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公益社団法人愛知県医師会 第 7 回(定例)理事会議事録 

 

 

開催日時：平成 28年 6月 9日(木) 午後 2時 35分～午後 5時 00分 

開催場所：愛知県医師会館 4階理事会議室 

出 席 者 

会 長(代表理事)／柵木充明  

副会長(代表理事)／山 本  楯  伊 藤 宣 夫  横 井  隆 

理 事／市 川 朝 洋  吉田  貴   伊藤健一   城  義 政  加藤雅通  

    大 輪 芳 裕  西 山  朗  樫尾富二   樋 口 俊 寛  伊藤富士子 

纐 纈 雅 明  細川秀一   森  孝 生  野 田 正 治 

監 事／岩 瀬 敬 紀  可世木成明  榊 原 一 基 

代議員会議長／(伊 藤 宣 夫) 

代議員会副議長／杉 田 洋 一  (山 本  楯) 

欠 席 者 

理 事／城  卓 志 

 

 

議事録作成者  加 藤 結 花 

 

※報告事項 5については、時系列上、報告事項の最初に行った。 

※伊藤副会長離席の為、報告事項 19については、報告事項の最後に行った。 

 

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 22名(うち理事 18名)で、理事現在数 18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。 

 

―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中部地区がん医療連携研究会(代表世話人 足立昌由)主催の第 5回中部地区がん医療

連携学術講演会〔7/9(土)〕の後援について  

 

②一般社団法人名古屋市医師会(会長 杉田洋一)主催の平成28年度第1回名古屋市かか

りつけ医等心の健康対応力向上研修(医師対象［成人Ⅰ］)〔7/30(土)〕の共催並びに
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日本医師会認定産業医制度における研修会の指定申請について 

 

③「新老人の会」東海支部(世話人代表 林 博史)主催の「新老人の会」東海支部第 13

回記念フォーラム 日野原重明先生 104歳講演会〔9/16(金)〕の後援について  

    

④日本医療マネジメント学会愛知県支部(世話人 小牧市民病院院長 谷口健次)の主催

の第 12回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会〔11月 5日(土)〕の後援に

ついて    

 

市川理事より説明され、1-(1)-①～④について一括承認を求め、承認された。 

  

(２)名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野(教授 松田直之)主催の 

救急災害医療セミナー〔9/4(日)〕の後援について  

市川理事より説明され、承認された。 

    

(３)日本リハビリテーション医学会(責任者 和田郁雄(名古屋市立大学大学院リハビリテ

ーション医学分野教授))主催の日本リハビリテーション医学会市民公開講座 

〔10/15(土)〕の後援について 

市川理事より説明され、承認された。 

 

(４)在宅医療・介護人材育成研修会〔7/30(土)〕への講師派遣について  

市川理事より説明され、野田理事の講師派遣が承認された。 

 

(５)治験推進評価委員会委員就任の承認について 

市川理事より説明され、愛知医科大学の石川直久氏の就任が承認された。 

 

(６)愛知県死因究明等推進協議会委員の候補者の推薦について 

市川理事より説明され、本会の細川理事の推薦が承認された。 

 

(７)事務局夏季休暇について 

市川理事より説明され、8月 12日(金)、15日(月)、16日(火)を休暇とすることが、

承認された。 

 

(８)平成 28 年度版会員名簿について            

市川理事より説明され、本年度作成することが承認された。 

柵木会長より、前回同様 CD、冊子共に作成し、冊子については A会員の希望者のみ

とすると発言された。 
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(９)人事委員会〔6/9(木)〕開催について 

市川理事より説明され、6月 9日(木)、理事会終了後の開催が承認された。 

 

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.1～6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。また、新執行部となるため、担当理事については

変更する可能性があると発言された。  

     

No. 開催日 名称 開催場所 担当理事 

1 6/20(月) 

病院の認知症対応力向上事業 第

2回認知症対応病院実地指導企画

支援会議 

501会議室 
野田理事 

樋口理事 

2 

7/5(火) 

9/6火) 

11/8(火) 

H29. 

1/24(火) 

在宅医療サポートセンター実務者

協議会／在宅医療サポートセンタ

ー実務者養成研修会 

愛知県医師会館 

〃 

名古屋市医師会館 

愛知県医師会館 

野田理事 

樋口理事 

3 7/8(金) 第 1回精度管理委員会 804会議室 
樫尾理事 

加藤理事 

4 
7/9(土) 

7/23(土) 
協力難病指定医研修会 

地下講堂 

医師連盟会議室 

加藤理事 

大輪理事 

5 

8/6(土) 

9/10(土) 

10/1(土) 

医療従事者の認知症対応力向上研

修 

9階大講堂・8階会

議室 

国立長寿医療研究

センター 

豊橋商工会議所 

野田理事 

樋口理事 

6  

8/31(水) 

9/17(土) 

9/29(木) 

10/19(水) 

11/10日(木) 

健康教育講座 

9階大講堂 

あいち健康プラザ 

9階大講堂 

地下健康教育講堂 

9階大講堂 

吉田理事 

纐纈理事 

  

３．医療安全対策委員会委員の変更について          

細川理事より説明され、小出純一先生(愛知県耳鼻咽喉科医会：小出耳鼻咽喉科)か

ら渡邉暢浩先生(愛知県耳鼻咽喉科医会：わたなべ耳鼻咽喉科)への変更が承認され

た。 

 

４．平成 28年度救急医療功労者の厚生労働大臣表彰候補者の推薦について 

城(義)理事より説明され、東海市医師会の 稲坂 博先生(元本会理事)を候補者とし
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て推薦することが承認された。 

 

５．第 177回(定例)代議員会決議文(案)〔6/18(土)〕について                                 

大輪理事より説明され、一部再検討のため、来週の理事会で再審議することとなっ

た。全体に膨らんでいるので、もう少しスリムにした方が良いのではないかという

意見であった。 

  

６．役員等退職慰労金支給について             

市川理事より説明され、4 月末日で退職された水野議長並びに川上副議長及び 6

月 18日の定例代議員会をもって退職される 5名の役員の先生方に対して、役員等

退職慰労金規程に基づき、退職慰労金を支給することが承認された。 

 

７．病院の認知症対応力向上事業 認知症対応病院実地指導企画支援会議オブザーバー

の変更(平成 28 年 4月 1日付)について           

野田理事より説明され、杉原孝子氏(高齢福祉課主任主査)から山本幸子氏(高齢福

祉課主査)へ変更することが承認された。 

 

 

―協議事項― 

８．会員外関係者の委嘱について               

市川理事より説明され、顧問弁護士、顧問会計士・税理士、顧問社会保険労務士

としてそれぞれの委嘱が承認された。 

 

９．入会金の徴収猶予申請について              

市川理事より説明され、名古屋市医師会より申請があった入会金徴収猶予申請が

承認された。 

 

１０．「日医 Lib」への「現代医学」誌の掲載について      

大輪理事より説明され、日本医師会運営ホームページ「日医 Lib」に「現代医学」

誌を掲載することが承認された。併せて本会ホームページ掲載用「PDF」及び日医

Lib掲載用は「EPUB」の 2形式でデータを作成することが承認された。 

  

１１．その他 

  ・日医 Libへの愛知医報の掲載について 

   柵木会長より、1回に 20万円もかけて EPUB形式を作成する必要性は感じない。本会

のホームページでも PDFで見られるようになっている。それで充分ではないか。日

医Libへの掲載もPDFで良いと思うので、EPUB形式は取り止めたいとの発言があり、

EPUB形式の作成は取り止めることが承認された。 
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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．中部医師会連合第 13 回常任委員会〔6/1(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、日本医師会常任理事候補者として市川理事を推薦することが決定

されたと報告された。また、中部医師会連合から推薦する他の候補者の紹介をさ

れ、議長、副議長については当日の立候補が認められおり選挙となる可能性もあ

ること、理事、監事、裁定委員については持ち回りで、今回は愛知県医師会会長

(柵木充明)と、静岡県医師会会長(篠原 彰)が理事として選任されると説明され、

その他、代表質問、個人質問の内容が披露されたと報告された。 

 

２．中部医師会連合第 2回日医代議員協議会〔6/1(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、日本医師会常務理事候補者である本会の市川理事、日本医師会代

議員会副議長候補者の鈴木前静岡県医師会会長より挨拶されたと説明された。ま

た、代表質問、個人質問が読み上げられ、一部修正等の提案があった。その他、

中部医師会連合総会での各委員会委員長から内容について説明されたと報告され

た。 

 

３．日医第 11回医事法関係検討委員会〔6/6(月)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)                 

柵木会長より、2年間で 11回開催され、内 3回が医師法第 21条の異状死の届出

についての協議であったと報告された。「医療基本法の制限に向けた具体的提言」

という冊子を製本するにあたり、前文を設けることとなり、“医療については確実

性が一定であるとは補償されないという性質も有する。”という文言を挿入するこ

ととした。さらに第 2条①医療の定義の中に、“生命倫理に関する生殖補助技術、

遺伝子を扱う医術を含む。”の文言を追加した。また、医師の強制配置、保険医、

専門医の人数を決めるに当たり、医師会としてどのように臨むのかという問題も

あり、新たに第 16条に“医療従事者の就業の自由”を追加することで検討したが、

医療法の中に追加することは見送ることとなったと説明された。 

 

４．第 7回日本医師会医療秘書認定試験委員会〔6/2(木)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)            

加藤理事より、第 37回認定試験実施要領、認定試験出題者等について協議し、医

療秘書学院を持っている県より出題者を出すこととなり、愛知県からは 1名が担

当することとなったと報告された。 

 

【本会関係会議について】 
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５．日医代議員と本会役員との合同協議会〔5/26(木)〕について 

  (5階医師連盟会議室)                      

柵木会長より、日本医師会常任理事候補者として、本会から市川理事を推薦する

ことが承認され、6月 1日(水)開催の中部医師会連合第 2回日医代議員協議会に

おいてブロック推薦をお願いすることが決定された。また、代表質問、個人質問

の内容等について説明された。 

 

６．健康教育委員会〔6/1(水)〕について 

(804会議室)                      

吉田理事より、健康教育講座の平成 28年 12月～平成 29年 3月分の講師推薦、地

域開催の参考とするため地区医師会・分科会へアンケート調査を実施し、スケジ

ュールを組むこととし、本会では 4回開催する見込みであると報告された。また、

平成 28年度地域健康づくり指導事業(補助金事業)等については、補助金が出るこ

とをご存じない委員もおり、来年度からは周知徹底していく必要があると説明さ

れた。また、健康教育講座の平成 28年 4月～5月開催分、あいち健康ナビの運営

状況について報告し、平成 28年 8月～11月開催の予定を確認したと説明された。  

  

７．平成 28年度第 1回小児救急連携体制協議会〔5/24(火)〕について 

(7階研修室)                      

   城(義)理事より、県の委託事業であり今年で 3年目となる。昨年に引き続き小児

に関する各種実態調査・各種研修会等の実施について検討を行ったと報告された。 

 

８．治験審査会〔5/27(金)〕について 

(801会議室)                     

加藤理事より、初回審査(施設追加)2件(統合失調症)、継続審査 6件(統合失調症

3 件、潰瘍性大腸炎・アルコール依存症・大うつ病 各 1 件)については、すべて

承認されたと報告された。 

 

９．調査室委員会〔5/31(火)〕について 

(5階医師連盟会議室)              

大輪理事より、決議文について協議し、次回理事会に提出することとなったと報

告された。また、調査室だよりについて検討し、医報に掲載する。その他、Twitter・

MEDIFAX記事について解説、意見交換を行ったと説明された。  

 

１０．第 1 回産業保健部会幹事会〔5/27(金)〕について 

(6階研修室)                     

西山理事より、来年 1月～3月までの産業医研修会日程及び今年度の産業医学研

修事業実施計画について協議し、原案どおり承認されたと報告された。また、地

域産業保健センターで実施する労働者向けのストレスに関するアンケート案につ
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いて協議し、設問を一部修正した上で各センターにて実施することとなった。 

今後の産業医研修会受講に際して、受講日までに申し出るか、受講日当日に入会

手続きを証明する文書を持参した非会員に対しては、受講料を免除することとし

たと説明された。 

 

１１．社保指導委員会〔5/31(火)〕について 

(801～803 会議室)                    

樫尾理事より、平成 27年度の個別指導、監査、新規個別指導の実施状況、平成

28年度の実施予定について資料に基づき説明された。今年度の中部医師会連合

社：会保険特別委員会の協議事項について説明され、それに伴い、平成 28年度診

療報酬改定に関し、各科における評価できる点や課題等の提出について各委員に

協力を求めたと報告された。山本副会長より、個別指導の際、カルテを自費分と

保険診療分とに区別するよう指導があるが、ワクチンについても同様であるか質

問され、樫尾理事より、明確に区別することが原則であると説明された。山本副

会長より、認識していない会員もいるので周知していただきたいと依頼された。 

 

１２．県下医師会医療廃棄物担当理事連絡協議会〔5/24(火)〕について 

(9階大講堂)                     

纐纈理事より、本会が実施する「水銀血圧計等回収事業」について説明を行い、

回収費用(概算)は、水銀血圧計・詰替用水銀(50ｇ)2,500円、水銀体温計 1,000

円とし、回収期間は、10月 17日(月)～28日(金)、11月 7日(月)～18日(金)の 2

期間を設定したと報告された。また、多くの地区医師会に参加していただくよう

依頼をしている。なお、名古屋市については、独自で回収されるため、参加を見

送ることとなったと説明された。  

 

１３．医療安全対策委員会〔5/17(火)〕について 

(803･804 会議室)                   

細川理事より、平成 28年 5月分委員会提出案件、22件(新規 15件、解決 7件) 

について検討し、特にこの場で報告するような案件はなかったと報告された。ま

た、昨年は非常に多くの案件があったが、27年度の案件総数は186件で、平年並み

となったと説明された。 

 

１４．第 1 回警察部会幹事会〔6/1(水)〕について 

(5階医師連盟会議室)                 

細川理事より、5月 28日(土)、愛知県警察医会が解散されたため、愛知県医師会

警察部会へ編入される形となったと説明された。また、今後の警察部会幹事の構

成について協議し、資料に基づき、大規模災害等における検視について説明され

たと報告された。 
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１５．病院の認知症対応力向上事業第 1 回認知症対応病院実地指導企画支援会議

〔5/23(月)〕について 

(5階医師連盟会議室)                 

野田理事より、高齢福祉課より事業計画の変更点等について説明があったと報告

された。医療従事者の認知症対応力向上研修については、日程、受講者人数、講

師等について協議した。今年度より、名古屋市は独自で開催することとなり、年

3回(県医師会 1回・尾張地区 1回・三河地区 1回)の開催を予定していると説明

された。認知症対応病院実地指導については、今年度の協力病院及び指導病院の

選定を行い、次回会議にて最終調整を行うこととなったと報告された。 

柵木会長より、いつまでの事業であるか質問され、野田理事より、単年度の事業

であるが、当初はモデル事業として始まり、昨年、今年と継続して行っている。

問題は診療報酬の関係上、看護師の研修規定の受講時間として認められておらず、

今後、受講者が減少し、継続していくことが難しくなることを危惧していると説

明された。 

 

１６．講演会・研修会等について  

柵木会長より、下記の No.1～2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 担当理事 

1 5/23(月) 産業医研修会    94名 
西山理事 

市川理事 

2 5/26(木) 健康教育講座 159名 
吉田理事 

纐纈理事 

  

【行政、その他関係団体等会議について】 

１７．愛知県医療審議会医療体制部会〔5/25(水)〕について 

(愛知県主催：愛知県自治センター)               

   柵木会長より、当面は医療機関所在地ベースを基準として病床数の推計を行う。付

帯条件として、新病院の稼働後は稼働状況を加味しながら検討することとなったと

説明された。 

 

１８．愛知県防災会議〔5/31(火)〕について 

(愛知県防災会議(愛知県)主催：アイリス愛知)           

   柵木会長より、熊本地震被災地域支援の取り組み等の対応について、愛知県被災地

域支援対策本部からの績報告があったと報告された。。災害派遣医療チーム(DMAT)、

医療救護班の派遣の支援概要については正確さにかけるため、異議を申し立て、修

正していただいたと説明された。 
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１９．愛知県健康推進学校候補校実地審査〔6/1(水)〕について 

(愛知県教育委員会主催：幸田町立深溝小学校)          

伊藤副会長より、明治 5 年に創立された学校で、健康教育に関して、先生、児童を

始め父兄も非常に熱心に取り組んでいるという印象であった。運動器健診について

は何の問題もなく行っており、いじめ問題についても調査能力が優れており、児童

の情報を全教諭に周知して取り組んでいると報告された。 

 

２０．公益財団法人愛知腎臓財団理事会〔5/31(火)〕について 

((公財)愛知腎臓財団主催：愛知県東大手庁舎)          

横井副会長より、年 2回開催される会議であり、今回は、平成 27年度事業報告(腎

臓病患者登録事業、臓器移植普及促進事業等)及び収支決算について報告を受け、

討議を行ったと説明された。腎臓提供者(死体腎)は年々減少していたが、27年は

昨年の 3倍以上の 13件で、啓蒙活動による増加が考えられると説明された。 

 

２１．愛知県防災会議幹事会〔5/23(月)〕について 

(愛知県防災会議(愛知県)主催：三の丸庁舎)      

   城(義)理事より、災害時、要配慮者を支援する災害派遣福祉チーム(DCAT)が整備さ

れたと報告された。愛知県水防計画は、重要水防箇所が平成 27年度より 68か所、

16KMが減少した。愛知県・岡崎市総合防災訓練を 8月 28日(日)、愛知県・弥富市津

波・地震防災訓練を 11月 6日(日)に開催予定であると説明された。 

 

２２．中部国際空港緊急計画連絡協議会「訓練部会」〔6/2(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) 

 城(義)理事より、今年度の消火救難・救急医療活動総合訓練は、10月 6日(木)午

後 6時より 8時までの夜間に、国際線航空機事故の想定にて実施を予定しており、

図上シミュレーション訓練を 8 月 4 日(木)に開催する予定であると説明された。 

また、多数傷病者への対応標準化トレーニングを 7月 23日(土)、24日(日)に中

部国際空港第 1セントレアビルで開催する予定であると説明された。 

 

２３．愛知県社会福祉協議会第 1 回運営適正化委員会等〔6/3(金)〕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)   

樋口理事より、平成 27年度の運営適正化委員会事業報告の後、平成 28年度の事

業計画について説明があったと報告された。運営適正化委員会の終了後、引き続

き第 1回運営監視合議体、第 1回苦情解決合議体が開催されたと説明された。 

 

２４．一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 28 年度第 2 回理事会〔6/2(木)〕につい

て 

(一般社団法人 愛知県労災指定医協会主催：802～804会議室)  

森理事より、議題として第 4回定時総会の報告、労働保険事務組合に向けた取り
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組み等の説明をされ、労働保険事務組合を名古屋日興證券ビル 4階(名古屋市中区

3-2-3)に設立すること及び設立要綱(案)が承認されたと説明された。 

    

【その他事項について】 

２５．平成 28年度患者のための薬局ビジョン推進事業について      

纐纈理事より、標記の件につき、県医薬安全課と薬剤師会の担当者が県医師会館

に来館され、説明されたと報告された。本年度の厚労省の「患者のためのかかり

つけ薬局ビジョン」のモデル事業として愛知県も申請して認められる予定で、ア

ウトリーチ型健康づくり推進事業を行う予定であると報告された。 

   野田理事より、妊娠・授乳サポート薬剤師については、講義内容等を医師会や専

門医機関でチェックする体制を構築する必要があると発言された。 

 

２６．その他 

  ・テレビ愛知番組出演〔6/5(日)〕について 

   柵木会長より、6月 5日(日)に出演したテレビ番組の DVDが用意してあるので、

希望者は事務局に申し出ていただきたいと発言された。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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２８年６月９日 


