
開催日時:平成26年9月Ⅱ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

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

纐纈雅明細川秀一森孝生

監事/岩瀬敬紀可世木成明榊原一基

代議員会議長/水野和夫

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17回(定例)理事会議事録

議事録作成者

※加藤理事遅刻のため、承認事項 1~協議事項Ⅱについては、 24名(うち理事 18 名)

で審議し、報告事項2-3、 2-4は、報告事項3-5 の後に行った。

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25 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

加藤雅通

伊藤富士子

野田正治

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

柵木会長より、今回より理事会次第の構成を変更した旨説明された。

隆

義政

口俊寛

卓志

②NP0グリーンタウン呼吸ハ、下研究グループ(理事長井上登メ0主催の第7回呼吸ケア

と誤ハケア学会田27.3/21(士)・22(日)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

柵木会長より、過去に承認した「後援並びに共催について」は今後議題を読み上げな

いことにすると発言された。

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戸旭医師会の行う「朋D(肌S)講習会」の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

城
樋
城

二富



2)高気圧酸素治療安全協会(会長鎌田樹主催の平成26年度教育セミナー「安全な高

気圧酸素治療のために」〔10/11(.〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

3)名古屋市昭和区医師会(会長宇野岳人)主催の昭和区医師会平成26年度在宅医療

連携拠点推進事業第3回多職種連携会「地域包括ケア時代の在宅医療」講演会・シン

ポジウム〔1V24明・祝)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

4)一般社団法人愛知県歯甲1医師会(会長渡邉正園主催の平成26年度愛知県歯科医

師会医療連携講演会〔12/7旧)〕の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

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.1~8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。

N0 開催日

*10/27 綱)

*1V 5 (水)

村V25(火)

10/'25 (士)

11/ 6 (木)

名称

平成26年度(第34回)難病講習

11/22 (士)

かかりつけ医認知症対応力向上

研修

村V22(士)

第2回病院事務職員のための教

育ワークショップ

日医生涯教育協力講座セミナー

「かかりつけ医のための泌尿器

疾患診療のポイント」

第 20 回AED(肌S)講習会12/20 (士)

H27

V24 (士)

V25(印

開催場所

9階大講堂

桑山ビルao/狗

刈谷市総合文化

センター dV6)

第松回日本医師会指導医のた

めの教育ワークショップ

担当理事

加藤理事

大輪理事

2/フ(士)愛知県医師会 ICLS研修会

8階会議室

野田理事

樋口理事

サイプレスガー

デンホテル

伊藤(健)理事

伊藤(富)理事

小牧市医師会

森理事

城(義)理事

城(義)理事

細川理事

伊藤(健)理事

伊藤(富)理事
9階大講堂

名古屋市立大学病

院臨床シミュレー

ションセンター

城(義)理事

細川理事

会



N0 開催日

*は共催・協賛等

*2/28 (士)

3.委員会委員の追加委嘱について

(1)地域医療再生に関する多職種連携協議会委員の追加委嘱について

樋口理事より説明があり、鈴木美代子氏(愛知県言語聴覚士会)の追加委嘱が承認さ

れた。

名称

平成26年度愛知県糖尿病対策

推進会議学術講演会

2)GOODU硲PROIECT(在宅医療に関するプロジェクト)委員の変更及び追加委嘱について

野田理事より説明があり、藤田保健衛生大学の金田嘉清先生から都築晃先生ヘの委員

変更及び、脇田久先生(一宮市医師会)の追加委嘱が承認された。

応急救護処置指導員養成講習会の講師推薦について

城(義)理事より説明があり、5病院ヘ標記講習会の講師派遣依頼をすることが承

認された。

開催場所

栄ガスホール

平成26年度看護師等養成所運営費補助金(県単独分)の配分表(案)について

大輪理事より説明があり、本会独自の補助金である、准看護師課程釦万円、正看

護師課程80万円、助産師課程80万円の支給を含めた配分が承認された。

担当理事

森理事

城(義)理事

平成26年度看護職員確保対策事業協定経費分表(案)について

大輪理事より説明があり、配分が承認された。

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、施設移転 1名、新規指定2名、開業1名(新規指

定と重複)、医療施設名称変更1名の計4名の指定が承認された。

8 「平成 26年度死体検案研修会(上級)」開催協力〔12/13(士)・14旧)・H27.2/28(士)〕

について

旧医主催:愛知県医師会館)

細川理事より説明があり、日本医師会より依頼された標記研修会の開催協力につ

いて承認された。

柵木会長より、県医師会からは、会場を貸すのみであるか質問され、細川理事よ

リ、会場を貸すのみであると回答された。

一協議事項一

9.9月の県下医師会長等協議会ヘの地区医師会からの要望について

市川理事より、名古屋市守山区医師会からの質問「保健所立ち入り検査の対策1
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ついて」の説明があり、9月の県下医師会長等協議会にて市川理事より回答するこ

とが承認された。

10.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、刈谷医師会から申請された入会金徴収猶予が承認された。

11 その他

・役員ヘの費用弁償の支払い方法について

伊藤(健)理事より、費用弁償の支払い方法の変更について提案され、柵木会

長より、諸事情を勘案し検討すると回答された。



一報告事項一

1.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回常任委員会四/3(水)〕について

仲部医師会連合主催:名古屋マリオットアソシアホテル)

柵木会長より、平成26年度中部医師会連合委員総会について、今年度は日医横倉

会長の都合により、特別講演を士曜日に行い、日曜日に3つの特別委員会を開催

し、総括は行わず、そのまま解散をすることとなり、各特別委員会の報告書は作

成するが、日医ヘは上申しないことになった。また、広島県の豪雨災害につぃて、

中部医連として、広島県医師会ヘ見舞金を贈ることになったと報告された。

伊藤副会長、樫尾理事より、社会保険特別委員会での取り回し方について発言さ

れた。

2.本会関係会議について

(1)愛知県医師会地域医療政策研究機構四/5(金)〕について

(5階医師連盟会議鋼

伊藤(健)理事より、愛医総研を改組した機構であり、第1回目の会議。柵木会

長からの要望で愛知県地域保健医療計画に対し県医師会としてどのように考えて

いくかの審議を行う場であり、今回は今後の進め方を検討し、次回以降は継続的

に毎月開催をしていきたいと報告された。

柵木会長より、病床機能報告制度、愛知県地域医療ビジョンに対して県医師会と

してどぅ対応するかが主な論点になり、医療審議会、医療体制部会等でデータに

基づいて県医師会として発言できるべース作りを目指すものであり、成果物を出

すようなものではなく実務的なことを検討し愛知県の地域医療ビジョンに対する

県医師会の考えを持つという機構にする考えであると発言された。

(2)救急委員会四/2(火)〕について

(7階研修鋼

城理事より、報告事項では、8月31日(印までに行われた関係会議等につぃて

報告がなされた。協議事項では、 A即(BLS)講習会、1CLS研修会の開催等につい

て議論の上、正式決定がなされたと報告された。

山本副会長より、行政機関等が掲載しているA即マップに関して、自院等に設置

してあるA即が急速管理が出来ない状況になった際は、地図上から速やかに削除

出来る方法を考えて欲しいと発言され、城(義)理事より、確認をすると回答さ

れた。

(3)医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会〔8/26(火)〕について

(6 階研修割

加藤理事より、平成26年7月分の事例報告・検討を行い、新規事例貌事例、継続相

談17事例器回の総計 109回(歯科5事例)について、診療行為、入院時のクリーニン

グ代、医師の飲酒について、廃院後の診療録開示、身体障害者手帳診断書作成につぃ
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て協議・報告を行ったと報告され、未収金事例について説明をされ、無料低額診療

事業を実施している医療機関にて対応をする手段もあると発言された。

山本副会長より、無料低額診療事業を実施している医療機関について質問され、加

藤理事より名古屋市内にある3病院を紹介された。

4)治験審査会〔8/29(金)〕について

(804会議室)

加藤理事より、継続審査 16 件(統合失調症 6 件何辻巳2 件含む)、潰傷性大腸炎・

大うつ病各3件、クローン病・便秘改善薬・双極1型障害・認知症各H制につい

ては、すべて承認されたと報告された。

5)調査室委員会〔8/27(水)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、今後の委員会の方針及び委員会開催日程の変更、MEDIF腿解説の実施

について資料に基づき説明を行った。また、日本医師会将来ビジョン委員会の答申及

び消費税増税に伴う控除対象外消費税の解消に向けた方策について、資料に基づき説

明の後、意見交換を行ったと報告された。

6)第 1回医療関連職検討委員会四/4(木)〕について

(804 会議室)

大輪理事より、来年度の入試を平成 27年2月21日(士)と 2月28日(士)の 2

日間に分けて行う。試験科目に関しては、国語は必須、数学は各学校の判断で実

施していただくこととなった。また、看護師等学校ヘの補助金配分、愛知県から

の委託金配分の検討や第1回愛知医療労働企画委員会で検討された内容を情報提

供したと報告された。

(フ)第 1回環境衛生委員会〔9/2(火)〕について

(501 会議割

纐纈理事より、委員長に松岡宏先生、副委員長に後藤典先生が選出され、承認さ

れた。デング熱、エボラ出血熱などについて県から報告があり、県医師会から広

域予防接種事業の経過報告、水銀に関する注意喚起、結核・感染症対策医師講習

会実施事業について情報提供を行った。子ども予防接種週間における事業につぃ

ては、次回までの検討としたと報告され、また、デング熱、エボラ出血熱につぃ

て、水銀血圧計などの水銀を含む製品等の廃棄について説明された。

(8)医療安全対策委員会〔8/19(火)〕について

(803 ・ 804 会議室)

細川理事より、平成26年8月分委員会提出案件25件(新規20件、解決肝羽

について検討したと報告された。



9)GOOD UFE 眼OJECT(在宅医療に関するプロジェクト)四/3(水)〕について

(501 会議割

野田理事より、委員長は牧靖典先生、副委員長は水野正明先生にお願いし、出席した

委員から各地区での在宅医療ネットワークの取り組みについて報告があった。また、

牧委員長が日本医師会電子認証センターについて発言され、水野副委員長が仕組みに

ついて説明された。

柵木会長より、委員の構成を今後どぅしていくか質問され、野田理事より、プロジェ

クトが動き始めたら県下から広く参画していただく予定であると回答された。

1 ω講習会・研修会等について

柵木会長より、下記のNO.1~6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。

市川理事より、新入会員等説明懇談会について、アンケート結果で90%以上の出

席者が有意義であったと回答されたと発言された。

N0 開催日

8/23 (士)

*8/25 (月)

名称

平成26年度第2回母体保護法指定医

師講習会(生涯教育講座と同時開催)

小児救急に関する研修会

*8/28 (木)

4 9/2 (火)

AED(肌S)講習会

愛知県医師会無線システム災害想定

訓練

新入会員等説明懇談会

*は共催

9/3 (水)

9/4(木)産業医研修会

3.行政、その他関係団体等会議について

(1)愛知県地方精神保健福祉審議会四/4(木)〕について

(愛知県主催:三の丸庁舎)

西山理事より、愛知県における精神科医療等の状況について、愛知県と類似県、

全国との比較、現状の措置入院、訪問診療、福祉医療助成制度につき意見交換が

あり、国の指針に対する今後の取組の方向性については、改正精神保健福祉法が

本年3月に成立したことによる変更点の説明があったと報告され、また、愛知県

における精神科医療等の状況について、患者数、訪問診療等、精神科デイ・ケア

等の状況、入院形態の内訳について資料に基づき説明された。

出席者数等

30 名

q78 名)

餌名

担当理事

伊藤(富)理事

西山理事

城(義)理事

細川理事

城(義)理事

細川理事

城(義)理事

細川理事

市川理事

樫尾理事

西山理事

市川理事

器名

35機関

86 名

138 名



柵木会長、伊藤(健)理事、城(義)理事より、措置入院に関しての意見を発言

された。

( 2 ) 「女性医師勤務環境改善普及推進事業」企画選定委員会〔8々5(月)〕について

(愛知県主催:自治センター)

伊藤(富)理事より、愛知県が行う女性医師勤務環境改善普及事業の委託業者を

選定するにあたり、4社から応募があったため、1社を選定した。なお、本事業内

で行われる「勤務環境の整備に関する講演会」は、今年度本会が開催予定の「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」と

共催予定であると報告された。

3)愛知県原子力災害対策推進ワーキング〔8/27(水)〕について

(愛知県主催:県本庁舎)

城(義)理事より、浜岡原発事故を想定した議論がなされた。県外の被曝者の受け入

れ、安定ヨウ素剤の投与の基準、スクリーニング及び人体の除染の方法、国における

N一臘Tの設置GMサーベイメーターの保健所ヘの設置などについて検討したと報告さ

れた。

4)愛知県肝炎診療協議会〔8/27(水)〕について

(愛知県主催:愛知県自治センタ→

纐纈理事より、肝炎診療協議会の趣旨説明をされ、協議会では、今までの愛知県肝炎

対策推進計画の取り組み状況と本年の基本方針(肝炎診療支援マニュアルの作成)に

ついて検討された。肝炎診療支援マニュアルを3,500部ほど作成し、かかりつけ医に

配布することについては再検討を必要とするということになったと報告された。

5)障がい者歯科医療ネットワーク連絡協議会〔8/28(木)〕について

(愛知県歯科医師会主催:愛知県歯科医師会館)

野田理事より、多職種連携の構築について、障がい者歯科診療施設や高次医療機関と

認定協力医との連携について協議し、認定協力医については歯科医師会が各施設ヘも

つと眼をするべきであると発言があったと報告された。

(6)平成26年度愛知県・碧南市津波・地震防災訓練〔8/31旧)〕について

(愛知県・碧南市主催:玉津浦グランド)

城(義)理事より、安城更生病院の寺西先生が統括則AT のもと、碧南市医師会の

先生、碧南市民病院、日赤、D臘T、歯科医師会、薬剤師会と応急救護所を開いた。

また、救急医療情報センターの則ISを使って、搬送先の病院検索を実施し、検視・

検案は細川理事、名市大法医教室の青木教授により実施したと報告された。



フ)平成26年度愛知県名古屋飛行場緊急計画連絡協議会「消火救難総合訓練に関する

第2 回担当者会議」四/3(水)〕について

(愛知県名古屋飛行場緊急計画連絡協議会主催:県営名古屋空港事務所)

城(義)理事より、当日の集合場所、会場ヘの進入方法、時間の確認を行い、トリ

アージタッグの扱いも、統一するように確認したと報告された。

8)平成26年度第 1回愛知医療労働企画委員会〔9/3(水)〕について

(愛知労働局主催:KKRホテル名古屋)

大輪理事より、法律の改正により来年度までに労働局主体から愛知県主体に改組

され、「医療勤務環境改善支援センター」が開設される。併せて委員会も運営協議

会ヘ改組される。支援センターの設置形態として 2 方法(委託・直営)があり、

三重県では県医師会ヘ委託、岐阜県では県直営、愛知県は今後の検討課題になっ

たと報告された。

柵木会長より、医療勤務環境改善支援センターについて、県医師会としてどぅ対

応するか検討をすると発言された。

(9)中部国際空港緊急計画連絡協議会「訓練部会」〔9/4(木)〕について

仲部国際空港緊急計画連絡協議会主催:中部国際空港)

城(義)理事より、総合訓練の最終打合せを行い、今回から導入するアクションカー

ドについて、各スタッフヘの配布方法など検証した。また、8月7日(木)のエマル

ゴトレーニングを用いた図上訓練で明らかとなった問題点を検討し、医療統括より先

着している空港診療所の看護師の役割、トリアージ、応急処置の終わった患者の輸送

方法、黒テントでの死亡確認の医師の配置などを検討したと報告された。

(1 ω愛知県精神保健福祉協会長表彰選考会四/4(木)〕について

(愛知県精神保健福祉協会主催:東大手庁舎)

西山理事より、多年、精神保健福祉事業の発展に寄与し、その功績が顕著である

もの(個人 15年、団体 10年以上事業に携わるもの)に対し、平成元年から毎年

表彰されている。また、個人表彰は、現在趣旨から外れ、永年勤続賞のようにな

つていると発言したと報告された。

4.病診連携・地域医療支援病院関係会議について

(1)独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院地域医療支援委員会〔8/22(金)〕に

ついて

仲京病院主催:中京病院)

加藤理事より、紹介率、逆紹介率、初診患者数の推移、救急車受入れ状況、病診

連携(受診・検査予約、開放型病床利用状況等)が話し合われたと報告された。



2)名古屋第一赤十字病院第噐回地域医療支援病院運営委員会〔8/28(木)〕につい
て

恪古屋第一赤十字病院主催:名古屋第一赤十字病院)

細川理事より、第一四半期の報告が行われ、紹介率、逆紹介率の新しい要件が報

告され、救急患者の紹介は、紹介率に含まないこととなった。また、「選定療養費」

を算定していることにより、救急外来の小児科がかなり減少したと報告があり、

その他、「ふれ愛まつり」に 2,000 名の来院があった、 HYBRIDON室を含め、 OPE

室が 14室となった、3テスラMR1が平成27年3月から 3台となる等報告があった

と報告された。

大輪理事より、選定療養費について名古屋第二赤十字病院では未払い件数を報告

しているが名古屋第一赤十字病院ではどぅか質問され、細川理事より、確認する

と回答された。

樫尾理事より、名古屋市では4ブロックで夜間診療を行っているので、その眼を

杉田議長ヘ依頼された。

その他

・県庁との付物の医報同梱についての申し合わせについて

市川理事より、覚書は取り交わさず、その都度調整しながら行っていくことに

なったと報告された。



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9月11日


