公益社団法人愛知県医師会

第 37 回(定例)理事会議事録

開催日時：平成 29 年 3 月 23 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 4 時 55 分
開催場所：愛知県医師会館 4 階理事会議室
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※横井副会長遅刻のため、承認事項 1～4 および協議事項 5 については、出席者 22 名(う
ち理事 16 名)にて審議した。
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 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臨床一般検査研究会(会長 稲垣勇夫：岐阜大学大学院病態情報解析医学)・第９回日
本臨床一般検査学会(学会長 古川 博：藤田保健衛生大学病院)主催の第 15 回スキル
アップ講習会〔8/26(土)・27(日)〕及び第 9 回日本臨床一般検査学会
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〔8/26(土)〕の後援について
樫尾理事より説明され、承認された。
(２)医療安全支援センター総合支援事務局(東京大学大学院医学系究科医療安全管理学講
座特任准教授 安樂真樹)主催の平成 29 年度医療安全支援センター総合支援事業担当
者研修(東海北陸ブロック)〔5/9(火)〕の共催及び会議室利用について
樫尾理事より説明され、承認された。
(３)平成 30 年度全国高等学校総合体育大会愛知県実行委員会委員への委嘱について
樫尾理事より説明され、柵木会長を推薦することが承認された。
(４)「オレンジタウン構想推進プロジェクトチーム」委員への就任について
樫尾理事より説明され、柵木会長を推薦することが承認された。
(５)オレンジタウン構想策定にかかる「研究・病院ワーキンググループ」及び「地域連携
ワーキンググループ」委員の推薦について
樫尾理事より説明され、城副会長を推薦することが承認された。
(６)独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付審査専門委員会委員の推薦
について
樫尾理事より説明され、愛知県内科医会、愛知県小児科医会、愛知県整形外科医
会、愛知県精神科医会、愛知県耳鼻咽喉科医会、愛知県眼科医会、愛知県外科医
会へ委員の推薦を依頼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.1～2 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

1

4/23(日) 小児在宅医療推進企画委員会

2

5/30(火)

平成 29 年度 第 1 回小児救急連携体
制協議会

開催場所

担当理事

5 階医師連盟会議

野田理事

室

林理事

7 階研修室

細川理事
大輪理事

３．平成 29 年 4 月 1 日付 職員の人事異動等について
樫尾理事より説明され、承認された。
４．健康教育講座(地域開催分)の共催について
纐纈理事より説明され、豊橋市医師会との共催について承認された。
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―協議事項―
５．会費の減免申請について
西山理事より説明され、東名古屋医師会より申請があった会費減免申請が承認さ
れた。
６．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〔3/21(火)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
柵木会長より、日本専門医機構理事会等について報告がなされたと説明された。
２．日医学校保健委員会〔3/9(木)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
纐纈理事より、文科省の「平成 28 年度児童生徒等の健康診断の実態状況調査」に
一部訂正があることを報告されたと説明された。また、現在行われている学校医
の現状に関するアンケート調査に基づき、諮問事項「学校医活動のあり方～児童
生徒等の健康支援の仕組みを含めて」の答申骨子案について検討されたが、この
中で日医の認定学校医についても再検討されたと報告された。
３．日医学校保健講習会〔3/19(日)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
纐纈理事より、文科省の健康教育・食育課和田課長より、
「最近の学校保健行政に
ついて」いくつかのトピックスについて講演があり、シンポジウムⅠでは「運動
器健診の円滑な実施を目指して」、シンポジウムⅡでは「学校管理下における事故
とその予防」と題し発表があり、その後熱心な討論があったと説明された。特別
講演では「性犯罪の現状と課題」と題して、日本産婦人科医会常務理事の安達先
生の講演がなされたと報告された。
４．日医平成 28 年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会〔3/17(金)〕につい
て
(日本医師会主催：日本医師会館)
浅井理事より、来年度から専門医共通講習が始まり、専門医の仕組みの中で日医
生涯教育講習が公認されると報告された。必修の共通講習は医療倫理、感染対策、
医療安全の 3 点で今後も継続される予定で、開始 1 年は申請の承認判断を緩める
ので、講習会主催者は気兼ねなく申請手続きするようにとの説明があったと報告
された。
【本会関係会議について】
５．ホームページ・IT 化対策委員会〔3/17(金)〕について
(9 階大講堂)
吉田理事より、リモート会議システムを通じて大浜副委員長に岡崎市医師会から参
加いただき、音声・映像共に良好であることが確認できたことを報告された。また、
ミニマム構成では安価に設置できることが確認されたと説明された。また、ウェブ
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ページリニューアルについては、シンプル構成にすること、ブログ形式の導入、階
層の標準化について議論し、継続協議としたことを報告された。その他、会館内ネ
ットワーク改善報告、日本医師会医療情報システム協議会総括がされたと説明され
た。
６．報道関係者との懇談会について
加藤理事より、平成 28 年度に 5 回開催したことを報告された。
７．調査室委員会〔3/14(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
大輪理事より、決議文の内容について議論し、代議員会協議事項について予演を行
ったと報告された。また、第１回医師会組織強化検討委員会の報告を受け、今後の
愛知県医師会としての議論の方法について検討し、その他、調査室だより、MEDIFAX
について解説、意見交換を行ったと説明された。
８．平成 29 年度定期健康診断における精度管理説明会〔3/13(月)〕について
(6 階研修室)
纐纈理事より、平成 29 年度定期健康診断健診機関(11 機関)に対し、愛知県下の学
校健診の質の向上、精度の担保を図るため、腎臓・心臓検診の実施に関する説明会
を行ったと報告された。また、平成 29 年度より糖についても一次検尿で＋以上を陽
性とし、二次検尿を行うこととなると説明された。
９．広報委員会〔3/8(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
告された。企業より掲載依頼された広告等や会員から投稿された原稿の掲載可否に
ついても検討し、掲載することとしたと説明された。
１０．在宅医療サポートセンター連絡協議会／実務者協議会〔3/15(水)〕について
(9 階大講堂)
野田理事より、今年度のサポートセンター事業実施状況や、補助金関係書類の提
出スケジュールなどの事務連絡に加えて、在宅医療・介護連携推進事業の手引き
(改訂案)の要旨について情報提供したと報告された。基調講演では担当理事より
「サポートセンター事業の成果と今後について」と題し、これまでの活動実績や
実態調査に基づく統計結果、平成 30 年度以降の展望などを説明したことを報告さ
れた。
１１．地域医療介護委員会〔3/21(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
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野田理事より、今月 12 日に施行された改正道路交通法に伴う認知機能検査を中心
に議論されたと報告された。3 月 18 日開催の第 178 回(臨時)代議員会の代議員協
議会では、私(野田理事)から概要および診断書の作成について説明したとの報告
がなされた。また、日本医師会が作成した、かかりつけ医向けの手引きや、認知
症関連 5 学会が作成した専門医向けの Q&A について情報提供がなされ、また、愛
知県警察運転免許課からは施行後の現状報告がなされたと説明された。
１２．生涯教育委員会〔3/14(火)〕について
(804 会議室)
浅井理事より、平成 27 年度生涯教育制度集計結果並びに平成 28 年度日本医師会
生涯教育講座の実施について報告したと説明された。来年度の日本医師会生涯教
育講座は、例年通り各分科会と共催で 8 回開催する予定であると報告された。
１３．講演会・研修会等について
柵木会長より、下記の No.1～4 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.
1
2
3

4

開催日

名称

3/1(水) 健康教育講座
*3/5(日) 平成 28 年度 学校保健シンポジウム
*3/15(水) 小児救急に関する研修会

3/19(日) 小児慢性特定疾病指定医研修

出席者数等
198 名
132 名
115 名

63 名

担当理事
纐纈理事
吉田理事
纐纈理事
吉田理事
細川理事
大輪理事
樋口理事
細川理事

【行政、その他関係団体等会議について】
１４．愛知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会〔3/15(水)〕について
(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)
横井副会長より、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に規定する医師の指定等につい
て話し合われたと報告された。
１５．公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団 評議員会〔3/15(水)〕について
(公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団主催：
あいち健康の森健康科学総合センター)
城副会長より、健康プラザ事業として、個人別の健康度評価事業、健康づくり教
室、指導者養成研修、メンタルヘルス不調者への運動指導研修などの研究開発事
業、施設内外の支援指導、教育普及事業、歯科医師会などとのネットワーク事業、
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北名古屋市、刈谷市、東海市、蒲郡市、みよし市、美浜町、西尾市の市町村等健
康づくり受託事業、
「糖尿病腎症重症化プログラム開発のための研究」など、厚生
労働科学研究委託費事業が承認されたと報告された。
１６．第 1 回愛知県国民健康保険運営協議会〔3/21(火)〕について
(愛知県主催：愛知県庁西庁舎)
加藤理事より、愛知県国民健康保険運営協議会運営要領等の制定、知事からの諮
問、国民健康保険制度改革の概要等、愛知県国民健康保険運営方針、今後の国民
健康保険運営協議会スケジュールについて協議が行われたと報告された。
１７．平成 28 年度知多地域産業保健センター運営協議会〔3/15(水)〕について
(知多地域産業保健センター主催：半田市医師会健康管理センター)
西山理事より、平成 27 年度事業実施報告があり、平成 28 年度事業実施状況では、
事業所訪問の年間目標は 90 件であるが 1 月現在で 60 件であり、高ストレス者の
面談指導は 2 件実施されたと報告された。また、半田歯科医師会の金澤理事が、
新規運営協議会委員として参加されることになったと説明された。
１８．平成 28 年度第 3 回愛知県周産期医療協議会〔3/17(金)〕について
(愛知県周産期医療協議会主催：名古屋第一赤十字病院)
伊藤(富)理事より、専門相談研修会・新生児心肺蘇生法講習会・周産期医療研究
事業について、平成 28 年度の報告と次年度の募集があったと報告された。災害時
小児周産期リエゾンについて質疑があったが、医務国保課(4 月より医務課と改
正)が次回までに検討することとなった。新たな新生児マススクリーニング(保護
者負担 6 千円)の導入が発表されたと報告された。
１９．平成 28 年度愛知県学校保健結核対策委員会〔2/28(火)〕について
(愛知県教育委員会主催：愛知県生涯学習センター)
纐纈理事より、県立学校での結核健康診断結果、公立学校における結核患者発生
状況について報告されたと説明された。
２０．番組審議会〔3/16(木)〕について
(テレビ愛知株式会社主催：テレビ愛知本社)
纐纈理事より、営業報告・編成報告・視聴者センター報告の後、テレビ愛知製作特
別番組「ナゴワザ VS 名古屋ものづくり 4 番勝負」についての番組講評が行われた
と報告され、2 月における平均視聴率は 6.4%、営業では大阪地区で健康食品通信販
売の広告スポットが大きく伸びたと説明された。
２１．平成 28 年度愛知県ドクターヘリ運航調整委員会・運航調整実施部会〔3/13(月)〕
について
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(愛知県ドクターヘリ運航調整委員会主催：東京第一ホテル錦)
細川理事より、ドクターヘリ運航要領の改正箇所が周知され、航空法規則改正に伴
う平時の運航と災害時の運航について提示があり、続いて、大規模災害時における
ドクターヘリの運用体制構築に関わる指針について、厚生労働省の通知が紹介され
たと報告された。平成 28 年度のドクターヘリ運航状況については、ドクターヘリ運
航調整部会長の愛知医科大学病院・武山高度救命救急センター部長より報告がなさ
れたと説明された。
２２．愛知県社会福祉協議会第 3 回運営適正化委員会〔3/13(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、2 月までの平成 28 年度事業中間報告、平成 29 年度事業計画案が述
べられたと報告された。また、第 17 回運営監視合議体では、現地訪問調査の結果
が報告され、審査会の実施状況報告及び監視について述べられ、第 6 回苦情解決
合議体では、3 月までの苦情件数は 146 件で、障害者からが 98 件、そのうち施設
通所者からが 62 件と多かったと報告された。
【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】
２３．名古屋記念病院地域医療支援病院運営協議会〔3/17(金)〕について
(名古屋記念病院主催：名古屋記念病院)
西山理事より、大輪理事に代わり、今回より標記協議会に委員として参加するこ
ととなったと説明された。平成 28 年度第 1～3 四半期までの実績について、紹介
率・逆紹介率、救急の実績等について報告を受け、また、天白区保健所長より感
染症の現況報告がなされたと説明された。
【その他事項について】
２４．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３月２３日
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