公益社団法人愛知県医師会

第 15 回(定例)理事会議事録

開催日時：平成 28 年 8 月 18 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 5 時 15 分
開催場所：愛知県医師会館 4 階理事会議室
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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 23 名(うち理事 17 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全国医師会事務局連絡会(しらぬい)(代表 土井貴博)の行う第 8 回全国医師会事務局
連絡会研修会〔9/3(土)〕の後援について
②特定非営利活動法人ミーネット(理事長 杉浦美紀)主催の「We Can(がんサバイバーウ
ォーク＆フォーラム)」
〔10/2(日)〕の後援について
③NPO 法人愛知県難病団体連合会(理事長 下前君夫)主催の｢愛知県難病団体連合会第
44 回大会｣〔10/10(月・祝)〕の後援並びに本会役員の臨席・メッセージの依頼につい
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て
④公益財団法人愛知県アイバンク協会(理事長 寺﨑浩子)・愛知県眼科医会(会長 湯口
幹典)主催の「目の愛護デー記念式典」
〔10/11(火)〕並びに「中央講演会」
〔10/18(火)〕
の後援について
⑤独立行政法人国立病院機構東名古屋病院(院長 今井常夫)主催の第 12 回東名セミナ
ー〔10/15(土)〕の後援について
⑥豊田加茂医師会(会長 野場万司)主催の日医認定産業医研修会〔10/19(水)〕の共催に
ついて
⑦愛知県皮膚科医会(会長 玉田康彦)主催の第 28 回「皮膚の日」愛知県民の集い
〔11/6(日)〕の共催について
⑧西尾市医師会(会長 米津昌宏)主催の日医認定産業医研修会(実地研修)〔11/10(木)〕
の共催について
⑨一宮市医師会(会長 野村直孝)主催の日医認定産業医研修会(実地研修)〔12/3(土)〕
の共催について
⑩平成 28 年度こころの健康フェスティバルあいち実行委員会(実行委員長 松崎 進)
主催の平成 28 年度こころの健康フェスティバルあいち〔12/17(土)〕の後援について
樫尾理事より説明され、1-(1)-①～⑩について一括承認を求め、承認された。
(２)「職業実践専門課程」における教育課程編成委員会の構成員就任について
樫尾理事より説明され、樫尾理事を推薦することが承認された。
(３)人事委員会〔8/18(木)〕開催について
樫尾理事より説明され、本日、理事会終了後に開催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、以下の No.1～9 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。
*は共催・協賛等
No.
1

開催日

名称

開催場所

8/22(月) 難治性疾患委員会

801・802 会議室

2

担当理事
樋口理事
細川理事

No.
2
3
4
5

開催日

名称

9/8(木) 「現代医学」誌編集委員会
10/6(木) 愛知県医師会事業概要等説明会
10/19(水) 麻薬等に関する懇談会
9/17(土)

強会

10/24(月) 警察部会幹事会

7

10/29(土) 検視医研修会

8

10/29(土)
*H29.
2/12(日)

501 会議室
9 階大講堂
601 会議室

平成 28 年度第 1 回調査室委員会勉
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9

開催場所

栄ガスビル

担当理事
羽生田理事
大輪理事
樫尾理事
加藤理事
森理事
浅井理事
大輪理事
伊藤(健)理事

5 階医師連盟会議

細川理事

室

大輪理事

地下健康教育講堂

細川理事
大輪理事

愛知県医師会と愛知県歯科医師会

5 階医師連盟会議

細川理事

との協議会

室

大輪理事

名古屋市立大学病
愛知県医師会 ICLS 研修会

院臨床シミュレー
ションセンター

細川理事
大輪理事

３．委員会委員の委嘱について
(１)医療圏医療協議会委員の委嘱について
伊藤(健)理事より説明され、承認された。
（２)共同施設委員会委員の委嘱について
加藤理事より説明され、承認された。
（３)調査室委員会委員の追加委嘱について
大輪理事より説明され、承認された。
(４)健康教育委員会委員の変更について
纐纈理事より説明され、愛知県病院協会選出の山本纊子先生から絹川常郎先生に変
更することが承認された。
４．会外委員会委員の委嘱について
(１)日本医師会委員会委員の推薦について
樫尾理事より説明され、承認された。
(２)第 30 回日本医学会総会組織委員会委員の就任について
樫尾理事より説明され、総務委員に本会の横井副会長、ソシアルイベント委員に本会
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の大輪理事を推薦することが承認された。
５．専門医に関するワーキンググループの設置について
伊藤(健)理事より説明され、新専門医制度が開始されるにあたり、地域の事情を
把握するため、愛医研委員会の中に設置し、資料の 4 名の先生を委員とすること
が承認された。
６．倫理委員会への申請依頼について
伊藤(健)理事より説明され、愛医研委員の小林大介先生より申請された「DPC デ
ータを用いた、愛知県における次期地域保健医療計画の方向性の検討(地域医療構
想を含む)」について、倫理委員会において審査を行うことが承認された。
７．平成 28 年度死体検案研修会(上級)〔前期：12/10(土)・11(日)後期：平成 29 年 2/19(日)〕
の開催について
細川理事より、この研修会は厚生労働省から日本医師会が委託事業としておこなっ
ている研修会であり、日本医師会と他県２箇所で実施する。主催は日本医師会であ
り、愛知県医師会は協力となると説明され、承認された。
８．平成 28 年度地域包括ケア相談体制整備事業 第 3 回情報収集型研修会への講師派遣
〔10/27(木)〕について
(国立長寿医療研究センター：愛知県自治研修所)
野田理事より説明され、私(野田理事)の派遣が承認された。
また、次回以降の講師に地域医療介護委員会委員の大石明宣先生(豊川市医師会)、
河西あつ子先生(津島市医師会)、井上義基先生(春日井市医師会)を派遣すること
が併せて承認された。

―協議事項―
９．平成 29 年度補助金・委託金の要望について
柵木会長より説明され、次回の理事会で最終決定とすることが承認された。
１０．愛知県と日本生命が行う「健康福祉分野における包括協定」について
柵木会長より説明され、9 月 21 日(水)に、愛知県が日本生命と「健康福祉分野に
おける包括協定」を締結することとなっており、具体的には、健康づくり、がん
対策、子育て支援、障がい者の社会参加の推進など 6 項目であると説明された。
本会においても協力できることは取り組んでいくことが承認された。
１１．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
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承認された。
１２．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〔7/26(火)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
柵木会長より、日本専門医機構に対する資金支援等について報告された。
２．中部医師会連合第２回常任委員会〔8/6(土)〕について
(中部医師会連合主催：帝国ホテル大阪)
柵木会長より、日本医師会会内委員会委員の推薦について協議を行ったと報告さ
れた。
３．関西医師会連合常任委員会〔8/6(土)〕について
(関西医師会連合主催：帝国ホテル大阪)
柵木会長より、意見交換を行ったと報告された。
４．中部医師会連合第 1 回社会保険特別委員会〔8/7(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)
加藤理事より、各県の指導監査の状況、適時調査、高額医薬品について、各県の
状況を報告いただくとともに、指導の方法や高額医薬品への対応について協議を
行ったと説明された。
５．日医第 12 回男女共同参画フォーラム〔7/30(土)〕について
(日本医師会主催：ホテル東日本宇都宮)
伊藤(富)理事より、来年に備えて本フォーラムの運営のすべてを吸収しようと、
期待をこめて出席したと報告された。シンポジスト 4 名のうち 2 名が講演時間を
大幅に超過し、満足な討論ができず、消化不良のまま終わったと説明された。
また、柵木会長が、
「男女共同参画という活動が必要なくなるほど男女平等が当た
り前になる世の中を希望する。」と締めくくったと説明された。
【本会関係会議について】
６．第 4 回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔7/25(月)〕について
(5 階医師連盟会議室)
伊藤(健)理事より、DPC データを用いた分析内容等について話し合われたと報告
された。
７．勤務医部会幹事会〔7/27(水)〕について
(801・802 会議室)
伊藤(健)理事より、今回より吉田篤博先生に筆頭副部長をお願いすることとなっ
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たと説明された。協議・報告内容については、6 月 15 日に開催された勤務医生協
総会・講演会について報告され、全国医師会勤務医部会連絡協議会の参加者を募
ったと説明された。また、後任幹事の選出について検討し、その他、専門医制度
についてフリートークにて意見交換を行ったと説明された。
８．社保指導委員会〔7/26(火)〕について
(801～803 会議室)
加藤理事より、個別指導等について資料に基づき報告がなされたと説明された。
９．「現代医学」誌編集(小)委員会〔7/28(木)〕について
(804 会議室)
羽生田理事より、65 巻 1 号のテーマ・執筆者の選定を行ったと報告された。また、
62 巻 2 号よりオンライン化した本誌の本会 HP 内掲載ページにおけるアクセス数
増加対策について検討したと説明された。
１０．調査室委員会〔8/2(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
大輪理事より、調査室委員会の開催日を 10 月より、第 2・4・5 火曜日にできない
か提案したと説明された。実態調査については設問数を理事により予め絞った上、
委員会で協議することとした。また、調査室だよりについて検討し、医報に掲載
し、10 月以降のテーマの募集についても検討したと報告された。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。
１１．保険医協会との懇談会〔8/9(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
大輪理事より、保険医協会より、医療・社会保障等をめぐる動向、診療報酬、審
査・指導問題、地方自治問題をめぐる動向、税問題について、本会より、医療需
給問題、新専門医制度、適時調査に関して資料の解説及び意見交換を行ったと説
明された。また、次回より偶数月第 3 火曜日に懇談会を行うこととなったと報告
された。
１２．健康教育委員会〔8/3(水)〕について
(804 会議室)
纐纈理事より、健康教育講座の平成 28 年 12 月～平成 29 年 3 月分の講師推薦及び
平成 29 年度の予定、健康教育講座地域開催、あいち健康ナビの広報(インターネ
ット広告)等について協議したと報告された。また、健康教育講座の平成 28 年 6
月～7 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。
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１３．広報委員会〔8/10(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たと
報告され、また、「会員の欄」への投稿原稿や企業から掲載依頼された広告等の
掲載可否について検討し、掲載することとしたと説明された。
１４．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〔7/26(火)〕につ
いて
(6 階研修室)
細川理事より、事例報告・検討(平成 28 年 6 月分)新規事例 116 事例、継続相談 55
事例 総計 171 回(歯科 6 事例)であったと報告された。また、
「希望した薬剤を投
与してくれない」、「妊娠初期、主治医は子宮筋腫があっても大丈夫と言っていた
が、流産してしまった」、「妊娠初期に受診していた産婦人科でのメンタル面での
ケアが無かったため、鬱病が悪化した」という 3 件の事例について検討を行った
と報告された。
１５．愛知県医師会無線システム災害想定訓練〔8/2(火)〕について
(7 階情報センター)
細川理事より、今回は駿河湾沖を震源とする地震が発生し、三河地区が被災した
想定で訓練を実施したと報告され、参加機関の内訳は、医師会 12 機関、災害拠
点病院 8 機関、基幹病院 9 機関の合計 29 機関が参加したと説明された。無線交
信については一部機関でボリュームの調整不足により交信に時間を要したが、広
域災害システム(EMIS)への入力訓練、メールの送受信訓練は滞りなく終了したと
報告された。
１６．救急委員会〔8/2(火)〕について
(7 階研修室)
細川理事より、定例開催日を毎月第 1 火曜日とする旨決定し、伊藤委員が委員長
に、野村、上山、岩佐、北川、委員が副委員長に選出されたと報告された。報告
事項では、7 月 31 日までに行われた関係会議等について報告がなされたと説明さ
れ、協議事項では、各種アンケートの分担の決定、BLS&AED 講習会、ICLS 研修会
の開催、救急医療人材養成備品等整備事業等について議論がなされたと説明され
た。
１７．病院の認知症対応力向上事業 第 3 回認知症対応病院実地指導企画支援会議
〔7/25(月)〕について
(5 階医師連盟会議室)
野田理事より、医療従事者の認知症対応力向上研修について、受講者のグループ
割や当日の資料、進行について確認し、認知症対応病院実地指導について、事前
説明会の出席者や進行について確認したと報告された。また、情報提供として、
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県警運転免許課にご出席いただき、改正道路交通法についてお話いただいたと説
明された。
１８．地域医療介護委員会〔8/2(火)〕について
(6 階研修室)
野田理事より、新任役員および委員による自己紹介の後、報告ならびに協議を行
い、
「保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム」の講師およびパネリス
トについては前回に引き続き候補者の選定を行ったと報告された。「あいち在宅
医療ネット」の情報更新に伴う項目内容の見直しについては、改修にかかる費用
や平成 30 年度からの在宅医療介護連携推進事業などを鑑み、今回は見送りとし、
今後継続的に検討することで了承を得たと説明された。
１９．講演会・研修会等について
柵木会長より、下記の 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.
1
2
3

開催日
7/27(水)
8/9(火)

名称

出席者数等

担当理事

144 名 西山理事

産業医研修会

122 名 樫尾理事

7/31(日) かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会
8/6(土) 医療従事者の認知症対応力向上研修

31 名
71 名

西山理事
樫尾理事
野田理事
林理事

【行政、その他関係団体等会議について】
２０．愛知県医療審議会医療体制部会〔8/3(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、愛知県地域医療構想(案)が医療体制部会で承認され、10 月に行わ
れる医療審議会に上げることを報告された。
２１．東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔7/25(月)〕について
(東海北陸厚生局主催：中産連ビル新館)
城副会長より、資料により説明された後、伊藤議長より、新規指定医療機関につい
て説明された。
２２．第 29 回全国有床診療所連絡協議会総会(静岡大会)〔7/30(土)・31(日)〕につい
て
(全国有床診療所連絡協議会主催：ホテルセンチュリー静岡)
伊藤(健)理事より、全国で有床診療所は毎年 400 ぐらい減少するスピードは変わ
らず、後継者、看護師不足、スプリンクラー設置、診療報酬上の採算性などの問
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題が繰り返し指摘されたと説明された。その中で眼科、産科、在宅(看取りを含む)
などの領域においては有床診療所存続の可能性は示唆されたと説明された。神田
医政局長や日医総研江口氏は有床診療所というにとどまらず、小規模医療施設と
いう考え方が必要ではないかとの意見が示されており、今後の動向に注目したい
と報告された。
２３．瀬戸地域産業保健センター運営協議会〔8/8(月)〕について
(瀬戸地域産業保健センター主催：瀬戸旭医師会館)
西山理事より、報告事項では、平成 28 年度運営協議会委員について、基準監督署
署長のやる気により地区の活動状況が変わると説明された。平成 27 年度事業実施
報告では、活動状況は低調であり事業所個別訪問は 0 件 、メンタルヘルス相談は
2 件であったと報告された。
また、協議事項の平成 28 年度事業・予算計画書については 27 年度と同じである
が、28 年 7 月時点では低調であると説明された。
２４．愛知県子ども・子育て会議〔8/4(木)〕について
(愛知県主催：愛知県社会福祉会館ボランティア学習室)
伊藤(富)理事より、あいちはぐみんプラン 2015-2019 の運営状況について、平成
27 年度の中間報告及び質疑が行われたと説明された。
２５．愛知県死因究明等推進協議会〔7/27(水)〕について
(愛知県主催：愛知県庁東大手庁舎)
細川理事より、団体等の現在の取組状況及び課題について話し合われたと報告さ
れた。
２６．中部国際空港消火救難・救急医療総合訓練図上訓練〔8/4(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、中部国際空港機事故、図上シミュレーション訓練が行われたと報
告された。
２７．第 2 回愛知県障害者施策審議会〔7/28(木)〕について
(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)
野田理事より、冒頭、相模原の事件について各委員が意見を述べ、議題の「手話
言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関す
る条例」では、
「手話言語はろう者にとっては母語である」という文言を条例に入
れるべきとの主張に対し、他の障害者団体からは全ての障害のコミュニケーショ
ンについて平等に扱うべきとの意見が述べられ紛糾したと説明され、結局、前文
にこの趣旨を入れることで決着したと報告された。
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【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】
２８．藤田保健衛生大学坂文種報德會病院地域医療支援運営委員会〔8/4(木)〕につい
て
(藤田保健衛生大学坂文種報德會病院：藤田保健衛生大学坂文種報德會病院)
森理事より、地域医療支援病院の承認を目指し、今年度、新しく標記の委員会が
設置され、第 1 回委員会が開催されたと報告された。紹介率・逆紹介率、医療機
器及び開放型病床の共同利用状況、救急の実績、地域の医療従事者に対する研修
活動について報告がなされたと説明された。
【その他事項について】
２９．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８月１８日
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