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公益社団法人愛知県医師会 第 12回(定例)理事会議事録 

 

 

開催日時：平成 28年 7月 14日(木) 午後 2時 40分～午後 5時 10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)／横 井  隆  城  義 政   

理 事／吉 田  貴  伊藤健一   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  林  義 久  羽生田正行  浅 井 清 和 

監 事／可世木成明  川 上 雅 正  野口良樹  

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 

  副会長(代表理事)／市 川 朝 洋 

 

議事録作成者  加 藤 結 花 

 

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。 

但し、柵木会長離席の為、報告事項 5～10までは、横井副会長が議事進行を行い、報

告事項 9と 10の報告順を入れ替えて行った。 

 

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名古屋骨を守る会(会長 鈴木敦詞：藤田保健衛生大学内分泌代謝内科教授)主催の第

27回名古屋骨を守る会講演会〔8/28(日)〕の後援について 

 

 ②第 13回愛知県精神障害者スポーツ(バレーボール)大会(愛知県ソフトバレーボール連

盟会長 遠嶋民樹)〔10/13(木)〕の後援について  
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 ③中京テレビ放送株式会社(事業局長 増田正也)主催の「中京テレビ 子育て応援団 

チュウキョ～くんのすこやかフェスタ」〔10/15(土)・16(日)〕の共催について  

  

 ④愛知県小児科医会(会長 岡田純一)主催のこどもの健康週間〔10/19(水)〕行事の共催

について 

    

⑤一般社団法人豊川市医師会(会長 大石明宣)主催の日医認定産業医研修〔11/24(木)〕

の共催について  

    

 樫尾理事より説明され、1-(1)-①～⑤について一括承認を求め、承認された。 

 

 

(２)瀬戸市「家族支援プログラム」講師の派遣について 

   樫尾理事より説明され、本会の野田理事の派遣が承認された。 

野田理事より、依頼文書は特定非営利活動法人 HEART TO HEART理事長からであるが、

認知症の人と家族の会愛知県支部代表から直接依頼されたと説明された。 

 

(３)一般財団法人日本公衆衛生協会長表彰候補者の推薦について 

   樫尾理事より説明され、近田 研先生(62歳・豊田加茂医師会)、村上 勇先生(59

歳・愛知県産婦人科医会)、水野美穂子先生(56歳・愛知県小児科医会)を候補者とし

て推薦することが承認された。 

   柵木会長より、毎年、推薦母体が限定されているため、次回県下医師会長等協議会

で多くの地区医師会、分科会より推薦していただくよう周知すると発言された。 

 

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。 

    

No. 開催日 名称 開催場所 担当理事 

1 7/22(金) 産業保健部会幹事会 6階研修室 
西山理事 

樫尾理事 

2 7/27(水) 勤務医部会幹事会 801･802会議室 
伊藤(健)理事 

伊藤(富)理事 

3 7/28(木) 「現代医学」誌編集(小)委員会 804会議室 
羽生田理事 

大輪理事 

4 10/15(土) 
平成 28年度感染症及び結核講

演会 
9階大講堂 

吉田理事 

纐纈理事 

5 
10/26(水) 

11/26(土) 

平成 28･29年度社保集団指導講

習会並びに医療安全説明会 

東建ホール･丸の内 

中区役所ホール 

加藤理事 

樋口理事 
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No. 開催日 名称 開催場所 担当理事 

12/1(木) 

H29. 

2/22(水) 

 

4/6(木) 

 

4/26(水) 

 

5/24(水) 

 

7/6(木) 

8/3(木) 

ライフポートとよはし

コンサートホール 

青少年文化センターア

ートピアホール 

岡崎市シビックセンタ

ーコンサートホール 

ウインクあいち 2F大

ホール 

日本特殊陶業市民会館

ビレッジホール 

一宮市民会館 

デザインホール 

6 
H29. 

1/14(土) 
第 32回学校保健健診懇談会 9階大講堂 

纐纈理事 

吉田理事 

  

３．委員会委員の委嘱について 

(１)日本医師会医療情報システム協議会運営委員の委嘱について  

吉田理事より説明され、私(吉田理事)の委嘱が承認された。  

 

(２)勤務医部会役員の委嘱について            

伊藤(健)理事より説明され、承認された。 

 

(３)産業保健部会幹事会幹事及びオブザーバーの委嘱について    

   西山理事より説明され、幹事及びオブザーバーの委嘱、、幹事会を奇数月第 4金

曜日に開催することが承認された。 

   また、次回、歯科医師会会員を含め、追加委嘱すると発言された。 

 

(４)医療安全対策委員会委員の追加委嘱について         

森理事より説明され、承認された。 

 

４．第 2回感染症・予防接種研修会〔H29.3/4(土)〕の開催及び公益財団法人エイズ予防財

団への HIV医療講習会受託申請について           

吉田理事より説明され、標記研修会の開催及び HIV医療講習会受託申請が承認され

た。 

 

５．平成 28年・29年度社保集団指導講習会並びに医療安全説明会の講師謝金について                          

加藤理事より説明され、講習会 1回につき、2万円、交通費は本会旅費規程に準ず

ることが承認された。 
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６．精度管理試料発送〔8/28(日)〕について           

加藤理事より説明され、衛生検査所への試料の発送が承認された。 

また、柵木会長より、試料発送について、理事会に諮る必要があるか質問され、

今後は不要であることが併せて承認された。 

 

７．官公庁関係各種委員会の推薦について           

樫尾理事より説明され、一部変更並びに再考となったものを除き承認された。 

城副会長より愛知県医師会立名古屋助産師学院入試委員会委員を、私(城副会長)

から大輪理事へ変更いただきたいと発言され、承認された。また、樫尾理事より、

あいち医療通訳派遣システム検討会議委員を、私(樫尾理事)から社保担当関係者

に変更いただきたいと発言され、柵木会長は再考することとし、その他、不都合

があれば、事務局へ申し出るよう伝えられたが、なければ今回の案で宜しくお願

いしたいと結ばれた。 

 

８．母体保護法指定医師の指定について         

伊藤(富)理事より説明され、新規申請 1名の申請が承認された。 

 

９．大規模災害時等における四大学法医学医師等の出務について  

細川理事より説明され、大規模災害等が発生した際、四大学法医学医師の出務、

併せて、災害状況等によっては、法医学教室の医師にも出務依頼することが承認

された。なお、災害補償・謝金・旅費等については、「災害時の医療救護に関する

協定書」(愛知県)に基づき支払わされると説明された。 

 

１０．平成 28年度地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会

〔8/21(日)〕での受講費徴収について            

野田理事より説明され、当日は愛知県医師会館でもテレビ会議システムにより標

記研修会の中継を行うため、日本医師会に倣い、非会員の受講者から受講費(1万

円)を徴収することが承認された。 

 

１１．認知症対応病院実地指導に係る指導病院への協力費について 

野田理事より説明され、一般病院での認知症受入れを促進することを主目的に実

施している当事業について、指導病院である国立長寿医療研究センター、名鉄病

院、津島市民病院、済衆館病院、公立陶生病院、岡崎市民病院に対し、報酬とし

て一括払いすることが承認された。 
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―協議事項― 

１２．入会金の徴収猶予申請について           

西山理事より説明され、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。 

 

１３．会費の減免申請について               

西山理事より説明され、名古屋大学医師会より申請があった会費減免申請が承認

された。 

 

１４．愛知県医師会事業概要等説明会(旧新入会員等説明懇談会)の名称変更及び進め方

について                      

樫尾理事より説明され、新入会員等説明懇談会の名称がわかりづらいため、「愛

知県医師会事業概要等説明会」へ名称変更することが承認された。これは、出席

率向上を図るためでもある。併せて、10月 6日(木)14：30～16：00(予定)に標

記説明会を開催することが承認された。 

樋口理事より、説明会へは代理出席でも可能か質問され、樫尾理事より、代理出

席でも可能であると発言された。 

 

１５．その他 

(１)「あいちトリエンナーレ 2016」国際展の開催に対する協力について  

樫尾理事より、標記国際展の開催に際し、愛知県の副知事より直接協力のお願い

を受けたもので、この度、あいちトリエンナーレ実行委員会事務局より特別先行

前売券の購入のお願いがあり、前回同様に 4,000枚購入し、各地区に協力のお願

いをすることが承認された。なお、今回は 1枚 990円で、役員の先生方にも前回

同様 10枚の購入をお願い致したいと依頼された。 
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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 1回常任委員会〔7/6(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、中部医師会連合委員総会が、11月 12日(土)・13日(日)静岡県で

開催されるので、予定していただきたいと依頼された。11月 12日(土)は、3つの

特別委員会(社会保険、介護保険、勤務医)の総括を委員長より発表していただく。

11月 13日(日)は、横倉日本医師会長の講演後、女性支援センター事業ブロック

会議を別の会場で開催すると説明された。その他、平成 28年度中部医師会連合関

係会議開催日程について説明された。 

 

２．中部医師会連合勤務医特別委員会ワーキンググループ・ミーティング〔7/3(日)〕

について 

(中部医師会連合勤務医特別委員会主催：801 会議室) 

伊藤(健)理事より、医療事故調査制度及び新専門医制度についてアンケートを

実施するにあたり、内容を精査したと説明された。また、医療事故調査制度に

関する、支援団体協議会をどこが行うかについて県に確認したところ、県は関

与しないという返答であったため、医療事故調査制度担当の森理事に今後の方

向性について示していくよう依頼され、柵木会長より、厚生局にコンタクトし、

主導していただくよう森理事から働きかけていただきたいと続けられた。 

 

【本会関係会議について】 

３．精度管理委員会〔7/8(金)〕について          

(804会議室)                               

加藤理事より、愛知県下にある臨床検査施設が整然とした精度で臨床検査を行っ

ているかを評価する委員会で、平成 28年度愛知県臨床検査精度管理実施計画・今

後の日程等について検討を行ったと報告された。 

 

４．治験審査会〔6/29(水)〕について 

(804会議室)                               

樋口理事より、継続審査 6件(統合失調症 3件、大うつ病 2件、アルコール依存症

1件)については、すべて承認され、新規案件はなかったと報告された。 

 

５．男女共同参画委員会〔7/7(木)〕について       

(804会議室)                    

伊藤(富)理事より、委員長に小出詠子先生、副委員長に室谷眞美先生を選出した。

第 13回男女共同参画フォーラムについて協議し、基調講演演者に松田晋哉先生を

選出し、現在交渉中である。その他、シンポジスト 4名の人選、愛知県イクボス
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大賞募集法の具体案について、フォーラム宣言の作成等について討議がなされた。

また、イクボス大賞については、愛知県病院協会の会議で、周知徹底していただ

けることとなり、年内中には選出する意向であると説明された。 

 

６．心電図精度管理調査解析検討会〔7/3(日)〕について 

(9階大講堂)                       

纐纈理事より、毎年開催している会議であり、学校保健部会学校健診委員会(心臓)

の 10名の先生により、小中学校 28校、高等学校 13校(特別支援学校含む)より提出

のあった心電図 8,219名分の診断、判定を行い、原診断、判定結果と突き合わせ、

その精度を判定した。集計結果は、各健診機関及び所管の教育委員会へフィードバ

ックするとともに、報告書を作成し、1 月の学校保健健診懇談会等で報告すると説

明された。 

 

７．在宅医療サポートセンター実務者協議会／実務者養成研修会〔7/5(火)〕について

(9階大講堂)                       

野田理事より、在宅医療サポートセンター事業(平成 27年度)の実施状況、補助対

象経費の整理に係る考え方などについて説明を行ったと報告された。また、実務

者養成研修会では名古屋大学総長補佐・水野正明先生をお招きし、「地域医療・地

域包括ケア‐包括ケアシステムとビジョン‐」をテーマにご講演いただいた。な

お、当研修は今年度 4回シリーズで実施し、スキルアップを図っていきたいと説

明された。 

 

８．講演会・研修会等について    

横井副会長より、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 7/1(金) 産業医研修会(職場巡視) 27名 
西山理事 

樫尾理事 

2 7/7(木) 産業医研修会 167名 
西山理事 

樫尾理事 

  

【行政、その他関係団体等会議について】 

９．愛知県地域医療支援センター運営委員会〔7/1(金)〕について 

(愛知県主催：愛知県東大手庁舎)                 

   柵木会長より、資料に沿って説明された。 

 

１０．愛知県健康づくり推進協議会〔7/1(金)〕について 

(愛知県主催：愛知県本庁舎)                   
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城副会長より、平成 25年 3月に策定された「健康日本 21あいち新計画」に基づ

き健康長寿あいちの実現を目指し、CKD、DM、COPDなど疾病の発症予防、重症化

予防、女性のがん、小児がんなどへの取り組み、歯科口腔外科保健を推進すると

説明された。また県民 5,000人を対象に生活習慣関連調査を実施する予定である。

話題提供として、日本健康会議について説明された。 

 

１１．愛知県臨床検査標準化協議会定例理事会・推進委員会〔7/8(金)〕について 

(愛知県臨床検査標準化協議会主催：802・803会議室)   

加藤理事より、愛知県下にある臨床検査所で検査をしている検査について、標準

化するための協議会であると説明され、役員選任、平成 27年度の事業報告、決算

報告、平成 28年度の事業計画、予算案について審議がなされ、了承されたと報告

された。また、AiCCLS統一化基準値の変更について議論がなされ、全国統一化の

方向性は確認されたが、病院毎に基準値の扱い方が異なり、一律標準化するには

現場の混乱を招く恐れがあるため、普及方法等については徐々に検討することと

なったと説明された。 

   

１２．第 1 回愛知県医療勤務環境改善支援センター運営協議会〔7/5(火)〕について 

(愛知県主催：JPタワー名古屋)           

大輪理事より、県の委託により、日本医業経営コンサルタント協会愛知県支部が

行っている。医療勤務環境改善支援センターを設置して 5ヶ月経過したが、医療

機関等からの相談実績が芳しくないため活用促進について協議したと説明された。

柵木会長より、法定の協議会であるので設置せざるを得ないが、医師会が主体と

なり運営している県は全国で 7～8県あるが、他県の状況を報告していただきたい

と依頼された。大輪理事より、中部地区では、福井県、三重県の 2県が運営して

いるので確認しておくと発言された。 

 

１３．刑事施設の医療に関する協議会〔6/30(木)〕について    

(名古屋拘置所主催：名古屋拘置所)          

細川理事より、年 1回開催され、名古屋拘置所については、年間 2,000件～3,000

件の医療が行われており、矯正医官は不足しているため募集をかけていると報告

された。 

 

１４．東海地区洋上救急支援協議会役員会・通常総会〔7/6(水)〕について 

(東海地区洋上救急支援協議会主催：名古屋港ポートビル) 

   細川理事より、船主が作っている救済会であり、第四管区海上保安庁も協力して

いると説明され、昨年の洋上救急の実績は 1件であったと報告された。 

 

１５．中部国際空港緊急計画連絡協議会「救急部会」〔7/7(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)  
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 細川理事より、10月 6日(木)、平成 28年度の消火救難・救急医療活動総合訓練(夜

間訓練))の救急医療活動に関する検討が行われ、8月には机上訓練も行われると

報告された。 

 

１６．第 5 回愛知県重症心身障害者療育ネットワーク会議〔7/9(土)〕について 

(愛知県心身障害者コロニー主催：安保ホール)       

野田理事より、会議に先立ち、横浜医療福祉センター港南センター長 根津敦夫

先生より「重症心身障害児者への在宅支援―メディカルショートステイと多機能

型施設」と題して講演があった。会議では各施設からの報告があったが、最もニ

ーズが多いのが短期入所(ショートステイ)で重心施設であること、入所者の高齢

化も進み、癌など小児科医だけでは対応困難な事例も増えていること、また筋ジ

ストロフィー患者のターミナルケアで、今後どこが受け入れていくかが問題とな

るとの意見が出たと報告された。 

 

１７．一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 28 年度第 3 回理事会〔7/7(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)  

   浅井理事より、7月 1日より労働保険事務組合設立準備室の業務を名古屋日興證

券ビル 4階で開始し、社労士の橋本氏を委託した。7月～9月に会員に対して事

務組合設立の広報活動を行う。また、愛知県損害保険医療協議会では、新規事案

4件の内、解決が 2件・未解決が 2件であったと報告された。平成 28年度衛生管

理者指導講習会が 9月 6日(火)に中村区文化小劇場で開催されるが、衛生管理者

だけでなく医師も参加していただきたいと依頼された。 

 

【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】 

１８．愛知県がんセンター中央病院病診連携システム運営協議会〔7/9(土)〕について 

(愛知県がんセンター中央病院主催：メルパルク名古屋)       

浅井理事より、県外からの患者紹介は減ってきたが、市内の開業医からの紹介は 

増加しており、特に千種区、名東区が多いと報告され、病診連携システム「ヒュ

ーマンブリッジ」の運用を 7月より開始したと説明された。これは、病院と医療

機関がネット接続し、一方向で情報提供連絡を行うシステムである。現在 15件ほ

どが参加している。その他、医療機関が患者を紹介する場合、がんセンターを利

用することは少なく、今後は大学病院との紹介患者の取り合いにどう対応するか

が問題視されていると説明された。 

 

【その他事項について】 

１９．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２８年７月１４日 


