
開催日時:平成 26年7月10日(木)午後 2時15分~午後4時30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

理事/市川朝洋

西山朗

細川秀

監事/岩瀬敬紀可世木成明

代議員会副議長/川上雅正杉

公益社団法人愛知県医師会第Ⅱ回(定例)理事会議事録

欠席者

議事録作成者

議事

一承認事項一

1.庶務関係事項について

(1)後援並びに共催について

①中京テレビ放送(掬主催の子育て応援団チュウキョ~くんのすこやかフェスタ

〔10/18(土)~10/19(日)10:00~16:0ωの共催及び医師派遣について
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理事/城義政

代議員会議長/水野和夫

伊藤宣夫

伊藤健

樋口俊

城卓

榊原

田洋

柵木会長、伊藤副会長、纐纈理事、城(卓)理事、杉田議長遅刻の為、承認事項卜1

については、 18 名(うち理事 14 名)、承認事項卜2~ト8 については 19 名(うち理事

15 名)、承認事項卜9~ト10 は 20 名(うち理事 16 名)、承認事項卜11~協議事項 27

については、 21名(うち理事 16 名)で審議した。

横地宏和

横井隆

加藤雅通

寛伊藤富士子

野田正治

議長は、定款第39条第2項により、柵木充明会長(代表理事)が務めることとなってい

るが、遅刻のため山本楯副会長(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。

※柵木会長遅刻のため、報告事項 1~3は、報告事項器一Fの後に報告した。
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市川理事より説明があり、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科の各分科会ヘ医師の推

薦依頼をすることが承認された。

②愛知県学校保健会(会長伊藤宣刈主催の平成26年度愛知県学校保健会県立学校部

保健研究大会〔8/19(火)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

③名古屋臨床疫学研究会腎不全対策キャンペーン事務局主催の第21回腎不全対策キャ
ンペーン講演会〔8/31旧)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

④公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団主催の平成26年度がん征圧月間運動行事
四/1(月)~9/30(火)〕の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

⑤中日新聞社(代表取締役社長小出宣冊主催の一病気を知ろう、元気を学ぼう一中日

健康フェア 2014 四/6(土)、 9/フ(日)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

⑥東海テレビ放送株式会社主催の女性のための漢方セミナー四/18(木)〕の後援にっい
て

市川理事より説明があり、承認された。

⑦一般社団法人愛知県鰔灸マッサージ師会(会長

康講座四/28旧)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

⑧一般社団法人愛知県鰔灸マッサージ師会儉長

公開講座〔10/5(日)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

⑨With you NAGOYA(代表世話人窪田智行)主催の「with you NAGOYA 2014~あなたと

ブレストケアを考える会~」〔1V2旧)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(2)愛知県在宅療養支援診療所連絡会(代表加藤雅通)の行う第5回愛知県在宅療養支援

診療所連絡会総会〔フ/12(士)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

加藤理事より、今回の総会まではご自身が代表を務めるが、その後は野田理事が代

表を務めると発言された。

山ノ下藤美雄)主催の第24回はり灸健

山ノ下藤美雄)主催のマッサージ健康



(3)藤田保健衛生大学肝胆縢内科(教授吉岡健太郎)主催の世界肝炎デーin ふじた

〔フ/28(月)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された

4)中部地区がん医療連携研究会(代表世話人足立昌劇主催の第1回中部地区がん医療

連携学術講演会〔8/2(土)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(5)一般社団法人日本臨床栄養学会研修企画委員会(委員長

人日本臨床栄養学会特別セミナーin名古屋四/13(士)〕

市川理事より説明があり、承認された。

6)臨床一般検査研究会(会長河田幸道)主催の第6回日本臨床一般検査学会〔9/13(士)〕

及び第12回スキルアップ講習会四/13(士)~9/14旧)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

フ)愛知県医師会役員と名古屋市医師会役員との懇談会〔8/23(士)〕への出席につぃて

市川理事より説明があり、承認され、出欠確認表を役員ヘ回覧した。

8)平成26年度愛知県教育支援委員会委員の推薦について

市川理事より説明があり、各分科会ω、児科、耳鼻咽喉科、眼科)にそれぞれ1名の

推薦を依頼することが承認された。

9)科学研究費助成事業による研究に関する調査等ヘの出張依頼について

市川理事より説明があり、伊藤(健)理事の出張が承認された。

福尾惠介)主催の一般社団法

の後援について

1ω愛知県・愛知県歯科医師会生活習慣病対策機能連携推進事業「平成26年度生活習慣

病シンポジウム」四/20(士)〕への講師派遣について

市川理事より説明があり、独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院内分泌・糖尿

病内科医長・医療情報室長の林正幸先生の派遣が承認された。

森理事より、派遣講師選定の経緯を説明された。

11)平成26~27年度藤田保健衛生大学医学部4、5学年臨床実習「地域医療」への協

力について

市川理事より説明があり、名古屋市医師会、東名古屋医師会、刈谷医師会、医療法

人協会ヘ協力依頼することが承認された。

住 2)中部医師会連合特別委員会委員の選任について
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市川理事より説明があり、「社会保険特別委員会」は、伊藤副会長、樫尾理事、加

藤理事の3名、「介護保険特別委員会」は、伊藤副会長、樋口理事、野田理事の3

名、「専門医のあり方検討委員会」は、山本副会長、大輪理事、伊藤(健)理事、

城(卓)理事の4名を選任することが承認された。

13)8月の県下医師会長等協議会について

市川理事より説明があり、標記協議会を休会とすることが承認された。

(14)平成27年厚生労働省関係叙勲及び褒章候補者の推薦について

市川理事より説明があり、伊藤典康先生を推薦することが事後承認された

2 官公庁関係各種委員会の推薦について

市川理事より説明があり、資料の表の通り推薦することが承認された。

山本副会長より、変更等あれば、本理事会終了までに発言するよう依頼された。

新入会員等説明懇談会四/3(水)〕開催について

(愛知県医師会主催:9階大講堂)

市川理事より次第内容について説明された。

山本副会長より、保険医療関係を追加するべきであると発言され、追加した形で

開催することが承認された。

小児CKD(慢性腎臓病)対策講習会〔フ/25(金)〕開催について

(公益財団法人愛知腎臓財団・公益社団法人愛知県医師会:地下健康教育講堂)

吉田理事より説明があり、標記講習会の開催が承認された。

第30 回学校保健健診懇談会〔H27. V12明・祝)〕開催について

(愛知県医師会主催:9階大講堂)

吉田理事より説明があり、標記懇談会の開催が承認された。

勤務医部会役員の委嘱並びに幹事会の開催について

(801・ 802 会議室)

伊藤(健)理事より説明があり、標記部会役員の委嘱及び原則として幹事会を奇

数月の第3水曜日に開催することが承認された。

愛知県医師会治験審査会委員の委について

加藤理事より説明があり、標記委員会委員の委嘱が承認された

8 難病相談室「患者・家族のつどい」四/24(水)・9/25(木)・10/9(木)・10/17(金)・

10/24 (金)・ 11/27(木)〕について

(愛知県医師会主催:6階研修室、 803~804会議割

4



加藤理事より説明があり、疾患別難病患者・家族のつどい、障害年金勉強会、就労

勉強会の開催が承認された。

医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会委員の委嘱について

加藤理事より説明があり、標記委員会委員の委嘱が承認された。

10 平成26年度全国医師会医療秘書学院連絡協議会常任委員及び運営委員の推薦につぃ

て

加藤理事より説明があり、ご自身を標記協議会常任委員及び運営委員ヘ推薦するこ

とが事後承認された。

11 産業保健部会役員の委嘱並びに幹事会〔フ/25(金)〕開催について

(愛知県医師会主催:6階研修割

西山理事より説明があり、標記部会の役員委嘱及び幹事会の開催、また、今後は

定例で奇数月の第4金曜日に開催することが承認された。

12 社保指導委員会委員の委嘱並びに委員会〔フ/29(火)〕開催について

樫尾理事より説明があり、標記委員会委員の委嘱及び委員会の開催、また、今後

は定例で毎月最終火曜日に開催することが承認された。

13 母体保護法指定医師の指定について

伊藤(富)理事より説明があり、転勤5名、新規指定 1名、再申請 1名、医療施

設名称変更2名の計9名の指定が承認された。

14 愛知県広域予防接種事業にかかる名古屋市との契約について

吉田理事より説明があり、名古屋市と契約することが承認された。

1 5. 平成26年度感染症及び結核講演会〔10/25(士)〕開催について

(愛知県医師会主催:栄ガスホール)

吉田理事より説明があり、標記講演会の開催が承認された。

16.医療安全対策委員会委員の委嘱について

細川理事より説明があり、標記委員会委員の委嘱が承認された。

17.小児救急に関する研修会〔8/25(月)〕開催について

(愛知県・愛知県医師会主催:9階大講堂)

細川理事より説明があり、標記研修会の開催が承認された。

1 8. 医療安全に関する講演会〔10/6(月),12/15(月),2/4(水)〕開催について

(愛知県医師会主催:ウインクあいち大ホール)
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細川理事より説明があり、標記講演会の開催が承認された。

19 愛知県糖尿病対策推進会議〔8/1(金)〕開催について

(愛知県医師会主催:801会議室)

森理事より説明があり、標記会議の開催が承認された。

20.「現代医学」誌編集委員会委員の委嘱について

城(卓)理事より説明があり、標記委員会委員の委嘱が承認された。

21 「現代医学」誌63巻 1号(平成27年6月発行)の提案項目について

城(卓)理事より説明があり、承認された。

2 2. 「現代医学」誌寄稿謝礼基準について

城(卓)理事より説明があり、謝礼基準の変更が承認された。

2 3. 医療従事者の認知症対応力向上研修〔8/9(土)・9/20(士)・10/11(士)〕講師謝礼
について

野田理事より説明があり、承認された。

24 認知症対応病院モデル事業の講師謝礼について

野田理事より説明があり、承認された。

一協議事項一

25.7月の県下医師会長等協議会ヘの地区医師会からの質問について

市川理事より瀬戸旭医師会からの質問「地域産業保健センター事業ヘの医師会の

関わり方」について説明があり、7月の県下医師会長等協議会にて西山理事より

回答することが承認された。

西山理事より、県下医師会長等協議会にて発言する内容を発言された。

26.入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明があり、名古屋市医師会から申請された入会金徴収猶予が承認

された。

2 7.その他

・生活保護法の一部を改正する法律の施行に伴う指定医療機関の指定事務について

西山理事より説明があり、標記の件について会員より質問等が来ているため、フ

月の県下医師会長等協議会に提出することが承認された。



一報告事項一

1.中部医師会連合第3 回常任委員会懇談会〔6/27(金)〕について

仲部医師会連合主催:楼蘭)

柵木会長より、日医代議員会前の打ち合わせであり、中部医連としての対応につぃ

ての特別な協議はなく、主に懇談を行ったと報告された。

2 日本医師会第 132 回定例代議員会・第 133 回臨時代議員会〔6/28(士)・29 旧)〕につ

いて旧本医師会主催:日本医師会館)

柵木会長より、第1噐回定例代議員会では、副会長が選挙となり、現職の副会長

3名が当選し、その他に選挙はなかった。第 133回臨時代議員会では新執行部に

対し質問を行ったと報告された。

中部医師会連合第1回常任委員会〔フ/2(水)〕について

冲部医師会連合主催:マリオットアソシアホテル)

柵木会長より、協議事項の「平成26年度特別委員会について」、「平成26年度中

部医師会連合委員総会について」、「平成26年度中部医師会連合共同利用施設連絡

協議会の開催日程について」、「平成26年度常任委員会ほか諸会議開催日程につぃ

て」、「顧問の委嘱について」、「平成26年度関西医師会連合常任委員会ヘの提出議

題について」、「日本医師連盟常任執行委員の推薦について」説明をされた。

4.公益財団法人愛知県健康づくり振事業団平成26年度定時評議員会議〔6/25(水)〕
について

(愛知県健康づくり振事業団主催:あいち健康プラザ)

山本副会長より、議事及び報告事項の説明をされた。

あいち医療通訳システム推進協議会平成26年度第 1回代表者会〔6/23(月)〕につ

いて

(愛知県主催:あいち国際プラザ)

伊藤副会長より、役員人事について、平成25年度事業報告及び決算について協議

されたと報告された。

伊藤(健)理事より、在住地別利用実績について、蒲郡市は翻訳だけが多いこと

について質問され、伊藤副会長より、紹介状の翻訳が多いためであると回答され

、- 0

愛知県社会福祉協議会第1回運営適正化委員会〔6/17(火)〕について

(愛知県社会福祉協議会主催:愛知県社会福祉会館)

市川理事より、苦情の受付・解決の状況について資料に基づき説明された。

7 心電図精度管理調査解析検討会〔フ/6旧)〕について

伯階大講堂)
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吉田理事より、学校保健部会学校検診委員会(心臓)の 9 名の先生により、小中学

校29校、高等学校 12校より提出のあった心電図 7,097名分の診断、判定を行い、

原診断、判定結果と突き合わせ、その精度を判定した。集計結果は 1月の学校保

健健診懇談会等で報告するとともに、報告書にまとめると報告された。

病院事務職員のための教育ワークショップ〔フ/5(士)〕について

(愛知県医師会・愛知県主催:8階会議室)

伊藤(健)理事より、あと 2年行う事業であり、今回は受講者 36 名(病院事務職

員)を対象に、「若手向け業務改善ワークショップ」をテーマに研修を行ったと報

告された。

治験審査会〔6/20(金)〕について

(愛知県医師会主催:804会議室)

加藤理事より、初回審査 1件(統合失調症(施設追加) H牛)、継続審査 18件(統合

失調症7件ω辻巳2件含む)、大うつ病 3件、潰傷性大腸炎・認知症各2件、クロ

ーン病・便秘改善薬・乳がん・双極1型障害各 1件)については、すべて承認され

たと報告された。

10 平成26年度難病対策ネットワーク会議〔6/23(月)〕について

岡崎市保健所主催:岡崎げんき館)

加藤理事よ.り、この会議は、難病患者支援に関わる行政関係者や介護サービス事

業所職員などが集まり、関係者の連携強化を目的に開催されている。今回の会議

では、平成25年度の難病対策事業実績、今年度の事業計画について報告・検討が

行われた。また、災害時における難病患者を含む災害時避難行動要支援者登録者

への対応などについて検討され、活発な意見交換が行われたと報告された。

11.第22回(2014年度第1回)名古屋記念病院地域医療支援病院運営協議会〔6/20(金)〕

について恪古屋記念病院主催:名古屋記念病院)

大輪理事より、院長が長谷川真司先生に、病診連携部長が伊奈研次先生に代わら

れ、新運営委員の紹介があった。議事では、紹介率、逆紹介率は改善傾向でとも

に新基準のクリアに向かって改善していると報告された。

12.名古屋第二赤十字病院第 35 回地域医療支援病院運営委員会〔6/23(月)〕につ

いて恪古屋第二赤十字病院主催:名古屋第二赤十字病院)

大輪理事より、名古屋第二赤十字病院は、平成26年度4月の紹介率(72.4%)、逆

紹介率侶9.6%)とも新しい算定要件を満たしている。選定療養費算定後、ウォー

クインの救急外来の受診抑制(平成 26年3月2,739 人から 4月2,114 人)がされ、

救急車は増加侶14人から 877 人)し、選定療養費の算定状況(4月)は646件、支払

拒否27件、選定療養費説明後非受診呪件、算定しない基準(蕉生、手術、ギプス、

点滴など)に該当 273件であった。また、地域包括ケアのモデル事業の一環として
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開放型病床を8床に増床したと報告された。

13.第 1回愛知県医師会立名古屋助産師学院運営協議会〔フ/4(金)〕について

(愛知県医師会立名古屋助産師学院主催:801会議室)

大輪理事より、合否発表の時期について等が検討されたと報告された

14.産業医研修会〔6/17 (火)・24 (火)・フ/3 (木)〕について

(愛知県医師会主催:9階大講堂)

西山理事より、 6月17日(火)は 116 名、 6月24日(火)は 156 名、 7月3日(木)

は 151名の出席があったと報告された。

15.平成26年度第 1回西尾幡豆地域産業保健センター運営協議会〔6/18(水)〕につ

いて

(西尾幡豆地域産業保健センター主催:尾幡豆医師会館)

西山理事より、平成 25年度事業予算額は4,000,000円、執行残額は 1,411,筋8円

(平成 24年度 1,841,867円)であった。当地区は面積が広くコーディネータを 2 名

にした。零細企業が多く自殺者が唯一増加。平成 26年度委託実施計画は平成 25

年度と同規模事業を計画し、より一層活性化するため「治療と職業生活の両立に

関する相談」、明畄心臓疾患有りスク者を産業医の判断にて労災保険による 2 次健

診を行う」を提案したと報告された。

16 愛知県精神保健福祉協会理事会〔6/19(木)〕について

(愛知県精神保健福祉協会主催:自治センター)

西山理事より、平成 25年度事業報告及び収支決算報告があり、平成 26年度事業

計画及び収支予算案については平成25年度と同様であり、主な事業として、ここ

ろの健康フェスティバルあいち田26.12.13刈谷総合文化センター)等を行い、平成

25年度精神保健福祉基金事業報告では1件 150万円とし、主として精神障害者を

対象とするグループホーム等に運営事業、整備事業を貸し出すことになったと報

告された。

地域医療再生に関する多職種連携協議会事例検討事前打合せ会〔6/16明)〕に1 7.

ついて

(愛知県医師会主催:501会議室)

樋口理事より、イエローカード活用のための事例検討のあり方について、今後は

臨床倫理4分割法を元に検討を進める。またイエローカードシステムにおける今後

のスケジュールについて協議したと報告された。

18.地域包括ケアモデル事業説明会〔6/30(月)〕について

(愛知県主催:ウイルあいち)

樋口理事より、吉本副知事、柵木会長より挨拶があり、各モデル事業実施地区より取
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り組みの報告があった。また、最後に宮治眞先生の講演が行われたと報告された。

19 愛知県広域予防接種事業ワーキング会議〔フ/7明)〕について

(愛知県主催:8 階 801・802 会議室)

纐纈理事より、愛知県広域予防接種事業調整会議設置要領の一部改正、調整事項、

対象予防接種について、市町村代表と協議、検討を行った。本年秋に定期接種化

が予定される水痘、肺炎球菌の取り扱い、高齢者インフルエンザワクチンの取り

扱いについて、市町村代表で検討していただくことにしたと報告された。

20 平成 26年度第 2 回愛知県がん診療連携拠点病院推薦基準等専門検討会議

〔フ/3(木)〕について(愛知県主催:自治センター)

森理事より、厚労省が定める「がん診療連携拠点病院」が地域のがん医療の拠点

機能を担うことになっており、本県では愛知県がんセンター中央病院が拠点病院

に、他に 14病院が2次医療圏の連携拠点病院となっている。平成 26年度の指定

推薦の基準を決める会議であるが、県の条例で非公開となったと報告された。

21 第 1回愛知県重症心身障害児(者)療育ネットワーク会議〔フ/5(土)〕について

(愛知県心身障害者コロニー主催:安保ホール)

野田理事より、主に開設予定である3施設からの現状報告があったと報告された

22 病院の認知症対応力向上事業第 4 回モデル事業企画支援会議〔フ/7明)〕に

ついて

(愛知県医師会主催: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、配布資料や事例検

討の進め方について協議した。認知症対応病院モデル事業については、今年度実

施するモデル病院と講師、指導病院との日程調整について現況報告があったと報

告された。

23

A)

各種委員会・部会について

社会福祉専門委員会〔6/17(火)〕について

(6 階研修室)

樋口理事より、保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウムについて前回

に引き続き協議した。今年度は高齢者の救急搬送と看取りについて行うとし、講

師については阪和住吉総合病院の美濃良夫先生、もしくは慢性期医療協会の池端

幸彦先生にご依頼することとなった。また、7月以降は地域医療介護委員会と名称

を変更して開催することになったと報告された。

B) 医療安全対策委員会〔6/17(火)〕について

(803 ・ 804 会議室)

細川理事より、新任委員の紹介、平成26年度医療安全に関する講演会の企画(案)
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について、日医医師賠償責任保険制度の改定について検討し、また、平成26年

月分委員会提出案件21件(新規 14件、解決7件)について検討したと報告された。

C) 「現代医学」誌編集委員会〔6/19(木)〕について

(501 会議室)

城(卓)理事より、平成25年度決算及び26年度予算について説明。62巻2号(平

成26年松月発行)から愛知県医師会ホームページのみでの掲載となることについ

て協議したと報告された。

D) 愛知県広域予防接種事業運営委員会準備委員会〔6々3明)〕について

(5階医師連盟会議室)

纐纈理事より、愛知県広域予防接種事業開始後の問い合わせ事項について、対応

等について協議を行った。また、今年度市町村と協議する調整事項について意見

交換し、水痘ワクチン、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌の対応について、

市町村の意向調査を愛知県に依頼したと報告された。

E) 医療安全支援センター(苦情相談センタ→委員会〔6/24(火)〕について

(6階研修室)

加藤理事より、平成26年5月分の事例報告・検討を行い、新規事例兜事例、継続

相談 19事例29 回の総計 122 回(歯科 1事例)について、診療情報提供料1、医師の接

遇について報告。医学管理料、入院基本料、看護師の業務範囲、外国人とのコミュニ

ケーション、薬の処方、中高年のコンタクトレンズの使用について協議を行ったと報

告された。

柵木会長より、入院基本料に関する事例について質問され、大輪理事より、経緯につ

いて説明され、樫尾理事より、本件についてはもう少し話し合いができたのではと発

言された。

F) 第 1回精度管理委員会〔フ/4(金)〕について

(804 会議室)

樫尾理事より、平成26年度愛知県臨床検査精度管理実施計画・日程等についての

検討、愛知県における衛生検査所の状況について愛知県より報告があったと報告

された。

24.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26年7月10日


