（１）２０２０年（令和２年）７月１５日

広島県医師会速報（第２４４９号）

昭和２６年８月２７日

第３種郵便物承認

第１４７回 日本医師会定例代議員会
中川俊男氏初当選・横倉義武前会長を名誉会長に推薦
本会の渡邊弘司氏 常任理事に当選
と き
ところ

令和２年６月２７日㈯ 午前９時３０分
日本医師会館 講堂

壇上に立つ中川俊男新会長（中央）と初当選の渡邊弘司常任理事（右端）

６月２７日㈯午前９時３０分より、日本医師会館（文京区・本駒込）において、第１
４７回日本医師
会定例代議員会が開催された。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当日の代表質問は書面により行われ、中
国四国医師会連合から沖中芳彦代議員（山口県）を含む１３問の質問に対して書面により回答した。
なお、第４号議案 日本医師会会長、副会長、常任理事、理事、監事および裁定委員選任
の選挙結果については２４４８（７月５日）号にて報告しているが、中川俊男現副会長が選挙戦を
制し、本会の渡邊弘司広島県医師会常任理事が日医常任理事に初当選した。

第１４７回日本医師会定例代議員会
日
場

時
所

次第

令和２年６月２７日㈯ 午前９時３０分
日本医師会館 東京都文京区本駒込２丁目２８番１６号

１． 開
会
１． 会長挨拶
１． 代議員会議長及び副議長の選定
１． 報
告
令和２年度日本医師会事業計画及び予算の件
令和元年度日本医師会事業報告の件
１． 議
事
第１号議案 令和元年度日本医師会会費減免申請の件
第２号議案 令和元年度日本医師会決算の件
第３号議案 令和３年度日本医師会会費賦課徴収の件
第４号議案 日本医師会役員（会長、副会長、常任理事、理事、監事）及び裁定委員選任の件
第５号議案 日本医師会役員（会長、副会長、常任理事）選定の件
１． 閉
会
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会

６月２７日㈯午前９時３
０分定刻、第１４７回日本医
師会定例代議員会が開催された。議事に先立ち、
議長、副議長の選挙が行われ、議長に池田秀夫
氏が選任された。副議長は太田照男氏が当選し
た。その後、令和２年度日本医師会事業計画およ
び予算、令和元年度日本医師会事業報告後、第
１号議案 令和元年度日本医師会会費減免申請の
件、第２号議案 令和元年度日本医師会決算の
件、第３号議案 令和３年度日本医師会会費賦課
徴収の件、第４号議案 日本医師会役員（会長、
副会長、常任理事、理事、監事）および裁定委
員選任の件（選挙の結果は前号のとおり）、第５
号議案 日本医師会役員（会長、副会長、常任
理事）選定の件が承認された。
なお、中国四国医師会連合から沖中芳彦代議
員（山口県）を含む１３問の代表質問に対して書
面により回答した。
本会からは、松村誠会長をはじめ、吉川正哉、
岩崎泰政、玉木正治、茗荷浩志、佐々木博、児
玉雅治、鳴戸謙嗣、西垣内啓二、辻勝三、檜山
桂子、渡邊弘司各代議員が出席した。

新会長挨拶（要旨）
日本医師会長 中川 俊男
本日は新執行部の選任、選定誠に感謝申し上
げる。改めてお礼申し上げる。
私は日本医師会執行部に入って１４年になる。
その間いろいろな思いを持って政府に対しても
のを言ってきた。これから日本医師会はどう変
わるべきか、柔軟かつ強靱な、そして国民の健
康と命を守るためなら、どんな圧力にも決して
負けない、そして堂々とものを言える新しい日
本医師会に変えていこうと思っている。これか
ら一致団結してオールジャパンで今の難局を乗
り越えなければならない。ぜひ先生方にもご協
力をいただきたいと思う。
新型コロナウイルス感染症が収束していない
中で、このような激しい選挙になったのは、す
べて私の不徳のいたすところである。改めてお
詫び申し上げる。
直近の８年間は、横倉会長の副会長として全力
でお支えしてきた。横倉会長は日本医師会史上
最高の会長の一人である。これからもご指導い
ただきたいと先ほどご本人とお話した。
そこで、皆さまにお諮りしたいことがある。
定款に定めなどないが、横倉義武先生を日本医

２０２０年（令和２年）７月１５日（２）

師会の名誉会長に認めていただけないか。（拍
手）ありがとうございます。
今日からギアを入れ替えて日本医師会頑張っ
ていくので、代議員の皆さまのご指導とご理解、
ご協力を何卒よろしくお願いする。今日はあり
がとうございました。

代表質問（中国四国ブロック分）
質問：
「オンライン診療」時限的・特例的措置の
恒久化への対応について
沖中 芳彦 代議員（山口県）
事務連絡にあるとおりの時限的・特例的取扱
いとし、その問題点を長期的に分析した上で、
是非についての検討が必要と考えるが、いかが
か。今後、この動きにどのように対応されるの
かお聞かせいただきたい。
答弁：松本 吉郎 常任理事（要旨）
今回の新型コロナウイルス感染症の対応のた
めに認められた情報通信機器を使用した診療に
ついては、非常事態における例外中の例外、特
例中の特例として認められたものであり、厚生
労働省の事務連絡にも「時限的・特例的取扱い
である」旨明記されている。
日本医師会は、あくまでも患者や医療機関の
職員の感染予防策の一環として受け入れたもの
である。感染症が収束すれば、医療の基本であ
る対面診療に戻す前提で認めたものであり、今
後もその方針を貫いていくと同時に、先生方か
らのご意見を伺いながら感染症収束の時期を見
極めた上で、国に対し速やかに平時に戻すよう
強く要請していく所存である。平時において適
用することがあるとすれば、これまでの方針ど
おり、対面診療と比較して遜色ないエビデンス
の集積が必要であることはいうまでもない。
今回、厚生労働省医政局により調査・検証が
行われる。４月１０日付けの事務連絡で、都道府県
は「原則として３ヵ月ごとに、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大の状況や、本事務連絡によ
る医療機関及び薬局における対応の実用性と実
効性確保の観点、医療安全等の観点から改善の
ために検証を行うこと」とされている。
この検証は「新型コロナウイルス感染症に係
る対策協議会」などが活用されることとなって
いる。都道府県医師会においては、ぜひこの会
議で厳密な検証を行い、厳しい意見表明をお願
いしたい。特に、電話などによる診療が「感染
症の拡大期であるがゆえ」に拡大したことや、
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医療安全の見地から本来危険なことであること
を主張いただきたい。この会議での先生方のご
意見を受けて、日本医師会からも引き続き国に
提言していく。
オンライン診療は対面診療を補完するもので
ある。経済財政諮問会議などは利便性やその先
のビジネスチャンスに着目して医療問題に切り
込んでくることがあるが、日本医師会は現場の
医師としてしっかりと主張していきたい。特に
最近では代議員ご指摘のとおり、国家戦略特区
諮問会議（５月１９日㈫に開催）で、この時限的・
特例的措置が、感染拡大収束後も効力を有する
ことを確認すると提言された。しかし、そもそ
もこの諮問会議は、限定された特別区域の指定
や基本方針の審議・処理を行う場であり、オン
ライン診療について一般的な提言を行う権能は
ない。同日の会議における提言は、養父市から
の提案を受けたものであるが、その資料は、安
全性・有効性を検証した形跡すらないものであ
る。
このように本来検討すべき場を越えた会議な
どにより、医療の根幹にかかわることを決めら
れてしまうのは非常に問題である。その検討に
当たっては、中医協やオンライン診療の適切な
実施に関する指針の見直しに関する検討会にお
いて、十分な調査や分析に基づいて行われる必
要がある。
本来検討を行う場をないがろにしないことも、
改めて国に提言していく。
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笹生 正人 代議員（神奈川県）
新型コロナウイルス感染症の第２波・第３波・
冬季に向けた地域外来・検査センターの効果的
な運用について
池端 幸彦 代議員（福井県）
COVI
D１９への取り組みの課題と今後の医療
提供体制の在り方について
三輪 佳行 代議員（岐阜県）
特定健康診査・特定保健指導について
小西
眞 代議員（滋賀県）
肺炎球菌結合型ワクチンの定期接種対象者の
拡大
小野 晋司 代議員（京都府）
混迷を深める新専門医制度の抜本的見直しの
必要性について
釣船 崇仁 代議員（長崎県）
オンライン診療の制限なき拡大と営利を目的
とする異業種の参入に反対する
宮里 達也 代議員（沖縄県）
新型コロナウイルス感染症にかかる諸問題へ
の対応について

役員選任・選定結果
【会

長】

投票総数３７１票
横倉義武（１７４）、○中川俊男（１９１）、
無効票：２、白票：４

【副 会 長】

その他の代表質問（答弁略）
佐古 和廣 代議員（北海道）
遅れているわが国の医療分野のI
T化に対する
日本医師会の考えについて
永井 幸夫 代議員（宮城県）
子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）の
積極的勧奨の再開に向けて日本医師会は行動を
神村 裕子 代議員（山形県）
日本医師会「医の倫理綱領」改訂の必要性に
ついて
西田 伸一 代議員（東京都）
高齢者介護における新型コロナウイルス感染
症の課題
土谷 明男 代議員（東京都）
新型コロナウイルス感染症が拡大している状
況でのACP（a
dva
nc
ec
a
r
epl
a
nni
ng）の推進に
ついて

立候補者数と定数が同一のため信任投票
○猪口雄二、○松原謙二、○今村 聡

【常任理事】
立候補者数と定数が同一のため信任投票
○江澤和彦、○長島公之、○松本吉郎、
○羽鳥 裕、○城守国斗、○釜萢 敏、
○渡邊弘司、○神村裕子、○宮川政昭、
○橋本 省

【理

事】

立候補者数が定数内のため信任投票
○長瀬 清、○松山正春、○松井道宣、
○中尾正俊、○二井 栄、○入江康文、
○小原紀彰、○野田正治、○藤井美穂、
○尾﨑治夫、○齋藤義郎、○河野雅行、
○菊岡正和、○樗木 等
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【副 議 長】

事】

立候補者数と定数が同一のため信任投票
○寺下浩彰、○佐藤武寿、○岡林弘毅

【議

２０２０年（令和２年）７月１５日（４）

立候補者数が定数内のため信任投票
○太田照男

長】

投票総数３７０票
○池田秀夫（１９１）、馬瀬大介（１７４）、
無効票：０、白票：５

○が当選者、（

）内は得票数。

※令和元年度日本医師会事業計画および収支予算書に関して
は、日本医師会ホームページをご参照ください。

新着のお知らせ
新着のお知ら
せ
e
‐広報室に下記を追加いたしました。

通達文書
●令和２年６月１７日

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及
び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正す
る省令の公布等について

●令和２年６月１７日

令和２年度医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策
支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金
（地域医療介護総合確保基金）管理運営要領等の一部改正に
ついて

●令和２年６月１８日 「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正す
る法律」の公布について
●令和２年６月２２日 「平成３０年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調
査（令和元年度調査）の結果について（最終版・情報提供）
」
の送付について
●令和２年６月２２日

訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援につ
いて

●令和２年６月２２日

義肢等補装具費支給要綱の一部改正について

●令和２年６月２３日 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取
扱いについて」の一部改正について
●令和２年６月２５日

医療情報化支援基金に関するポータルサイト開設のお知らせ
について（協力依頼）

新型コロナウイルス感染症
P５・１
６・２３に掲載
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新型コロナウイルス感染症（COVI
D‐１９）情報
広島県医師会感染症対策委員会

○新型コロナウイルス感染症に対する医療体制は以下の流れとなっております。
令和２年６月１日現在

41

●相談窓口にご相談いただく目安
○少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください。
（これらに該当し
ない場合の相談も可能です。）
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受け
ている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と
思う場合にはすぐにご相談ください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。）
・医師が診察の上、PCR検査が必要とした場合
かかりつけ患者さんや地域の患者さんからの発熱等の問い合わせには、上記の目安を参考に
釈錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫若
相談窓口をご紹介下さい。

釈錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫若

検査機関で陽性と診断された患者はトリアージセンターにおいて適切な治療が受けられるよ
う医療機関を調整します。重症度により調整することで医療体制の逼迫を防いでいます。

○医療機関、介護施設におけるエアコンの取り扱いについて
これから真夏を迎える日本においては、熱中症を視野に入れながら、新型コロナウイルス対
策を行っていかなければなりません。日本医師会作成の「新型コロナウイルス感染症 外来診療
ガイド（第２版）」ではエアコンを切り、換気を促すことも記載されていますが、真夏にエアコ
ンの利用を制限することは現実的ではありません。
適切な換気を行いながらエアコンを利用し、熱中症対策のために室温を下げるよう心がけて
ください。

○感染防護具の正しい着脱について
広島県のHPにおいて感染防護具の正しい着脱方法の動画が公開されています。
この時期に感染防護具の着脱法の確認をすることも今後の第二波への重要な備
えとなります。
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