
開催日時:平成 26年8月21日(木)午後2時30分~午後 5時

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

理事/市川朝洋 吉 田貴伊藤健

大輪芳裕西山朗樫尾 岩,
^

纐纈雅明細川秀一森孝生
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代議員会副議長/川上雅正杉田洋

公益社団法人愛知県医師会第15回(定例)理事会議事録

欠席者

隆

義政

口俊寛

卓志

議事録作成者

監事/可世木成明

代議員会議長/水野和夫

※城(義)理事遅刻のため、承認事項 1~協議事項 18 については、器名(うち理事 18

名)で審議した。

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 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。

横地宏和

②NP0法人発達・心理相談センター「ゆうこうの家」(代表者魚住君枝子)主催の「第5

回教育講演会『子どもの発達と制度利用について』」〔1V16旧)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

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名古屋市港区医師会の行う朋D(肌S)講習会〔8/23(士)〕の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

加藤雅通

伊藤富士子

野田正治

城
樋
城



③西尾幡豆医師会主催の日医認定産業医研修会〔1V25(火)〕の共催につぃて

市川理事より説明があり、承認された。

④一般財団法人日本医療秘書学会(学会長日野原重明、学術大会長小川明治)主催の

「日本医療秘書学会第12 回学術大会」田27.2/22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)愛知県訪問看護ステーション協議会(会長

研修会」〔10/18(土)〕の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

(3)一般社団法人日本産業・医療ガス協会東海地域本部

淳)主催の「愛知県医療ガス保安講習会」〔11/12(水)〕

市川理事より説明があり、承認された。

(4)公益財団法人日本腎臓財団(理事長浅野泰)主催の「Cゆセミナー in 名古屋『え

つ!?8 人に一人が・・・あなたも慢性腎臓病(Cゆ)の予備群かもしれません。』」

no/26旧)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(5)特定非営利活動法人日本医学歯学情報機構(理事長小出忠孝)の相談役就任依頼に
ついて

市川理事より説明があり、柵木会長の就任が承認された。

中井加代子)主催の「平成26年度訪問看護

(6)東海北陸地方社会保険医療協議会委員の推薦について

市川理事より説明があり、伊藤副会長の推薦が承認された

(フ)公益社団法人愛知県理学療法士会の行う公益法人化記念講演会〔10/19旧)〕への講師

派遣依頼について

市川理事より説明があり、伊藤(健)理事の派遣が承認された。

医療ガス部門(本部長

の後援について

愛知県医師会参与の委嘱について

柵木会長より説明があり、資料のとおり8名を委嘱することが承認された。

臓器移植対策推進功労者厚生労働大臣感謝状贈呈候補者について

市川理事より説明があり、松尾清一先生陥古屋大学)を候補者として推薦する

とが事後承認された。

南部

4.平成26年度愛知県教育支援委員会委員について
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市川理事より説明があり、愛知県小児科医会、愛知県耳鼻咽喉科医会、愛知県眼

科医会より推薦された3名を標記委員ヘ推薦することが承認された。

5 「子育て応援団チュウキョ~くんのすこやかフェスタ」の派遣医師につぃて

市川理事より説明があり、愛知県小児科医会、愛知県耳鼻咽喉科医会、愛知県眼

科医会、愛知県皮膚科医会より推薦された8名を「子育て応援団チュウキョ~

くんのすこやかフェスタ」ヘ派遣することが承認された。

健康教育講座の講師謝礼変更について

吉田理事より説明があり、愛知県医師会館にて開催する健康教育講座を別撮り撮

影しウェブ掲載するため、講師謝礼の変更が承認された。

愛知県が実施する「慢性閉塞性肺疾患(COPD)医療連携等実施状況実態調査」への

協力について

森理事より、愛知県から標記調査ヘの協力及び、愛知医報ヘ同梱し調査票を送付

する依頼があったと説明された。

柵木会長より、愛知県行政より依頼されたものを愛知医報ヘ同梱することの今後

の対応について質問され、市川理事より、何らかの契約をするべきである、山本

副会長より、1年単位での契約を結ぶべきではないかと発言され、柵木会長より、

愛知県行政と本件について検討するよう市川理事ヘ依頼され、本議題につぃては

継続審議となった。

精度管理試料発送〔8/24旧)〕について

(愛知県医師会主催:6階研修室)

樫尾理事より説明があり、衛生検査所ヘの精度管理試料の発送が承認された

平成26年度愛知県臨床検査標準化協議会助成金について

樫尾理事より説明があり、愛知県臨床検査標準化協議会ヘ助成金30万円を助成す

ることが承認された。

愛知県医師会無線システム災害想定訓練四/2(火)〕開催について1 0.

(愛知県医師会主催:救急医療情報センター)

細川理事より説明があり、標記訓練の開催が承認された

11 第3 回愛知県医師会PTLS講習会〔1V16旧)〕開催について

(愛知県医師会主催:9階大講堂)

細川理事より説明があり、標記講習会の開催が承認された。

12 第23回愛知県医師会検視医研修会〔1V8(士)〕開催について

(愛知県医師会・愛知県察本部主催:9階大講堂)
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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 3. 第15回愛知県医師会察部会と愛知県警察歯科医会との協議会〔1V8(士)〕開催
について

(愛知県医師会主催:愛知県医師会館)

細川理事より説明があり、標記協議会の開催が承認された。

14 GOOD nFE 眼0IECT(在宅医療に関するプロジェクト)〔9/3(水)〕開催にっいて

(愛知県医師会主催:501会議室)

野田理事より説明があり、標記会議の開催が承認された

病院の認知症対応力向上事業第 6 回モデル事業企画支援会議四/8明)〕開催1 5.

について

(愛知県医師会主催:5階医師連盟会議室)

野田理事より説明があり、標記会議の開催が承認された

16

A)

各種委員会・部会について

母体保護法指定医師審査委員会(臨時)〔8/23(士)〕開催について

(801 会議室)

伊藤(富)理事より説明があり、標記委員会の開催が承認された。

柵木会長より、委員会での結論を理事会ヘ提出し、改めて協議をする予定である

と発言された。

引 医療関連職検討委員会〔9/4(木)〕開催について

(804 会議室)

大輪理事より説明があり、標記委員会の開催が承認された。

一協議事項一

17.入会金の徴収猶予申請について

西山理事より前回理事会にて継続審議となった知多郡医師会より申請のあった入

会金徴収猶予について、該当機関の公益性の有無について説明された。

柵木会長より、民間の医療機関については入会金を徴収することになっていると

発言され、本件については入会金の猶予申請は受け付けないこととなった。

18.会費の減免申請について

西山理事より説明があり、岡崎市医師会より申請のあった会費減免申請が承認さ
れた。

19.その他
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一報告事項一

1.第5回エコチル調査愛知ユニットセンター運営協議会〔8/1(金)〕について

(エコチル調査愛知ユニットセンター主催:栄ガスビル)

柵木会長より、エコチル調査にっいての説明及び現在の調査の進捗状況にっいて説
明された。

中部医師会連合第2回常任委員会〔8/2(士)〕について

仲部医師会連合主催:琵琶湖ホテル)

柵木会長より、主に日医会内委員会のブロック推薦と中部医連の特別委員会にっい

て協議を行った。日医会内委員会では産業保健委員会を愛知県が引き受けることと

なり、医療関係者検討委員会を岐阜県が引き受けることになったと報告された。

関西医師会連合常任委員会〔8/2(士)〕について

(関西医師会連合主催:琵琶湖ホテル)

柵木会長より、医学会総会の近畿医連との関わりにっいて話題提供があり、4年後

に名古屋、東海地区で開催される医学会総会ヘの関わりも含め議論されたと報告さ
れた。

兵庫県医師会と愛知県医師会懇談会〔8/9(土)〕につぃて

(愛知県医師会主催:愛知県医師会館7階研修室)

柵木会長より、次第に沿って相互に意見交換を行ったと報告された。

地域医療連携のための有識者会議〔8/18(月)〕につぃて

(愛知県主催:ウインクあいち)

柵木会長より、新たな財政支援制度の内容説明及び愛知県の計画案の予算が他県と比

べて少ないので、もう少しボリューム感を出すよう意見をしたと報告された。

第1回知多医療厚生組合地域医療連携会議〔8/8(金)〕について

(西知多医療厚生組合主催:西知多医療厚生組合衛生センター2階会議室)

山本副会長より、東海市民病院、知多市民病院の合併に関しての会議。新病院は平

成27年5月開業予定で、新病院院長予定者より病院コンセプトの説明があったと報
告された。

愛知県社会福祉審議会〔フ/30(水)〕について

(愛知県主催:愛知県社会福祉会館)

伊藤副会長より、次期「あいちはぐみんプラン」の策定について、第6期愛知県高

齢者健康福祉計画の策定にっいて、第4期愛知県障害福祉計画の策定にっいて資料
に基づき説明された。



愛知県養護教育研究大会懇談会〔フ/30(水)〕について

(愛知県養護教育研究会主催:サイプレスガーデンホテル)

伊藤副会長より、養護教諭の位置付け等についての講演があったと報告された

9 支払基金幹事会〔8/6(水)〕について

(支払基金主催:支払基金)

伊藤副会長より、特別審査委員会の審査対象明細書について資料に基づき説明され
、^ 0

10.産科医療功労者の厚生労働大臣表彰について

市川理事より、受賞者は河井通泰先生(愛知県産婦人科医会)に決定し、表彰式は

9月30日(火)の 14時から 15時に厚生労働省中央合同庁舎5号館2階講堂にて行わ

れると報告された。

平成26年度公衆衛生関係功労者及び栄養関係功労者に対する知事表彰受賞者に
ついて

市川理事より、受賞者は久野一典先生(東海市医師会)、山本真一先生(愛知県産婦

人科医会)、小澤徹先生(豊川市医師会)、水野美穂子先生(愛知県小児科医会)に決

定し、表彰式は9月20日(士)の 13時30分から 14時にあいち健康の森健康科学総

合センターにて行われると報告された。

2.治験審査会〔フ/18(金)〕について

(愛知県医師会主催:804会議室)

加藤理事より、継続審査 12件(統合失調症5件ω辻巳1件含む)、潰傷性大腸炎・大

うつ病各2件、乳がん・双極 1型障害・認知症各 1件)について、統合失調症 1件 1

施設のみ委員長より注意喚起文書が出されたが、すべて承認されたと報告された。

柵木会長より、新規機関について質問され、加藤理事より、現在新規機関はないが、

開拓が必要なのでSM0が各機関を回る予定であると回答された。

愛知県医師会会員相談窓口第2回事例検討会〔8/4明)〕について13

(愛知県医師会主催:8階801会議室)

加藤理事より、案件50件(うち診療報酬に関する相談30件)について協議し、事例

集作成に向けた内容の確認、窓口利用者が本窓口からの回答をどの様に活用してい

るかアンケート調査を行うことにしたと報告された。

14 平成26年度第 1回愛知県准看護師試験委員会議〔8/1(金)〕について

(愛知県主催:自治センター)

大輪理事より、東海北陸地区にて使用している試験問題を本年度より千葉県も使

用し、試験を実施する。今年度の試験日程は平成 27年2月12日(木)に愛知学院

大学名城公園キャンパスで行うことを予定していると報告された。
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15 保険医協会との懇談会〔8/5(火)〕について

(愛知県医師会主催:5階医師連盟会議室)

大輪理事より、保険医協会から、2015年度概算要求基準、混合診療、軽減税率制

度を巡る関係団体ヘの意見聴取、税務調査における質問応答記録書等について資

料に基づき解説いただき、本会からは消費税要望に係るアンケートに関する集計

結果、税制に関する最近の日本医師会の要望活動等について資料に基づき解説を

行った。また、次回より、偶数月の第 2 火曜日の開催とすることが了承されたと

報告された。

樋口理事より、保険医協会より国保の都道府県化について質問があったと発言さ

れた。

16 平成26年度第 1回豊田加茂地域産業保健センター運営協議会〔フ/30(水)〕にっ
いて

(豊田加茂地域産業保健センター主催:豊田加茂医師会館)

西山理事より、平成 25年度事業実績は平成 24年度比で、特定健康相談開催数 8

回増加、相談実施数 100 名増加、長時間労働者面接指導実施数は 49 名で平成器

年は31名、平成24年は61名であり、平成26年度事業計画については平成25年

度と同じである。また、その他の協議にて、地区センターの委員より 3 事業一本

化について機構に対する強烈な反論意見があったと報告された。

山本副会長より、本協議会の意見を日医に報告するよう西山理事ヘ依頼され、西

山理事より、協議会の場において、県医師会として 3 事業一本化についてどぅ対

応するのかと質問された際、日医の産業保健委員会の委員に就任するのでその場

で発言をしてくると回答をしたと発言され、柵木会長より、理事会の話題提供に3

事業一本化に関して議題を提出し、意見交換をした上で日医ヘ発言するよう西山

理事ヘ依頼された。

17 産業医研修会〔8/フ(木)〕について

(愛知県医師会主催:キリンビール(株)名古屋工場)

西山理事より、キリンビール(株)名古屋工場にて実地研修を行い、29名の出席が

あったと報告された。

18 ケアマネジャー等のための医療知識向上推進事業平成26年度第2回セミナー・

ワークショップ検討事業による検討委員会〔フ/23(水)〕について

恪古屋大学大学院医学系研究科主催:名古屋大学医学部附属病院)

樋口理事より、平成26年4月から 6月の活動報告について、相談窓口対応件数27

件、セミナー開催26回、ケアマネジャーの悩み事例集作成の報告があり、平成26

年7月以降の活動計画として、医療相談窓口、セミナー・ワークショップ等の開

催37回(予定)、主任ケアマネ養成プログラムの立案を行うと報告された。



19.平成26年度第 1回愛知県要介護認定等適正化会議〔フ/31(木)〕について

(愛知県主催:愛知県社会福祉会館)

樋口理事より、平成26年度審査・判定の平準化のための取り組みは都道府県の職

員研修、調査指導員研修で認定業務の適正な運用、現状の課題、今後の動向にっ

いて検討し、指導員の育成をはかる。介護保険市町村等(保険者)指導では認定申

請、認定調査、主治医意見書、介護認定審査会等の指導項目を確認するとともに、

福祉相談センターは平成27年1月までに保険者指導を実施し、 2月までに報告書

を高齢福祉課に提出。高齢福祉課は内容を検証・分析し愛知県要介護認定等適正

化会議に報告することになったと報告され、また、愛知県における審査請求及び

相談・苦情の状況について説明された。

20 第 10 回男女共同参画フォーラム〔フ/26(士)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

伊藤(富)理事より、メインテーマ「医療界における男女共同参画のさらなる推

進にむけて~10年で医療界における男女共同参画は進んだのか~」のもと、基調

講演・報告・座談会・シンポジウムが行われたと報告され、また、その内容にっ

いて資料に基づき説明された。

21 平成27年度妊婦・乳児健康診査に関する協議会〔フ/30(水)〕について

(愛知県市長会・町村会主催:6階研修室)

伊藤(富)理事より、来年度の金額及び健診内容について協議が行われたが、折

り合いがつかなかったため、後日再交渉を行うことになった。健診内容につぃて

は、愛知県産婦人科医会より行政に対し、現在器市町村で行われている産後健診

に関する公費負担を県内全市町村に拡充していただきたいとの要望があったと報

告された。

22 愛知県広域予防接種事業ワーキング会議〔8/5(火)〕について

(愛知県主催:6階研修室)

纐纈理事より、広域予防接種事業において、水痘ワクチン、B類隔齢者インフル

エンザワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン)を対象とすることに関し、市町村代表

と協議を行った。水痘ワクチンについては本年10月1日より対象とすることとな

つた。B類については次年度以降とし、継続して協議することになったと報告され

、-0

23 愛知県糖尿病対策推進会議〔8/1(金)〕について

(愛知県医師会主催:801会議室)

森理事より、「平成26年度愛知県糖尿病対策推進会議学術講演会」を開催するこ

ととなり、内容について検討し、日程は平成27年2月28日(士)に栄ガスホールで行

う予定とし、また、本年度は「問診票を利用した糖尿病検診の有用性調査」を再

開し、現在、6箇所の健診機関で実施中であることを報告したと報告された。
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24.平成26年度愛知県慢性閉塞性肺疾患(COPD)対策会議〔8/4明)〕について

(愛知県主催:愛知県自治センター)

森理事より、愛知県C0印対策事業について説明があり、昨年度の実施状況につい

ての報告があった。今年度はC0印医療連携等実施状況の実態調査を実施すること

とし、愛知県医師会、愛知県病院協会に協力を依頼。調査の結果に基づき目標値

の設定案を検討し、調査協力団体ヘ結果を還元する。来年度実施予定の「医療機

関向け『COP山普及啓発研修会」等で報告すること等を協議決定したと報告され
、^0

25.第2 回愛知県COPD医療連携パス運営協議会〔8/フ(木)〕について

(愛知県COPD医療連携運営協議会主催:名古屋大学医学部附属病院)

森理事より、第1回運営協議会で協議されたC0印医療連携パス運用案について詰

めの協議を行った。C0印一PSのスクリーニング陽性の基準を何点にするか、専門の

診療情報提供書が必要なのか、C0印連携パス手帳の作成、パス運用に向けての資

金獲得方法、ホームページの作成等について話し合った。また、ホームページは

愛知県医師会のホームページ内に作れないかとの考えが示されたと報告された。

柵木会長より、本会のホームページに他機関の啓蒙のぺージを掲載することにつ

いて吉田理事ヘ意見を求められ、吉田理事より、掲載することに問題はないが、

メンテナンスの問題もあるので、本会のホームページにりンク先を掲載する方法

が一番よいのではないかと発言された。

野田理事より、出席者名簿の肩書きは愛知県医師会理事とするべきであると発言

された。

2 6.平成26年度在宅医療従事者能力向上研修〔フ/20 旧)・フ/26(士)・8/3 旧)・8/10(日)〕
について

(愛知県主催:名古屋市医師会館、豊川市勤労福祉会館、大府市役所)

野田理事より、標記研修会終了後に懇親会を行っているが、参加者の意識は高く

本研修の評判はよく、8月10日開催予定であった研修が台風のため中止となった

のでⅡ月に開催できるよう調整している。また、ワールドカフ工方式の研修は有

用であると感じたと報告された。

27 平成26年度第1回愛知県障害者施策審議会〔フ/31(木)〕について

(愛知県主催:三の丸庁舎)

野田理事より、第 3 期愛知県障害福祉計画の進捗状況における、入院中の精神障

害者の地域生活ヘの移行について説明された。

28.各種委員会・部会について

A)社保指導委員会〔フ/29(火)〕について

偲階 801~803 会議室)

樫尾理事より、東海北陸厚生局が実施する指導
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払機関の進捗や取り組みなどに関する説明ならびに意見交換を行ったと報告され
、- 0

B) 健康教育委員会〔8/6(水)〕について

(8 階 804会議室)

吉田理事より、本年度の委員会活動等について検討し、平成26年4月から7月の

健康教育講座についての報告及び平成 26年8月からⅡ月の予定を確認した。ま

た、愛知県と本会にて作成するホームページに関する話し合いを行ったと報告さ
れた。

C)難治性疾患委員会〔8/フ(木)〕について

(803 ・ 804 会議室)

加藤理事より、委員長に関山聡史先生、副委員長に関本洋一先生、道勇学先生を

選出。愛知県・名古屋市、愛知労働局より資料に基づき実績報告。難病相談室よ

り平成 25年度相談実績報告、平成 26年度事業実施計画について報告し、協議を

行った。愛知県より、来年1月より「難病の患者に対する医療等に関する法律」

が施行されることに伴い、新たに開始される難病指定医や指定医療機関制度に関

する説明が行われたと報告された。

柵木会長より、難病指定医の指定に関して質問され、加藤理事より、手上げ制で

講習会を開催していくことになると回答され、大輪理事より、「難病の患者に対す

る医療等に関する法律」が成立した過程について説明された。

D) 男女共同参画委員会〔8/フ(木)〕について

(801 会議室)

伊藤(富)理事より、今年度開催予定の「医学生、研修医等をサポートする会」

及び「女性医師の勤務環境の整備に関する病院長、病院開設者・管理者等ヘの講

習会」の企画案について主に議論を行った。また、「医療崩壊」をテーマに活発な

議論が交わされたと報告された。

E) 病院の認知症対応力向上事業第5回モデル事業企画支援会議〔8/11(月)〕にっ

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検討したと報告され

、- 0

F)地域医療再生に関する多職種連携協議会〔8/12(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

樋口理事より、委員長、副委員長の選任について、イエローカード・システムに係

る活動としてのお問い合わせ及び広報、アクションプランの実施、予算に係る他職

種連携のあり方について検討したと報告された。
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柵木会長より、議題4-5「他職種連携協議会の独立組織ヘの検討」について質問さ

れ、樋口理事より、具体的な話ではなく話題提供の 1つであると回答された。

2 9.その他

・「平成26年医療施設静態調査」、「平成26年受療行動調査」、「平成26年患者調査」

について

市川理事より、標記調査について資料に基づき説明された。

各種会内委員会委員・部会役員名簿について

市川理事より、標記の件について参考資料としていただくこと及び本名簿を役員室

ヘ2部置いてあると説明された。



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8月21日


