公益社団法人愛知県医師会

第 21 回(定例)理事会議事録

開催日時：平成 29 年 10 月 19 日(木) 午後 3 時 10 分～午後 4 時 30 分
開催場所：愛知県医師会館 4 階理事会議室
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※樋口理事早退の為、報告事項 16 から報告事項 23 及び協議事項 3 については出席者 23
名(うち理事 17 名)にて審議した。なお、協議事項 3 は報告事項 23 の後に行った。
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

―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豊橋市医師会(会長 安井洋二)主催の平成 30 年度医療機関予防接種講習会並びに平
成 30 年度医療機関 BCG 予防接種講習会〔H30.1/27(土)〕の共催について
②愛知県主催の第 4 回東海三県小児在宅医療研究会〔H30.2/10(土)〕の後援について
③愛知県小児科医会(会長 岡田純一)主催の第 53 回子どもの健康を守る会〔H30.2/24
(土)〕の共催について
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④NPO 法人愛知県難病団体連合会(理事長 下前君夫) 主催の RDD(Rare Disease Day)
2018 in あいち〔H30.2/25(日)〕の後援について
樫尾理事より説明され、上記 1-(1)-①～④について一括承認を求め、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.3 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。
No.
1
2
3

開催日
11/16(木)

名称

開催場所

「愛知県国民医療推進協議会」

801・802 会議室

樫尾理事

役員会・地域集会

9 階大講堂

加藤理事

5 階医師連盟会議

大輪理事

室

伊藤(健)理事

12/7(木) 愛知県看護協会との懇談会
H30.

担当理事

平成 29 年度第 3 回小児救急連携体

2/27(火) 制協議会

７階研修室

細川理事
大輪理事

―協議事項―
３．職員給与のベースアップについて
樫尾理事より、本件は人事案件であるため、本会議の最後に諮ると発言され、了
承された。
内容については提案通り了承された。
４．その他
・「国民医療を守るための総決起大会」〔11/22(水)〕への出席について
樫尾理事より説明され、3 名以上の本会役員の出席を依頼された。また、本会開催
の国民医療推進協議会〔11/16(木)〕の決議文について、柵木会長より、調査室委
員会において検討するよう指示された。
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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．日医第 5 回医療政策会議〔10/4(水)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
柵木会長より、権丈善一氏(慶応義塾大学商学部教授)の「医療政策会議報告書案
と社会保障政策に関する若干の補足」、二木 立氏(日本福祉大学相談役・大学特
別任用教授)の「今後の超高齢・少子社会と医療・社会保障の財源選択―『地域包
括ケアと福祉改革』序章をベースにして」の二題の講演があったと報告された。
２．日医第 61 回社会保険指導者講習会〔10/4(水)･5(木)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
柵木会長より、樋口理事とともに「脳血管障害診療のエッセンス」をテーマとし
た標記講習会に出席したと報告された。迫井正深氏（厚生労働省保険局医療課長）
の講演においては、平成 30 年度の診療報酬改定について質問があり、回答として
今後の主な検討課題として入院医療体制・療養病床のあり方、かかりつけ医機能
の充実、イノベーションの適切な評価・導入、薬価の抜本改革、費用対効果評価
の導入等が挙げられた。武田俊彦氏（厚生労働省医政局長）からは回復期病床、
地域包括ケア病床を中心とした地域医療構想の実現に向けた内容の講演が行われ
たと報告された。
３．中部医師会連合第 4 回常任委員会〔10/11(水)〕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)
柵木会長より、平成 28 年度収入支出決算及び平成 29 年度収入支出予算、当面の
医療問題について協議したと報告された。また、日本医師会理事打合会及び第 6
回理事会について報告されたと説明された。
４．世界医師会シカゴ総会〔10/12(木)～16(月)〕について
柵木会長より、県下医師会長等協議会において報告したとおりであると説明され
た。
５．日本医師会理事会〔10/17(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、石渡理事より HPV ワクチンに関する第 4 報
について報告があったと説明された。また、医療事故調査制度に関わるセンター
再調査事例について、当該病院の当事者を含まない委員によって、関係者へのヒ
アリングもなされずにセンター調査が行われたことについて問題提起され、議論
を行ったと報告された。
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６．日医公衆衛生委員会〔10/5(木)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
吉田理事より、九州大学衛生・公衆衛生学教授二宮利治先生の「久山町研究からみ
た健康寿命延伸に必要な取組」と題した講演の後、答申執筆に向けて各委員の担当
割り当てを話し合ったと報告された。
７．日医平成29年度第3回医師会共同利用施設検討委員会〔10/11(水)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
加藤理事より、平成 28・29 年度委員会答申案について、各委員より提出された資
料の説明や討議が行われたと報告された。

【本会関係会議について】
８．愛知県広域予防接種事業運営委員会〔10/16(月)〕について
(5 階医師連盟会議室)
城副会長より、間違い報告書へ付記する行政向けコメント・医療機関向けコメント
について検討したと報告された。また、愛知県広域予防接種事業ホームページ、
平成 30 年度の愛知県広域予防接種事業の登録用紙について検討したと報告され
た。
９．調査室委員会〔10/10(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
大輪理事より、政策協定書が完成し、また税制検討委員会の報告を行ったと報告さ
れた。その他、MEDIFAX・Twitter について解説・協議を行ったと報告された。
１０．人事委員会〔9/28(木)〕について
樫尾理事より、職員給与のベースアップについて検討したと報告された。
１１．学校保健部会学校健診委員会〔10/10(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結果について加藤(太)委員から報告があり、昨
年度同様、心電図精度管理調査結果のフィードバックを教育委員会及び健診機関に
行うことが了承されたと報告された。
１２．第 50 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会第 5 回実行委員会〔10/10(火)〕
について
(6 階研修室)
纐纈理事より、学術委員会、理事会・評議員会、懇親会及び総会の内容について確
認したと報告された。また、吉田理事から生活習慣病健診(糖尿病・高脂血症・肥満
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等)の実施状況の調査結果報告があり、ワークショップにて平光副委員長より本調査
結果の報告を行うこととなったと説明された。
１３．広報委員会〔10/11(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、会員
から投稿された原稿の掲載可否については、表現の一部修正・確認を行い、執筆者
承諾の上、掲載することとしたと報告された。
１４．地域医療介護委員会〔10/17(火)〕について
(6 階研修室)
野田理事より、各種会合および介護保険関連事業等の開催結果および進捗状況に
ついて報告がなされたと説明された。12/9(土)に開催する保健・医療・福祉の連
携強化に関するシンポジウムについて基調講演の演題決定の報告があり、当日の
タイムスケジュールについて確認がなされ、また、シンポジウムに伴う事前調査
について概略説明を行ったと報告された。
１５．講演会・研修会等について
柵木会長より、下記 No.1～3 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。
No.

開催日

名称

出席者数等

1

10/11(水) 産業医研修会(職場巡視)

14 名

2

平成 29 年度県下医師会生涯教育・日医
10/13(金) かかりつけ医機能研修制度担当事務局
合同連絡協議会

38 名
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10/14(土) 平成 29 年度感染症及び結核講演会

152 名

担当理事
西山理事
樫尾理事
森理事
浅井理事
纐纈理事
吉田理事

【行政、その他関係団体等会議について】
１６．支払基金幹事会〔10/11(水)〕について
(支払基金主催：支払基金)
城副会長より、審査事務の集約に向けた実証テストを行うことになったと報告され、
審査事務を行う「集約支部」と審査委員会の補助事務を行う「リエゾン支部(被集約
支部)」宮城、福岡、大阪で 2 か月間計画されていると説明された。また、審査関係
訴訟事件 2 件の報告があったこと、公表事例一覧が公表され、ホームページ上で閲
覧出来る事としたことが報告された。
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１７．第 65 回愛知県学校保健研究大会〔10/11(水)〕について
(愛知県教育委員会・愛知県学校保健会主催：ウィルあいち)
城副会長より、報告された。
永年勤続学校医、勤続 40 年以上 11 名、20 年以上 35 名が表彰された。また、愛知
県健康推進学校表彰が行われ、特別優秀校 7 校、優秀校 3 校、優良校 11 校、入
選校 21 校が表彰された。引き続き、いのちの授業～がん教育を「いのち」学ぶ場に
～の講演が行われた。
１８．平成 29 年度第 2 回東海北陸地方社会保険医療協議会総会〔10/17(火)〕について
(東海北陸厚生局主催：ホテルサンルートプラザ名古屋)
城副会長より、部会所属委員の指名を承認し、元保険医療機関への対応を協議し
たと報告された。
１９．平成 29 年度第 2 回愛知県准看護師試験委員会〔10/13(金)〕について
(愛知県主催：愛知県庁西庁舎)
大輪理事より、准看護師の行政処分、第 69 回愛知県准看護師試験問題の調整につ
いて検討を行ったと報告された。
２０．平成 29 年度第 2 回特別支援学校における医療的ケア連絡協議会〔10/16(月)〕につ
いて
(愛知県教育委員会主催：愛知県自治センター)
纐纈理事より、冒頭挨拶で養護教諭が 5 名増加し全 59 名になったこと、看護師が
7 校で常勤になったことなどが報告されたと説明された。また、特別支援学校の
生徒は平成 28 年度で 338 名と若干減少に対し、重症児童生徒が増えており、看護
師による医療的ケア実施児童生徒数は 154 名、人工呼吸器使用児童生徒数は 48
名との報告があったと説明された。
２１．特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち第 5 回運営委員会〔10/11(水)〕
について
(特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち主催：
特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち事務所)
細川理事より、インフルエンザワクチン接種医療機関数、故妹尾淑郎先生への位
階発令について報告を受けたこと、また、インフルエンザワクチン接種金額度数
分布、倫理審査委員会について情報提供があったことについて報告された。
【その他事項について】
２２．臓器移植対策推進功労者に対する厚生労働大臣感謝状贈呈の決定について
樫尾理事より、個人として、小倉靖弘先生(名古屋大学)の受賞が決定したと報告さ
れた。
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２３．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１０月１９日
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