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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）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
■実行委員長： 湯浅駿先生（勤医協中央病院）
■開催日時：2021 年 11 月 20 日（土）
■開催方法：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。
フォーラムの WEB ページは 10 月初旬に完成予定です。
そこで事前申込みフォームも掲載予定ですので、メーリングリストでの配信や Facebook での
お知らせをお待ちください。
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。
（２）EBM ワークショップ in 北海道
■実行委員長：加藤 利佳 先生（手稲家庭医療クリニック）
■開催日時：2021 年 10 月 23 日（土）14:00-15:40
■開催方法：ZOOM によるオンライン開催
■内
容：テーマは「臨床的な感覚を大事に論文を読む」
■対
象： 北海道ブロック支部会員で、EBM を学びたいという方であればどなたでも参加可能
■募集参加人数： 約 30 名（予定）
■参 加 費： 無料
■申込み方法： 事前申込みフォームはこちら→ https://forms.gle/avT4fefpT22X5Qsg8
■募集締め切り： 10 月 16 日（土）
■開催ポスター
↓クリックすると pdf ファイルが表示されます。
https://jpca-hokkaido.jp/wp-content/uploads/bc1204a5eb6f444b585218a94d374218-1.pdf
※日本プライマリ・ケア連合学会の「専門医・認定医更新のための単位」
、
「off-the-job トレーニング認定単位」
、
「認定薬剤師の認定単位」を申請予定です。
■お問合せ：日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部事務局
e-mail：hpca.jimukyoku@gmail.com
（３）2021 年度 ポートフォリオ検討会・サイトビジット
■開催日時：2021 年 10 月 22 日（金）17:00-19:00
■開催場所：倶知安厚生病院（WEB 配信あり）
■内
容：15:30-16:30 サイトビジット（現地のみ）
17:00-18:30 ポートフォリオ検討会（現地と WEB 配信）
■対
象：新・家庭医療専門研修プログラムまたは総合診療専門プログラムに所属する専攻医
同プログラム指導医
■申込み方法：下記 Google フォームから入力ください
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebYO96mu9fQ0-oaw-Z8KZUrJch9lIT7SiExkNR3qXLP2iJg/viewform
■募集締め切り： 10 月 15 日（金）
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※流行状況から現地開催困難と判断した際は、サイトビジットは中止とし、ポートフォリオ
検討会のみ WEB で開催します。
その際は、10 月 15 日（金）に最終決定し参加者へ個別にご連絡します。
■単 位：専門医・認定医更新のための単位 1.5 単位
Off-the-job トレーニングの認定 1.5 単位 領域：教育
（４）総合診療・家庭医療の実践を学ぶシリーズ vol.2
■開催日時：2021 年 10 月 9 日（土）19:00-20:30
■開催場所：オンライン開催 （ビデオオフでのオブザーバー参加も可能）
■内
容：手稲家庭医療クリニック紹介、訪問診療グッズ紹介、小嶋先生による講演
「都市部における家庭医療の役割と実践」北海道の様々なセッティングにおける
総合診療・家庭医療の実践を事例を通して学ぶ初学者向けの内容です。
手稲家庭医療センターの小嶋一先生をお呼びして都市部の家庭医療の実践について
お聞きします。
■対
象：医療系学生、研修医、訪問診療や家庭医療に興味のある方
■参 加 費：無料
■申込方法：https://forms.gle/pJrjZsdWyUbFKxsn9
申込者には後日 Zoom アドレスをお送りします。
■申込締め切り：10 月 6 日（水）
■主催：日本プライマリ・ケア連合学会 北海道ブロック支部 若手医師学生支援委員会
■問い合わせ：手稲家庭医療クリニック 専攻医 谷村夏姫 natsuki.nsk@gmail.com
（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
■2022 年度・2023 年度役員選出選挙
立候補及び投票を学会ホームページの「マイページ」より実施します。
（インターネットでの選
挙となります）
10 月 14 日（木）より、代議員選挙立候補受付を開始いたします。
役員選出選挙実施日程、役員選出規則については、学会ホームページ（http://www.primarycare.or.jp/about/senkyo.html）よりご確認ください。
（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
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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
北海道ブロック支部会員の交流を目的として、ニュースレターの中で会員みなさまのご紹介や
勤務されている病院・診療所・クリニックのご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。
また、新聞や雑誌、テレビなどメディアで取材を受けた方で、活動報告としてニュースレターや
Facebook に掲載可能な方はご連絡ください。

２． トピック
（１）第 2 回 JPCA 北海道ブロック薬剤師部会定例会開催の報告
9 月 15 日（水）WEB 開催されました。
（２）選挙について ～代議員・幹事への立候補のお誘い～
北海道ブロック支部長の木佐健悟です。
2021 年 10 月から日本プライマリ・ケア連合学会の選挙が始まり
ます。学会によっていろいろな形がありますが、日本プライマリ・
ケア連合学会は会員の中から「代議員」を選び、その「代議員」か
ら全国学会の理事を選びます。
北海道ブロック支部では、北海道ブロックから選出される 1 名の理
事を支部長とすることにしています。そして、北海道ブロックの「代
議員」から互選で北海道ブロック支部の「幹事」を選びます。副支
部長はこの「幹事」の中から支部長が 5 名以内で指名すること
になっています。
約半年かけて、全国学会および北海道ブロック支部の役員を決めることになりますが、その基本と
なるのが「代議員」です。2021 年 10 月 14 日(木)から 10 月 28 日(木)まで 2022・2023 年度の代議員
選挙立候補受付が学会ホームページの「マイペー
ジ」で行われます。北海道ブロック支部は「代議
員」およびその中から選ばれる「幹事」とも 2020・
2021 年度は定員割れを起こしていました。
私は多くの方にブロック支部の活動に関わっ
ていただきたいと思っています。多様な会員が参
加することで新たな視点から今までに無かった
ような活動が始まるかもしれません。
現在の代議員、幹事は「医師」「いわゆるフルタ
イムで勤務する男性」「会員歴の長い方」が相対
的に多いので、そのような方に加え、医師以外の
職種や多様な働き方をされている方、会員歴がそ
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れほど長くない方の参加を歓迎します。代議員に立候補するには、「日本プライマリ・ケア連合学会
役員選出規則」で「選挙の直前の 10 月 1 日時点で正会員歴が３年以上でかつ会費納入に遅滞の無い
者」となっており、3 年の正会員歴が必要ですが、それ以外の条件はありません。
そんな「代議員」「幹事」のブロック支部での仕事についてです。「幹事」の皆様には、年に 3
回、おおむね 2 月上旬、6 月上旬、10 月上旬の土曜日の午後に開催される「北海道ブロック支部幹事
会」に参加していただき、ブロック支部の運営について話し合うほか、ブロック支部の運営や企画に
関する作業を分担して担当してもらっています。例えば、地方会の実行委員長は「幹事」が交代で担
当するようにしています。最初からたくさんの役は当たりませんので安心してください。（幹事会は
札幌市内の会議室かオンラインのどちらかで参加してもらっていますが、最近はコロナ禍でオンライ
ンのみの場合もあります。先約がある場合は委任状も可です。）「代議員」の皆様は、決まっている
仕事は地方会と同日開催される「定時総会」への参加（こちらも委任状も可）で、何らかブロック支
部の活動にご協力いただいた場合に優先的に声をおかけすることがあります。
ブロック支部の運営は全てボランティアですが、それでもいいので北海道のプライマリ・ケア、総
合診療、家庭医療の発展・向上、交流、普及、そして次の時代を担う世代の育成に関わりたいという
方はぜひご参加ください。多少自信が無くても、関心をもって活動していけば経験は後からついてき
ます。
多くの皆様の「代議員」「幹事」への立候補をお待ちしています。
（３）新型コロナワクチンに関する情報
日本プライマリケア連合学会 予防医療・健康増進委員会 感染対策チームによる
新型コロナウイルス感染症プライマリ・ケアのための情報サイト
https://www.pc-covid19.jp/

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
（２）第 9 回北海道地方会・2022 年度定時総会
2022 年 6 月 25 日（土）
実行委員長：手稲家庭医療クリニック 加藤利佳先生
予定：一般演題の抄録は 2 月から 4 月頃、参加申込は 5 月頃
（３）第 13 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会
2022 年 6 月 10 日～12 日 横浜市
（４）次号ニュースレター予告
ニュースレターは 3 か月毎発行しています。
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次回 2021 年 1 月号では、10 月北海道ブロック支部幹事会の報告、11 月第 9 回北海道プライマ
リ・ケアフォーラムや第 6 回学術集会の報告、来年 6 月の第 9 回北海道地方会の予告を掲載予
定です。

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ィアも
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

