区等における医療への過度な規制緩和へ

の反対、医療に関する消費税問題の抜本的解決について趣

旨説明並びに協議し、決議の採択後、頑張ろうコールを行

い会を閉じた。 

  なお、決議を内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、

内閣府特命担当大臣（経済財政政策、規制改革）衆議院議

長、参議院議長、富山県知事、富山県議会議長、民主党富

山県総支部連合会代表、自由民主党富山県支部連合会長、

公明党富山県本部代表、富山県政記者クラブ、㈱じほう、

日本医師会長、都道府県医師会長、郡市医師会長へ送付し

た。 

また、富山県医療推進協議会の開催に先立ち、「国民医療

を守るための総決起大会」が 12月 6日（金）午後 2時から

日比谷公会堂で開催され、泉副会長、南里常任理事、毛利

業務係長が出席した。 

１．社保審査委員の推薦について、足立雄一先生（学識経験

者代表）の辞任に伴う後任審査委員の推薦を小児科医会長

へ依頼し、廣野恵一先生（富山大学医学部小児科助教）を

推薦した。任期は平成 26年 2月 1日から 27年 5月 31日ま

で。 

１．国保審査委員の推薦について、石橋陽二先生（保険医代

表）の辞任に伴う後任審査委員の推薦を耳鼻咽喉科医会長

へ依頼し、赤荻勝一先生（富山赤十字病院耳鼻咽喉科部長）

を推薦した。任期は平成 26 年 4 月 1 日から 27 年 5 月 31

日まで。 

１．審査支払機関主催の社保・国保審査委員会定例会が 2回

開催され、本会から南里・藤田常任理事が出席した。 

１．社会保険医療懇談会が平成 26年 3月 6日(木)午後 3時か

らボルファートとやまにて開催され、南里・藤田常任理事

が出席し、提出議題について回答した。 

１．診療報酬の改定について 

⑴ 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会が平成

26年 3月 5日(火)午後 2時から日本医師会館で開催され、

南里・藤田常任理事、毛利業務係長が出席した。 

⑵ 診療報酬改定説明会を郡市医師会担当理事等を対象に

平成 26年 3月 16日(日)午後 3時 30分から本会館で開催

した。 

なお、日本医師会作成の診療報酬点数表参考資料等、

窓口一部負担の「お知らせ」、を郡市医師会を通じて配布

した。 

⑶ 東海北陸厚生局が実施する診療報酬改定時集団指導を

平成 26年 3月 19日（水）ウイングウイング高岡、20日

（木）新川文化ホール、24日（月）本会館で開催し、南

里常任理事が診療報酬改定の各論を説明した。 

１．東海北陸厚生局富山事務所との保険医療機関等における

指導に関する打合せを本会館において午後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 16日(火) 

①平成 24年度保険医療機関の指導結果について 

②平成 25年度保険医療機関の指導等について 

③平成 24年度指摘事項について 

第 2回：10月 15日(火) 

①個別指導の指摘事項について 

１．社会保険医療担当者の指導について 

⑴ 集団的個別指導が 9 月 25 日(水)・26 日(木)の両日、

ボルファートとやまにおいて 31 医療機関を対象に実施

され、南里・藤田常任理事が立会った。 

⑵ 個別指導は 22医療機関を対象に実施され、本会役員が

立会うと共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。 

⑶ 新規個別指導は 7医療機関を対象に実施され、本会役

員が立会うと共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。 

 

在宅医療・介護対策事業 

担当常任理事 藤田  一 

１．「介護保険―主治医研修会」について 

要介護認定等に係る審査判定の重要な資料である「主治

医意見書」の記載方法等について研修を実施し、適切な要

介護認定等の実施に資することを目的に、県からの委託事

業として本会と県が共催して次のとおり 2 回、4 会場で開

催した。出席者は会員、会員外医師、ケアマネジャー、地



 

域包括支援センター職員等。 

第１回：病院１箇所 

 病院勤務医を対象とし、病院の協力を得て実施した。 

 日時 ５月９日（木）午後６時 

 場所 厚生連高岡病院 

 出席者 91名 

第２回：県内３箇所 

医療圏 日時 場所 受講対象者 出席者 

新川 

富山 

10／31㈭ 

PM7：30

～ 

県医師会館 

１階大ホール 

下新川郡・魚津

市・滑川市・中新

川郡・富山市医師

会会員 

113名 

高岡 

10／29㈫

PM7：30

～ 

ウイングウイン

グ高岡 

4階大ホール 

射水市・高岡市・

氷見市医師会会

員 

165名 

砺波 

10／21㈪ 

PM7：30

～ 

ア・ミューホー

ル 

(南砺市寺家) 

砺波・南砺市・小

矢部市医師会会

員 

63名 

 主な研修内容は、従来の介護認定審査会代表者の「主治

医意見書の書き方について」の講義の他、各会場の医療圏

代表医師会の企画を盛り込んだ。なお、研修会資料は、郡

市医師会を通して欠席した会員にも配付した。また、今回

初めて公的病院には、厚生連高岡病院の講義内容を収録し

た DVDと、県高齢福祉課作成の主治医意見書記載の注意点

のパワーポイント並びに研修会資料をセットにして送付し、

病院勤務医への周知を図った。 

１．在宅医療・介護保険委員会について 

12 月 10 日㈫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。 

① 平成 25年度中部医師会連合介護保険特別委員会につ

いて 

② 平成 25年度介護保険-主治医研修会について 

③ 日本医師会在宅医リーダー研修会伝達講習会につい

て 

④ 在宅医療の現状と課題について 

⑤ 第 2回かかりつけ医の認知症対応力向上研修会(呉西

地区)について 

⑥ 富山県介護保険法に基づく指定居宅支援等の人員及び

運営に関する基準等を定める条例の制定について 

１．第１回日本医師会在宅医リーダー研修会の開催について 

 7 月 24 日㈰午前 9 時 30 分から、日本医師会館での開催

を郡市医師会とホームページ会員専用お知らせ欄に掲載し

会員へ周知した。本県の受講者 13名に、日本医師会から修

了証書が交付された。 

１．日本医師会在宅医リーダー研修会伝達講習会の開催につ

いて 

 日本医師会から在宅医療の研修会の開催依頼があったの

で、次のとおり開催した。 

 日時 10月 27日（日）午後１時 

 場所 県医師会館  

 講師 富山県医師会常任理事 藤田  一 先生 

    富山市医師会理事   河上 浩康 先生 

    下新川郡医師会長   中川 彦人 先生 

 出席者 66名のうち医師会員 58名に、日本医師会から修

了証書が交付された。また、日本医師会テキスト「かかり

つけ医の在宅医療-超高齢社会 私たちのミッション」を郡

市医師会へ配付した。 

１．各地域医師会における取り組みの現状の記入依頼につい

て 

 中部医師会連合介護保険特別委員会・池端委員長からの依

頼で高岡市医師会と小矢部市医師会へ送付し回答した。 

１．地域主権改革一括法施行に伴う本県における居宅介護支

援等事業の人員等基準（新規条例）に係る意見等の照会に

ついて 

 富山県厚生部高齢福祉課長から照会があったので、本会

役員の意見を取りまとめ回答した。 

１．介護保険等の関係文書について 

下記について、郡市医師会長等へ通知・送付等を行うと

ともに、必要に応じ｢医報とやま｣やホームページへ掲載し

て会員へ周知を図った。 

 ・東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間およ

び要支援認定有効期間の特例に関する省令の一部を改正

する省令の施行について 

・介護職員初任者研修課程の実施等に伴う告示および通知

の改正について 

 ・介護サービス情報の公表制度の施行についての一部改正

について 

 ・地域包括支援センターの設置運営についての一部改正に

ついて 

 ・平成 25年度地域ケア会議活用推進等事業の実施につい

て 

 ・地域支援事業の実施についての一部改正について 

 ・主治医意見書に関する研修資料の周知について 

 ・平成 25年度介護事業実態調査（介護事業経営概況調査）

に関する協力依頼(再協力依頼)について 

 ・介護給付費請求書等の記載要領についての一部改正につ

いて 

 ・東日本大震災に伴う介護療養型医療施設の指定に係る特

別措置の満了日の延長について 

 ・在宅医療における患者紹介等について 

・地域の自立性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴

う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等について 

 ・国立長寿医療研究センター主催平成 25年度在宅医療・

介護連携推進事業研修会に関する周知のお願いについて 

・平成 25年度介護報酬改定検証・研究調査への協力依頼に

ついての送付について 

・病床転換助成事業実施要綱の一部改正について  



 

救急・広域災害医療対策事業 

◎救急災害医療について 

担当副会長 小関 支郎 

１．富山県救急医療情報システム管理運営業務委託契約につ

いて 

県知事より下記の業務に基づく委託契約について、本会

へ調印方依頼があり、双方協議のうえ４月１日付で締結し

た。 

 ・業務委託の内容 

(1) 医療情報の管理 

(2) 医師に対する、救急医療情報システム関係者用サー

ビスを利用するための「機関コード・パスワード」

の提供及び管理 

(3) 救急医療情報センター運営委員会の開催 

(4) その他救急医療情報システムの効果的な運用を図

るために必要な事項 

１．富山県地域防災計画（原子力災害編）修正意見について 

標記について県防災・危機管理課より照会があったので、

修正意見を回答した。 

１．富山県医師会災害時医療救護班用備蓄食料品の更新につ

いて 

 備蓄食料品のうち、期限切れの食料品を更新した。 

１．平成 25年度富山県総合防災訓練に関わる訓練(案)について 

富山県防災・危機管理課長より、標記訓練への参加・協

力等の依頼があり、訓練内容(案)を提出した。 

１．平成 25年度富山県医師会総合防災訓練への参加依頼につ

いて 

平成 25度の総合防災訓練に関係する郡市医師会長に、総

合防災訓練への参加を依頼した。 

１．富山県との「災害時医療救護に関する協定」について 

平成 12年に締結している標記協定について、東日本大震

災での活動や、今後の大規模災害発生時の対応等を考え、

協定内容について富山県と協議の結果、ＪＭＡＴの県外被

災地への派遣規程等を盛り込む協定内容に変更することで

合意し、6月 12日、県知事と締結した。 

１．医師会の災害医療体制に関する調査について 

日本医師会より調査依頼があったので、回答した。 

１．平成 25年度富山県総合防災訓練の打合せ会の開催について 

富山県 DMAT等連絡協議会長等出席のもと、今年度の総合

防災訓練に参加する県・郡市医師会の担当理事、事務局が

出席し訓練内容について協議した。 

日時 6月 7日（金）午後 1時 30分 

場所 高岡市医師会 

出席者 富山県 DMAT等連絡協議会長 

広田幸次郎 先生 

 富山県医師会：小関副会長、事務局 1名 

      高岡市医師会：長谷田会長、宮島副会長、 

             泉理事、事務局 2名 

      射水市医師会：大角会長、事務局 1名 

１．第 70回剱 ICLS研修会受講者募集について 

標記研修会について、NPO 法人北陸救急災害医療機構よ

り周知依頼があったので、医報とやま並びに本会ホームペ

ージに掲載した。 

１．平成 25年度総合防災訓練各会場における連絡責任者実施

要領案の修正について 

標記について、県防災・危機管理課より照会があったの

で、回答した。 

１．救急ポスター及び「心配蘇生法 CAB＋D」カードの送付に

ついて 

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

ドを医報とやま 8月 15日号に同封して会員に配布した。 

１．富山県総合防災訓練における富山県医師会・高岡市医師

会・射水市医師会・富山市医師会・砺波医師会合同訓練見

学のご案内について 

標記訓練の見学について、各郡市師会救急医療担当理事

宛てに案内した。 

１．JMAT携行医薬品リストについて 

日医が作成した標記リストについて、関係機関への周知

依頼があったので、郡市医師会に送付並びに本会ホームペ

ージに掲載した。 

１．平成 25年度富山県総合防災訓練での来賓としての出欠に

ついて 

標記について、県防災・危機管理課より照会があったの

で、回答した。 

１．平成 25年度富山県総合防災訓練に関するアンケートにい

て（回答） 

標記について、県防災・危機管理課よりアンケート依頼

があったので、回答した。 

１．平成 25年度医師会事務局の緊急時連絡網に関するアンケ

ート調査について 

標記について、日本医師会常任理事よりアンケート調査

依頼があったので、回答した。 

１．災害時に特に石油燃料の供給を必要とする施設について

（照会） 

標記について、県防災・危機管理課より照会があったの

で、回答した。 

１．自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施につい

て（再周知） 

 標記について、県厚生部長より周知依頼があったので、

医報とやまに掲載して周知した。 

１．平成 25年度第 1回富山県防災会議原子力災害対策部会の

議事録のご確認のお願い 

標記について、県防災・危機管理課より確認依頼があっ

たので、確認し回答した。 

１．「災害時における医薬品等供給マニュアル」に掲載する連

絡先について（照会） 



 

標記について、県くすり政策課より照会があったので、

回答した。 

１．NBCR対策推進機構「核・放射能（NR）テロ災害対策担当

者養成講習会」について 

標記について、日本医師会長より周知依頼があったので、

本会ホームページに掲載して周知した。 

１．厚生労働省通知「自動体外式除細動器（AED）の適切な管

理等の実施について」について 

標記について、日本医師会長より郡市医師会、会員への

周知依頼があったので、郡市医師会に送付し本会ホームペ

ージに掲載して周知した。 

１．南海トラフ大震災を想定した衛星利用実証実験（防災訓

練）＜日本医師会 アンケート＞について 

標記について、日本医師会常任理事よりアンケート依頼

があったので、回答した。 

１．富山県医師会災害医療救護活動マニュアル改訂のための

ワーキンググループ委員への就任依頼並びに第 1回委員会

開催日の日程調整について 

  標記について、委員に通知並びに日程照会をした。 

１．Em-Net受信端末への WindowsXPの利用停止に伴う影響に

ついて 

標記について、県防災・危機管理課長より照会があった

ので、回答した。 

１．安定ヨウ素剤の事前配布のための住民説明会の実施につ

いて 

日本医師会長より、各地方自治体で地域住民を対象に開

催される標記説明会への医師の協力依頼があったので、各

郡市医師会に送付し協力依頼をした。 

１．平成 25年度 PTSD対策専門研修事業「大規模災害対策コ

ース（一般医療関係者）」について 

標記について、日本医師会常任理事より周知依頼があっ

たので、本会ホームページに掲載して周知した。 

１．「災害時における医薬品等の供給マニュアル（案）」につ

いて（照会） 

標記について、県くすり政策課長より照会があったので、

回答した。 

１．平成 25年度死体検案研修会開催について 

日本医師会主催の標記研修会について、本会ホームペー

ジに掲載して案内した。 

１．富山県地域防災計画（地震・津波災害編）の修正につい

て 

標記について、県防災・危機管理課より照会があったの

で、回答した。 

１．救急医療委員会の開催について 

 ［第１回］ 

日時 8月 1日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会 ３階理事会室 

（報告） 

１．富山県との「災害時の医療救護に関する協定書」

見直し締結について 

２．都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会

について 

３．その他 

（協議） 

１．富山県総合防災訓練における富山県・高岡市・射

水市・富山市・砺波医師会合同訓練について 

２．広域災害検案研修会の開催について 

３．今年度の ACLS研修会の開催について 

４．その他 

[第２回］ 

日時 11月 26日（火）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会 ３階理事会室 

（報告） 

１．富山県総合防災訓練における富山県医師会・高岡

市医師会・射水市医師会・富山市医師会・砺波医師

会合同訓練について 

２．中部医師会連合広域災害救急医療担当理事連絡協

議会について 

３．富山県医師会広域災害検案研修会 

４．富山県警察医会と本会役員との打合せ 

５．その他 

（協議） 

１．富山県総合防災訓練における医師会 JMATの今後の

訓練内容及び課題について 

２．第 2回広域災害検案研修会について 

３．富山県医師会災害医療救護活動マニュアルの改訂

について 

◎ＪＭＡＴ機能強化事業について 

担当副会長 小関 支郎 

１．平成 25年度富山県地域医療再生事業（ＪＭＡＴ機能強化

事業）について 

富山県医師会ＪＭＡＴの資機材、医療資機材等の整備及

び人材育成に対する支援として、富山県地域医療再生事業

費補助金の交付決定を受け、県医師会救急医療委員会、本

会理事会等で協議のうえ購入品及び事業内容を決定した。 

なお、購入した資機材は県医師会で保管及び郡市医師会

ＪＭＡＴ用として全郡市医師会に配布した。 

また、実施した事業は次の通り。 

 ［富山県医師会広域災害検案研修会］ 

 ＜第 1回＞ 

  日時 9月 21日（土）午後 7時～午後 9時 

  場所 県医師会館 4階大会議室 

  講演 「警察等が取り扱う死体の死因又は身元 

の調査等に関する法律について」 

      富山県警察本部刑事部管理官捜査第一課 

      検視官室長 警視  堀  睦司 先生 

     「大規模災害時の遺体管理について」 



 

      名古屋市立大学大学院医学研究科 

・医学部法医学講座教授 

青木 康博 先生 

  出席者 66名 

 ＜第 2回＞ 

  日時 平成 26年 2月 23日（日） 

      午後 3時～午後 4時 30分 

  場所 県医師会館 4階大会議室 

  講演 「検案書の書き方」 

      道振整形外科医院院長 

富山県医師会理事  道振 義治 先生 

    「異常死と剖検」 

     富山大学大学院医学薬学研究部（医学系） 

法医学講座教授   西田 尚樹 先生 

  出席者 61名 

◎検案について 

担当理事 道振 義治 

１．第 97次日本法医学会学術全国集会における死体検案研修

会の開催について、日本医師会常任理事から通知があった

ので、富山県警察医会長に情報提供した。 

１．国立保健医療科学院主催「死体検案研修会」が 10 月 13

日（日）、14 日（月・祝）、平成 26 年 2 月 9 日（日）の 3

日間、国立保健医療科学院で開催され、道振理事が受講し、

厚生労働省医政局長から修了証書が交付された。 

 

地域医療対策事業 

 ◎がん登録・がん対策について 

担当理事 長田 拓哉 

１．富山県がん疫学調査事業登録情報集約業務委託料に関す

る覚書の締結について 

 県健康課長より、平成 25年度委託料及び登録票の謝金に

関して本会へ調印依頼があり、4 月 1 日付で締結した。な

お、登録件数が増えたことにより、平成 26年 3月 28日付

で覚書の一部を変更し締結した。 

１．富山県がん疫学調査事業について 

 富山県がん疫学調査事業に関わるがん登録票を医療機関

に配付し、25医療機関から 10,199件の届出があった。 

１．富山県がん疫学調査事業報告書の送付について 

 標記報告書を、公的病院を除く全医療機関に配布すると

ともに、医報に掲載して報告書の発行を周知した。 

１.がん対策関係書類について 

 下記について、日本医師会長より依頼があったので、郡

市医師会へ送付するとともに本会 HP に掲載し周知を図っ

た。 

①平成 25年度がん検診推進事業の実施について 

②がん登録等の推進に関する法律の公布について 

③平成 25年度働く世代の女性支援のためのがん検診推進

事業の実施について 

１．がん医療における地域差に関する調査について 

  日本医師会常任理事より標記アンケートについて依頼が

あり、回答した。 

◎脳卒中情報システムについて 

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に

ついて 

  県健康課より、平成 25年度の標記業務に関して本会へ調

印依頼があったので、4 月 1 日付で締結した。なお、届出

件数が増えたことにより、平成 26年 3月 31日付で契約書

の一部を変更し締結した。 

 ⑴ 脳卒中患者届出票件数 

  22医療機関から 3,520件の届出があった。医療機関別の

届出件数を 4半期毎に医報とやまに掲載して会員への届出

促進を行った。 

 ⑵ 登録患者情報の確認と死亡情報との照合 

  登録された患者情報の入力洩れ等を点検し修正した。死

亡情報の報告を受け、データの登録修正を行った。 

 ⑶ 脳卒中情報システム運営委員会 

  平成 26年 1月 27日㈪午後 7時 30分から県医師会館で開

催し、平成 22年次報告書(案)等を協議した。 

 ⑷ 事業実施要領及び患者届出票、報告書の送付について 

  標記の書類は、新入会員あてに送付するとともに、平成

22年次報告書を、公的病院を除く全医療機関に配布すると

ともに、医報とやまにて報告書の発行を周知した。 

◎糖尿病対策について 

担当常任理事 藤田  一 

１．第４回日本糖尿病対策推進会議総会について 

 日時 6月 7日（金）午後 2時 

 場所 日本医師会・TV会議 

 出席者 藤田常任理事 

１．富山県糖尿病対策推進会議について 

日時 7月 29日（月）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

議題  

⑴ 会長選出について 

⑵ 平成 24年度世界糖尿病デー関連イベントの報告 

⑶ 平成 25年度世界糖尿病デー関連イベントの企画(案)

について 

⑷ SGLT2阻害剤について 

１．富山県糖尿病対策推進会議ワーキンググループについて 

第 1回 

 日時 6月 14日（金）午後 7時 30分 

 場所 県医師会館 

 議題 

 ・一般市民向けの講演会について 

第２回 



 

 日時 8月 23日（金）午後 7時 30分 

 場所 県医師会館 

 議題  

⑴ 一般市民向けの講演会について 

⑵ 世界糖尿病デー関連イベントについて 

⑶ 専門医の活用について 

⑷ 多職種連携について 

⑸ SGLT2阻害剤について 

１．世界糖尿病デー関連イベントの実施について 

 11月 14日「世界糖尿病デー」の関連イベントとして、

下記のとおり実施又は後援し、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 】 

場  所 日   時 

富山城址公園 

11月 13日(水) 点灯式 16：00～ 

11月 13日(水)～15日(金)  

16：30～22：00 

黒部市民病院 11月 14日(木)18：00～21：00 

下新川郡医師会各医

療機関 
11月 13日(水)～15日(金) 

富山労災病院 11月 14日(木) 18：00～ 4:00 

富山赤十字病院 11月 14日(木) 17：00～21：00 

【フォーラム・健康講座・相談会 等】 

イベント名［開催場所］ 開催日時 

第 16回新川糖尿病フォーラム 

[新川文化ホール] （新川糖尿病協議会） 

11月 2日(土) 

11:30～16:00 

出張健康展 （黒部市民病院） 

[アピタ黒部店]  

11月 12日(火) 

17:30～19:00 

糖尿病関連情報ポスター展示 

［黒部市民病院 1階］ 

11月 1日(金) 

～15日(金) 

糖尿病デザートの提供 

［黒部市民病院入院病棟］ 

11月 14日(木) 

 

世界糖尿病デーイベント 

[富山労災病院講堂・麻酔科外来] 

11月 14日(木) 

11:00～14:00 

富山赤十字病院 糖尿病週間 

[富山赤十字病院 2Fやすらぎホール] 

11月 11日(月) 

～15日(金) 

9:00～16：00 

世界糖尿病デーイベント「知っとこ！糖尿病」 

[済生会富山病院 研修ホール 他］ 

11月 15日(金) 

9:00～14:00 

くすのき会ランチバイキング 

[済生会富山病院 研修ホール] 

11月 16日(土) 

10:00～12:00 

糖尿病無料相談会 （八尾総合病院） 

[フューチャーシティ ファボーレ] 

11月 16日(土) 

14:00～17:00 

院内血糖測定会 

[八尾総合病院 正面玄関] 

11月 14日(木) 

9：00～12：00 

射水市糖尿病 Day2013 （射水市医師会） 

[高周波文化ホール] 

11月 10日(日) 

9:30～12:15 

第５回広げようブルーサークルの輪 in ひみ 

健康講座 （氷見市民病院） 

[いきいき元気館 3Fホール] 

11月 9 日(土)  

14:00～16:00 

血糖が高い！糖尿病との上手な付き合い方 

[高岡市ふれあい福祉センター]（高岡市民病

院） 

11月 16日(土) 

13:30～15:30 

１．都道府県医師会の糖尿病対策担当役員名簿等の確認及び糖

尿病対策推進会議の活動状況調査について 

  日本医師会常任理事から照会があったので、本会の現況

を報告した。 

１．糖尿病対策関係書類について 

  下記について、日本医師会常任理事より依頼があったの

で郡市医師会へ送付するとともに、本会 HPに掲載し周知を

図った。 

 ・糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 事業実施手順書(案)

の送付について 

◎医療情報システムについて 

担当理事 清水 康一 

１．平成 25年度日本医師会医療情報システム協議会について 

平成 26年 2月 8日(土)・9日(日)の両日、『「ビッグデー

タ」？誰のため、何のため・・～日医認証局利用による確

かな医療情報交信を基本に～』をメインテーマに日本医師

会館で開催され、清水理事、毛利業務係長、泉主事が出席

した。 

１.平成 25年度日医認証局の運営に係る情報担当理事及び事

務局担当者向け連絡協議会について 

日時  12月 11日（水）午後 2時 

場所  日本医師会館 

出席者 長田理事、泉主事 

１．理事会ペーパーレスについて 

平成 25年 2月 14日の理事会から iPadの使用を開始して

おり、25年度も理事会ペーパーレスを実施した。 

１．デスクネッツの導入について 

平成 25年 8月から、各役員スケジュール情報の共有を目

的として導入し、諸会議の日程調整に活用している。 

◎地域医療再生計画について 

担当副会長 泉  良平 

１．とやま医療連携ネットワーク構築モデル事業を推進する

ための推進部会を 5月 20日（月）午後 7時 30分から本会

館にて開催し、①VPN回線網について、②各施設からの見

積りについて、③今後のスケジュールについて協議した。 

また、本事業の説明会を富山市医師会と共催で 8月 2日

（金）午後 7時 30分から富山市医師会健康管理センターに

て開催した。 

１．地域医療連携ネットワークに関するアンケート（第二弾）

について、長崎県あじさいネット拡充プロジェクト室から

調査依頼があったので回答した。 

 

 

 



 

精神保健・障害者福祉医療対策事業 

担当理事 渡辺 多恵 

１．かかりつけ医の認知症対応力向上研修事業について 

  認知症サポート医の連携のもと、各地域において認知症の

発症初期から状況に応じて、認知症の人への支援体制の構

築を図るため、県の委託事業として本会と県が共催して次

のとおり 2箇所で開催した。講師は国の研修を受講した認

知症サポート医が行ない、研修終了後には過年度出席者を

除く医師 23名に県から修了証が交付された。 

 呉東地区 

日時 12月 8日（日）午後１時 

会場 県医師会館 

出席者 50名(医師、地域包括関係者他) 

 呉西地区 

日時 平成 26年 2月 9日（日）午後１時 

会場 高岡市医師会看護専門学校 

出席者 65名(医師、地域包括関係者他) 

１．平成 25年度サポート医養成研修派遣医師の推薦について 

  国が開催する標記研修会ついて、県知事から派遣依頼が

あったので、県精神科医会及び県神経内科医会へ推薦依頼

をするとともに医報とやま 10/1号に掲載し公募を行った。

その結果、本会から 3名（殿谷康博先生、高堂松平先生、

中村万理先生）を推薦し、第 5 回東京会場（平成 26 年 2

月 1日～2日）で受講した。 

１．認知症サポート医フォローアップ研修会の開催について 

  県からの委託事業として本会と県が共催して次のとおり

開催した。なお、受講対象者は「かかりつけ医の認知症対

応力向上研修会」受講済み医師とした。 

日時 平成 26年 2月 16日（日）午後１時 30分 

会場 県医師会館 

出席者 65名 

１．「認知症情報ツール(仮称：ケア手帳)」へのかかりつけ医

名簿の情報提供について 

  県で作成の標記ツールは、認知症連携事業に関連するも

ので、過去にかかりつけ医認知症対応力向上研修会等を受

講された医師を対象に標記ツールに掲載する名簿の公表有

無を照会しその結果を情報提供した。 

１．身体障害者補助犬法の普及啓発・医療機関向けリーフレ

ット等の送付について 

  日本医師会担当理事並び県厚生部障害福祉課長から協力

依頼があったので、医療機関を対象にリーフレット等を医

報とやま 3/15号に同封し配付した。 

１．障害者福祉医療対策等の関係文書について 

 下記について、郡市医師会長等へ通知・送付等を行うと

ともに、｢医報とやま｣やホームページへ掲載し会員へ周知

を図った。 

・認知症対応策等総合支援事業の実施についての一部改正

について 

・障害支援区分における医師意見書記載の手引きの周知に

ついて 

１．かかりつけ医うつ病対応力向上研修会について 

  富山県から委託を受け 9月 8日（日）午後 1時 30分から

本会館にて開催し、「てんかん・小児の特徴」と題して、金

沢市のむらた小児科医院院長の村田祐一先生に、「高齢者の

てんかん・てんかんとうつ～意外に多い合併症～」と題し

て、木戸クリニック院長の木戸日出喜先生にご講演いただ

いた。 

なお、医師・医療従事者 35 名が受講し、受講した医師

31名に富山県から修了証書が交付された。 

 

感染症・環境保健対策事業 

◎環境保健について 

担当理事 清水 康一 

１．産業廃棄物管理票に関する報告書の提出について 

  平成 18年 7月の廃棄物処理法施行規則の改正により、平

成20年度から前年度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 6月 30日までに関

係行政当局に提出することを、平成 25年 5月、郡市医師会

長へ通知するとともに、「医報とやま」に掲載して、会員へ

周知を図った。 

１．電子マニフェストシステム料金の改定について 

日本医師会担当常任理事から通知があったので、県医師

会ホームページに掲載して会員へ周知等を図った。 

◎感染症・院内感染対策について 

担当理事 清水 康一 

１．県内で発生した感染症患者情報について 

  県内で発生した腸管出血性大腸菌感染症患者や細菌性

赤痢患者などについて、富山市保健所長や県厚生部健康課

から情報提供があったので、その都度、日本医師会感染症

危機管理対策室並びに全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 条の規定に基づく指定届出機関（定点医療機関）

の推薦について 

  標記について、県厚生部長より眼科定点機関の後任推薦

依頼があったので、富山県眼科医会長より後任機関の推薦

をいただき、本会から県厚生部に推薦した。 

１．新型インフルエンザ等対策訓練（情報連絡訓練）への参

加について 

  富山県が実施する標記訓練に参加し、情報連絡の訓練を

実施した。 

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 条の規定に基づく指定届出機関（定点医療機関）

の推薦について 

  標記について、県厚生部長より内科・小児科定点機関の

後任推薦依頼があったので、富山県内科医会長・富山県小



 

児科医会長より後任機関の推薦をいただき、本会から県厚

生部に推薦した。 

１．感染症危機管理対策における各種文書について 

  下記文書について、郡市医師会長等へ通知・送付等を行

うとともに、必要に応じて FAX送信、「医報とやま」やホー

ムページへ掲載し会員への周知をはかった。 

・中国における鳥インフルエンザ A（H7N9）の患者の発生

について 

・中国における鳥インフルエンザ A（H7N9）の発生状況等

に関する情報提供について 

・中国における鳥インフルエンザ A（H7N9）感染の対応に

ついて 

・中国における鳥インフルエンザ A（H7N9）の国内検査体

制について 

・内閣官房「中国における鳥インフルエンザ A（H7N9）感

染について」（平成 25 年 4 月 15 日現在）・（平成 25 年 4

月 17日現在） 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令等の公布に

ついて 

・特定感染症検査等事業実施要綱等の改正について 

・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 12条第 1項及び第 53条の 11第 1項の規定に基づく

届出について 

・台湾の野生動物での狂犬病の発生報告について 

・新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業による

研究成果の周知について 

・ボレリア・ミヤモトイによる回帰熱の国内症例の確認及

びライム病を含むボレリア感染症の病原体診断検査につ

いて 

・食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガ

イドライン）の改正について 

・感染症胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発につ

いて 

・ブラジルにおけるワールドカップ観戦者への黄熱予防接

種の周知について 

・デング熱の国内感染疑いの症例について 

・特定感染症検査等事業等について 

◎花粉症対策事業について 

    担当理事 河合 晃充 

１．花粉症対策委員会について 

第１回 

日時 9月 18日（水）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

議題 

（1）花粉症研究会記念誌について 

（2）平成 24年度の事業報告について 

（3）平成 25年度の活動方針について 

第２回 

日時 H26年 1月 14日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

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 

 （2）今後の花粉症対策事業について 

 （3）「スギ花粉症患者発症日調査のまとめ」につ 

    いて 

１．富山県医師会ホームページ花粉症情報について 

季節情報として内容を定期的に更新した。 

１．花粉症患者調査について 

調査期間 平成 26年 2月１日～3月 31日まで 

調査定点 耳鼻咽喉科 26定点 

眼   科 26定点 

  昨年度に引き続き患者数等の集計表のみ協力依頼 

 した。 

１．花粉観測について 

観測期間 平成 26年 1月 20日～4月 28日頃まで 

観測定点 11定点 

１．ポールンロボの設置について 

ウェザーニューズ社「花粉プロジェクト」に参加し、花

粉観測機『ポールンロボ』を県内 10地点に設置。花粉飛散

状況を一目で確認でき、さらにインターネット回線を通じ

インターネットサイトと携帯サイトでリアルタイムに情報

が公開され、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について 

花粉飛散数及び患者調査から得た情報をもとに、ホーム

ページにより提供した。 

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 

◎母子保健について 

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について 

  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 

 

種     目 平成 25年度単価 

母子保健法に係る健康診査委託費 

妊婦一般健康診査 

(第１回目、従来どおり実施) 

(同、子宮頸がん検診未実施の場合) 

(第２～５回) 

(第６回、９回、１０回、１２～１４回) 

(第７回・血算、血糖 HTLV-1検査分加算) 

(第８回・GBS、クラミジア検査分加算) 

(第１１回・血算検査分加算) 

産婦一般健康診査 

乳児一般健康診査 

    (円) 

     

１６，４６０ 

１３，２００  

５，０００ 

５，５８０ 

９，９１０ 

９，７８０ 

６，６２０ 

５，９８０ 

５，３５０ 

１．日医母子保健講習会について 

日時  平成 26年 2月 16日(日)午前 10：00 

場所  日本医師会館 

出席者 村上副会長、種部常任理事（日医委員）、八木富

山市医理事 

１．妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果等につ

いて 

  標記について、日本医師会から通知があったので、郡市

医師会を通じ会員へ周知した。 

１．妊産婦健診等における母子感染対策について（情報提供） 

  標記について、日本医師会から通知があったので、郡市

医師会担当理事へ参考送付した。 

１．助産所、嘱託医師等並びに地域の病院及び診療所の間に

おける連携について 

  標記について、日本医師会から通知があったので、郡市

医師会、本会ホームページ等を通じ会員へ周知した。 

１．「母体血を用いた新型出生前遺伝学的検査」に関する日本

医師会の見解について 

  標記について、日本医師会から見解を表明されたので、

郡市医師会、本会ホームページ等を通じ会員へ周知した。 

１．母子健康手帳の任意記載事項様式の改正について 

  標記について、日本医師会から通知があったので、郡市

医師会、本会ホームページ等を通じ会員へ周知した。 

１．不妊治療に悩む方への特定治療支援事業の実施について 

  標記について、日本医師会から通知があったので、郡市

医師会、本会ホームページ等を通じ会員へ周知した。 

１．性感染症発生動向調査(全数調査)の実施について 

  厚生労働科学研究「性感染症に関する特定感染症予防指

針に基づく対策の推進に関する研究」において平成 24年度

より 3年間モデル県となり、毎年 10月に１ヵ月を調査期間

とし、産婦人科、泌尿器科、皮膚科医会の協力のもと調査

し報告した。 

１．平成 25年度周産期死亡等改善対策事業について 

  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、平成 25年度は次のとお

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、新生児蘇生法出張講習会 3回を開催した。 

＜周産期死亡改善対策検討会の開催＞ 

日時 10月 30日（水）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

議題 

（1）Ｈ24の富山県周産期医療状況について 

（2）Ｈ24 の母体死亡、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・新生児蘇生法講習会に

ついて 

 ＜周産期死亡改善対策講習会の開催＞ 

日時 12月 19日（木）午後 7時 30分 

場所 県医師会館  出席者 38名 

講演  

 「産科医療補償制度―再発防止委員会からの提言」 

宮崎大学理事・医学部附属病院長 

産科医療補償制度再発防止委員会委員長 

               池ノ上 克 先生 

 ＜新生児蘇生法（NCPR）出張講習会の開催＞ 

 ・第 1回 

日時 11月 17日（日）正午 

場所 かんすいこうえんレディースクリニック 

カリキュラム Ａコース 受講者 10名 

 ・第 2回 

日時 12月 14日（土）正午 

場所 富山県立中央病院 

カリキュラム Ａコース 受講者 26名 

 ・第 3回 

日時 平成 26年 2月 26日（水）午後 1時 30分 

場所 さたけ産婦人科 

カリキュラム Ｂコース 受講者 13名                  

１．平成 25年度 HIV医療講習会実施契約について 

  標記について、公益財団法人エイズ予防財団より募集が

あり、受託申請書等関係書類を提出し平成 25年 9月 13日

委託契約を締結し実施した。 

 ＜富山県医師会 HIV医療講習会の開催＞ 

日時 10月 27日（日）午前 10時から正午 

会場 富山大学杉谷キャンパス 参加者 102名 

プログラム 

講義 1「HIV 感染症・AIDS のスクリ－ニングから            

診断・治療のトピックス」 

  富山大学附属病院感染症治療部 



 

  鳴河 宗聡 先生 

 講義 2「HIV感染症・AIDSの保健指導と病診連携」 

  富山県立中央病院(エイズ拠点病院)感染症治療部 

              彼谷 裕康 先生 

ポスター展示等 

◎学校保健（予防接種）について 

担当副会長 村上美也子 

１．乳幼児・学校保健委員会について 

日時 11月 15日（金）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

議題  

１．予防接種について 

２．各医療圏における小児救急の現状について 

３．学校保健について 

４．小児在宅医療について 

１．乳幼児・学校保健講習会について 

日時 7月 9日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

講演 「なぜ小児期に B型肝炎ウイルス感染を予防する

のか」 

      済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 

             顧問 藤澤 知雄 先生 

出席者 97名 

１．第 44回全国学校保健・学校医大会について 

日時 11月 9日（土）午前 10時 

場所 秋田キャッスルホテル 

出席者 村上副会長、高野正美先生、石田ひとみ先生、

八木信一先生、三川正人先生、西谷 泰先生、

小栗絢子先生、堀 正人先生 

分科会 からだ・こころ（1）、（2）、（3）、耳鼻咽喉科、

眼科の 5分科会 

１．都道府県医師会連絡協議会について 

日時 11月 9日（土）正午 

場所 秋田キャッスルホテル 

出席者 村上副会長 

１．定期予防接種の広域化における委託契約委任状並びに協

力医師名簿について 

  標記について、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することとなり、今年度より

追加された子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチ

ンを含め、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．日医学校保健講習会について 

日時 平成 26年 2月 23日（日）午前 10時 

場所 日本医師会館 

出席者 村上副会長、島田一彦先生、八木信一先生、三

川正人先生、小栗絢子先生、荻野千鶴子先生、

西野一晴先生 

１．子ども予防接種週間の実施について 

 標記について、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

力との回答があった 120医療機関については「接種人数の

調査」等協力を依頼するとともに、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．予防接種後健康状況調査事業実施医療機関の選定等につ

いて 

  標記について、県厚生部長から定期予防接種ワクチンの

追加に伴う実施医療機関の推薦方依頼があったので、小児

科医会長に照会し、次のとおり医療機関を推薦した。 

ワクチンの種類 実施医療機関名 

ヒブ 岡部こども医院 

小児用肺炎球菌 しむら小児科クリニック 

子宮頸がん予防 木田小児科医院 

１．予防接種広域化に関する調査依頼について 

  福井県医師会から照会があったので、本県の現況を報告

した。 

１．定期予防接種におけるワクチン一括購入方式の実施状況に

ついて 

  群馬県医師会から照会があったので、本県の現況を報告

した。 

１．4ワクチンの定期接種化に係る意見書の提出について 

日本医師会長から、4 ワクチンの定期接種化実現に向け

関係行政庁に対して意見書を提出するよう依頼があり、本

会から富山県知事及び富山県議会長あて要望書を提出する

とともに、そのことを日医へ報告した。 

１．乳幼児・学校保健・予防接種等関係文書について 

  下記について、郡市医師会長等へ通知・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。 

・小児慢性特定疾患治療研究事業の内分泌疾患におけるヒ

ト成長ホルモン治療を行う場合の認定について 

・麻しんに関するガイドラインについて 

・鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の

政令に伴う学校保健安全法における取扱いについて 

・「学校において予防すべき感染症の解説」の周知依頼につ

いて 

・ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応につい

て(勧告) 

・ヒブワクチンの価格について 

・風しんの任意の予防接種の取扱いについて 

・季節性インフルエンザワクチンの供給について 

・第 33回日本川崎病学会･学術集会及び市民公開講座の開



 

催について 

・プレベナー13への切り替えに関する情報提供について 

・学校給食における食物アレルギー対応を有する児童生徒

への対応調査(周知依頼) 

・厚生労働省ホームページ｢風しんについて｣の情報更新に

ついて 

・予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正

する省令の施行等について 

・不活化ポリオワクチン接種者数の把握に係る通知の廃止

について 

・ポリオ生ワクチン 2次感染対策事業実施細則の一部改正

について 

・子宮頸がん予防ワクチン接種後の痛みの診療について 

・肺炎球菌ワクチンの切換えについて 

・集団予防接種等による B型肝炎感染拡大の再発防止策と

その取組について 

・平成 25年度乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間の実

施について 

・インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動の情報収集に関

する研究に対する協力について 

・抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等について 

・抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注

意喚起の徹底について 

・抗インフルエンザウイルス薬の有効期限の延期について 

・子宮頸がん予防ワクチンの取り扱いについて 

・子ども予防接種週間の実施についての厚生労働省通知に

ついて 

・麻しん風しんの第 2期の予防接種における未接種者に対

する積極的な勧奨等について 

・｢子ども予防接種週間｣の実施に伴う救急医療体制の確保

について 

・平成 26年度からの予防接種について 

・予防接種が推奨される風しん抗体価について 

・定期の予防接種における対象者の解釈について 

・平成 26年度における日本脳炎の定期の予防接種の積極的

勧奨の取扱いについて 

・3 種混合ワクチン(DPT)及び 4 種混合ワクチン(DPT-IPV)

の取扱いについて 

１．医療機関向け児童虐待防止研修会開催業務委託事業につ

いて 

県からの委託事業として、小児科医等向け児童虐待防止

研修会及び産婦人科医向け児童虐待防止研修会を開催した。 

 ＜小児科医等向け児童虐待防止研修会＞ 

日時 9月 25日（水）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会館 

講演 「医療の 現場から 虐待に光 を！～地 域の

Sentinel(見張り番)になるために～」 

      群馬県済生会前橋病院 小児科部長 

溝口 史剛 先生 

  出席者 109名 

 ＜産婦人科医向け児童虐待防止研修会＞ 

日時 10月 14日（月・祝）午前 9時 

場所 富山県医師会館 

講演 「RIFCR（リフカー）研修会」 

認定 NPO法人子ども虐待ﾈｸﾞﾚｸﾄ防止ﾈｯﾄﾜｰｸ 

           理事長 山田不二子 先生他 

出席者 35名 

 

学校心臓検診事業 

担当常任理事 藤田  一 

１．富山県立学校児童生徒の平成 25年度心臓検診業務委託契

約について 

県教育委員会スポーツ・保健課長から下記業務に 

基づく委託契約について、本会へ調印方依頼があり、双方

協議のうえ 4月 1日付で締結した。 

（1）委託業務の名称  

平成 25 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 1,545円（消費税及び地方消費税額を

含む） 

（4）事務費(加算額)  

390,000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 25 年度心臓検診業

務委託契約について 

  県私立中学高等学校協会会長から下記業務に基づく委託

契約について、本会へ調印方依頼があり、双方協議のうえ

4月１日付で締結した。 

 （1）委託業務の名称  

平成 25 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 1,593 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

約について 

  県及び県私立中学高等学校協会から平成 25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 5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 1,102円（消費税額含む）。但し、県

立特別支援学校は 1人当たり金 1,193円(消費税額含

む)とする。 

１．平成 25年度学校心臓検診業務実績報告について 

  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、県教育委員会スポー

ツ・保健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 10,256 

心 電 図 検 査 受 検 者 数 10,206 

心電 図 検 査受 検 者 のう ち 要 精密 検 査 者数  462 

１. 心電図判定専門医委員会について 

 日時 平成 26年 2月 18 日（火）午後 7時 30分 

 場所 県医師会館 

 議題  

（1）平成 25年度判定結果について 

（2）第 46回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会に

ついて 

（3）次期委員長について 

（4）器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガ

イドラインの改訂について 

１．第 46回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会につい

て 

 日時 平成 26年 2月 2日（日）午前 9時 

 場所 兵庫県・兵庫県医師会館 

 出席者 藤田常任理事 

 

産業保健・健康スポーツ事業 

◎産業保健について 

担当常任理事 藤田  一 

１．第 35回産業保健活動推進全国会議について 

日時 10月 10日（木）午前 10時 30分 

場所 日本医師会館 

出席者 藤田常任理事、佐々木統括コーディネーター、4

地域産業保健センター各 1名 

＜活動事例報告＞ 

 ①「宮城県における産業保健事業の取り組みについて」 

宮城県医師会常任理事 

 ②「徳島県における産業保健事業の取り組みについて」 

    徳島産業保健推進連絡事務所代表 

＜説明・報告＞ 

 ①「日本医師会産業保健委員会活動報告」 

日本医師会常任理事 

 ②「今後の産業保健事業の方向性等について」 

 厚労省労働基準局安全衛生部労働衛生課長 

＜ディスカッション＞ 

厚労省、日本医師会、労働者健康福祉機構、産業医学振

興財団 

１．都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会について 

日時 6月 3日（月）午後 3時 

場所 日本医師会館 

出席者 泉副会長、藤田常任理事、櫻井主任 

議事 

（1）緊急雇用創出事業の活用による医療分野の「雇用の質」

の向上のためのアドバイザー派遣事業について 

（2）地域産業保健センター事業、産業保健推進センター事

業ならびにメンタルヘルス対策支援センター事業の一

括運営について 

１．産業保健・健康スポーツ委員会について 

日時 5月 29日（水）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

協議 ①平成 25年度産業保健研修会テーマについて 

１．北陸 3県医師会合同日医認定産業保健研修会に関する打

合せ会について 

 日時 11月 29日（金）午後 8時 

 場所 石川県医師会館 

出席者 藤田・長谷川常任理事、櫻井主任、石川・福井県

担当役員、事務局 

議題 ①平成26年度北陸3県医師会合同日医認定産業保健

（基礎/前期）研修会について 

   ②今後の産業保健事業について 

１．平成 26年度以降の産業保健事業に係る説明会について 

日時 12月 24日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

内容 富山労働局から現時点での事業概要等の説明 

１．産業医学振興財団と委託契約を締結し、次の諸事業を実

施した。     

【産業医リフレッシュ研修会・4回開催】  

 場所 県医師会館 いずれも午後 1時 

 第 1回  7月 7日（日） 83名出席 

講演①「産業保健実務の落とし穴（産業保健ピットフォー

ル）」 

城戸産業医事務所代表 城戸 尚治 先生 

 ②「第 12次労働災害防止計画のポイント～産業医も知

っておきたい新たな 5ヵ年計画」 

中災防労働衛生調査分析センター 

健康開発課主任医師 山本 健也 先生 

 ③「化学物質事故への対応」 

大阪医科大学救急医学准教授 

大阪府医師会理事  西本 泰久 先生 

 第 2回  8月 25日（日） 78名出席 



 

講演①「職場における騒音対策～主として、オクターブ分

析による断続音対策」 

大阪医科大学名誉教授 

公社）関西労働衛生技術センター所長 

河野 公一 先生 

 ②「職場巡視による危険・有害物及び法的管理対象物

の把握とｗ-SDSによる管理」 

    ＳＨＩＯＴＡ安全企画代表 

 塩田 勇 先生 

 ③「産業医活動にかかわる労働衛生法規」 

  富山産業保健推進連絡事務所相談員 

大橋 信也 先生 

 第 3回  9月 29日（日） 62名出席 

講演①「進化する労働衛生保護具と適切な選択・使用」 

十文字学園女子大学大学院 

人間生活学研究科教授 田中 茂 先生 

 ②「海外赴任者の健康管理・危機管理と企業の法的責

任」 

   東京海上日動リスクコンサルティング㈱ 

ビジネスリスク事業部主席研究員 

深津 嘉成 先生 

 ③「化学物質管理の新たな展開」 

大阪市立大学大学院医学研究科 

産業医学分野（環境衛生学教室）教授 

圓藤 吟史 先生 

 第 4回  11月 10日（日） 49名出席 

講演①「高年齢労働者がいきいきと働ける職場環境づくり」 

トヨタ自動車㈱安全健康推進部 

安全衛生室主査 安全 Gグループ長 

永見 孝 先生 

 ②「忍び寄るパソコン作業のリスク―あなたの眼・肩・

腰は大丈夫？」 

（公財）労働科学研究所副所長 

北島 洋樹 先生 

 ③「産業保健：最近のトピックスから」 

富山大学医学部公衆衛生学教室教授 

稲寺 秀邦 先生 

【産業医スキルアップ研修会・6回開催】 

場所 県医師会館 いずれも午後 7時 30分 

第 1回  5月 27日（月） 110名出席 

 講演 「最近の労働衛生の動向について」 

富山産業保健推進連絡事務所特別相談員 

吉田 壽光 先生 

 第 2回  6月 19日（水） 57名出席 

講演 「農作業災害の実態―労災予防のスキルは有効か

―」 

富山県農村医学研究所主任研究員 

富山県厚生連健康管理課審査役 

大浦 栄次 先生 

 第 3回  9月 10日（火） 74名出席 

 講演 「作業環境測定と管理」 

富山産業保健推進連絡事務所特別相談員 

和田 巌 先生 

 第 4回  10月 18日（金） 20名出席 

講演 デジタル版「じん肺標準エックス線写真集」を用

いての読影実習 

福井大学医学部国際社会医学講座 

環境保健学領域教授 日下 幸則 先生 

 第 5回  1月 31日（金） 66名出席 

 講演 「メンタルヘルス不調者の職場復帰について」 

戸出伊勢領よろずクリニック 

上田内科医院院長 上田 芳彦 先生 

 第 6回  3月 5日（水） 41名出席 

 講演 「事例検討」 

清風台クリニック院長 松永 康弘 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につい

て   

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。 

県医師会 11件 

県産保推進連絡事務所 23件 

産業医会 2件 

中央労働災害防止協会 1件 

１．日本医師会認定産業医の新規申請・更新申請について 

認定産業医の新規及び更新の申請を日本医師会に行った。

本年度は次のとおり認定された。 

新規認定  17名 

更新認定  89名 

１．産業保健 3事業一括運営に関するアンケートについて 

標記について、日医から依頼があったので本会としての

意見等を回答した。 

１．日本医師会認定産業医制度における産業医学研修単位の

管理体制に関するアンケート調査について 

標記について、日医から依頼があったので本会の状況及

び意見を回答した。 

１．周知文書について 

  産業保健関連文書について必要に応じ、郡市医師会等へ通

知、本会 HPに掲載し周知した。 

①「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における

DR(FPD)写真及び CR写真の取扱い等について」の一部改

正について 

②職場における腰痛予防対策の推進について 

③労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安

全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について並び

に「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化

学物質のばく露防止対策」の改正等について 

④「労働安全衛生法第 28条第 3項の規定に基づき厚生労働



 

大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための

指針」の周知について 

⑤「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」の施行及

び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が

指定する単体たる化学物質及び化合物（合金を含む）並

びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用に

係わる周知について 

⑥有害物ばく露作業報告対象物（平成 26 年対象・平成 27

年報告）について 

１．富山県における騒音性難聴担当医名簿について 

  標記について情報提供があったので産業保健関係団体に

参考送付した。 

１．地域産業保健事業の運営について 

標記について富山労働局から事前説明があり、後日日医

から正式通知があったので各センターへ周知した。 

１．「地域産業保健センター業務手順(案)（コーディネーター

用）の送付について 

標記について、日医から情報提供があったので各センタ

ーへ周知した。 

１．富山労働局と平成 25年度地域産業保健センター事業の委

託契約を締結した。 

関係機関との情報交換や連携作りのため運営協議会を 2

回開催、また魚津・富山・高岡・砺波の各地域産業保健セ

ンターと連携を取りながら、産業医選任義務のない小規模

事業場に対する産業保健活動に取り組んだ。今年度はコー

ディネーター会議を 4回開催した。   

＜運営協議会＞ 

第 1回 8月 5日（月）  

第 2回 3月 19日（水） 

 午後 7時 30分から、県医師会館 

＜コーディネーター会議＞ 

第 1回 4月 17日（水）午後 2時から 

    ■24年度決算・25年度予算額等について 

第 2回 6月 4日（火）午後 2時から 

    ■25年度事業について 

第 3回 10月 21日（月）午後 2時から 

    ■上半期各センター状況報告 

第 4回 12月 16日（月）午後 2時から 

    ■25年度 11月実績に基づく各センター 

    予算見込みについて 

 ◎健康スポーツ医学について 

担当理事 道振 義治 

１．都道府県医師会認定健康スポーツ医活動状況把握のアン

ケート依頼が岡山県医師会からあったので回答した。 

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 

日時 5月 18日（土）午後 5時 

場所 ANAクラウンプラザホテル 

演題① 「膝スポーツ外傷最近の治療」 

講師 船橋整形外科病院スポーツ医学センター 

センター長 土屋 明弘 先生 

演題② 「スポーツによる手関節痛と 

難治性テニス肘について」 

講師 聖マリアンナ医科大学整形外科学 

講座代表 教授 別府 諸兄 先生 

（22名に受講証明書を交付） 

（2）脳しんとうに関する研修会（本会主催） 

日時 11月 16日（土）午後 7時 

場所 富山県医師会館 

演題 「スポーツによる脳震盪の基礎知識 

－現場ドクターの話－」 

講師 成田整形外科病院院長     前田 朗 先生 

（16名に受講証明書を交付） 

（3）富山県健康づくり財団主催 

日時 平成 26年 3月 13日（日）午後 2時 

場所 富山県国際健康プラザ 

演題 「野球肘と成長期のスポーツ障害を正しく知ろう

～間違いだらけの予防と指導～」 

講師 黒部市民病院関節スポーツ外科部長 

今田 光一 先生 

（12名に受講証明書を交付） 

 （4）高岡・砺波地区労災指定医療機関協会主催 

  日時 平成 26年 3月 29日（土）午後 6時 

  場所 高岡市医師会看護専門学校 

  演題 「形成外科で扱う外傷の治療 

～顔面外傷及び四肢軟部組織損傷～」 

  講師 藤田保健衛生大学医学部形成外科教授 

吉村 陽子 先生 

（6名に受講証明書を交付） 

１．日本医師会認定健康スポーツ医の申請について、新規 2

名、更新 11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送付した。 

 

特定健診等公衆衛生対策事業 

担当常任理事 藤田  一 

１．平成 25年度特定健康診査・特定保健指導委託契約につい

て 

標記について、高齢者の医療の確保に関する法律に基づ

き実施する特定健康診査及び特定保健指導について、富山

県市町村職員共済組合ほか 1,024 保険者、富山市ほか 14

市町村と 4月 1日付で契約を締結した。 

１．特定健康診査・特定保健指導実施医療機関の追加につい

て 

標記について、今年度は 6 月末、9 月末の 2 回、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報告し、



 

変更契約をその都度締結した。 

１．特定健康診査等に係る事務協議について 

円滑な実施に向け、保険者と事務協議を県医師会館にて

開催した。 

日時 10月 1日（火）午後 7時 30分 

議題 ・次年度の契約に向けて 

１．関連書類について 

下記について、郡市医師会長・担当理事・公的病院長な

らびに会員へ通知・送付等を行い周知をはかった。 

（1）特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準等

の一部改正等について 

（2）平成 25年度以降に実施される特定健康診査及び特定

保健指導に関する電磁的方法により作成された記録の

取扱いについて 

（3）保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する平成

25 年度以降に実施した特定健康診査等に基づく特定

保健指導の実施状況に関する結果について 

（4）特定保健指導における情報通信技術を活用した面接に

よる指導の実施について 

（5）平成 25年度以降に実施される特定健康診査・特定保

健指導における特定保健指導レベル判定値、受診勧奨

判定値、及びメタボリックシンドローム判定値等の取

扱いについて 

（6）平成 26年度特定健診・特定保健指導における集合契

約について 

（7）平成 26年度特定健診・特定保健指導における集合契

約の委任状について 

（8）国保ヘルスアップ事業評価事業に係る報告書について

（情報提供） 

（9）生活習慣病重症化予防のための戦略研究について 

（10）消費税率の引上げ等に伴う特定保健指導費用の取扱

いに関するＱ＆Ａについて 

 

労災・自賠責対策事業 

担当理事 道振 義治 

１．平成 25年度労災診療費算定実務研修会を労災保険情報セ

ンターとの共催で 11月 14日（木）午後 1時 30分から富山

県市町村会館で開催し、84医療機関 144名が出席した。 

 

男女共同参画活動事業 

副会長 泉  良平 

担当副会長 村上美也子 

１．日本医師会第 9回男女共同参画フォーラムについて 

7月 27日㈯午後１時から山口県総合保健会館で開催され、

村上副会長、種部常任理事、清水理事が出席した。 

１．大学医学部女性医師支援担当者連絡会について 

9月 27日㈮午後２時から日本医師会館で開催され、泉副

会長、渡辺理事、足立陽子先生、米田徳子先生が出席した。 

１．女性医師支援センター事業中部ブロック会議について 

11月 17日（日）午前 11時から岐阜都ホテルで開催され、

泉副会長、村上副会長、種部常任理事、高野地域係長が出

席した。 

１．女性医師支援事業連絡協議会について 

 平成 26年 2月 21日（金）午後 2時から日本医師会館で

開催され、長田理事、高野地域係長が出席した。 

１．女性医師支援事業の状況調査について 

 埼玉県医師会から依頼があったので、本会の現況等を回

答した。 

１．都道府県医師会における女性医師に関わる問題への取り

組み状況調査について 

 日本医師会から依頼があったので、本会の取り組み状況

を回答した。 

１．ドクターバンク事業に関する都道府県医師会アンケート

調査について 

 日本医師会から依頼があったので、本会の現況を回答し

た。 

１．日本医師会会内委員会への女性会員登用のための調査に

ついて 

 日本医師会から依頼があったので、本会並びに郡市医師

会女性役員へ調査票を送付した。 

１．医師会主催の研修会等への託児サービス併設費用補助に

ついて 

 日本医師会から依頼があったので、郡市医師会へ送付し

周知を図った。 

１．男女共同参画委員会について 

10 月 21 日（月）午後 7 時 30 分から本会館で開催され、

次の事項について協議した。 

① 日本医師会第 9回男女共同参画フォーラムについて 

② 平成 25年度女性医師等支援事業について 

③ 富山大学の講義枠について 

④ 大学医学部女性医師担当理事連絡協議会について 

⑤ 女性医師等支援相談のホームページについて 

１．女子医学生定着支援事業について 

 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

る目的として次のとおり実施した。 

（1）第 5回富山県医師会と医学生・臨床研修医が語る会に

ついて 

12月 5日（木）午後 5時から富山大学附属病院で開催

し、175名が出席した。「オーマイ！キャリアパス～悩ん

で出した君の選択はすべて正しい～」と題して、福井大

学医学部附属病院救急部・総合診療部教授の林寛之先生

が講演した。 

（2）富山大学の講義について 

9 月 25 日（水）午前８時 45 分から富山大学附属病院

で、富山大学医学部 4年生を対象に種部常任理事が「医



 

師のワークライフバランス～あなたはどのような働き方

をしますか？家庭はもちたいですか？～」と題して講義

を行い 103名が受講した。 

（3）富山大学附属病院の座談会について 

・小児科の座談会 

7月 24日（水）午後 5時から富山大学附属病院で「パ

パさん小児科医、ママさん小児科の子育て話」をテー

マに小児科医師 4名が講演し 60名が出席した。 

・産婦人科の座談会 

11 月 14 日（木）午後 5 時から富山大学附属病院で

「子育てしながら産婦人科医としてキャリアアップす

る秘訣」をテーマに産婦人科医師 3名が講演し 84名が

出席した。 

（4）第 8 回講演会 live a full life～充実した人生を生

きる～について 

 平成 26年 2月 9日（日）午後 1時 30分から ANAクラ

ウンプラザホテル富山で開催し 56名が出席した。「ワー

クライフバランスで病院組織を変える～女性医師 4割時

代の人材獲得戦略～」と題して、種部常任理事が、「勤務

医の就労環境について」と題して泉副会長がそれぞれ講

演した。 

（5）平成 25年度女性医師等支援事業･メンター懇談会につ

いて 

  公的病院長から推薦頂いたメンター26 名及び若手医

師を対象に、次のとおり開催した。 

・第 1回 

  10月 29日（火）午後 7時 30分から本会館で開催さ

れ、次の事項について協議した。 

 ①各公的病院の女性医師等支援の取り組みについて 

 ②子育て支援情報の提供について 

・第 2回 

  平成 26年 2月 26日（水）午後 7時 30分からパレブ

ラン高志会館で開催し 29名が出席した。「病院組織を

変えて働きやすくしよう～メンターの役割～」と題し

て、種部常任理事が講演した。 

１．女性医師等支援相談窓口事業について 

 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：10件。 

（2）県内病院の巡回相談の実施 

病院名 訪問日 参加医師 

国立病院機構富山病院 9月5日㈭ 6名 

社会保険高岡病院 9月5日㈭ 9名 

済生会富山病院 12月19日㈭ 6名 

厚生連滑川病院 26年1月9日㈭ 7名 

厚生連高岡病院 26年1月16日㈭ 7名 

 内容 ア.女性医師等支援事業相談窓口について 

         イ.富山県女性医師勤務環境整備事業補助金につい

て 

      ウ.病院医師の勤務環境について 

 （3）相談窓口及び巡回相談に関する広報活動 

・相談窓口のチラシを作成し、医報とやま12月1日号に同

封し会員に配布した。 

・相談窓口の普及グッズを作成し、巡回相談、医学生が

語る会等の開催時に配付し周知を図った。 

・医報とやま4回、医報用綴込みファイルに広告掲載した。 

・ホームページのリニューアルを行った。 

１．平成 25年度「2020.30」推進懇話会について 

 第１回  

日時 12月 13日（金）午後 2時 

場所 日本医師会館 

出席者 渡辺理事、手丸理恵先生 

 第 2回  

日時 平成 26年 2月 14日（金）午後 2時 

場所 日本医師会館 

出席者 村上副会長、種部常任理事 

 

病院・有床診対策事業 

担当常任理事 長谷川 徹 

１．第 26回全国有床診療所連絡協議会総会について 

 日時 8月 3日（土）、4日（日） 

 場所 神戸ポートピアホテル 

 出席者 道振理事 

１．都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会について 

 日時 11月 13日（水）午後 2時 

 場所 日本医師会館 

 出席者 長谷川常任理事、石川主事 

１．有床診療所の防火対策に関する説明会について（TV会議） 

日時 平成 26年 3月 19日（水）午後 1時 30分 

場所 富山県医師会館 

出席者 馬瀬会長、長谷川常任理事、石川主事 

１．平成 25年度補正予算に係る医療施設等施設整備費補助金

(有床診療所等スプリンクラー等整備事業)いついて 

  日本医師会より通知があり、関係書類、事業に係る Q&A

等、ホームページに掲載し周知した。 

１．富山県入院生活やすらぎ事業について 

（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55医療機関から200事業の助成金申請があ



 

り、本会で審査のうえ、助成金を交付した。 

（2）入院生活やすらぎ事業運営委員会 

県厚生企画課、県公的病院長協議会、全日本病院協

会県支部、県有床診療所協議会の各代表及び本会役職

員から 10名の委員構成とし、実施内容の審査等を行う

ため委員会を開催した。 

  第 1回 

日時 10月 23日（水）午後 7時 30分 

議題 ①平成 24年度事業報告 

②前期申請審査 

  第 2回 

日時 平成 26年 3月 25日（火）午後 1時 30分 

議題 ①後期申請審査 

 

医療従事者確保対策 

◎コ・メディカル対策について 

担当常任理事 長谷川 徹 

１．医療分野の｢雇用の質｣の向上のための取り組みについて 

  厚生労働省労働基準局長等より各都道府県労働局長、各

都道府県知事宛に通知がなされ、富山労働局、富山県厚生

部、富山県医師会、富山県看護協会の関係者が協働して、

地域の医療従事者の勤務環境の改善等に取組むため「企画

委員会」を設置して研修会を開催した。 

 第 1回企画委員会 

日時 7月 4日（木）午後 1時 30分 

場所 富山県総合情報センター 

出席者 長谷川常任理事、石川主事 

 第 2回企画委員会 

日時 9月 26日（木）午後 1時 30分 

場所 富山県総合情報センター 

出席者 長谷川常任理事、石川主事 

 医療分野における「雇用の質」の向上のための研修会 

日時 12月 12日（木）午後 1時 30分 

場所 富山県教育文化会館 

出席者 長谷川常任理事、石川主事 

１．平成 25年度医師会立助産師･看護師･准看護師学校養成所

調査について 

  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。 

１．「保健師助産師看護師国家試験出題基準」の改正について 

  日本医師会から通知があり、医師会立看護学校に周知し

た。 

１．コ･メディカル関係書類について 

  下記について日本医師会から依頼があり、関係郡市医師

会に通知し周知を図った。 

（1）厚生労働省「チーム医療推進会議報告書」について 

（2）地域における保健師の保健活動について 

 ◎医療秘書について 

担当常任理事 堀地  肇 

１．第 33 回日本医師会医療秘書認定試験結果分析評価報告書

及び平均点･科目別正解率の送付について 

日本医師会から通知があり、北陸ビジネス福祉専門学校

へ送付した。 

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に

ついて 

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｢医学基礎教科」｢秘書専門教科｣の各教科に、学校

教員 4名を推薦した。 

１．北陸ビジネス福祉専門学校医療秘書学科第 19回卒業予定

者の求職依頼について 

卒業予定者 14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医療秘書学科優良表彰者につ

いて 

学校推薦の優良学生・稲垣佳奈さんを会長表彰すること

になり、平成 26年 3月 7日同学校卒業式にて授与された。 

１．第 34回日本医師会医療秘書認定試験の試験監督者、試験

監督補助者の推薦について 

日本医師会から照会があり、試験監督者に堀地常任理事、

補助者に北陸ビジネス福祉専門学校･眼目早苗先生を推薦

した。 

１．第 34回日本医師会医療秘書認定試験について 

平成 26年 2月 9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 14名が受験し、12名が合格した。

なお、日医認定証並びに記章を交付した。 

１．平成 25年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会について 

役員改選に伴い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。 

 第 1回常任委員会 

日時 7月 6日（土）午後 3時 

場所 東京ステーションコンファレンス 

出席者 金子理事 

議題 (1)平成 24年度収支決算について 

(2)平成 25年度事業計画(案)について 

第 2回常任委員会 

日時 9月 21日（土）午後 3時 40分 

場所 甲府富士屋ホテル 

出席者 堀地常任理事 

第 63回定例総会第 1回運営委員会 

日時 9月 21日（土）午後 4時 30分 

場所 甲府富士屋ホテル 

出席者 村上副会長、堀地常任理事、石川主事、北陸ビ

ジネス福祉専門学校・高村正志校長 

議題 (1)平成 24年度収支決算について 

(2)平成 25年度事業計画(案)収支予算(案)につい



 

て 

第 3回常任委員会・第 2回運営委員会 

日時 平成 26年 3月 29日（土）午後 3時 30分 

場所 東京ステーションコンファレンス 

出席者 了安事務局長 

議題 (1)医療秘書学院の運営について 

(2)平成 26年度の役員について 

１．平成 25年度各学院(校)の現況調査並びに医師事務作業補

助者に関するアンケート調査について 

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。医師事

務作業補助者に関するアンケートについては学校用は北陸

ビジネス、医療機関用は 5 診療所、5 病院に調査を依頼し

回答した。 

１．全国医師会医療秘書学院第 17回医療保険請求事務実技試

験について 

平成 25年 10月 28日（月）北陸ビジネス福祉専門学校で

実施し 14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。 

 

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 

１．平成 25年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議会につ

いて 

11月４日(月･振)、岐阜県グランドホテルにおいて「地

域医療と地域包括ケアを支える医師会共同利用施設」をメ

インテーマに開催され、本会から馬瀬会長、泉副会長、村

上副会長、藤田常任理事、長谷川常任理事、高野地域係長

が出席した。 

開催に先立ち、分科会シンポジストの推薦依頼があった

ので、富山市医師会高橋英雄先生を推薦した。また、医師

会共同利用施設名簿の確認とアンケート調査があったので、

郡市医師会へ照会し回答した。 

１．医師会共同利用施設設立状況調査について 

 日本医師会から依頼があったので、郡市医師会へ照会し

回答した。 

１．平成 25年度(第 47回)臨床検査精度管理調査の実施につ

いて 

 日本医師会から依頼があったので、富山市医師会と高岡

市医師会へ送付した。 

１．第 25回全国医師会共同利用施設総会について 

 8月 31日㈯・9月 1日㈰の 2日間、パシフィコ横浜会議

センターにおいて「地域包括ケアシステムと医師会共同利

用施設のあり方―切れ目のない医療・介護の地域完結を目

指して―」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、高野地域係長が出席した。 

◎ 臨床検査精度管理事業について 

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

床衛生検査技師会と合同で行っている標記について、次のと

おり実施した。 

１．富山県臨床検査精度管理協議会について 

 第 1回 

日時 4月 19日（金）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

議題①協議会委員の変更について 

②平成 24年度事業報告･収支決算について 

③平成 25年度事業計画(案)･予算(案)について 

 第 2回 

日時 10月 15日（火）午後 7時 30分 

場所 県医師会館 

議題①調査事業実施経過について 

②調査結果報告会の開催について 

③コメンテーターの選任について 

１．第 25回富山県臨床検査精度管理調査結果報告会について 

 12 月 1 日㈰午前 9 時から本会館にて開催し、馬瀬会長、

長谷川担当常任理事他 234名が出席した。なお、標記調査結

果報告書を日本医師会、都道府県医師会等へ配付した。 

 

治験事 業 

担当副会長  小関 支郎 

担当常任理事 種部 恭子 

１．とやま治験支援センター運営委員会を 4月 3日（水）午

後 7時 30分から開催し、富山県医師会治験審査委員会規約

並びに手続き要領の見直しについて協議した。なお、4 月

11日開催の理事会で承認を得て改訂した。 

１．富山県医師会治験審査委員会委員の委嘱について 

任期満了（平成 25年 3月 31日）に伴う審査委員を次の

各氏に委嘱した。任期は本年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月

31日まで。 

 氏 名 職 名 

委 員 長 小関 支郎 県医師会常任理事 

副委員長 泉  良平 県医師会副会長 

専門委員 
大橋 信也 県医師会常任理事 

種部 恭子 県医師会常任理事 

非専門委員 

了安  仁 県医師会事務局長 

岡崎みずほ 県医師会総務課長 

毛利 昌功 県医師会業務係長 

外部委員 

橋本 征也 

（副委員長） 

富山大学大学院 

薬学研究科教授 

砂田 洋子  

１．富山県医師会治験審査委員会委員について、大橋委員の

辞任に伴う後任委員に長谷川徹先生（県医師会常任理事）

を委嘱した。 

１．とやま治験医療ネットワーク手順書（第 2版）並びに同

意書について、12月 26日の理事会で承認を得て改訂した。 



 

１．とやま治験医療ネットワーク手順書並びに同意書の改訂

に伴い、27医療機関と同意書を交わした。 

１．富山県医師会治験審査委員会を 8回開催し、延べ 14案件

について審議し承認された。 

 

広報活動事業 

担当理事 金子 敏行 

１．情報誌「VITA」への原稿執筆者推薦依頼、原稿執筆依頼

について 

県泌尿器科医会、県整形外科医会、県産婦人科医会に執

筆者推薦依頼をし、執筆者に対して原稿依頼をした。 

１．第 16回日本医学会公開フォーラムの開催案内について 

標記フォーラムについて、日本医学会より周知依頼があ

ったので、本会ホームページに掲載して周知した。 

１．本会から依頼する会員周知文書への対応に関するアンケ

ートのお願いについて 

会員への情報提供体制を見直すために、県医師会から届

く文書の処理について全郡市医師会あてにアンケート調査

を実施した。 

１．本会ホームページを活用した情報伝達について 

会員への情報提供体制を見直すために実施した郡市医師

会あてのアンケート調査結果をもとに、緊急性が高いもの、

即時通達が必要なものを除く各種会員周知文書については、

本会ホームページや医報とやまに掲載して会員周知するこ

ととなり、全郡市医師会へ案内した。 

１．会員周知情報の受取方法に関する調査について 

会員への情報提供体制を変更したことについて全会員あ

てに案内し、同時に本会ホームページ掲載情報について、

メール通信の受信を希望するか否か、アンケート調査を実

施した。今後、アンケートの回答をもとに、各会員へ情報

提供することとなった。 

１．報道機関と県医師会との懇談会の開催について 

県内報道機関責任者と本会役員との懇談会を下記のとお

り開催し、諸問題について意見交換した。 

日時 10月 22日（火）午後 7時 

場所 パレブラン高志会館  

出席者 報道機関責任者 19名 

     県医師会役職員 16名  

１．広報委員会について 

日時 平成 26年 1月 30日（木）午後 7時 30分 

場所 富山県医師会 3階理事会室 

［報告事項］ 

1）本会ホームページリニューアルとアクセス解析状況に

ついて 

2）医報とやま投稿規程の改定について 

3）報道機関との懇談会について 

4）その他 

［協議事項］ 

1）本会ホームページアクセス解析状況から掲載内容の検

討について 

2)医報とやま掲載内容について（主に決算・予算・会務

報告について） 

3)その他 

 

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について 

関係団体等の協賛を得て作成。「医報とやま」4月 1日号

に同封し全会員へ配布した。 

１．執筆者への謝礼送付について 

医報に 1頁以上寄稿された執筆者には、医報とやま 1月

15日号に同封し図書カードを薄謝贈呈した。 

１．「医報とやま」広告掲載の募集について 

「医報とやま」25年度広告募集について、医薬品メーカ

ー各社に募集案内した。 

１．医報とやま主な掲載記事 

 （1）講演要旨 

▽脳梗塞をターゲットとした骨髄間質細胞移植 

黒田  敏 4/1 

▽中央情勢報告－母体保護法に関する諸問題－ 

 （改正母体保護法と生殖補助医療の法制化について）

今村 定臣 4/15 

▽第 2回児童虐待防止研修会「子どもの性虐待に対して

医療者にできること、すべきこと」 

山田不二子 5/1 

▽なぜ小児期にＢ型肝炎ワクチン接種が必要なのか－ユ

ニバーサルＢ型肝炎ワクチンの重要性－ 

藤澤 知雄 8/15 

▽職場における騒音対策～主として、オクターブ分析に

よる断続音対策～         河野 公一 11/1 

▽「がんと栄養」講演概要：がん患者さんの栄養管理 

 片山 寛次 12/15 

▽膵癌の画像診断         蒲田 敏文 12/15 

 （2）臨床の現場から・研究助成課題  

▽ Establishment and characterization of a novel 

xenograft model of human gastrointestinal stromal 

tumor (GIST) in mice（ヒト由来 GIST皮下移植マウス

モデルの樹立とその特性）           

森山 亮仁 6/1 

▽在宅医療カンファレンスのさらなる展開に関する研究  

松本 邦彦・渋谷 敏幸・尾島 敏夫 10/1 

▽Pancoast 型肺癌に対する積極的外科治療の有効性

～選択すべき手術アプローチは？～ 

清水 淳三・亀水  忠 

守屋 真紀雄・林  沙貴 12/15 

 （3）寄稿・紀行 



 

▽草花を訪ねて－3・4・5の１・5の 2－  

市堰 英之 4/1・6/1・10/15・11/1 

▽往時茫茫             横井 昭平 4/15 

▽北陸新幹線がやって来る     松本 邦彦  5/1 

▽北陸新幹線開業に向けて（その 2）～2時間を切る予想

乗車体験記～           竹林俊一郎 5/15 

▽行ってきたよ!裏剱の雲切新道に－平成 24年の後期雲

上研修 8月 27日-30日（その 1）(その 2)－ 

            小西 孝司  7/1・7/15 

▽相次いで発覚している医学研究論文の捏造 

松本 邦彦 8/15 

▽気ままな旅      宇野 義知 9/1・9/15・10/1 

▽竹内文書と日月神示について   大場 泰良 12/1 

▽天空の城・竹田城と岡城     松本 邦彦 1/15 

▽トルコ温泉紀行－ハマムト天然炭酸温泉－ 

鏡森 定信 2/15 

▽iPadの医学利用          松本 邦彦  3/15 

（4）郡市医師会の頁 

▽小矢部市医師会の紹介         桜井  泉 4/15 

▽滑川市医師会の紹介        毛利 英満 12/1 

▽富山市医師会の近況        島田 一彦  1/1 

▽魚津市医師会だより       加納  晃  2/1 

（5）勤務医コーナー 

▽出産後の女性産婦人科医師の継続的就労を目指して  

                       齋藤  滋  4/15 

▽DNA損傷の修復阻害を利用した温熱分子標的治療 

岡澤 成祐・林  龍二 

戸邉 一之・近藤  隆 5/1 

▽なぜ管理職は仕事の満足度が高いのか?－地方公務員

の「ストレスと健康に関する調査」から－ 

関根 道和 8/15 

▽富山大学脳神経外科の現状     黒田  敏 9/1 

▽エコチル調査に取り組んでいます 

稲寺 秀邦 10/1 

▽富山大学第 1外科の現況      芳村 直樹  1/1 

▽富山大学放射線科の診療について 

野口  京 3/1 

（6）各科医会から 

▽補聴器と耳鼻咽喉科医         麻生  伸  4/15 

▽麻酔科医の目から見た医療安全のピットフォール 

廣田 弘毅 6/1 

▽富山県透析医会活動報告     石田 陽一 7/15 

▽神経内科医の需要について    青木 賢樹 8/15 

▽眼科医会の活動         石田 俊郎 10/15 

▽小児科医会から         嶋尾  智 12/15 

▽富山県整形外科医会       杉木 繁隆  1/15 

▽新薬に期待、Ｃ型肝炎治療    里村 吉威 3/15 

（7）ある日ある時・診療あれこれ 

▽昼休み                   吉澤  尚 4/1 

▽母と苺と親切の安売り       吉野  武 6/1 

▽飛ぶボール            武内  徹 9/1 

▽富山県優勝!!           武内  徹 3/1 

（8）三人の椅子 

▽貯筋              江幡 謙次 4/15 

▽監査について思うこと      碓井 雅博 4/15 

▽ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎の除菌が保険適用に 

              増山 喜一 4/15 

（9）三測表 

▽                清水 一夫 12/15 

▽                 長崎 正男 1/15 

▽                 竹田 慎一 2/15 

▽                 安本耕太郎 3/15 

（10）花粉症情報   

▽村上 巧啓           4/1～5/1、2/1～3/15 

（11）医療経営相談窓口から    

▽金山 順一              4/1・11/1 

（12）各種報告・お知らせ 

▽第 44回全国学校保健・学校医大会に参加して 

村上美也子 12/15 

▽第 4分科会『耳鼻咽喉科』    高野 正美 12/15 

▽第 44回全国学校保健・学校医大会に参加して 

石田ひとみ 12/15 

▽社会保険高岡病院は本年 4 月「JCHO 高岡ふしき病院」

となります           加藤 弘巳  3/15 

（13）その他 

▽医師会史料ノート 

正橋 剛二 4/1・6/1・8/1・10/1・12/1・2/1 

   ▽議事録 

 ①第 185回富山県医師会臨時代議員会      5/15 

 ②第 186回富山県医師会定例代議員会        8/15 

 

会員福祉・表彰活動 

担当理事 金子 敏行 

◎会員・医療従業員福祉について 

１．富山県医師会と語る、新春の集い（医療政策セミナー）

について 

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 4団体の協賛を得て、標記集いを開催した。 

日時 平成 26年 1月 25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長 

 福田 孜 先生 

  ◎富山県医師信用組合専務理事 

    笠島 眞 先生 



 

  ◎富山県医師協同組合専務理事 

    稲尾 次郎 先生 

４．特別講演 

「医療保険の諸問題について」 

日本医師会副会長  松原 謙二 先生 

５．懇親会（立食パーティー） 

６．閉会 

 参加者 91名 

１．日本医師会年金（医師年金）の個人情報保護対応につい

て 

日本医師会から通知があり、郡市医師会宛に送付、ホー

ムページ、医報とやまに掲載し周知した。 

１．医師年金の普及推進活動アンケートについて 

日本医師会から依頼があり、平成 25年度の推進活動とし

て医報とやまに計 6回掲載、新入会員へのパンフレット送

付を報告した。また、26 年度の活動として 25 年度同様の

活動及び医師会主催研修会等の開始前に DVDを流しての普

及啓発活動を実施することについて回答した。 

◎表彰について 

１．30年会員、永年役員および医療従事者の表彰について 

6月 20日(木)午後 7時から、第 186 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 

千 代 英 夫（下新川郡） 

寺 田 康 人（ 〃 ） 

坂 東   徹（ 〃 ） 

稲 生 暁 春（滑川市） 

重 田 浩 一（中新川郡） 

藤 木 龍 輔（ 〃 ） 

大 野   進（富山市） 

押 田 喜 博（ 〃 ） 

杉 野   實（ 〃 ） 

高 橋 洋 一（ 〃 ） 

寺 林   征（ 〃 ） 

寺 林 美智子（ 〃 ） 

細 野   泰（ 〃 ） 

松 本 三千夫（ 〃 ） 

大 野 太 郎（射水市） 

道 振 義 治（ 〃 ） 

梶 川 美智代（高岡市） 

川 岸 利 光（ 〃 ） 

越 生   昌（ 〃 ） 

島 田 憲 一（ 〃 ） 

炭 谷 哲 二（ 〃 ） 

舘   懌 二（ 〃 ） 

丹 保   仁（ 〃 ） 

長谷田 泰 男（ 〃 ） 

医療従事者 258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 

4月 29日 春の叙勲（旭日双光章） 国 黒崎 正夫 

6月 20日 
知事部門功労表彰（医

療） 
富山県 

池田   正 

桝崎 繁喜 

10月 2日 
厚生労働大臣表彰（産科

医療） 
国 柴田 道也 

10月 17

日 
日本家族計画協会会長 

日本家族 

計画協会 
種部 恭子 

11月 1日 富山県功労（医療） 富山県 馬瀬 大助 

2月 3日 
読売医療功労賞・都道府

県表彰 
富山県 平川 秋彦 

 

会員情報管理事業 

担当常任理事 堀地  肇 

１．会員名簿の発行について 

平成 25年 8月 1日現在の会員名簿をメーカー等の協賛を

得て発行し、全会員へ配布するとともに関係機関に贈呈し

た。 

１．会員情報の管理について 

郡市医師会経由で提出される会員の入会・退会・異動届

に基づいて(理事会了承認後)、コンピューター会員情報の

修正作業を行った。 

１．日本医師会会員数の調査報告について 

 日本医師会から依頼があり、平成 25年 12月１日現在の

会員数を報告した。 

１．平成 26年度富山県医師会会費賦課徴収規程一部改正に伴

う会員区分の変更並びに処理手続きについて 

 平成 26年 3月 27日の第 187回臨時代議員会において改

正されたので、郡市医師会へ周知するとともに、平成 26

年度から B2ｂ会員へ移行する 5名に会員区分の変更を通知

した。 


