公益社団法人愛知県医師会
開催日時：平成 27 年 4 月 30 日(木)

第４回(定例)理事会議事録

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
出 席 者
会 長(代表理事)／柵 木 充 明
副会長(代表理事)／山本 楯
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朗
樫尾富二
森 孝生
城 卓志
監 事／岩 瀬 敬 紀
可世木成明
代議員会議長／水 野 和 夫

横井

伊藤健一
伊藤富士子
野田正治
榊原一基

隆
城 義政
纐纈雅明

大輪芳裕
細川秀一

代議員会副議長／川 上 雅 正
杉田洋一
欠 席 者
加藤雅通
樋口俊寛
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 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。
１．庶務関係事項について
(１)後援並びに共催について
①NPO 法人こころとまなびどっとこむ(理事長 尾崎昭房)主催の「不登校・ひきこも
りフォーラム＆保健所と NPO による合同相談会」〔6/27(土)〕の後援について
②愛知県・愛知県献血推進協議会・日本赤十字社愛知県支部・愛知県赤十字血液センタ
ー主催の平成 27 年度愛知県「愛の血液助け合い運動」
〔7/1(水)～7/31(金)〕の後援に
ついて
③愛知県主催の平成 27 年度「ダメ。ゼッタイ。
」普及運動〔6/20(土)～7/19(日)〕の後
援について
④一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金(理事長 土井清孝)主催の「平成 27 年度第
25 回講演会」〔9/6(日)〕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。
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(２)中日新聞(東京本社広告局長 吉川克也)主催の「
「女性のミカタ」プロジェクト市民公
開講座」
〔6/11(木)〕の後援について
市川理事より説明され、承認された。
(３) 平成 27 年度「愛知県生徒指導推進協議会」委員の推薦について
市川理事より説明され、部会幹事の後藤正己先生(名古屋市)を推薦することが承認さ
れた。
(４) 愛知県学校保健会役員候補者の推薦について
市川理事より説明され、会長に伊藤宣夫先生(本会副会長)、理事に小中学校：兵藤
潤三先生(一宮市)、県立学校：江口武史先生(名古屋市)を推薦することが承認され
た。伊藤宣夫先生は愛知県学校保健会会長として、日本学校保健会の理事に就任さ
れる予定であると説明された。
伊藤(宣)副会長より、小中学校、県立学校が合併したことにより、小中学校、県立
学校の括りはなく今回は理事に学校医を代表として 2 名の先生の推薦になると訂正
された。
(５) 愛知県麻薬中毒審査会委員候補者の推薦について
市川理事より説明され、松本喜和先生(守山荘病院)、伴野雅洋先生(紘仁病院)を推
薦することが承認された。
(６)愛知県社会福祉審議会委員及び臨時委員候補者の推薦について
市川理事より説明され、愛知県社会福祉審議会委員に伊藤宣夫先生(愛知県医師会副
会長)、身体障害者福祉専門分科会及び同審査部会(臨時委員)に大賀杲先生（三河病
院院長）
、大澤良充先生(名古屋第一赤十字病院整形外科部長)、大藪直子先生(名鉄
病院整形外科部長)、山田洋先生(胃腸科・外科 山田クリニック院長)の 5 名を推薦
することが承認された。
(７)愛知県訪問看護ステーション協議会副会長の推薦について
市川理事より説明され、大輪理事(本会理事)を推薦することが承認された。
(８)慶祝について
市川理事より説明され、叙勲を受けられた 3 名、瑞宝中綬章：平野正美先生〔藤
田保健衛生大学〕、旭日双光章：可世木成明先生〔名古屋市〕、瑞宝双光章：塚原
龍児先生〔小牧市〕の慶祝を、6 月 20 日(土)に行われる第 174 回(定例)代議員会
で行うことが承認された。
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.1～3 の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催につい
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て一括承認を求め、承認された。
No.

開催日

名称

開催場所

病院の認知症対応力向上事業 第 1

1

5/18(月)

2

5/25(月)

3

5/25(月) 監事会

回モデル事業企画支援会議

501 会議室

担当理事
野田理事
樋口理事

地域医療再生に関する多職種連携

5 階医師連盟会議

樋口理事

協議会

室

野田理事

801 会議室

西山理事
市川理事

３．広報委員会委員の変更について
吉田理事より説明され、村上京子先生から山本さゆり先生への変更が承認された。
４．平成 27 年度難病医療生活相談事業(患者・家族のつどい)〔6/26(金)〕の講師派遣につ
いて
大輪理事より説明され、職員 1 名の派遣が承認された。
５．平成27年度公費による妊婦・乳児健康診査の契約について
伊藤(富)理事より説明され、県内 52 市町村(名古屋市・豊橋市を除く)と引き続き
広域化契約を結ぶことが承認された。
６．愛知県広域予防接種事業運営委員会委員の変更について
纐纈理事より説明され、鈴木研史先生から小原淳先生に変更することが承認された。
７．地域医療介護委員会の委員変更について
野田理事より説明され、4 月 1 日付けで植羅 哲也氏(医療福祉計画課主幹)から田
中 博幸氏(医療福祉計画課地域包括ケア推進室長)に変更することが承認された。

―協議事項―
８．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。
９．会費の減免申請について
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会費減免申請が承認さ
れた。
１０．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．日本医師会理事会報告
(日本医師会主催：日本医師会館)
(山本(纊)日本医師会理事)
日本医師会山本纊子理事より、世界医師会が 2016 年 10 月 19 日～22 日、台北で
開催されるので、多くの先生の参加を呼びかけた。また、医師の高齢化による認
知症について、地域包括診療加算について等の報告がなされた。
２．第 4 回医事法関係検討委員会〔4/22(水)〕について
（日本医師会主催：日本医師会館)
柵木会長より資料により説明され、次々回の国会に「医療基本法」を法案として
提出すると報告された。
３．予防接種・感染症危機管理対策委員会〔4/24(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
伊藤副会長より資料により集団接種は原則認められないが、例外として緊急事態
が発生した場合等、保健所に届出をすれば可能であると説明された。また、先進
国としては結核、風しん対策が遅れているので力を入れていきたいと補足された。
４．平成 27 年度都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議会〔4/24(金)〕について
（日本医師会主催：日本医師会）
伊藤(健)理事より平成 25 年度以来、都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議
会が厚労省岩澤課長臨席のもと開催されたと報告された。本年度より厚労省から
看護師等養成所指定権限等が都道府県に移譲されたことにあわせて、看護師等人
材確保促進法改正による離職時等の届出及び、特定行為に関わる研修制度等につ
いて説明された。各県医師会から准看護師学校存続についての意見が多く出され
たが、以前の議論と格別の差はなかったと説明された。
５．医業税制検討委員会〔4/24(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
大輪理事より四病院団体協議会日本私立医科大学協会の 5→8％消費税への影響
調査について説明された。また、医療法人制度の見通しについて、経過措置医療
法人(持ち分ありの医療法人)医療継承時の相続税・贈与税制度の改訂について厚
労省医政局と忌憚のない意見交換を行ったと報告された。
６．日本医師会医療安全対策委員会〔4/17(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
細川理事より資料により説明された。
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院内事故調査結果の「第三者機関(センター)」への報告、遺族への説明の支援に
ついては、努力義務で良いことになっている。また、現在 2 年後の制度見直しに
ついて話し合われていると報告された。
会長より支援団体の費用負担について質問され、細川理事より医療行為の一端で
あれば、A 会員の医療保険料でカバーされても良いのではないかという意見も出
ていると説明された。
７．一般社団法人愛知県労災指定医協会 平成 27 年度第 2 回理事会〔4/23(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)
森理事より資料により会務報告、労災指定病院・診療所の入退会等の報告がなさ
れた。
【本会関係会議について】
８．調査室委員会〔4/21(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
大輪理事より調査室だより原稿について検討し、協議事項については「規制改革
と税制について」中心に進め、決議文については佐々木委員のたたき台を基に各
委員より意見を出していただくことになったと報告された。
９．地域医療再生に関する多職種連携協議会〔4/20(月)〕について
(801・802 会議室)
野田理事よりイエローカード・システムの改訂を行うため、改めてイエローカード
本体と手引書の見直しがなされた。各委員からの意見、指摘を踏まえ推敲を進める
とともに、今後実施する事例検討との絡め方について検討がなされたと報告された。
また、イエローカードについては世間にありふれており、特許庁より商標登録が認
められないため、イエローカードという名称を「オヤット？ｃａｒｄ」に変更した
らどうかという話になっていると報告された。
会長より医師会ではイエローカードが浸透しているので、今更という感もあり、商
標登録する必要があるか問いかけ、伊藤(健)理事より多職種連携がうまく進んでい
るなら登録商標にこだわる必要はないのではないかと発言された。
１０．地域医療介護委員会〔4/21(火)〕について
(6 階研修室)
野田理事より昨年度の事業実施結果を踏まえ、今年度の活動計画について協議が
なされ、開催スケジュールなどは今後随時調整していくと報告された。また、各
種会合やサポートセンター事業などに関する情報提供ならびに意見交換がなされ
たと報告された。
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１１．講演会・研修会等について
柵木会長より、本会主催の講習会・研修会等は資料により報告とすると発言され
た。
No.
１

開催日

名称

出席者数等

4/24(金) 健康教育講座

301 名

【その他事項について】
１２．その他
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担当理事
吉田理事
纐纈理事

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２７年４月３０日
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