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公益社団法人愛知県医師会 第 35回(定例)理事会議事録 

 

 

開催日時：平成 28年 3月 10日(木) 午後 2時 30分～午後 5時 05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   野田正治  

監 事／岩 瀬 敬 紀  榊原一基  

代議員会副議長／川 上 雅 正  杉 田 洋 一 

欠 席 者 

  理 事／城  卓 志 

  監 事／可世木成明 

  代議員会議長／水 野 和 夫 

 

議事録作成者  柴 田 晃 良 

 

※加藤理事、細川理事遅刻の為、承認事項 1～協議事項 9 については、20 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 22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。 

 

―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東海腹膜透析研究会(会長 伊藤恭彦)主催の第 9回市民公開講座「腎臓病と共に生き

る」〔7/10(日)〕の後援について 

市川理事より説明され、承認された。 

 

(２)愛知県医療勤務環境改善支援センター運営協議会委員の委嘱について 

   市川理事より説明され、大輪理事を推薦することが承認された。 

 



2 

 

(３)人事委員会〔3/17(木)〕開催について 

   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.1～2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 開催場所 担当理事 

1 3/23(水) 
地域医療再生に関する多職種連携

協議会 
5階医師連盟会議室 

樋口理事 

野田理事 

2 3/24(木) 

病院の認知症対応力向上事業 第 7

回認知症対応病院実地指導企画支

援会議 

803・804会議室 
野田理事 

樋口理事 

  

３．愛知県医師会立名古屋助産師学院の学院長推薦について 

山本副会長より説明され、鈴木正利先生が平成 28年 3月 31日付で学院長を辞任

され、後任として現副学院長の眞野紀雄先生が学院長となられることが承認され

た。 

 

４．特別職員等の平成 28 年度雇用契約等について 

   市川理事より説明され、資料のとおり承認された。 

 

５．あいち健康ナビ運営に関する業務請負契約について 

吉田理事より説明され、健康教育活動推進事業として運営している「あいち健康

ナビ」について、委託先の中日アド企画と業務請負契約を締結することが承認さ

れた。 

 

６．平成 28年度医療従事者給与基準表(案)について 

大輪理事より説明され、資料のとおり承認された。 

 

７．母体保護法指定医師の指定について 

伊藤(富)理事より説明され、転勤 1名、再申請 1名、地番変更 3名の計 5名の指

定が承認された。 

 

８．水銀血圧計等の回収事業の実施について 

纐纈理事より説明され、平成 28年度に水銀血圧計等の回収事業の実施および収

集運搬業者を名古屋市港区の永一産商株式会社(処分業者は野村興産(株))に依

頼することが承認された。 
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―協議事項― 

９．その他 

・一般社団法人西尾幡豆医師会の名称変更について 

市川理事より説明され、平成 28年 4月 1日より一般社団法人西尾幡豆医師会から一

般社団法人西尾市医師会に医師会名が変更となることに伴い、3月 19日(土)に開催

する本会の第 175回(臨時)代議員会の第 4号議案への追加事項として上程すること

が承認された。 
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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 9回常任委員会〔3/2(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、第 136回日本医師会臨時代議員会への対応および当面する医療問

題について協議を行ったと報告された。 

 

２．中部医師会連合第１回日医代議員協議会〔3/2(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、中部医師会連合から第 136回日本医師会臨時代議員会への代表質

問および個人質問の内容について協議を行ったと報告された。 

 

３．平成 27年度日本医師会医療情報システム協議会〔2/13(土)･14(日)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

吉田理事より、1日目は地域医療連携について事例報告があり、セキュリティ面・

運用面・コスト面で活発なディスカッションがなされ、2日目は ORCAや日医認

証局を中心とした日医 IT戦略の説明およびマイナンバー・医療等 IDの利活用に

ついて報告がなされたと説明された。  

 

４．日医学校保健講習会〔2/21(日)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)  

吉田理事より、特別講演ならびにシンポジウムが行われ、目新しい内容としては、

スマートフォンなどの普及の影響についての講演があったと報告された。スマー

トフォン使用時間と学業成績の間には明らかな負の相関があるとのことであった

と説明された。 

 

５．日医学校保健委員会〔2/25(木)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

吉田理事より、答申の最終原稿をチェックし、1週間以内に訂正原稿を作成する

よう委員長に一任したと報告された。 

 

６．日医都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会〔3/5(土)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)  

樫尾理事より、日本医師会松本常任理事より平成 28年度診療報酬改定について、

資料に基づき説明がなされ、今回提示された資料を活用し、3月 19日(土)からの

平成 28年度診療報酬改定に伴う集団指導で説明する予定であると報告された。 

 

７．日医平成 27 年度女性医師支援事業連絡協議会〔2/26(金)〕について 
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(日本医師会主催：日本医師会館) 

伊藤(富)理事より、6つのブロック別に開催報告があり、中部からは本年度のブ

ロック会議担当県である三重県が発表したと報告された。発表後の質疑応答で、

三重県の「女性が働きやすい医療機関認証制度」に関する注目度が高かったと説

明された。 

 

８．日医平成 27 年度母子保健講習会〔2/27(土)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

   伊藤(富)理事より、塩崎厚生労働大臣から日本の母子保健行政に関する講演の後、

自見はなこ氏(少子化対策)、二井栄氏(三重県での産婦人科医師増員作戦)、松平

隆光氏(ネウボラ)、佐藤敏信氏(少子化の一体何が問題か)の 4氏からの提言があ

ったと報告された。 

 

９．日医公衆衛生委員会〔3/4(金)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館)  

纐纈理事より、アンケートの答申について各委員の持ち寄ったものについて検討

されたと報告された。 

 

１０．日医平成 27 年度都道府県医師会「警察活動に協力する医師の部会(仮称)」連絡

協議会・学術大会〔3/6(日)〕について 

   (日本医師会主催：日本医師会館) 

細川理事より、日本医師会からこれまでの警察活動等への協力業務検討委員会の

活動報告が行われたと報告された。午前中に連絡協議会、午後からは学術大会が

行われ、連絡協議会の中で「愛知県医師会と愛知県警察連携について」をテーマ

に報告を行ったと説明された。 

 

【本会関係会議について】 

１１．日医代議員と本会役員との合同協議会〔2/25(木)〕について 

   (5階医師連盟会議室) 

柵木会長より、第 136回日本医師会臨時代議員会の代表質問は愛知県の順番であ

り、杉田代議員より「控除対象外消費税について」と題して要旨を説明いただい

たと報告された。3月 2日(水)に開催される中部医師会連合第 1回日医代議員協

議会で内容を協議の上、主務県である三重県より、日医に提出される。また、3

月 2日(水)の協議会のその他協議事項についても説明された。 

 

１２．平成 27年度第 3 回小児救急連携体制協議会〔2/23(火)〕について 

(7階研修室) 

城(義)理事より、小児救急に関する研修会や小児時間外救急の実態調査結果等に

ついて議論を行ったと報告された。 



6 

 

 

１３．救急委員会小委員会〔2/23(火)〕について 

(7階研修室)  

城(義)理事より、第 34回救急医療・災害医療シンポジウムの事前打合せ会として

行ったと報告された。 

 

１４．愛知県救急医療情報センター運営連絡協議会〔3/1(火)〕について 

(7階研修室) 

城(義)理事より、平成 27年度の運営状況、平成 28年 6月 1日予定のシステム更新

について話し合われたと報告された。 

 

１５．救急委員会〔3/1(火)〕について 

(7階研修室) 

城(義)理事より、愛知県健康福祉部児童家庭課より、妊産婦・乳幼児を守る災害

時ガイドラインについて概要説明が行われたと報告された。また、第 7回災害時・

災害訓練に役立つトリアージ研修会等について議論を行ったと報告された。 

 

１６．愛知県医師会無線システム災害想定訓練〔3/1(火)〕について 

(7階情報センター) 

   城(義)理事より、今回は、愛知県医師会を災対本部として、高速道路の多重衝突

事故発生を想定した訓練を実施したと報告された。参加機関の内訳は、医師会 12

機関、災害拠点病院 11 機関、基幹病院 6 機関の合計 29 機関であり、無線交信、

広域災害システム(EMIS)への入力訓練、メール・FAXでの情報収集も併せて行っ

た。無線交信は問題なく終了したが、EMISの入力が担当者不在で行えなかった機

関があったと説明された。 

 

１７．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〔2/23(火)〕につい

て 

(801・802会議室) 

加藤理事より、事例報告・検討(平成 28年 1月分)は、新規事例 89事例、継続相

談事例 21/31回 総計 127回(歯科 7事例)であったと報告された。また、受診後

の脳梗塞発症について報告を行い、在宅療養指導管理料に含まれる衛生材料の支

給、トリガーポイント注射後の痛み、授乳中の服薬について協議を行ったと説

明された。 

 

１８．調査室委員会〔3/1(火)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

大輪理事より、調査室だよりについて執筆テーマ、愛知県医師会史の執筆分担範

囲を提案し、最新の中医協の動向について情報共有を行ったと報告された。また、
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看護師の再就業問題についての経過報告を行い、その他、MEDIFAX記事について

解説、意見交換を行ったと説明された。 

 

１９．第 2 回医療関連職検討委員会〔3/7(月)〕について 

(501会議室) 

大輪理事より、平成 28 年度給与基準表(案)について議論したと報告された。ま

た、看護師の再就業の活性化や浜松市医師会看護高等専修学校等の退学者対策に

ついての情報提供を行ったと説明された。 

 

２０．第 1 回共同施設委員会〔3/4(金)〕について 

(601会議室) 

樫尾理事より、各検査センターの現況について報告され、意見交換が行われたと

説明された。 

 

２１．社保指導委員会〔3/5(土)〕について 

(中日パレス「エンゼル」)  

樫尾理事より、個別指導及び新規個別指導の 1月～2月実施分について保険指導

医、立会医より報告がなされ、鈴森支払基金審査委員長より第 6回保険診療と審

査を考えるフォーラムの開催のお礼と社保・国保連絡協議会に関して説明・報告

がなされたと報告された。また、委員会終了後に保険診療懇談会を開催した旨も

報告がなされた。 

 

２２．環境衛生委員会〔3/1(火)〕について 

(501会議室) 

纐纈理事より、皆川委員から「ZIKAウイルスについて」と題しご講演いただき、

質疑応答を行ったと報告された。また、衛生研究所よりインフルエンザ流行状況

について、健康対策課より新型インフルンザ対策に係る特定接種、季節性インフ

ルエンザに関する指定提出機関制度への対応、結核菌の分子型別による分子疫学

調査事業について情報提供があり、私(纐纈理事)から平成 28年度に実施予定の

「水銀血圧計等の回収事業について」説明を行ったと報告された。 

 

２３．地域医療再生に関する多職種連携協議会〔2/29(月)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

樋口理事より、当事業報告書の最終試案に沿って、これまでの調査研究に係る取り

組み、多職種連携における現況および今後の課題について確認がなされたと報告さ

れた。 

 

２４．医療安全対策委員会〔2/16(火)〕について 

(803・804 会議室) 
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細川理事より、平成 28年 2月分委員会提出案件 14件(新規 7件、解決 7件)につ

いて検討したと報告された。 

 

２５．愛知県医師会剖検システム運営協議会〔2/25(木)〕について 

(名古屋東急ホテル) 

細川理事より、平成 27年の運営状況、剖検症例(4例)について報告があり、平成

28年の当番大学月順について確認したと報告された。また、システムのあり方、

医療事故調査制度との関連について議論したと説明された。 

 

２６．病院の認知症対応力向上事業第 6回認知症対応病院実地指導企画支援会議〔3/7(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は、講義用の資料につ

いて協議を行い、認知症対応病院実地指導については、visit 1の報告資料を確認

したと報告された。実施後のフィードバックとして協力病院と指導病院の担当者に

本会議に出席いただき、実施の感想を発表いただく場を企画し、3/24(木)に開催す

ることとなった。遠藤委員、杉原オブザーバーより、平成 28年度診療報酬改定個別

項目(認知症ケア加算)について説明がなされたと報告された。 

 

２７．講演会・研修会等について                 *は共催・協賛等 

柵木会長より、下記の No.1～10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. 開催日 名称 出席者数等 担当理事 

1 

H27. 

6/13(土) 

7/11(土) 

11/28(土) 

H28. 

1/23(土) 

平成27年度 指定難病医療費助成制度にお

ける協力難病指定医研修 
262名 

加藤理事 

大輪理事 

2 
1/31(日) 

2/28(日) 

平成 27年度 指定難病医療費助成制度にお

ける難病指定医研修 

307名 

194名 

加藤理事 

大輪理事 

3 *2/14(日) 愛知県医師会 ICLS研修会 23名 
城(義)理事 

細川理事 

4 

2/23(火) 

3/3(木) 

*3/4(金) 

産業医研修会(職場巡視) 

産業医研修会 

  〃 

   27名 

   135名 

116名 

西山理事 

市川理事 

5 

2/24(水) 

2/26(金) 

2/29(月) 

健康教育講座(9階大講堂) 

〃(ホテルアソシア豊橋) 

〃(ホテルアソシア豊橋) 

281名 

10名 

20名 

吉田理事 

纐纈理事 
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No. 開催日 名称 出席者数等 担当理事 

3/2(水) 

3/3(木) 

3/7(月) 

  〃   (9階大講堂) 

〃   (東海市芸術劇場) 

〃   (名鉄トヨタホテル) 

174名 

30名 

20名 

6 *2/27(土) 
平成27年度愛知県糖尿病対策推進会議学術

講演会 
237名 

森理事 

城(義)理事 

7 *3/3(木) 小児救急に関する研修会 133名 
城(義)理事 

細川理事 

8 3/5(土) 第 34回救急医療・災害医療シンポジウム 133名 
城(義)理事 

細川理事 

9 3/5(土) 感染症・予防接種研修会(栄ガスビル) 194名 
纐纈理事 

吉田理事 

10 *3/6(日) 平成 27年度学校保健シンポジウム 115名 
吉田理事 

纐纈理事 

  

【行政、その他関係団体等会議について】 

２８．愛知県地域医療支援センター運営委員会 第 1 回地域枠医師赴任等調整部会

〔2/24(水)〕について 

(愛知県主催：県庁西庁舎 1 階共用会議室) 

柵木会長より、赴任先対象病院の優先順位づけ(案)について話し合われたと報告

された。 

 

２９．第 45回大気汚染公害認定研究会〔2/28(日)〕について 

(第 45回大気汚染公害認定研究会主催： 

ホテルニューガイア オームタガーデン) 

山本副会長より、各地区に公害認定審査会があり、等級を判断したり、死亡した

場合の起因率を決めたりするが、全国的に凸凹があってはならないということで、

年に 1回研究会を開いており、今年は大牟田市で開催され、来年は吹田市で開催

されると報告された。 

 

３０．平成 27年度第 4 回愛知県医療審議会医療法人許認可部会〔2/26(金)〕について 

(愛知県主催：愛知県自治センター) 

伊藤副会長より、17件の医療法人の設立について諮問があったと報告された。ま

た、医療法人の異動状況について説明された。 

 

３１．平成 27年度愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会〔2/29(月)〕について 

(愛知県後期高齢者医療広域連合主催：国保会館北館)  

伊藤副会長より、後期高齢者医療制度の安定的な運営を図るための医療費適正化

事業の取り組みについて説明があったと報告された。 
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３２．平成 27年度学校保健総合支援事業第 2回協議会〔2/17(水)〕について 

(愛知県教育委員会主催：愛知県生涯学習推進センター) 

吉田理事より、新城市から睡眠の改善についての取組みの成果に関する報告を受

け、各委員が意見を述べたと報告された。睡眠調査表は全体の傾向の把握ばかり

でなく、個別の対応が可能であり、応用範囲を広く普及させるべきとの意見が多

かったと説明された。 

 

３３．平成 27年度愛知県学校保健結核対策委員会〔2/22(月)〕について 

(愛知県教育委員会主催：愛知県生涯学習推進センター) 

吉田理事より、昨年度の結核発生数は 4名(うち教員 1名)、児童生徒 3名中 1例

は排菌あり入院治療、全例蔓延国からの転入等、接触者検診は全員異常なしと報

告された。 

 

３４．ナースセンター事業運営委員会〔3/2(水)〕について 

(愛知県主催：愛知県自治センター) 

大輪理事より、平成 27年度事業報告、平成 28年度事業計画について事務局より

説明が行われ、退職者の届出制度が開始され(平成 27 年 10 月 1 日～平成 28 年 1

月 31日)、456人(未就業 108人、就業中・就業予定 129人、求職中 71人、他 148

人)の届出があったと報告された。また、民間業者への対応等についても意見交

換が行われたと説明された。 

 

３５．岡崎地域産業保健センター運営協議会〔2/26(金)〕について 

(岡崎地域産業保健センター主催：岡崎市医師会公衆衛生センター)  

西山理事より、事業報告については、目標の職場訪問 40％達成は、健康相談・面

接指導何れも低調であったと報告された。愛知産業保健総合支援センターからの

現況報告では、4～12月の職場訪問は愛知 15.4％(全国 20.5％)であったと説明さ

れた。また、最近の労働衛生問題について、がん患者の就労支援、治療と職業生

活の両立支援について労働局より説明があったと報告された。 

 

３６．知多地域産業保健センター運営協議会〔3/2(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 26 年度事業実施報告および平成 27 年度事業実施状況(事業

所訪問指導を増加させる 年間目標 90件)について報告された。また、50名以

下の事業所のストレスチェックを積極的に行うことについて説明された。 

 

３７．名古屋北・東・南西地域産業保健センター合同運営協議会〔3/7(月)〕について 

(名古屋北・東・南西地域産業保健センター主催：名古屋市医師会館)  

西山理事より、平成 27 年度 名古屋北・東・南西地産保センター事業実績は、
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昨年度より増加傾向にあるが、事業所訪問が低調であると説明された。杉田会長

より職場巡視に産業医を１人引率し個別に指導する提案があったと報告された。 

 

３８．愛知県感染症発生動向調査企画委員会〔3/7(月)〕について 

(愛知県主催：愛知県衛生研究所) 

纐纈理事より、2015年/2016年度の感染症情報について報告され、今年度に入り、

インフルエンザは A型 B型とも同時に流行期に入り、ピークは 2005年度を超えそう

であることの説明があったと報告された。また、RSウイルス感染症・A群溶血連鎖

球菌咽頭炎・伝染性紅斑なども 2016年度年初に多かったこと、感染症発生動向調査

事業実施要項が 28年 4月 1日より改定・施行されることなどの説明があったと報告

された。 

 

３９．一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 27 年度第 11回理事会〔3/3(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、定款等諸規定検討委員会の報告で定款の変更、労働保険組合事務処

理規約(案)が示され、労働保険事務組合への委託の案内があったと報告された。

また、産業医研修会についての発表があり、平成 28年度事業計画(案)、定款変更

(案)、及び予算(案)が採決され承認され、新規労災指定医療機関は 6医療機関で

あると説明された。 

 

【その他事項について】 

４０．平成 27年度愛知県医師会交響楽団運営協議会〔2/24(水)〕について 

   市川理事より、第 1号議案から第 3号議案について、小畑直子運営協議会幹事よ

り説明され承認を受けたと報告された。宇野副部長より 28年度については、愛

知芸術文化センターが改修工事に入るため、定期演奏会は豊田市コンサートホー

ルでの開催となり、7月の地方公演は昨年の刈谷市に引き続き豊橋市で開催し、

今後も継続していくことが報告された。また、愛知県医師会設立 70周年記念特

別演奏会について、H29年 7月 9日(日)に第九の演奏会を行う(芸文センター大ホ

ール)ことが報告され、本会の記念事業の一環として協力をお願いしたいとのこ

とであったと説明された。 

 

４１．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３月１０日 


