公益社団法人愛知県医師会

第 3 回(定例)理事会議事録

開催日時：平成 29 年 4 月 27 日(木) 午後 2 時 35 分～午後 4 時 35 分
開催場所：愛知県医師会館 4 階理事会議室
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※細川理事途中退席のため、承認事項 1-(1)から承認事項 1-(3)については、出席者 24
名(うち理事 17 名)にて審議した。
議長は、定款第 39 条第 2 項により、柵木充明会長(代表理事)が務める。
本日の理事会は、出席者 24 名(うち理事 18 名)で、理事現在数 19 名の 2 分の 1 以上(10
名)の出席があり、定款第 39 条第 6 項の決議を行うに必要な過半数に達していることを
確認した。
議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

議

事

―承認事項―
１．庶務関係事項について
(１)後援並びに共催について
①愛知県・愛知県献血推進協議会・日本赤十字社愛知県支部・愛知県赤十字血液センタ
ー主催の平成 29 年度愛知県「愛の血液助け合い運動」
〔7/1(土)～7/31(月)〕の後援に
ついて
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②豊橋市医師会(会長 安井洋二)主催の平成 29 年度高齢者インフルエンザワクチン予
防接種講習会〔8/5(土)〕の共催について
③一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金(理事長 土井清孝)主催の「平成 29 年度第
27 回講演会」
〔9/24(日)〕の後援について
樫尾理事より説明され、1-(1)-①～③について一括承認を求め、承認された。
(２)愛知県心身障害者コロニー(副総長 尾崎 亨)主催の第 6 回あいち小児在宅医療研究
会〔12/10(日)〕の後援ならびに会場使用について
樫尾理事より説明され、承認された。
(３)平成 29～30 年度藤田保健衛生大学医学部 4、5 学年臨床実習「地域医療」への協力に
ついて
樫尾理事より説明され、例年通り、名古屋市医師会、東名古屋医師会、刈谷医師会、
医療法人協会に協力をお願いすることが承認された。
(４)社会福祉法人中部善意銀行の評議員の変更について
樫尾理事より説明され、本会の柵木会長から長屋局長への変更が承認された。
２．委員会・部会、講演会等(本会主催分)の開催について
柵木会長より、以下の No.1～2 の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催につい
て一括承認を求め、承認された。
No.
1

開催日

名称

開催場所

担当理事

5 階医師連盟会議 西山理事

5/19(金) 監事会

室

樫尾理事

名鉄ニューグラン
8/6(日)
2

10/29(日)
12/10(日)

かかりつけ医等心の健康対応力向
上研修

ドホテル
三河湾リゾートリ
ンクス

西山理事
樫尾理事

中日パレス

３．母体保護法指定医師審査委員会委員の変更について
伊藤(富)理事より説明され、柴田清住先生から小谷友美先生への変更が承認され
た。
４．警察部会幹事会幹事の変更について
細川理事より説明され、愛知県警察本部の人事異動により、顧問が捜査第一課長
小西靖之氏から守部泰裕氏へ、オブザーバーが運転免許課課長補佐 本多雅一氏
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から坂井敏也氏への変更が承認された。
５．診療科別救急・災害医療対策推進事業費補助金配分の変更について
細川理事より説明され、標記補助金配分額の変更が承認された。
６．平成 29 年度公費による妊婦・乳児健康診査の契約について
伊藤(富)理事より説明され、県内 52 市町村(名古屋市・豊橋市を除く)と引き続き
広域化契約を結ぶことが承認された。

―協議事項―
７．その他
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─報告事項─
【日本医師会、各医師会、中部医師会連合等会議について】
１．中部医師会連合第 11 回常任委員会〔4/22(土)〕について
(中部医師会連合主催：迎賓館 熱海「小嵐亭」)
柵木会長より、日本医師会第 140 回定例代議員会への対応について話し合われ、
代表質問は富山県、個人質問は静岡県から提出することを決定したと報告された。
２．日医第 3 回医業税制検討委員会〔4/21(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
大輪理事より、改正医療法における認定医療法人の新しい要件について医政局医
療経営支援課から現状で説明できるところの説明があったと報告された。平成 29
年税制改正大綱において日医要望案(診療報酬に上乗せされている仕入れ税額相
当額を上回る仕入れ消費税額を負担している場合に、その超過額の還付が可能な
税制上の措置を講ずること)は全く書き込まれなかったため、今後の税制上の改正
を財務省に認めていただけるように方策を検討したと説明された。
【本会関係会議について】
３．愛知県広域予防接種事業運営委員会〔4/17(月)〕について
(5 階医師連盟会議室)
吉田理事より、平成 29 年 4 月 1 日施行の定期接種実施要領改正に伴い、「予防接
種の事故」から「予防接種の間違い」に文言が変更となったため、本事業の規定
等の文言を合わせて変更することが了承され、各市町村へは通知で対応すること
となったと報告された。また、事故報告書の提出に関して、市町村が事故を覚知
した段階で県医師会へ事故概要の提出を求めることとなったと説明された。
４．保険医協会との懇談会〔4/18(火)〕について
(6 階研修室)
大輪理事より、保険医協会から医療・社会保障等をめぐる動向、診療報酬、審査・
指導問題、地方自治問題をめぐる動向、税問題について、本会から平成 29 年度第
１回調査室委員会勉強会、新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き
方ビジョン検討会、医師の団体の在り方検討委員会に関して資料の解説及び意見
交換を行ったと報告された。
５．治験審査会〔4/21(金)〕について
(802 会議室)
樋口理事より、審査に入る前、副委員長として仁田正和先生が選出されたと報告さ
れた。継続審査6件(潰瘍性大腸炎1件、統合失調症3件、小児統合失調症1件、双極
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Ⅰ型障害1件)については、すべて承認されたと報告された。また、終了報告(双極
Ⅰ型障害1件)が行われたと説明された。
６．学校保健部会学校健診委員会〔4/11(火)〕について
(6 階研修室)
纐纈理事より、心電図精度管理調査解析検討会を今年度は 7 月 2 日(日)に開催し、
学校保健健診懇談会は、第 50 回若心協総会と合同開催とすると説明された。また、
11 月 18 日(土)に三重県津市で開催される全国学校保健・学校医大会について、
長嶋委員より今回から学校健診(腎臓・心臓・生活習慣病)のセッションが追加さ
れることになるので、愛知県より多くの演題を応募していただくよう説明があっ
たと報告された。
７．第 50 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会第 3 回実行委員会〔4/11(火)〕
について
(6 階研修室)
纐纈理事より、プログラムの内容について私(纐纈)、長嶋委員より説明を行い、
ワークショップ「愛知県における小児生活習慣病健診の取り組み」の発表の基礎
資料として、愛知県内の生活習慣病健診の実施状況について県下市町村教育委員
会にアンケート調査を行うことになったと報告された。また、特別講演が該当す
る小児科学会専門医の取得単位について、都築委員に取得可能か調べていただく
ことになったと説明された。
８．広報委員会〔4/12(水)〕について
(501 会議室)
纐纈理事より、愛知医報のトップ掲載予定や表紙掲載写真等について検討したと
報告された。また、企業より掲載依頼された広告等や会員から投稿された原稿の
掲載可否についても検討し、掲載することとしたと報告された。
９．医療安全対策委員会〔4/18(火)〕について
(802～804 会議室)
森理事より、平成 29 年 4 月分委員会提出案件、33 件(新規 11 件、解決 22 件)に
ついて検討したと報告された。
１０．地域医療介護委員会〔4/18(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
野田理事より、昨年度の事業実施結果を踏まえ、今年度の活動計画について協議
し、開催スケジュールなどは今後随時調整していくと説明された。また、今年度
のシンポジウムのテーマについても協議し、委員より多数の意見が出され、今回
は「看取り」を中心に進めることとなり、詳細については次回の会議にて引き続
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き検討することとなったと報告された。
１１．小児在宅医療推進企画委員会〔4/23(日)〕について
(5 階医師連盟会議室)
野田理事より、本事業実施要領に基づき今年度の実施計画について検討したと報
告された。医療的ケア児に従事する医師向け研修は実務経験者を対象とし、在宅
関係診療報酬や福祉制度、在宅移行支援などの講義・ワークショップが提案され
たと説明された。小児医療従事者ネットワーク講習は医師、看護師、薬剤師など
の多職種を対象に、尾張(瀬戸旭)、三河(豊橋)で開催する予定であり、詳細は次
回委員会までにメーリングリストで調整を進めていくと説明された。
１２．講演会・研修会等について
西山理事より、
下記 No.1 の本会主催の研修会への出席者数について報告された。
No.
1

開催日

名称

出席者数等

4/16(日) 産業医研修会(前期研修)

253 名

担当理事
西山理事
樫尾理事

【行政、その他関係団体等会議について】
１３．東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔4/24(月)〕について
(東海北陸厚生局主催：名古屋合同庁舎）
城副会長より、4 月 24 日現在、保険医療機関は 4,856 機関あると説明された。今
回の諮問件数は、新規 20 件、開設者変更 17 件、診療所移転 4 件で、新規のうち、
1 件が在宅専門診療所であり、いずれも問題はなく承認されたと報告された。
１４．保険医療機関の指導に関する打合せ〔4/17(月)〕について
(東海北陸厚生局主催：6 階研修室）
加藤理事より、平成 28 年度の指導実施結果について東海北陸厚生局より報告を受
け、また、平成 29 年度の保険医療機関の指導について意見交換を行ったと報告さ
れた。
１５．平成 29 年度愛知県訪問看護ステーション協議会通常総会〔4/22(土)〕について
(愛知県訪問看護ステーション協議会主催：鯱城ホール)
大輪理事より、一般法人化して初めての総会が開催され、平成 28 年度事業報告、
決算報告及び平成 29 年度事業計画、収支予算についての報告が行われ原案のとお
り承認されたと報告された。
１６．番組審議会〔4/20(木)〕について
(テレビ愛知株式会社：テレビ愛知本社）
纐纈理事より、営業報告・編成報告の番組種別報告が行われ、最後に自主制作番
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組「玉緒・景子・佐和子

昭和大正明治を巡る旅」についての講評が行われたと

報告された
１７．死亡時画像診断に関するシミュレーション訓練視察〔4/18(火)〕について
(藤田保健衛生大学主催：藤田保健衛生大学)
細川理事より、藤田保健衛生大学、私(細川)、愛知県警察本部が参加し、検視結
果において、死後 CT 検査が必要な案件が発生したことを想定し、ご遺体搬入時間
の調整、搬入時の駐車場確保、搬送経路、人体模型を使用した撮影、読影結果の
伝達レポート等の授受要領までシミュレーション訓練を行ったと報告された。藤
保大内での連絡方法として、放射線科、医療科学技師、事務庶務課との連携が今
後の課題となったと説明された。
【その他事項について】
１８．その他
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以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。
平成２９年４月２７日
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