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文責 北海道ブロック支部広報委員会
昨年から続く新型コロナウイルス感染症、ワクチン接種についてはブロック支部会員の皆様も診療に管理業務
に日々ご苦労されていることとお察しいたします。くれぐれもみなさまご自身の健康にご留意下さい。
新型コロナウイルス感染症に関しては学会本部でも様々な取り組みを行い発信しています。

「新型コロナウイルス感染症 診療所・病院におけるプライマリケアのための情報サイト」
https://www.pc-covid19.jp
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１． 北海道ブロック支部よりお知らせ
（１）北海道地方会について
① 第 8 回北海道地方会
2021 年 6 月 26 日（土）実行委員長は本輪西ファミリークリニック 佐藤弘太郎先生でした。
当初、現地開催の予定でしたが、緊急事態宣言の発出もあり完全オンラインにて開催しました。
ワークショップは、4 つから 2 つ（日常診療 UpDate、Road to 2025）に変更され、一般演題と
メインシンポジウムは、そのまま開催されました。
http://jpca-hokkaido.jp/chihokai2021
② 第 9 回北海道地方会・2022 年度定時総会
実行委員長は手稲家庭医療クリニック 加藤利佳先生です。
日時は、2022 年 6 月 25 日（土）予定となりました。
（２）第 9 回北海道プライマリ・ケアフォーラム（兼）第 6 回学術集会について
① 第 9 回北海道プライマリ・ケアフォーラム
2021 年 11 月 20 日（土）実行委員長は勤医協中央病院 湯浅駿先生です。
現在は、現地開催とオンラインのハイブリットでの開催を検討中です。
② 第 6 回学術集会について（プライマリ・ケアフォーラムと同時開催）
現時点では 4 つの WS が現地開催予定であり、一般演題はオンラインで開催いたします。
2021 年 7 月 8 日（木）正午締め切りで現在一般演題を募集中です。ぜひご応募ください！
詳細はこちらの「募集要項」を御覧ください。
（３）2020 年度専攻医ポートフォリオ検討会及び 2021 年度専攻医オリエンテーションについて
① ポートフォリオ検討会
：2 月 23 日終了
② 専攻医オリエンテーション：5 月 29 日オンライン開催。
新専攻医・指導医含め 23 名参加しました。
（４）道庁補助事業について
現在新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いあまり利用がありませんでしたが、現在も地域医療
体験実習のための費用助成を継続中です！ぜひ医学生の方はご利用いただければと思います。
http://jpca-hokkaido.jp/hiyoujosei
（５）ブロック支部内部組織及び活動状況について
現在、広報委員会、若手医師・学生支援委員会、薬剤師部会が各々活動＆計画中です。引き続き情
報があれば随時共有していきます。まだ Facebook のご登録をされていない方々もぜひ登録を！
https://www.facebook.com/Hokkaidoprimarycare/
（６）日本プライマリ・ケア連合学会の動きについて
① 2022 年 第 14 回学術大会 横浜市
2021 年度の福岡での学術集会がオンラインになりました。2022 年は横浜で 6 月 10 日～12 日に開
催となることが正式に発表されました。準備状況としてはハイブリットで準備していてコロナの
状況によってはオンラインのみでの開催になるかと思います。
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② 2021 年 秋頃より代議員選挙
様々な意見を合わせ活性化していきたいと考えていますので、ぜひ我もという方は代議員の立候
補をお願いいたします！
（７）支部の予算について
現在事業があまり行われなかったこともあり、内部留保があります。今後北海道支部活動をアピ
ールしていくための施策を検討しています。ブロック支部設立 10 周年記念事業もできないかと
考えていますので、アイディアをお持ちの方はブロック支部事務局にお寄せください。
北海道ブロック支部事務局 Email hpca.jimukyoku@gmail.com
（８）ニュースレター新企画
ニュースレターの中で北海道ブロック支部会員のみなさまが勤務されている病院・診療所・
クリニックの紹介をさせていただきたいと考えています。紹介していただける方はご連絡
ください。

２． トピック
（１）若手医師学生支援委員会 設置のお知らせ
北海道内の総合診療および家庭医療専門研修プログラムに所属する専攻医、今後専攻を希望する
初期研修医等の医師ならびに医学生など、北海道におけるプライマリ・ケアを志す若手医師や学生
に対する支援を行うことを目的として、若手医師学生支援委員会が設置されました。
今後専攻医や初期研修医、学生向けに勉強会などを行って行く予定です。
（２）2021 年度専攻医オリエンテーション報告
5 月 29 日に、新専攻医オリエンテーションが WEB 開催されました。
今江章宏先生からの活動報告をご紹介させていただきます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【報告】2021 年度新専攻医オリエンテーション 5 月 29 日に毎年恒例の新専攻医オリエンテーショ
ンを WEB 開催しました。今年度、日本専門医機構の総合診療専門研修を開始した道内の新専攻医は
10 名で、
その中からさらに複数名の方が当学会の新・家庭医療専門研修も平行して開始しています。
19 すべての専門科を合わせた道内新専攻医数が 303 名なので、決して多いとは言えない？人数です
が、北海道は全国と比べて総合診療の専攻医が相対的に多く、今後もオール北海道で道内各地に散
らばる専攻医の研修や交流をブロック支部としても支援していければと思います。
さて、今年度のオリエンテーションは、学会やブロック支部の紹介、専攻医部会の紹介に加え、
「キャリアの軌跡」として、加藤利佳先生（手稲家庭医療クリニック）
・佐藤克哉先生（猿払村国民
健康保険病院）
・佐々尾航先生（北海道立羽幌病院）に、ご自身が経験されてきた研修や総合診療医
としての多様なキャリアパスについてご講演いただき、その後小グループに分かれて各専攻医の質
疑応答を受けながら交流する時間を多くとりました。今後も、道内で同じ総合診療・家庭医療を志
す仲間同士、少しだけでも顔見知りになれたらと願います。また、専攻医にとって指導医自身が歩
んできた多様なキャリアやその考え方は、将来の参考になったのではと思います。ご協力いただい
た先生方、ありがとうございました。
いつかお互い直接会える機会を作れればと願いつつ、今後も WEB を柔軟に活用しながら企画して
いければと思います。どうぞよろしくお願い致します。
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（３）新型コロナワクチンに関する情報
【守屋章成先生の Facebook より 公開投稿・医療従事者向け】
厚生労働省は新型コロナワクチンの接種担当者
（いわゆる打ち手）
の職種拡大に向けて e-learning
による学習資材提供を進めています．
6 月はじめから新たにモデルナ製ワクチンの使用も始まったことを踏まえ，最新の知見を取り入
れた e-learning 用動画を作成して欲しいと，厚生労働省から日本プライマリ・ケア連合学会に依頼
いただいたので作成しました．
厚生労働省に提供した e-learning 用動画を，学会公式 YouTube チャネルでも公開します．
2021 年 6 月 12 日現在で確認できた研究論文 100 編以上を参照し，重要なものを整理して紹介し
ています．是非ご参照ください．
■前半（約 50 分）- 製法，効果
https://youtu.be/yWdysZ8x-wo
■後半（約 50 分）- 副反応，その他有害事象，筋注時注意等
https://youtu.be/2Wc5Bf8dbG8

３． 今後の予定
（１）第 9 回北海道プライマリ・ケアフォーラム
日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部第 6 回学術集会
兼 第 101 回北海道医学大会プライマリ・ケア分科会
2021 年 11 月 20 日（土）12:30～19:10
学術集会では一般演題を募集しています。
「募集要項」を御覧ください。
（２）第 9 回北海道地方会・2022 年度定時総会
2022 年 6 月 25 日（土）

４． お問い合わせ・SNS
（１）北海道ブロック支部 事務局
Email hpca.jimukyoku@gmail.com
みなさまが勤務されている病院・診療所・クリニック紹介していただける方はご連絡ください。
また、ニュースレターへのご意見・ご要望、ブロック支部設立 10 周年記念事業のアイデアも
お寄せください。
（２）北海道ブロック支部ウェブサイト
URL
https://jpca-hokkaido.jp/
（３）Facebook
① 日本プライマリ・ケア連合学会 北海道ブロック支部
URL
https://www.facebook.com/Hokkaidoprimarycare/
② 日本プライマリ・ケア連合学会
URL
https://www.facebook.com/Japanprimarycare

