公益社団法人愛知県医師会

第 16 回(定例)理事会議事録

開催日時：平成 29 年 8 月 31 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 4 時 40 分
開催場所：愛知県医師会館 4 階理事会議室
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※野口監事遅刻の為、承認事項１から承認事項 5 出席者 21 名(うち理事 16 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 22 名(うち理事 16 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愛知県学校保健会(会長 城 義政)主催の第 65 回愛知県学校保健研究大会
〔10/11(水)〕の後援について
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②愛知県皮膚科医会(会長 玉田康彦)主催の第 29 回「皮膚の日」愛知県民の集い
〔11/5(日)〕の共催について
③独立行政法人労働者健康安全機構愛知産業保健総合支援センター(所長 山本 楯)主
催の日医認定産業医研修会の共催について
樫尾理事より説明され、上記 1-(1)-①～③について一括承認を求め、承認された。
(２) 社会医療法人宏潤会大同病院(理事長 吉川公章)主催の地域医療構想に関する院内
講演会〔9/4(月)〕への講師派遣について
樫尾理事より説明され、本会の伊藤(健)理事を派遣することが承認された。
(３) 一般社団法人名古屋市医師会(会長 杉田洋一)主催の「愛知県警と名古屋市警察医と
の懇談会」
〔9/19(火)〕への本会理事の派遣について
樫尾理事より説明され、本会の細川理事を派遣することが承認された。
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、下記 No.1～No.2 の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催につい
て承認を求め、承認された。なお、No.1 の平成 29 年度愛知県医師会治験講演会に
ついて、樋口理事より、本会役員の出席を依頼された。
No.
1
2

開催日
12/2(土)
H30.
1 月～3 月

名称

開催場所

平成 29 年度愛知県医師会治験講演
会
日本医師会認定産業医研修会

中日パレス
資料参照

担当理事
樋口理事
細川理事
西山理事
樫尾理事

３．医療圏医療協議会委員の変更について
伊藤(健)理事より説明され、愛知県病院協会から選出の加藤林也先生から石川清先
生へ、川口鎮先生から岩瀬三紀先生への変更が承認された。
４．公益社団法人愛知県医師会倫理委員会規程の一部改正について
伊藤(健)理事より説明され、審査対象項目を見直し、新薬、治療方法(目的外使用を
含む)等を審査対象から除外すること、調査、研究の終了後及び内容に変更、中断、
中止となった場合も審査を受けること等、一部の規定を修正することが承認された。
併せて、データの流出等トラブル回避のため、同意の有無、補償措置の有無、申請
内容により臨床試験登録が必要であることから倫理審査申請書を刷新し、確認でき
るよう変更することが承認された。
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５．
「難病対策勉強会」講座〔9/10(日)〕の職員派遣について
(ファブリー病・ライソゾーム病患者支援団体 FabryNEXT 主催：
コープあいち生協生活文化会館)
樋口理事より説明され、本会職員 1 名の派遣が承認された。
６．平成 29 年度第 2 回神経系難病患者・家族教室及び医療相談〔9/12(火)〕の職員派遣に
ついて
(衣浦東部保健所主催：衣浦東部保健所)
樋口理事より説明され、本会職員 1 名の派遣が承認された。
７．日本医師会 ACLS(二次救命処置)研修の指定について
細川理事より説明され、事後承認となったが 6 件の研修会の指定が承認された。
８．
「現代医学」誌投稿規程の改定について
羽生田理事より説明され、投稿規程の改定が承認された。

―協議事項―
９．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．日本医師会理事会〔8/22(火)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
柵木会長より、理事打合会において平成 29 年度地域医療介護総合確保基金の配分、
無痛分娩報道の波紋について議論されたと報告された。また、理事会において、
平成 30 年度医療に関する税制要望、受動喫煙防止対策を強化・実現するための署
名、今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会等について報告・協議さ
れたと説明された。
２．中部医師会連合第 1 回地域医療特別委員会〔8/27(日)〕について
(中部医師会連合主催：名鉄ニューグランドホテル)
伊藤(健)理事より、地域医療構想調整会議における議論の進捗状況、地域医療構
想実現に向けた都道府県医師会の役割と活動状況(地域包括ケアシステムの構築
を目指した取り組み等を含む)について意見交換を行ったと報告された。また、次
回(10/9)は医師の働き方について協議される予定である。
３．中部医師会連合社会保険特別委員会〔8/11(金・祝)〕について
(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル)
加藤理事より、石川県医師会洞庭副会長から日医社会保険診療報酬検討委員会の
報告がなされたこと、また各県における指導・監査等実施状況等について意見交
換を行ったことが報告された。
【本会関係会議について】
４．調査室委員会〔8/22(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
大輪理事より、自民党政策懇談会要望施策(案)について議論し、8 月末には内容
を固める予定であることを報告された。また、調査室だより原稿について協議し、
修正後掲載することとしたこと、今後注目の遠隔診療については引き続き情報を
集めていくこと、次回決議文については大阪府医師会作成の文章を参考に若々し
い雰囲気を出していければ、との意見があったことが報告された。その他、Twitter
記事を用い、協議・議論したと報告された。
５．愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会〔8/22(火)〕につい
て
(801・802 会議室)
樋口理事より、事例報告・検討(平成 29 年 7 月分)新規事例 95 件(№17-306～17-400)、
継続相談 59 件、総計 155 件(歯科 1 件)であったと報告された。また、専門委員対応
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事例「卵巣腫瘍、子宮筋腫の内視鏡手術後の経過観察のため受診した医療機関で、
きちんとした説明がないまま注射を打たれたことによる不安」、相談窓口対応事例
(生活保護受給者への医療機関の対応等)について検討を行ったと報告された。
６．母体保護法指定医師審査(小)委員会〔8/23(水)〕について
(5 階医師連盟会議室)
伊藤(富)理事より、日本医師会「母体保護法指定医師の指定基準」モデルが平成
29 年 7 月改定されたことに伴い、指定医師研修施設及び指定医師研修連携施設の
登録方法の追加など、本会指定基準等の一部改正について検討したと報告された。
７．医療安全対策委員会〔8/22(火)〕について
(803・804 会議室)
森理事より、平成 29 年 8 月分委員会提出案件 28 件(新規 17 件、解決 11 件)につ
いて検討を行ったと報告された。
８．講演会・研修会等について
大輪理事より、下記勉強会について報告された。
No.
1

開催日

名称

出席者数等

8/26(土) 第 2 回調査室委員会勉強会

55 名

担当理事
大輪理事
伊藤(健)理事

【行政、その他関係団体等会議について】
９．東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔8/28(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、新規指定 11 件、開設者変更 5 件であり、全て承認されたと報告さ
れた。そのうち非会員は 1 件。新規では、眼科で在宅専門の診療所から申請があ
ったが、在宅の要件を満たしており認可されたこと、開設者変更については法人
化によるもの 4 件、親から子への承継が 1 件だったことを説明された。
１０．平成 29 年度第 1 回愛知県自殺対策推進協議会〔8/22(火)〕について
(愛知県主催：愛知県図書館)
西山理事より、平成 28 年の自殺の概況と現行の対策の進捗状況等について報告が
あったこと、次期「あいち自殺対策総合計画」の策定について協議されたことが
報告された。平成 28 年の自殺の概況については、平成 21 年以降減少しており、
全国で 21,897 人、そのうち愛知県は 1,180 人。現行の対策の進捗状況等について
は、4 年目として順調に推移、自殺者は減少しており、29 年度で終了する。次期
「あいち自殺対策総合計画」の策定については、国の「自殺総合対策大綱」の閣
議決定を受け、第 3 期あいち自殺対策総合計画(平成 30 年～34 年)を策定すると
説明された。
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１１．平成 30 年度妊婦・乳児健康診査に関する協議会〔8/25(金)〕について
(愛知県市長会主催：5 階医師連盟会議室)
伊藤(富)理事より、新生児聴覚検査、産後健診の回数、乳児健診の回数および料
金について検討が行われたこと、乳児健診については、市長会が再度のアンケー
トを行い、その結果を踏まえて第 2 回の協議会で再検討することが報告された。
１２．介護保険対策推進検討会議〔8/24(木)〕について
(愛知県主催：5 階医師連盟会議室)
林理事より、愛知県県高齢福祉課から第 7 期愛知県高齢者健康福祉計画の策定目
的および基本指針見直しの主なポイント、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプ
ラン)の数値目標の更新内容、介護医療院の概要および今後の転換スケジュール等
について説明されたと報告された。また、医療介護連携における県行政および市
町村行政の役割(コーディネート機能)について意見交換を行ったと報告された。
【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】
１３．名古屋市立西部医療センター地域医療支援病院運営委員会〔8/21(月)〕について
(名古屋市立西部医療センター主催：名古屋市立西部医療センター)
大輪理事より、平成 28 年度と平成 29 年度を比較して検討が行われたと報告され
た。外来患者数・入院患者数・病床利用率は減少しており、月平均手術件数・月
平均内視鏡件数・救急患者数・救急搬送件数も減少していたが、紹介率は 74.5％
で昨年度(69.4％)より増加していたこと、開放型病床利用率は 7.7％であったこ
と、再診時選定療養費の徴収が今年度 11 件あったことが説明された。
１４．独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院地域医療支援委員会〔8/18(金)〕に
ついて
(中京病院主催：中京病院)
細川理事より、①紹介率・逆紹介率・初診患者数の推移、②救急車受入状況、③
病診連携(受診予約・検査予約・開放型病床利用状況等)について報告があったと
説明された。
１５．名古屋第一赤十字病院地域医療支援病院運営委員会〔8/24(木)〕について
(名古屋第一赤十字病院主催：名古屋第一赤十字病院)
細川理事より、①紹介と逆紹介(件数・率)について、②共同利用の実績について、
③講演会・研修会・検討会実績について、④救急医療の実績について報告があっ
たと説明された。
【その他事項について】
１６．「日本医師会最高優功賞」及び「日本医師会優功賞」表彰者の決定について
樫尾理事より、日本医師会最高優功賞に、在任６年都道府県医師会長として、本
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会の柵木会長、警察への協力活動に著しく貢献した功労者として、加藤寿彦先生
(名古屋市中区) が決定したと報告された。また、日本医師会優功賞に、在任 10
年日本医師会委員会委員として、小栗貴美子先生(名古屋市昭和区)、松尾清一先
生(名古屋大学)が決定したと報告された。
１７．平成 29 年度公衆衛生関係功労者及び栄養関係功労者に対する知事表彰受賞者に
ついて
野村 英雄先生（刈谷医師会）
室谷 眞美先生（津島市医師会）
加藤 祥人先生（愛知県産婦人科医会）
髙橋 昌久先生（愛知県小児科医会）
樫尾理事より、上記 4 名を標記受賞者に決定し、10 月 12 日(木)15:30 から 16:00
に愛知県庁本庁舎 6 階にて表彰式が開催される旨報告された。
１８．その他
・有料職業紹介事業に関する愛知県労働局からの事務連絡について
伊藤(健)理事より説明され、許可有効期間更新の手続きに際して必要となる本会
代表者、役員及び職業紹介責任者の住民票の写しの取得について承認された。
・研修医の入会促進について
樫尾理事より、各研修指定病院における説明を担当する本会役員に対して、指導
医等への説明の協力を依頼された。
・名古屋フィルハーモニー交響楽団定期演奏会について
樫尾理事より、チケットの提供があったため、鑑賞を希望する役員は庶務課まで
申し出ていただくよう周知された。
・県下医師会長等協議会における質問事項について
柵木会長より、名古屋市名東区医師会より提出された医師賠償責任保険における
「リピーター医師」に関する質問事項について、市川副会長もしくは森理事より
回答するよう指示された。

―話題提供─
１．遠隔診療について －２－
大輪理事より、最新の情報を提供された。
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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８月３１日
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