
開催日時:平成 26年10月9日(木)午後2時30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)/山本楯伊藤宣夫横井隆

吉 田貴伊藤健一城義政理事/市川朝洋

大輪芳裕樋口俊寛伊藤富士子纐纈雅明

森孝生野田正治

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20回(定例)理事会議事録

欠席者理事/西山

加藤雅通

細川秀一

議事録作成者

※細川理事遅刻のため、承認事項ト(1)一①~承認事項卜得)については、 21名(うち理

事 15 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22 名(うち理事 16 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

朗 樫尾富 卓志

議事の終わりに、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

①NP0法人愛知県難病団体連合会哩事長下前君知主催の「愛知県難病団体連合会第

42回大会」〔1V3(月・初〕の後援並びに本会役員の臨席・メッセージの依頼につい

て

②NP0法人ミーネット(代表理事杉浦美細主催の「C釦Cers Action20Mがんサバイバ

ウォーク in 愛知・名古圏 aV15(土)〕の後援について^.

③豊川市医師会主催の日医認定産業医研修会〔12/11(木)〕の共催について

④愛知労働局儷知労働局よ剥主催の研修会〔12/17(水)〕の後援について
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⑤稲沢市医師会主催の日医認定産業医研修会〔12/17(水)〕の共催について

柵木会長より、ト山一①~⑤について一括承認を求め、承認された。

市川理事より、ト①一①の本会役員の臨席・メッセージの依頼について説明され、柵

木会長の代理として加藤理事が出席をし、挨拶を代読することが承認された。

(2)愛知県(知事大村秀劃主催の「愛知・名古屋地域強靭化計画検討会議」への構成

員の参加について

市川理事より説明があり、城(弱理事を推薦することが承認された。

(3)名古屋大学医学部の非常勤講師の委嘱依頼について

市川理事より説明があり、伊藤(富)理事の委嘱が承認された。

柵木会長より、講義の内容について質問され、伊藤(富)理事より、男女共同参画に

ついて講義をすると回答された。

4)愛知県小児科医会(会長北條泰男)主催の第272回愛知県小児科医会例会田27. V18旧)〕

への理事派遣依頼について

市川理事より説明があり、纐纈理事の派遣が承認された。

柵木会長より、講演の内容について質問され、纐纈理事より、広域予防接種事業の講

演をすると回答された。

(5)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45機関、東名古屋医師会16機関、刈谷医

師会8機関、医療法人協会18機関がポリクリ受け入れ医療機関として承認された。

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.1~3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。

大輪理事より、NO.3 について、日本福祉大学二木立学長を講師にお招きし、調査室

委員会委員、本会役員を対象に行うので役員の先生方に出席いただくよう依頼された。

N0 開催日

10/27 (月)

名称

地域医療再生に関する多職種連

携協議会

麻薬等に関する懇談会

平成26年度第1回

調査室委員会勉強会

11/26 (水)

12/12 (金)

開催場所

801・ 802 会議室

紬4会議室

担当理事

樋口理事

野田理事

細川理事

森理事

大輪理事

伊藤(側理事
8階会議室



3.公益社団法人愛知県獣医師会との学術協力の推進に関する協定書の締結について

纐纈理事より説明があり、公益社団法人愛知県獣医師会と学術協力の推進に関する協

定を締結することが承認された。

一協議事項一

4.愛知県医師会交響楽団第33回定期演奏会のチャリティー先について

市川理事より説明があり、「全国膨原病友の会愛知県支音山をチャリティー先と

することが承認された。

5.その他



一報告事項一

【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4回常任委員会 ao/1(水)〕について

仲部医師会連合主催:マリオットアソシアホテル)

柵木会長より、中部医連委員総会の開催について、女性医師支援センター事業中

部ブロック会議について説明があり、その他事項にて、御嶽山噴火災害の岐阜県

の対応について岐阜県医師会小林会長より説明があったと報告された。

大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会〔9/26(金)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

伊藤(富)理事より、式次第に沿って会が進行し、3大学・1医学会の事例発表が

行われたと報告され、事例発表の内容について資料に基づき説明された。

【本会関係会議について】

3.臨時監事会〔10/2(木)〕について

(501会議室)

市川理事より、3名の監事と市川理事、西山理事の出席にて監事会が開催されたと

報告された。

岩瀬監事より、通帳の数字を見やすくするため表を作成したので、スムーズに確

認が出来たと発言された。

可世木監事より、役員等ヘの費用の支払い方法について検討をするよう指摘した

と発言された。

治験審査会四/26(金)〕について

(804会議室)

加藤理事より、初回審査 1件(統合失調症)、継続審査Ⅱ件(統合失調症5件ω"巳

2 件含む)、潰傷性大腸炎・大うつ病各 2 件、便秘改善薬・双極1型障害各 H牛)

については、すべて承認されたと報告された。

医療安全支援センター(苦情相談センタ→委員会四/30(火)〕について

(6階研修割

加藤理事より、平成26年8月分の事例報告・検討を行い、新規事例73事例、継続相

談15事例29回の総計105回(歯科3事例含む)について、分娩時の子宮収縮剤の使用、

正常分娩時の診断書、ステロイドの投与、診断書の作成義務について報告。夜間・早

朝等加算の算定、正常分娩と自然分娩の違い、医師の説明義務、施設での服薬管理、

廃院時のカルテ保管・開示について協議を行ったと報告された。

6 調査室委員会〔9/24(水)〕について

(5階医師連盟会議割

大輪理事より、セルフメディケーションについて資料を基に意見交換。愛知県医
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師会として同意書の内容を検討し、愛知県下におけるスタンダードな形式を作成

し、愛知県薬剤師会に提案してはどぅかとの方向性が示されたと報告された。

加藤理事より、セルフメディケーションについては、利用者の自己責任につぃて

の理解を調査室委員会にて議論していただきたいと発言された。

男女共同参画委員会 ao/2(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ため

の会」の集客方法及び「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」の企画案について協議がなされた。また、大学医学部にお

ける男女共同参画に関する講義の導入や今後の男女共同参画に関する在り方につ

いて活発な議論が交わされたと報告された。

医療安全対策委員会四/16(火)〕について

(803 ・ 804 会議室)

細川理事より、平成26年度医療安全に関する講演会の企画(案)について、医療

安全対策委員会のあり方について、審議結果の基準について検討したと報告され、

また、今後は報告書の受領通知を送付することにしたと説明された。

伊藤(健)理事より、有責、無責という文言の使い方を検討して欲しいと発言さ

れ、横井副会長より、その事情について説明された。

城(義)理事より、聞き置くだけの処理と、検討する処理の 2 つの窓口にしては

と発言された。

細川理事より、全国の医師会がどぅいう文言を利用しているか確認をすると発言

された。

加藤理事より、医療安全支援センター、医療安全対策委員会があるが、会員から

見ると、名称だけでは分かりにくいと発言された。

柵木会長より、それぞれの委員会の名称や、有責、無責という文言について検討

するよう細川理事ヘ依頼され、横井副会長より、小委員会で検討すると発言され

、^0

病院の認知症対応力向上事業第7回モデル事業企画支援会議〔10/6明)〕について

(5階医師連盟会議割

野田理事より、医療従事者の認知症対応力向上研修では、前回のアンケート内容

を考慮し次回の講義に薬物療法や身体拘束について盛り込んでもらうこととする。

認知症対応病院モデル事業の報告会については、来年の2月器日(田に県医師

会にて開催することとし、詳細については引き続き検討することになったと報告

された。

10.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.刑修会等は一括報告とする
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と発言された。

NO. 開催日

9/20 (士)

9/23

(火・祝)

名称

医療安全支援センター(苦情相談セン

ター)事例検討会(第2 回)

平成26年度愛知県医師会治験講演会

【行政、その他関係団体等会議について】

11.愛知県健康管理機関協議会平成26年度全体会議四/29(月)〕について

(愛知県健康管理機関協議会主催:日本陶磁器センタービル)

城(義)理事より、本年度より参加機関が20機関となり、全体会議として開催す

ることになった。各機関から、メンタルヘルス検診、特定化学物質の30年間のデ

ータ保存義務、学童検診での採血、検診結果報告書の指導が監督署の地区による

違いなどを、協議会として監督署に申し入れては、などが話題となった。また、

平成27年3月の研修会についても検討したと報告された。

10/1(水)健康教育講座

12

出席者数等

平成26年度中部国際空港消火救難・救急医療活動総合訓練〔10/2(木)〕につぃて

冲部国際空港緊急計画連絡協議会主催:空港島東側海域及びりんくう埠頭他)

城(義)理事より、今回は、中部国際空港の近くの海上に墜落したとの想定で、

空港島外のNTPりんくうマリーナにて、午後2時より行なわれた。D臘T到着まで

常滑市民病院の竹ノ内先生が現場指揮者となり、到着後は愛知医科大学D臘Tが現

場指揮を担当したが、地区医師会の配置、検視・検案訓練、DMORT訓練も見学席と

離れた場所となったと報告された。

149 名

担当理事

加藤理事

大輪理事

加藤理事

大輪理事

吉田理事

纐纈理事

101 名

U名

13.第22 回名古屋地方裁判所委員会〔9/26(金)〕について

(名古屋地方裁判所主催:名古屋簡易裁判所別館庁舎)

大輪理事より、簡易裁判所について意見交換を行った。民事訴訟器3,746件、少

額訴訟 13,240 件、民事調停47,596 件、支払督促 256,359 件。代理人を立てない

事例は70%。愛知県に調停委員は 160名(医師会 10数名)であると報告された。

14 平成26年度衛生検査所精度管理事業検討会議〔10/6明)〕について

(愛知県主催:西庁舎)

加藤理事より、樫尾理事が会議に出席。会議では、愛知県の衛生検査所精度管理事

業について、平成肪年度精度管理事業の結果について、平成26年度精度管理事業

の実施について議論されたと報告された。



15 公害指定地域医師会東海ブロック連絡会〔10/4(士)〕について

陥古屋市医師会主催:名古屋市医師会館)

纐纈理事より、第U回公害指定地域医師会東海ブロック(名古屋市・東海市・四

日市市・富士市)連絡会が、名古屋市主催で日医の石川常任理事を迎え行われた。

被認定者の 10年間の経過と現状の他、東海地区のエコチルの現状、名古屋市の

P地.5の取り組み、中部電力の地球温暖化の取り組みなどについての講演があっ

た。また、今後の会の方向について杉田会長から意見の提案があったと報告され

、- 0

柵木会長より、杉田副議長ヘ本会議の予算の出所について質問され、杉田副議長

より、本会議は各医師会からの持ち出しであり、患者数は減少しているので会議

をやめることを検討していると回答された。

16 愛知県損害保険医療協議会平成26年度第2回専門委員会〔9/25(木)〕につし

て

(愛知県損害保険医療協議会主催:501会議室)

森理事より、平成25年度未解決事案並びに平成26年度新規受理事案ヘの対応1

ついて報告が行われたと報告され、また、新規受理事案について説明された。

1 7. 一般社団法人愛知県労災指定医協会平成26年度第6回理事会 ao/2(木)〕に

ついて

(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催:8侃~804会議室)

森理事より、資料のとおり、報告が行われたと報告された。

【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】

18.名古屋第二赤十字病院第 36 回地域医療支援病院運営委員会四/29明)〕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、冒頭挨拶にてセルフメディケーションの話をし、会議では、平成

26年度第 1 四半期の事業について報告があり、紹介率/逆紹介率は、 73.フ%/

釘.6%。逆紹介で、 U 夕ーン 57.フ%、 1 夕ーン 32.2%、 J 夕ーン 10.1%。救急患

者総数 1,0腿名減(徒歩救急が減少)、救急車搬送患者数281名増、入院適応患者

2肪名増。軽症が減少して救急搬送、救急入院が増加。小児科救急は 3n件減で

あった。医師会の休日診療所の患者数は増加していないので軽症者の受診が抑制

されているのではないかと報告された。

柵木会長より、選定療養費に関するトラブルについて、伊藤(健)理事より、名

古屋第二赤十字病院の収益性について質問され、大輪理事より、次回確認をする

と回答された。



【その他事項について】

19.「あいち健康ナビ」の公開について

吉田理事より、 9月30日(火)より、一般向け健康情報サイト「あいち健康ナビ」

の公開を開始した。このサイトの目的は、より適切な健康情報を県民に提供すること

であり、内容は、第 Hこ、健康教育講座のビデオ版(15分程度のYOUTube動画)、第

2に、各地で開催される一般市民を対象とした健康講座、健康啓蒙行事のうち、愛知

県医師会或いは愛知県が適切と認めたものの開催予定や内容の予告、第3に各医会等

から提供される健康コラムや上記のイベントルポなどである。今後、コンテンツに関

しては「小委員会」にて検討しさらに充実させていくと報告された。

柵木会長より、本会のホームページ全体も含め、県民に対する健康教育のあり方を話

題提供で話をするよう吉田理事ヘ依頼された。

20. その他

・名古屋フィルハーモニー交響楽団コンサートについて

市川理事より、チケットがあるので希望の方は事務局まで申し出ていただく

よう発言された。

柔道整復師・鰔灸師の正しいかかり方について

伊藤副会長より、標記のり一フレットを配付してあるのでご活用いただくよ

う発言された。

週刊エコノミストについて

柵木会長より、ご自身が対談された座談会の記事が掲載されているのでお目

通しをいただくよう発言された。



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2 6年10月9日


