
1 

 

公益社団法人愛知県医師会 第 19回(定例)理事会議事録 

 

 

開催日時：平成 28年 9月 29日(木) 午後 2時 30分～午後 4時 35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)／横 井  隆  城  義 政 

理 事／吉 田  貴  伊藤健一   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  林  義 久  浅 井 清 和 

監 事／可世木成明  川 上 雅 正  野口良樹  

代議員会議長／伊 藤 宣 夫 

代議員会副議長／杉 田 洋 一  山 本  楯 

欠 席 者 

副会長／市 川 朝 洋 

  理 事／羽生田正行 

議事録作成者  柴 田 晃 良 

 

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 

―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 

①一般社団法人名古屋市医師会(会長 杉田洋一)の行う「BLS＆AED講習会」〔10/8(土)〕

の共催について 

 

 ②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 28年度「検査説明・相談ができる臨床検査技師

育成講習会」〔11/5(土)・6(日)〕の後援について 

 

③愛知県小児保健協会(会長 長嶋正實)主催の「平成 28年度愛知県小児保健協会学術研

修会」〔H29.2/12(日)〕の後援について 
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 ④愛知県主催の第 3回東海三県小児在宅医療研究会〔H29.2/12(日)〕の後援について  

 

樫尾理事より説明され、1-(1)-①～④について一括承認を求め、承認された。 

 

(２)愛知県警察本部(刑事部 捜査第一課長 警視 小西靖之)主催の検視実務専科 

〔11/14(月)〕への講師派遣について 

樫尾理事より説明され、本会の細川理事及び本会警察部会の小林勝正副部長の派遣

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.1～5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。 

                                 *は共催・協賛等 

No. 開催日 名称 開催場所 担当理事 

1 9/30(金) 
母子健康手帳様式統一における検

討会 
801･802会議室 

伊藤(富)理事 

西山理事 

2 

*12/9(金) 

*H29. 

2/22(水) 

こどもの命を守るために 事故防

止と乳幼児心肺蘇生セミナー 

一宮市医師会館 

岡崎市医師会公衆

衛生センター 

細川理事 

大輪理事 

3 

12/12(月) 

H29. 

1/12(木) 

2/9(木) 

3/1(水) 

健康教育講座 9階大講堂 
纐纈理事 

吉田理事 

4 

*12/21(水) 

*H29. 

3/15(水) 

小児救急に関する研修会 

安城更生病院 

春日井市総合保健

医療センター 

細川理事 

大輪理事 

5 

H29. 

1/27(金) 

1/28(土) 

第 14回日本医師会指導医のための

教育ワークショップ 
9階大講堂 

伊藤(健)理事 

伊藤(富)理事 

 

３．日本医師会委員会委員の委嘱について 

(１)日本医師会勤務医委員会委員の委嘱について 

樫尾理事より説明され、伊藤(健)理事の委嘱が承認された。 

 

(２)日本医師会共同利用施設検討委員会委員の委嘱について 

樫尾理事より説明され、加藤理事の委嘱が承認された。 
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４．あいちビジネス専門学校(日本医師会医療秘書養成課程)講師の変更について 

樋口理事より説明され、愛知医科大学病院 米澤利幸先生から古田ちひろ先生への変

更が承認された。 

 

―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、稲沢市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 

 ・愛知県医師会交響楽団第 35回定期演奏会〔H29.2.19(日)〕の開催及びチャリティ先に

ついて 

樫尾理事より説明され、今回は平成 29年 2月 19日(日)に豊田市コンサートホール

での開催となり、チャリティ先があれば次回理事会までに申し出ていただくよう依

頼し、特になければ認定特定非営利活動法人あいち骨髄バンクを支援する会をチ

ャリティ先と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．日本医師会理事会〔9/20(火)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

柵木会長より、日本専門医機構に対する資金支援などについて協議が行われたと

報告された。 

 

２．日本医師会第 1回都道府県医師会長協議会〔9/20(火)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

横井副会長より、認知症疾患医療センターの設置要件などについて協議が行われ

たと報告された。 

 

３．平成 28年度中部医師会連合第 2回勤務医特別委員会〔9/25(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) 

伊藤(健)理事より、新専門医制度及び病院勤務医の医師会加入状況について話し

合ったと報告された。新専門医制度については、勤務医部会・委員会における新

専門医制度に関する議論の状況を各県より報告したほか、「専門医」という言葉の

定義、医師偏在と専攻医の募集定員の問題、新専門医制度に関する情報の不透明

性、「総合診療医」の定義、ダブルボードの問題等について意見交換したと説明さ

れた。 

 

４．第 66 回全国医師会医療秘書学院連絡協議会定例総会等〔9/24(土)〕について 

(全国医師会医療秘書学院連絡協議会主催：ホテルボストンプラザ草津びわ湖) 

樋口理事より、平成 27年度会務報告、各学院の現況調査結果等についての説明の

後、平成 27年度収支決算、平成 28年度事業計画(案)、収支予算(案)について協

議し了承されたと報告された。次期当番県は、広島県に決定したと報告された。 

 

５．日医平成 28 年度都道府県医師会 JMAT担当理事連絡協議会〔9/21(水)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

 細川理事より、平成 28年熊本地震における JMAT活動報告について、日本医師会・

熊本県医師会・長崎県医師会・東京都医師会・静岡県医師会・兵庫県医師会より

行われたと説明された。また、内閣府より派遣に係る求償の取りまとめについて

説明が行われたと報告された。 

 

６．中部医師会連合第 1回介護保険特別委員会〔9/25(日)〕について 

(中部医師会連合主催：JP タワー名古屋) 

林理事より、平成 30年診療報酬・介護報酬同時改定に向けての課題と要望、在宅

医療・介護連携推進事業における各県の進捗状況などについて意見交換を行った
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と報告された。また、池端委員長(福井県)より認知症と運転免許の問題について

改正案資料に沿って情報提供があり、議題の各県の認知症対策および地域医療構

想関連、療養病床の新類型等については時間の関係上、次回(10/30)への持ち越し

となったと説明された。 

 

【本会関係会議について】 

７．ホームページ・IT化対策委員会〔9/16(金)〕について 

(801会議室) 

吉田理事より、リモート会議システムについて、展開先の 1ヵ所目を岡崎市医師会

に決定したこと、ホームページのリニューアルについて、Wordpressというツール

を利用することによる利点と欠点について議論したこと、また、委員会名の改称案

及びセキュアなクローズドネットワークが医療界にもたらす効果について議論した

ことを報告された。 

 

８．勤務医部会幹事会〔9/21(水)〕について 

(801・802 会議室) 

伊藤(健)理事より、勤務医生協の報告、中部医連勤務医特別委員会の報告の他、

フリートークでは新専門医制度と選定療養費について話し合ったと報告された。

また、新専門医制度に関するアンケートを実施したと説明された。 

 

９．第 1回調査室委員会勉強会〔9/17(土)〕について 

(栄ガスビル 5階) 

大輪理事より、株式会社野村資産承継研究所 理事長 品川芳宣先生をお招きし、「医

療と消費税」「医業の事業承継税制」をテーマに勉強会を開催し、役員 10名、調査

室委員 8名、名古屋市医師会 19名、その他 16名の計 53名の参加があったと報告さ

れた。 

 

１０．調査室委員会〔9/20(火)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

大輪理事より、実態調査設問について議論し、実態調査の議論に集中するため、

今回よりしばらく MEDIFAX記事については資料を配付し、解説は行わないことに

なったと報告された。 

 

１１．産業保健部会幹事会〔9/23(金)〕について 

(6階研修室) 

 西山理事より、平成 29年 4月～9月までの産業医研修会日程について協議し、原

案どおり承認されたと報告された。また、「企業としての歯科検診によるメリッ

ト」について資料提供を行い、県下の地域産業保健センターの登録産業医及び 50

人以下の事業所に対して情報提供を行っていただくよう各幹事に依頼したと報
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告された。その他、事業所からの産業医紹介についての依頼が増加しているため、

今後の対応について検討を進めていくと説明された。 

 

１２．治験審査会〔9/16(金)〕について 

(804会議室) 

樋口理事より、継続審査4件(統合失調症2件、アルコール依存症・大うつ病 各1

件) については、すべて承認されたと報告された。 

 

１３．母体保護法指定医師審査委員会〔9/14(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参加証の交付対象講習会に

おける遅刻早退者への参加証交付について協議を行ったと説明された。 

 

１４．学校保健部会幹事会〔9/13(火)〕について 

(6階研修室) 

纐纈理事より、平成 28年度学校医・園医報酬の調査結果について報告があり、平成

29年度の要望額について協議し、昨年度と同様の額で要望することが承認され、併

せて、長時間労働、ストレスチェックによる面接指導の要望額も承認されたと報告

された。また、学校保健シンポジウムについて検討し、内容については長嶋幹事に

一任することとなったと説明された。 

 

１５．広報委員会〔9/14(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。また、「会員の欄」への投稿原稿や企業から掲載依頼された広告等の掲載

可否についても検討したと報告された。 

 

１６．愛知県医師会無線システム災害想定訓練〔9/6(火)〕について 

(7階情報センター) 

細川理事より、伊勢湾から知多半島に上陸した台風により、海部・知多半島・名

古屋南部が被災した想定で実施し、参加機関の内訳は、医師会等 13 機関、災害

拠点病院 10機関、基幹病院 6機関の合計 29機関が参加したと説明された。無線

交信では、一部機関で操作不慣れ、ボリュームを絞めたままでの交信等により時

間を要したが、広域災害システム(EMIS)への入力訓練、FAX の送受信訓練は滞り

なく終了したと報告された。 

 

１７．救急委員会〔9/6(火)〕について 

(7階研修室) 
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 細川理事より、愛知県救急業務高度化推進協議会で議論されているビデオ喉頭鏡に

ついて、業者によるデモが行われたと報告された。報告事項では、9月 5日までに

行われた関係会議等についての報告がなされ、協議事項では、第一種免許に係る

応急救護処置指導員養成講習会への講師派遣、第 35回救急医療・災害医療シンポ

ジウム等について議論がなされたと説明された。 

 

１８．平成 28年度第 2 回小児救急連携体制協議会〔9/13(火)〕について 

(7階研修室) 

  細川理事より、「小児救急に関する研修会」、「こどもの命を守るために 事故防止

と乳幼児心肺蘇生セミナー」ともに、各 3回開催することが決定されたと報告さ

れた。また、小児時間外救急の実態調査、愛知県における重症小児患者の診療実

態に関する調査についても、従来通り実施することとしたと報告された。その他、

昨年度実施の重症小児患者の診療実態に関する調査の「二次調査」について議論

が行われたと説明された。 

 

１９．地域医療介護委員会〔9/20(火)〕について 

(6階研修室) 

野田理事より、「保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム」の講師およ

びパネリストについて、当日の構成や時間配分について確認がなされたと報告さ

れた。また、中部医師会連合介護保険特別委員会〔9/25(日)〕の協議事項(平成

30年度診療報酬・介護報酬同時改定に向けての課題と要望)に対して、委員から

介護職員の確保、在宅での看取り加算などの意見が挙げられたと説明された。 

 

２０．講演会・研修会等について 

 柵木会長より、下記の No.1～3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. 開催日 名称 出席者数等 担当理事 

1 *9/9(金) 

平成 28年度愛知県救急医療推進大会 

大会式典・講演会 

救急蘇生法講習 

応急手当講習   

情報センター見学ツアー  

   

132名     

130名 

  120名 

39名 

細川理事 

大輪理事 

2 
9/13(火)  

9/25(日) 

産業医研修会(職場巡視) 

産業医研修会 

25名 

延べ 497名 

西山理事 

樫尾理事 

3 9/17(土) 健康教育講座 46名 
纐纈理事 

吉田理事 
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【行政、その他関係団体等会議について】 

２１．愛知県医療審議会 5事業等推進部会〔9/16(金)〕について 

(愛知県主催：愛知県議会議事堂) 

横井副会長より、始めに部会長の選出があり、私(横井副会長)が部会長として就

任することとなったと説明された。また、刈谷豊田総合病院を地域医療支援病院

として承認することについて、知事より諮問があり、承認要件を満たしているこ

とから承認して差し支えない旨答申することとなったと報告された。 

 

２２．支払基金幹事会〔9/14(水)〕について 

(支払基金主催：支払基金) 

城副会長より、平成 27年度の資格関係の誤りは 94,000件、171,944万円あったと

報告された。発生防止の対策として、保険者に対してオンラインによる請求前資格

確認の普及を進めていると説明された。平成 28年 6月の請求件数は 2,631,328件

(2.7％増加)、48億 3，770万点(3.3％増加)であり、査定件数は、2万 4,259件(0.9％)、

1,118万点(2.0％)、原審査査定件数は、請求 1,000件当たり、全国平均 11.6件に

対し、愛知は 7.2件であったと説明された。 

 

２３．東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔9/26(月)〕について 

(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局) 

城副会長より、資料により説明された後、伊藤議長より、新規指定医療機関につい

て報告された。 

 

２４．平成29年度妊婦・乳児健康診査に関する協議会〔9/23(金)〕について 

(愛知県市長会主催：医師連盟会議室) 

伊藤(富)理事より、妊婦・乳児健康診査について基本的な理念についての意見も

交換しながら、単価についての協議を行ったと報告された。妊婦健診では、基本

健診料の据え置き、乳児健診では予防接種指導料を留保とする提案を再度市長会

で持ち帰り協議し、第 3回目の協議会を開催することとなったと説明された。 

 

２５．番組審議会〔9/15(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、8月の報告事項(営業・編成・視聴者センター)のあと、テレビ愛

知の製作番組「極上ライフおとなの秘密基地」“鉄道模型”について、委員がそれ

ぞれ講評を行ったと報告された。 

 

２６．平成 28年度県営名古屋空港消火救難総合訓練「救急医療部会」〔9/7(水)〕について 

(愛知県地域振興部主催：県営名古屋空港) 

 細川理事より、10月 20日(木)に行われる総合訓練について、医療関係者を対象

とした会議が行われ、昨年度に引き続き、通報訓練・消火活動・救助救護活動・
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医療救護活動・遺体搬送、検視・検案活動・負傷者搬送等が行われると報告され

た。 

 

２７．特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち第 6回運営委員会〔9/14(水)〕

について 

(特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち主催： 

特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち事務所) 

細川理事より、ストレスチェック医師面談実施者の調査方法等について及び愛知

県健康経営会議について協議を行ったと報告された。また特定健診受診状況やス

トレスチェック受託等進捗状況について報告を受け、その他の事項として厚生労

働大臣表彰について議論したと説明された。 

 

２８．中部国際空港緊急計画連絡協議会「訓練部会」〔9/15(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) 

   細川理事より、平成28年度中部国際空港消火救難・救急医療活動総合訓練〔10/6(木)〕

実施に向けての最終会議が行われ、昨年度に引き続き、訓練前に医療関係者事前ブ

リーフィングを実施することとなったと報告された。また、訓練部会終了後、事故

応急対策本部・合同調整所担当者会議が行われたと説明された。 

 

【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】 

２９．名古屋医療センター 地域医療支援病院運営委員会〔9/14(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、中区並びに北区訪問看護ステーションの所長が次回より委員とし

て加わることになったと説明された。また、第 1四半期の実績について、病床利

用率 79.1％（減少）、在院日数は 14.5日（横ばい）、外来患者数 1377.4人／日（減

少）、紹介率 85.0％（増加）、逆紹介率 79.3％（横ばい）、救急車件数 1,757件（横

ばい）であったと報告された。 

 

【その他事項について】 

３０．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９月２９日 


