
 

公益社団法人愛知県医師会 第 6 回(定例)理事会議事録 

 

 

開催日時：平成 27年 5月 21日(木) 午後 3 時 10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  城  卓 志  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／水 野 和 夫 

代議員会副議長／川 上 雅 正  杉田洋 一  

 

議事録作成者  加 藤 結 花 

 

※西山理事早退(午後 4時 10分退席)のため、報告事項 19は、報告事項の始めに繰り

上げて行った。 

※柵木会長離席のため、報告事項 13は山本副会長が議事を行った。 

 

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 25 名(うち理事 19 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。 

  

―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平成 27年度愛知県農薬危害防止運動に対する協賛について 

 

②特定非営利活動法人 東海循環器病診連携フォーラム(理事長 平山治雄)主催の第

17回市民公開講座〔6/28(日)〕の後援について 

 

③日本医療マネジメント学会愛知県支部 (世話人 安城更生病院院長 浦田士郎)の行

う 第 11回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会〔11/14(土)〕への後援につ

いて 

 



 

④公益社団法人愛知県臨床検査技師会(会長 椙山広美)、一般社団法人日本臨床衛生検

査技師会(会長 宮島喜文)主催の平成 27年度「検査説明・相談ができる臨床検査技師

育成講習会」〔8/22(土)・8/23(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。 

 

(２) 第 58回東海学校保健学会〔9/5(土)〕への支援(協賛金)について 

市川理事より、平成 21年度は 30,000円支払っているが、これは本会の理事が学会

長であったという経緯があると説明され、今回は学会等助成基準に該当しないため

支出しないということで良いか諮られたところ、伊藤副会長より、前回支出してい

るので再考願いたいとの発言があり、結論は一旦保留とすることとした。担当役員

を交えて協議し、支出する方向となった際は再度議題に挙げることとなった。 

 

(３) 6 月の県下医師会長等協議会について          

市川理事より説明され、6月の県下医師会長等協議会は、第174回(定例)代議員会

の開催により休会とすることが承認された。 

 

(４)愛知県国民健康保険診療報酬審査委員会の委員(公益代表)の委嘱について 

市川理事より説明され、本会樋口理事の委嘱が承認された。 

 

(５)高蔵寺ニュータウンにおける地域包括ケアシステム検討会議(仮称)の委員就任につい

て 

市川理事より説明され、本会野田理事の就任が承認された。 

 

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.1～4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 6/2(火) 
愛知県医師会無線システム災害想

定訓練 
7階情報センター 

城(義)理事 

細川理事 

2 6/10(水) 
第 3回愛知県医師会地域医療政策研

究機構 

5階医師連盟会議

室 

伊藤(健)理事 

大輪理事 

3 6/23(火) 小児救急連携体制協議会 7階研修室 
城(義)理事 

細川理事 

4 
7/18(土) 

8/22(土) 
母体保護法指定医師講習会 9階大講堂 

伊藤(富)理事 

西山理事 

 

 

 



 

３．平成 28 年厚生労働省関係叙勲及び褒章候補者の推薦について                     

市川理事より説明され、牧原良行先生(豊田加茂)を候補者として推薦することが

承認された。 

 

４．病院事務職員のための教育ワークショップ〔7/11(土)〕講師謝礼について 

伊藤(健)理事より説明され、承認された。 

 

５．愛知県警察医会第 39回事例症例検討会〔6/13(土)〕への共催について 

細川理事より説明され、承認された。 

 

―協議事項― 

６．入会金の徴収猶予申請について             

西山理事より説明され、一宮市医師会及び北設楽郡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。 

 

７．平成 27 年度職員夏期賞与支給について         

西山理事より説明され、夏期賞与は 6月 10 日に支給すること及び、支給率は昨

年同様とすることが承認された。 

今後、支給日については、夏期賞与 6月 10 日、年末賞与 12月 10日とし、特段

の変更がない限り理事会に諮らないことが承認された。 

 

８．その他 

（１）第 174 回(定例)代議員会用資料(決算書)等について 

西山理事より、資料について次回理事会に諮るため、事前に確認願いたいと説明

された。また、参考資料として財務三基準達成状況について公益目的事業が公正

になされていることを示し、内容を説明された。 



 

─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 12 回常任委員会〔5/13(水)〕について 

(中部医師会連合主催：マリオットアソシアホテル)          

柵木会長より、第 135回日本医師会定例代議員会への代表質問を静岡県、一般質

問を石川県が担当すると説明された。また、医療事故調査制度に関するシンポジ

ウムを 9月 23日(水･祝)に開催することが決定したと報告された。 

 

２．平成 27 年度第 1 回都道府県医師会長協議会〔5/19(火)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)                  

   柵木会長より、研修医の会費減免(無料化)の実施について、医療事故調査制度に伴

う「日本医師会院内調査費用保険」について説明された。27年度より実施される

会費減免(無料化)については、代議員会の了承を得ずに理事会決定のみで実施する

ことに疑義を呈した。 

    

３．平成 27年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会〔5/13(水)〕について 

 (日本医師会館：3 階小講堂)            

伊藤(健)理事より、資料について説明され、詳細については、本日の話題提供で説

明したいと発言され、了承された。 

 

４．第 4 回救急災害医療対策委員会〔5/13(水)〕について 

(日本医師会主催：陸上自衛隊衛生学校)         

城(義)理事より、陸上自衛隊衛生学校の野外訓練及び自衛隊中央病院を見学の後、

委員会を開催したと報告された。また、地域包括ケアシステムにおける救急医療の

あり方にメディカルコントロールが書き加えられたこと、米国における戦傷医療の

現状について、アメリカでの研修会について説明され、現場での救急医療が必要と

なってきたと説明された。 

行政サービス効率化の中で、救急出動の一部有料化が検討されていると報告された。 

 

５．勤務医・男女共同参画委員会合同委員会〔5/15(金)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)          

伊藤(富)理事より、勤務医枠、女性医師枠について、在宅医療、専門医制度につい

て説明された。 

 

６．医療安全対策委員会〔5/15(金)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)                 

細川理事より、全国の支援団体の構想を創り上げることについて説明された。 

   また、愛知県は会員相談窓口、苦情相談窓口を支援団体としていく構想であると



 

発言された。 

 

【本会関係会議について】 

７．学校保健部会幹事会〔5/12(火)〕について 

 (6 階研修室)                       

吉田理事より、学校医・園医報酬実態調査について協議を行い、今年度も引き続

き実施することとなったと報告された。また、平成 28年 3月 6(日)に学校保健シ

ンポジウムを開催することとなり、特別講演とシンポジウムのテーマについて次

回までに検討すると説明された。教育関係者向けの色覚健診啓蒙講演会を開催に

ついて、意見交換を行ったと報告された。 

 

８．広報委員会〔5/13(水)〕について 

 (501 会議室)                   

吉田理事より、校正班分担の確認を行い、トップ原稿、2000号記念号を含む表紙

作品を協議したと説明され、2000号の表紙はまだ決まっていないと報告された。

広告については 2件を審査し、2件共に掲載了承したと報告された。 

 

９．第 2 回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔5/11(月)〕について 

  (801 会議室)                 

伊藤(健)理事より、地域医療構想策定手順・スケジュールについて委員間でフリ

ーディスカッションを行ったと報告された。 

 

１０．救急医療情報センターにおけるゴールデンウィーク期間中の案内状況について 

城(義)理事より、今年の期間日数は昨年より 2日間少なく、総受信件数は減少した

が、1日あたりの件数は約 120件増加した。増加の要因としては、昨年より特定の

時間に問い合わせが集中したためであると説明された。これがトーキー件数の増加

にも影響している。インターネット利用状況については、休日夜間診療所検索が激

減しているが、特定のアクセス元からの重複した数を整理し、実数を抽出したため

であると説明された。 

 

１１．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〔4/28(火)〕につい

て 

   （6階研修室） 

加藤理事より、委員会委員の変更、事例検討会報告集の送付、平成 26年度相談実績

報告について協議を行ったと報告された。 

 

１２．母体保護法指定医師審査委員会〔5/13(水)〕について 

 (801 会議室)                 

伊藤(富)理事より、母体保護法指定医師審査対象者及び母体保護法指定医師講習



 

会参加証の交付対象講習会について審査を行い、了承されたと報告された。また、

母体保護法指定医師講習会の広域化に伴い、三重県医師会主催講習会へ愛知県医

師会指定医 2名が直接出席されたと報告された。 

 

１３．病院の認知症対応力向上事業 第１回認知症対応病院個別指導企画支援会議

〔5/18(月)〕について 

(501 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の、日程、受講者人数、講

師等について協議し、認知症対応病院実地指導については、モデル病院の認定方

法について高齢福祉課より相談があり、今年度の協力病院については、県下医師

会へ推薦依頼をかけることとなったと説明された。 

 

１４．地域医療介護委員会〔5/19(火)〕について 

(6 階研修室)                     

野田理事より、委員会名を「病院の認知症対応力向上事業認知症対応病院個別指

導企画支援会議」から「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」に変更する予定であると発言された。また、介護保険関連事業など

に関する進捗報告ならびに情報交換を行ったと報告された。今年度のシンポジウ

ムの開催日程やテーマなどについて検討し、過去の開催状況や各委員からの意見

を踏まえ、「地域包括ケアと認知症」をテーマに今後調整を進めていくと説明さ

れた。 

 

１５．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・研修会等の№1については資料により報告と

すると発言され、№2については加藤理事より出席者の半数が医師であり、有意義

な講演であったと報告された。 

 

No. 開催日 名称 出席者数等 担当理事 

1 5/14(木) 健康教育講座 161名 
吉田理事 

纐纈理事 

2 5/16(土) 
愛知県医師会医療安全支援センター(苦情

相談センター)講演会(第 1回) 
246名 

加藤理事 

大輪理事 

 

【行政、その他関係団体等会議について】 

１６．支払基金幹事会〔5/13(水)〕について 

(支払基金主催：支払基金)                                   

   伊藤副会長より、第 5回「保険診療と審査を考えるフォーラム」を愛知県で開催 

   するにあたり検討したことと、新規採用職員の状況について説明された。 



 

 

１７．中部国際空港緊急計画連絡協議会「訓練部会」〔5/14(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、セントレアでの利用客は当初 20%が外国人であったが、最近で

は 40%と増加しており、本年 10 月 1日(木)午後 2時からの訓練では、国際線旅客

機の前輪が出ず胴体着陸し、炎上を想定し行われる予定であることを報告された。

また、胴体着陸の為、救助隊が事故を想定し、スタンバイしている中での事故で

あり、入国管理局との連携もあり、今までにはない訓練となると思われると説明

された。 

 

１８．平成 27 年度愛知県訪問看護ステーション協議会総会〔5/9(土)〕について 

(愛知県訪問看護ステーション協議会主催：9階大講堂) 

大輪理事より、平成 26 年度事業実績報告、平成 26 年度決算報告、平成 27 年度

事業計画(案)、平成 27 年度収支予算(案)、役員交代について審議を行ったと報

告された。総会終了後、公益社団法人日本看護協会常任理事齋藤訓子氏より「こ

れからの訪問看護に期待されること」について講演を頂いたと報告された。 

 

１９．第１回尾張北部地域産業保健センター運営協議会〔5/13(水)〕について 

(尾張北部地域産業保健センター主催：尾北医師会館)    

西山理事より、「平成 26 年度事業実績」について説明され、内容については 25

年度と比較すると職場訪問が増加し、760,136 円の赤字であったと報告された。

また、「平成 27 年度事業計画」については平成 26 年度と同じであり、事業費予

算額は 4,864,000円であると説明された。さらに、地産保センター活動を行うに

あたり賠償責任保険、傷害保険は機構本部が負担すると説明された。 

 

２０．愛知県医師会と社会保険診療報酬支払基金愛知支部による意見交換会

〔5/14(木)〕について 

(支払基金主催：名古屋国際ホテル)          

樫尾理事より、本会より、柵木会長、伊藤副会長、加藤理事、樋口理事、ご自身

が出席し、審査委員のあり方、審査等に関する問い合わせ状況について、意見交

換を行ったと報告された。また、支払基金より、保険診療と審査を考えるフォー

ラムの開催について説明があり、平成 28 年 1 月 30日(土)に愛知県で開催される

フォーラムへの協力依頼があったと説明された。 

 

２１．愛知県広域予防接種事業ワーキング会議〔5/18(月)〕について 

(愛知県主催：5 階医師連盟会議室)         

纐纈理事より、接種事業への対応、愛知県広域予防接種事業委託契約書、愛知県

広域予防接種事業に係る運営要領について協議し、B類疾病の広域予防接種事業

の開始は、平成 28年 4月 1日と決定したと報告された。また、愛知県広域予防



 

接種事業における B類疾病の予診票統一と連絡票の取扱いについて議論され、次

回 6月 15日(月)までに、国保連と市町 WTにて調整し、検討することとなったと

説明された。 

 

【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】 

２２．平成 27 年度第 1 回名古屋掖済会病院地域医療支援病院運営委員会〔5/14(木)〕 

について 

(名古屋掖済会病院主催：名古屋掖済会病院)    

加藤理事より、平成 27年 1月～3月の紹介率と逆紹介率、共同利用の実績、救急

医療の実績、研修の実施状況について報告された。 

 

２３．独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 地域医療支援委員会・地域連絡協

議会〔5/15(金)〕について  

(中京病院主催：中京病院)          

加藤理事より、地域医療連携に関するデータ報告として、紹介率・逆紹介率・初

診患者数の推移、病診連携（受診予約・検査予約・開放型病床利用状況等）、退院

調整（調整件数・退院先状況）について説明された。また、眼科 加賀部長より「JCHO

中京病院 眼科の地域医療」と題して説明されたと報告された。 

 

２４．名古屋医療センター 地域医療支援病院運営委員会〔5/13(水)〕について 

(名古屋医療センター主催：名古屋医療センター)           

大輪理事より、平成 26 年度実績について説明があり、平均在院日数を短縮した

ことや、冬期に職員がインフルエンザとなり病棟閉鎖したことにより病床利用率

が低下したこと、平均在院日数、紹介率・逆紹介率について報告された。 

 

 

２５．その他 

 

 

 

 

 

 

 



 

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５月２１日 


