公益社団法人愛知県医師会

第 20 回(定例)理事会議事録

開催日時：平成 29 年 10 月 12 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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※柵木会長欠席の為、横井副会長が議事を行った。
議長は、定款第 39 条第 2 項により、柵木会長が務めるところであるが欠席の為、横
井 隆副会長(代表理事)が代理で務める。
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

―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特定非営利活動法人病診連携フォーラム・東海(理事長 平山治雄)主催の第 22 回市民
公開講座〔11/5(日)〕の後援について
②NPO 法人愛知視覚障害者援護促進協議会(理事長 高柳泰世)主催の「平成 29 年度視覚
障害リハビリテーション・補助犬関連施設合同説明会」
〔11/22(水)〕の共催について
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③愛知県作業療法士会(会長 稲垣 毅)・第 26 回愛知県作業療法学会(学会長 田中実
希)主催の「第 26 回愛知県作業療法学会」
〔H30.5/6(日)〕の後援について
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) 愛知県糖尿病協会(会長 中村二郎)主催の「平成 29 年度全国糖尿病週間 in 愛知
〔11/13(月)～19(日)〕の後援並びに愛知県糖尿病対策推進会議の共催について
樫尾理事より説明され、承認された。
(３) 消防庁、愛知県、名古屋市、一般財団法人愛知県消防協会の行う地域防災力充実強化
大会 in 愛知 2017〔10/24(火)〕の後援について
樫尾理事より説明され、承認された。
(４) 日本医師会医療秘書認定試験対策特別講義〔12/5(火)〕への講師派遣について
樫尾理事より説明され、本会の樋口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
横井副会長より、下記 No.1～No.6 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。
*は共催・協賛等
No.

開催日

名称

開催場所

全国健康保険協会愛知支部と公益
1

11/10(金) 社団法人愛知県医師会による意見
交換会

2
3
4

11/10(金) 精度管理(小)委員会
H30.

1/20(土) ローアップ研修
H30.
1/21(日)
H30.

5

5 階医師連盟会議

加藤理事

室

樋口理事

801 会議室

平成 29 年度認知症サポート医フォ

平成 29 年度難病指定医研修

8 階会議室
801～804 会議室

第 15 回日本医師会指導医のための

1/26(金)・ 教育ワークショップ(愛知県医師会

9 階大講堂

27(土) 主催)
6

*H30.
2/4(日)

名古屋市立大学病
愛知県医師会 ICLS 研修会

担当理事

院臨床シミュレー
ションセンター

加藤理事
樋口理事
野田理事
林理事
樋口理事
細川理事
伊藤(健)理事
伊藤(富)理事
細川理事
大輪理事

３．委員会委員の委嘱について
(１)定款諸規程等検討委員会委員の変更について
樫尾理事より説明され、名古屋市選出の榊原有作委員のご逝去に伴い、後任として
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西村賢司先生への変更が承認された。
(２)警察部会役員の変更について
細川理事より説明され、名古屋市選出の榊原有作幹事のご逝去に伴い、後任として
加藤政隆先生への変更が承認された。
４．愛知県脳卒中救急医療システムについて
細川理事より説明され、救急委員会での検討に基づき、システム参加機関として 2
病院の追加と 1 病院の離脱が承認された。
５．愛知県心筋梗塞システムについて
(全国保険医団体連合会主催：日比谷野外音楽堂)
細川理事より説明され、救急委員会での検討に基づき、システム参加機関として 4
病院の追加と 1 病院の離脱が承認された。
６．アナフィラキシーに関するアンケート調査について
細川理事より説明され、標記アンケート調査を実施することが承認された。なお、
アンケートの内容については、森理事から抗アレルギー剤内服の有無について確認
した方が良いのではとの意見もあり、救急委員会において再検討することとなった。

―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．日本医師会勤務医委員会〔9/29(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
伊藤(健)理事より、委員会から各県に対して勤務医の働き方についての調査の概
要が紹介されたと報告された。ほぼ全県で救急医療をはじめとする地域医療に時
間外勤務の制限が強く影響を受けるという状況であったが、この調査の回答者が
病院管理者であることから、医師全体の意見とは必ずしも言えないという発言も
あったと説明された。
２．日医第 5 回医業税制検討委員会〔10/5(木)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
大輪理事より、厚労省医政局総務課、医業経営支援課同席のもとで、平成 30 年度
日本医師会と厚労省の税制要望の確認を行ったと報告された。また、改正された
租税特別措置法 70 条の 7 の 10(医療法人の持ち分の放棄があった場合の贈与税の
課税の特例)の概要の説明と関連法令の対比を行い、疑問点について検討したと報
告された。
３．中部医師会連合第 2 回地域医療特別委員会〔10/9(月・祝)〕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)
大輪理事より、事前に行われたアンケート結果を基に、医師の働き方についてと、
医師の業務負担軽減に向けた具体的活動状況について、都道府県行政との関係を
含め意見交換を行ったと報告された。
４．第 39 回産業保健活動推進全国会議〔9/28(木)〕について
(厚生労働省、日本医師会、労働者健康安全機構、産業医学振興財団主催：日本医
師会館)
西山理事より、活動事例報告では、岡山県の取り組みとして、ストレスチェック
制度開始後の実施報告、今後始まる両支援制度に向け実施計画の報告があったと
説明された。また、八幡浜地域産業保健センターの活動について、事業所数 7,870、
従業員数 51,613 人の愛媛県の小型センターの紹介、事業所訪問数が多いこと(地
区労働基準監督署との連携、毎月施行連絡を取合う)を説明された。その他、関係
機関から法改正等の説明があったと報告された。
５．日医 大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会〔9/29(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
伊藤(富)理事より、主に「女性医師バンク」について今村常任理事より、
「女性医
師の勤務環境の現状に関する調査報告」について上家主席研究員より説明があっ
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たと報告された。また、岡山大学からは女性医師枠(定員外の増員)設立、自治医
科大学からは医師・研究者キャリア支援センター、内科学会からは評議員の増員
と専門医の特別措置、外科学会からは女性外科医(特に乳腺専門医)の増加につい
て発表があったと報告された。
６．中部医師会連合第 2 回介護保険特別委員会〔10/8(日)〕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)
野田理事より、認知症施策に関する各県の取り組み状況(認知症初期集中支援チー
ムの対応等)、改正道路交通法施行後の現状と課題について情報交換を行ったと報
告された。また、池端委員長(福井県)より第 1 回委員会議論(介護報酬改定の要望
事項、在宅医療・介護連携推進事業の進捗状況)の骨子案および委員総会時におけ
る分科会のタイムスケジュールについて説明および確認がなされたと報告された。
【本会関係会議について】
７．第 5 回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔9/27(水)〕について
(5 階医師連盟会議室)
伊藤(健)理事より、第 7 回地域医療構想に関するワーキンググループの資料説明
のほか、地域医療構想における大学病院の位置づけについて議論されたと報告さ
れた。
８．社保指導委員会〔9/26(火)〕について
(801～803 会議室)
加藤理事より、支払基金幹事会報告、基金審査委員長・国保審査会長からの報告及
び個別指導(7 月～9 月)並びに新規個別指導(7 月～9 月)の報告が資料に基づきなさ
れたと報告された。
９．調査室委員会〔9/26(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
大輪理事より、調査室だより、政策協定書について内容を協議、推敲し、医政活動
研究会で使用予定であった資料、働き方改革に関するアンケートについて解説した
と報告された。その他、MEDIFAX、Twitter 記事についても解説・協議したと報告さ
れた。
１０．産業保健部会幹事会〔9/22(金)〕について
(6 階研修室)
西山理事より、平成 30 年 4 月から 9 月迄の研修会開催日程(案)について協議した
こと、日本医師会第 5 回産業保健委員会及びテレビ会議システムを利用した本会主
催の産業医研修会の実施方法等について報告を行ったこと、愛知労働局及び愛知産
業保健総合支援センターより情報提供があったことが報告された。
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１１．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〔9/26(火)〕につ
いて
(6 階研修室)
樋口理事より、事例報告・検討(平成 29 年 8 月分)新規事例 96 件(№17-401～17-496)
継続相談 63 件 総計 163 件(歯科 4 件)であったと報告された。また、専門委員対応
事例「交際相手に処方薬を渡している」、「医師からの不適切な言葉」、「処置をさ
れていないにもかかわらず、処置料を請求された」、「PTCA を何度も失敗された」
の 4 件について検討を行ったと報告された。
１２．第 3 回男女共同参画委員会〔10/5(木)〕について
(801 会議室)
伊藤(富)理事より、第 13 回男女共同参画フォーラムに関し、出席した各委員からフ
ロアの出席者の反応について概ね好評であったと発言があったと報告された。また、
日本医師会男女共同参画委員会の諮問「医師会組織強化と女性医師」について、休
業時の代替医師の派遣システムに対する希望や事業主である医師と病院医局の連携
の現状について各委員から発言があったと報告された。
１３．健康教育委員会〔10/4(水)〕について
(801 会議室)
纐纈理事より、健康教育講座〔平成 30 年 5 月～9 月分〕の講師推薦、健康教育講
座「地域開催」、あいち健康ナビの新コンテンツ導入及び「健康コラム」執筆者推
薦について協議し、あいち健康ナビの新コンテンツ導入は内容を更に検討して協
議することとなったと報告された。
１４．平成 29 年度第 2 回小児救急連携体制協議会〔9/26(火)〕について
(7 階研修室)
細川理事より、
「小児救急に関する研修会」、
「こどもの命を守るために 事故防止
と乳幼児心肺蘇生セミナー」の開催状況について報告が行われたと説明された。
また、小児時間外救急の実態調査、愛知県における重症小児患者の診療実態に関
する調査について、一部設問の見直し等を行い、従来通り実施することとしたと
報告された。
１５．救急委員会〔10/3(火)〕について
(7 階研修室)
細川理事より、救急安心センター事業に関する検討会、名古屋市二次救急医療関
係連絡会議等について報告が行われたこと、気管支喘息発作に関するアンケート
調査、アナフィラキシーに関するアンケート調査、第 36 回救急医療・災害医療シ
ンポジウム等について協議したことを報告された。
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１６．麻薬等に関する懇談会〔10/6(金)〕について
(601 会議室)
森理事より、東海北陸厚生局麻薬取締部・愛知県医薬安全課・愛知県警察薬物銃
器対策課を交えて、情報交換・意見交換等を行ったと報告された。
１７．講演会・研修会等について
横井副会長より、下記 No.1～8 の本会主催の講習会・研修会等は一括報告とする
と発言された。
*は共催・協賛等
No.

開催日

名称

出席者数等

9/24(日)
1

10/1(日)

担当理事

延べ人数
産業医研修会(秋期集中研修)

522 名 西山理事
延べ人数

樫尾理事

516 名
2
3

9/27(水)
10/5(木)

75 名 纐纈理事

健康教育講座

46 名 吉田理事

*9/28(木) 平成 29 年度自賠責保険研修会

240 名

医療安全支援センター(苦情相談センター)

4

9/30(土)

5

10/1(日) 医療従事者の認知症対応力向上研修

288 名

第 2 回講演会

91 名

浅井理事
森理事
樋口理事
細川理事
野田理事
林理事

医師会
18 機関
6

10/3(火) 愛知県医師会無線システム災害想定訓練

災害拠点病
院

細川理事

6 機関 大輪理事

基幹病院
3 機関
7

10/4(水) 医療安全に関する講演会

8

10/4(水) かかりつけ医認知症対応力向上研修

140 名
15 名

森理事
浅井理事
野田理事
林理事

【行政、その他関係団体等会議について】
１８．平成 29 年度衛生検査所精度管理事業検討会議〔10/6(金)〕について
(愛知県主催：愛知県庁西庁舎)
加藤理事より、愛知県の衛生検査所精度管理事業、平成 28 年度精度管理事業の結
果及び平成 29 年度精度管理事業の実施について愛知県より説明が行われたと報
告された。
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１９．平成 29 年度刈谷地域産業保健センター運営協議会〔10/3(火)〕について
(刈谷地域産業保健センター主催：刈谷医師会館)
西山理事より、刈谷で初めて開かれた運営協議会だったが、2 名のコーディネー
ターは欠席だったと報告された。平成 28 年度事業活動状況について、相談数は少
なく、事業所 0 件、職場巡視(個別訪問)0 件と報告された。平成 29 年度事業実施
計画について、事業所訪問指導数 23 件、事業所実施相談数 20 件を目標とすると
報告された。
２０．平成 30 年度妊婦・乳児健康診査に関する協議会〔10/6(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、第 1 回の議事録を確認し、平成 30 年度の妊婦乳児健診につい
ては、①消費税分の積み残し分を加算、②聴覚検査推進、③2 回目の乳児健診実
施率が 61％(1 回目は 91％)と低いのでこの受診勧奨と、2 回目は個別健診(集団検
診ではなく)を進める、の 3 点について合意したと報告された。
２１．平成 29 年度中部国際空港消火救難・救急医療活動総合訓練〔10/5(木)〕について
(中部国際空港緊急計画連絡協議会主催：中部国際空港)
細川理事より、医療関係では、常滑市民病院・半田市・東海市・知多郡医師会、救
急委員会委員、DMAT 等が参加し、国際線航空機事故を想定した海上訓練を行ったと
報告された。
２２．愛知県社会福祉協議会第 2 回運営適正化委員会〔10/2(月)〕について
(愛知県社会福祉協議会主催：愛知県社会福祉会館)
林理事より、平成 29 年度 9 月までの事業報告が行われたと報告された。苦情受付
件数は 99 件、ほとんどが電話であり、障害者、高齢者の順で多かった。苦情内容
は、職員の接遇とサービスの質や量についてが 66％を占めた。解決方法は紹介伝
達が 66％、相談助言 16％、話し合い推奨 8％であったと報告された。続いて第 8
回運営監視合議体の会議に移り、各地の社会福祉法人の現地調査の報告がなされ、
その後に第 2 回、3 回の苦情解決合議体が開かれたと報告された。
２３．一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 29 年度第 6 回理事会〔10/5(木)〕につ
いて
(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催：8 階 801～803 会議室)
浅井理事より、労災指定医協会、医療勤務環境改善支援センターの現状報告がな
されたと報告された。自賠責保険診療費算定基準(自賠責新基準)の制度化につい
て日本医師会労災・自賠責委員会より意見を求められ、アンケートを実施するこ
とになったと報告された。
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【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】
２４．名古屋市立大学病院病診連携システム運営協議会〔10/4(水)〕について
(名古屋市立大学病院主催：名古屋市立大学病院)
城副会長より、地域医療連携の取り組みとして、勉強会・フォーラムの開催や診
察・検査予約方法の見直しについてと、紹介率・逆紹介率の推移について報告が
あったと説明された。また、ウイルス性肝炎撲滅を目指したアプローチ～病診連
携の重要性～について説明を受けたと報告された。
【その他事項について】
２５．その他
・妹尾前会長の叙位・叙勲について
樫尾理事より、妹尾前会長が従五位に叙されたことが報告された。
・赤い羽根共同募金について
樫尾理事より、本会役員に対して募金の協力を依頼された。
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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１０月１２日
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