公益社団法人愛知県医師会

第 17 回(定例)理事会議事録

開催日時：平成 27 年 9 月 10 日(木) 午後 2 時 30 分～午後 4 時 40 分
開催場所：愛知県医師会館 4 階理事会議室
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※加藤理事、細川理事遅刻の為、承認事項 1～承認事項 4、承認事項 6～協議事項 10 に
ついては、23 名(うち理事 16 名）にて審議した。
細川理事から承認事項 5 を報告事項 22 の後に説明され、横井副会長、城(卓)理事早退
の為、23 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 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。
議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

―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
①一般社団法人 瀬戸旭医師会(会長 黒江幸四郎)の行う「AED(BLS)講習会」
〔9/12(土)〕
の共催について
②一般社団法人 愛知県薬剤師会(会長 村松章伊)主催の在宅褥瘡研修会〔10/18(日)〕
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の後援について
③名古屋大学大学院医学系研究科の行う平成 27 年度小児医療普及目的の市民公開講座
〔10/25(日)〕の後援について
④特定非営利活動法人 ミーネット(理事長 杉浦美紀)主催の「Cancers Action2015 が
んサバイバー・ウォーク in 愛知・名古屋」〔10/31(土)〕の後援について
⑤一般社団法人 稲沢市医師会(会長 大島宏之)主催の日医認定産業医研修会
〔12/10(木)〕の共催について
⑥一般社団法人 愛知県薬剤師会(会長 村松章伊)主催の第 8 回 あいち・くすりフォ
ーラム「妊娠と授乳のくすりと母と子の健康―妊娠・授乳と免疫疾患─」
〔H28.2/7(日)〕
の後援について
⑦独立行政法人 労働者健康福祉機構(理事長 武谷雄二)主催の勤労者医療フォーラム
「第 3 回就労と糖尿病治療の両立～働く世代の両立の実現と質の向上を目指して～」
〔H28.2/11(木)〕の共催について
市川理事より説明され、1-(1)-①～⑦について一括承認を求め、承認された。
(２)第 12 回神経難病における音楽療法を考える会(大会長 服部優子)主催の「第 12 回神
経難病における音楽療法を考える会」
〔11/27(金)〕の後援について
市川理事より説明され、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.1～5 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
あいち健康プラザ

1

9/19(土) 健康教育講座

ヘルスサイエンス
シアター

2

10/19(月) 第 3 回会員相談窓口事例検討会

801 会議室

県下医師会予防接種事業担当理事
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10/19(月) 連絡協議会(Ｂ類疾病定期予防接種

9 階大講堂

広域化に関する説明会)
4

*11/18(水)

担当理事
吉田理事
纐纈理事
加藤理事
大輪理事
纐纈理事
吉田理事

医学生、研修医等をサポートする

愛知医科大学本館 伊藤(富)理事

ための会

2 階 202 会議室

2

西山理事

No.
5

開催日
*H28.

名称

開催場所

平成 27 年度愛知県糖尿病対策推進

2/27(土) 会議学術講演会

栄ガスホール

担当理事
森理事
城(義)理事

*は共催・協賛等
３．医療圏医療協議会委員の変更について
伊藤(健)理事より説明され、尾張中部、尾張西部、西三河北部医療圏の病院協会側
委員の変更が承認された。
４．医療安全に関する講演会〔12/8(火)〕講師の変更について
森理事より説明され、独立行政法人国立病院機構相模原病院小児科医長 柳田紀之
先生への講師の変更が承認された。
５．医療事故調査制度相談窓口の開設について
細川理事より説明され、医療事故調査制度の開始にあたり、県内の各医療機関から
医療事故判断(制度の対象か否かの判断)に関する相談を受け付けるための相談窓口
を設置することが承認された。また、救急医療情報センター内に専用の FAX 及び電
話を設置し、24 時間体制で相談を受け付けることも承認された。
６．「現代医学」誌編集委員会委員について
城(卓)理事より説明され、太田 宏顧問の辞任について承認された。
７．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、豊橋市民病院に対し、協力費と
して一括払いする事が承認された。

―協議事項―
８．「愛知県医師会ネットワーク環境」のデータセンター化について
吉田理事より説明され、3 社によるプレゼンテーションを実施し、内容について
議論を行った結果、総合評価により株式会社大塚商会を選定することが承認され
た。
９．入会金の徴収猶予申請について
西山理事より説明され、春日井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。
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１０．その他
・ 感染症情報のホームページ掲載について
纐纈理事より説明され、会員用ホームページに感染症情報を掲載することについ
て承認された。
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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 3 回常任委員会〔9/2(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、共同利用施設連絡協議会〔11/3(火・祝)〕、委員総会〔11/21(土)〕
の開催について報告された。
２．日医「マイナンバー研修会」〔8/26(水)〕について
（日本医師会主催：日本医師会館）
市川理事より、「マイナンバー制度の概要」、「マイナンバー制度への対応」につ
いて講演があり､質疑応答が活発になされたと報告された。
また、本会 9 階大講堂にてテレビ会議システムによる映像配信があり、46 名の参
加者があったと報告された。
３．第 5 回学校保健委員会〔9/3(木)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
吉田理事より、本会に先立ち、母子保健検討委員会との合同委員会が開催され、
学校現場における「生命教育」について検討し、委員会では、「学校保健担当理
事連絡協議会」、「学校保健講習会プログラム案」、諮問「児童生徒への健康支
援の仕組みの検討と答申」の内容について議論したと報告された。
４．中部医師会連合第 2 回社会保険特別委員会〔8/30(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)
樫尾理事より、
「集団的個別指導選定対象」、
「支払基金、国保連合会の審査におけ
る差異」、「次年度の診療報酬改定に向けて」について、各県から報告・説明があ
ったと報告された。また、審査の在り方に関し、アンケートを行い、報告書にま
とめる予定と説明された。
５．中部医師会連合第 2 回介護保険特別委員会〔9/6(日)〕について
(中部医師会連合主催：名鉄ニューグランドホテル)
樋口理事より、各県の認知症対策や地域医療構想の進捗状況、地域包括ケアシス
テム構築に向けた取り組みなどについて意見交換がなされたと報告された。また、
2018 年診療報酬・介護報酬同時改定に向けての要望に関しては、前回の議論を踏
まえた原案により各委員の了承を得たと説明された。
６．第 5 回公衆衛生委員会〔8/27(木)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
纐纈理事より、本年度アンケート「地域の健康啓発事業実態調査」のスケジュー
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ルについて検討され、9 月末までに発送、10 月末までに回収・集計し、委員会を
11 月 19 日に開催すると説明された。資料として健康情報拠点薬局のあり方に関
する検討会の議事録、検体測定室における採血行為での医行為、平成 25 年度特
定健康診査実施状況などが提出されたと報告された。
【本会関係会議について】
７．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〔8/25(火)〕について
(803・804 会議室)
大輪理事より、事例報告・検討(平成 27 年 7 月分)は、新規事例 122 事例、継続相
談 31 事例/54 回 総計 176 回(歯科 0 事例)であり、精神疾患・高次脳機能障害の
患者への対応、乳がん検診、診断書の作成について報告を行い、松葉杖指導での
リハビリ料請求、薬の副作用について協議したと報告された。
８．調査室委員会〔9/1(火)〕について
(6 階研修室)
大輪理事より、看護師向け情報システムの開発についてプロジェクトリンクトよ
り説明を受けたと報告された。また、調査室だよりの原稿についての検討、
「政策
懇談会」への要望事項について協議し、その他、MEDIFAX 記事・Twitter 投稿記事
についても解説、意見交換を行ったと説明された。
９．環境衛生委員会〔9/1(火)〕について
(5 階医師連盟会議室)
纐纈理事より、MERS、伝染性紅斑等について、健康対策課、衛生研究所より情報
提供があり、対応等について意見交換を行ったと報告された。協議事項では MERS、
インフルエンザワクチン(4 価)、愛知県医師会会員用ホームページへの感染症情
報の掲載等について協議され、会員用ホームページへ感染症情報を掲載すること
が了承されたと説明された。
１０．医療安全対策委員会〔8/18(火)〕について
(803・804 会議室)
細川理事より、平成 27 年 8 月分委員会提出案件 21 件(新規 18 件、解決 3 件)につ
いて検討したと報告された。
１１．「現代医学」誌編集委員会〔8/27(木)〕について
(501 会議室)
城(卓)理事より、委員会委員構成のあり方等について検討したと報告された。
１２．講演会・研修会等について
柵木会長より、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
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と発言された。
No.
1
2

開催日
8/22(土)
8/25(火)
9/3(木)

名称

出席者数等

平成 27 年度第 2 回母体保護法指定医師講習
会

132 名

担当理事
伊藤(富)理事
西山理事

117 名 西山理事

産業医研修会

125 名 市川理事

【行政、その他関係団体等会議について】
１３．平成 28 年度補助金・委託金及び地域医療介護総合確保基金の要望〔9/1(火)〕に
ついて
(愛知県庁西庁舎)
山本副会長より、愛知県へ要望を行ったと報告された。また、地域医療介護総合
確保基金の配分については、事前に早く教えて欲しいことを要望したと報告され
た。
１４．第 58 回東海学校保健学会〔9/5(土)〕について
(東海学校保健学会主催：愛知学院大学名城公園キャンパス)
吉田理事より、愛知学院大学名城公園キャンパスにて、一般演題 31 題、ランチョ
ンセミナー、特別講演、役員会、総会が行われ、本会関連では稲坂博学校保健部
会幹事が一般演題座長並びに特別講演の指定発言を、私(吉田理事)がランチョン
セミナーの座長を担当したと報告された。
１５．平成 27 年度第 1 回愛知県要介護認定等適正化会議〔8/27(木)〕について
(愛知県主催：愛知県庁西庁舎)
樋口理事より、平成 27 年度審査・判定の平準化の取り組み、介護保険に関する
県内の審査請求及び相談・苦情について話し合いがなされたと報告された。
１６．平成 28 年度妊婦・乳児健康診査に関する協議会〔8/28(金)〕について
(愛知県市町村会主催：6 階研修室)
伊藤(富)理事より、妊婦健診委託単価、産後健診公費負担の 2 点について主に協
議がなされたが、合意に至らず第 2 回目の協議を開催することとなったと報告さ
れた。また、小児科から、集団で新生児健診を行う際には人数制限を設けるか、
やむを得ず大人数になる場合は料金を上げるよう要望が出されたと説明された。
１７．愛知県地方精神保健福祉審議会〔9/3(木)〕について
(愛知県主催：愛知県庁本庁舎)
西山理事より、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための
指針に関して、
「精神障害者地域移行支援の取り組み」、
「愛知県内精神科救急体制
における措置入院事務処理の見直し案」、「精神身体合併症連携推進事業」につい
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て話し合われたと報告された。
１８．愛知県広域予防接種事業ワーキング会議〔7/31(金)〕について
(愛知県主催：5 階医師連盟会議室)
纐纈理事より、平成 28 年 4 月から開始予定の B 類疾病定期予防接種広域化にあた
り、
「愛知県広域予防接種事業に係る運営要領」、
「愛知県広域予防接種事業マニュ
アル」、「愛知県広域予防接種事業質疑応答集」の修正案について協議され、一部
を修正した上で、8/31 の調整会議に提出することとなったと報告された。また、
今期のインフルエンザワクチン(4 価)の価格が上がることに伴う、行政との委託
接種料について意見交換を行ったと説明された。
１９．愛知県肝炎診療協議会〔8/20(木)〕について
(愛知県主催：愛知県庁西庁舎)
纐纈理事より、愛知県での肝炎対策推進計画の取組み状況について県から説明の
後、新たな地域肝炎治療コーディネーターの養成についての説明があったと報告
された。
２０．愛知県広域予防接種事業調整会議〔8/31(月)〕について
(愛知県主催：9 階大講堂)
纐纈理事より、冒頭に愛知県及び伊藤副会長より挨拶があり、議題では、B 類疾
病追加に至る経緯、本事業実施状況の説明の後、愛知県広域予防接種事業委託契
約書(案)、愛知県広域予防接種事業に係る運営要領(案)、愛知県広域予防接種事
業マニュアル(案)、連絡票兼接種済証、予診票及び料金表、愛知県広域予防接種
事業質疑応答集(案)について説明があり、了承されたと報告された。また、平成
28 年 4 月 1 日より B 類疾病広域化の開始が正式に決定したと報告された。
２１．一般社団法人 愛知県労災指定医協会平成 27 年度第 5 回理事会〔9/3(木)〕につ
いて
(一般社団法人 愛知県労災指定医協会主催：801～803 会議室)
森理事より、労働保険事務組合に関するアンケート結果と評価について説明があ
ったと報告された。
【その他事項について】
２２．「日本医師会優功賞」表彰者の決定について
市川理事より、在任 10 年日本医師会代議員として、山本

楯先生(知多郡)、杉田

洋一先生(東区)、私〔市川朝洋先生〕(豊橋市)に決定したと報告された。
また、在任 10 年日本医師会委員会委員として、杉浦真弓先生(名古屋市立大学)、
寺崎浩子先生(名古屋大学)に決定したと報告された。
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２３．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２７年９月１０日

10

