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公益社団法人愛知県医師会第M回(定例)理事会議事録

平成 27年2月12日(木)午後 2時30分~午後4時30分

愛知県医師会館4階理事会議室

Z》、
長(代表理事)/柵木充明ユニヰ

副会長(代表理事)/横井隆

理事/市川朝洋 吉 田貴伊藤健

大輪芳裕西山朗樋口俊寛

細川秀一森孝生野田正治

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

欠席者

議事録作成者

副会長(代表理事)/山

理事/樫尾 富二

加藤理事、纐纈理事遅刻のため、承認事項 1~4、協議事項6 については、19名(うち

理事 13名)で審議した。

協議事項5、報告事項 12 については、報告事項器の後に審議した。

横地宏和

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21名(うち理事 15 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。

加藤雅通

纐纈雅明

本

城

城義政

伊藤富士子

楯伊藤宣夫

卓志

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

①一社団法人日本尊厳死協会東海支部伎部長青木仁子)主催の第5回終末期医療の

法制化研究会(シンクタンクの会)〔3/8(日)〕の共催及び会長挨拶について

②公益財団法人愛知腎臓財団(会長前田憲志)・慢性腎臓病(Cゆ)対策協議会(会長松

尾清→主催の「世界腎臓デーキャンペーン」〔3/14(士)〕の後援について
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議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。



③愛知県健康管理機関協議会(会長五藤雅博主催の産業保健事業研修会〔3/18(水)〕

の共催について

④「新老人の会」東海支部財団法人ライフ・プランニング・センター(代表林博史:

偕行会城西病院名誉院昌主催の「新老人の会」東海支部春のフォーラム〔V器(水)〕

の後援について

市川理事より、ト(1)一①~④について一括承認を求め、承認された。

承認事項卜ω一①の会長挨拶については、山本副会長が行うことが承認され

2)NP0法人愛知視覚障害者援護促進協議会(理事長高柳泰世)主催の「平成26年度視覚

障害りハビリテーション・補助犬関連施設合同説明会」〔3/4(水)〕の共催について

市川理事より説明され、共催及び本会難病相談室の職員1名を派遣することが承認さ

れた。

3)愛知医科大学災害医療研究センター(代表者中川隆:教授)主催の「米国におけ

るエボラ出血熱患者対応の実際と課題」講演会〔3/12(木)〕の後援並びに会場使用料

の免除について

市川理事より説明され、承認された。

柵木会長より、会場使用料免除については、その都度理事会にて協議すると発言され

、-0

(4)3月の県下医師会長等協議会について

市川理事より説明され、3月の県下医師会長等協議会は、第173回(臨時)代議員会

開催により休会とすることが承認された。

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.1~5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。

市川理事より、NO.1の旧医代議員と本会役員との合同協議会」については、第134

回日医臨時代議員会の中部ブロックからの代表質問が福井県、個人質問が愛知県にな

つたと説明された。

開催日N0

2/26 (木)

名称

日医代議員と本会役員との合同

協議会

GOOD Π硲 PROJECT(在宅医療に

関するプロジェクト)

愛知県救急医療情報センター運

営連絡協議会

3/2 (月)
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3/3 (火)

3/6(金)第2回医療関連職検討委員会

開催場所

5階医師連盟会

議室

801会議室

担当理事

市川理事

樫尾理事

野田理事

樋口理事

城(義)理事

細川理事

大輪理事

伊藤(健)理事

7階研修室

2

501会議室



NO. 開催日

3/フ(士)

名称

愛知県医師会GOOD nN

P即琵CT講演会~在宅医療連携

システムの推進に向けて~

平成27年度難病相談室相談医師委嘱について

大輪理事より説明があり、承認された。

愛知県広域予防接種事業運営委員会の開催日変更について

吉田理事より説明があり、毎月第4月曜日の定例開催より、3月から毎月第3月曜

日の定例開催に変更することが承認された。

一協議事項一

5.難病指定医等研修実施事業の委託について

加藤理事より説明があり、標記事業の受託が承認された。

開催場所

ミッドランドホ

一ル

愛知県C0印医療連携パス運営協議会のNP0法人化に伴う入会について

森理事より、標記運営協議会が、平成27年1月29日付で特定非営利活動法人愛

知県COPDネットワーク(理事長:名古屋大学長谷川好規教授)として設立された

旨説明され、正会員(団体)の年会費として、 30,000円の支出及び、本会担当理事

としてご自身が当法人の理事として参加することが承認された。

担当理事

野田理事

樋口理事

7 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8 回常任委員会〔2/'4(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、第134回日医臨時代議員会での中部ブロックからの個人質問は愛知

県となり、山本副会長より質問をして頂くことになったが、役員の中で質問の強い

要望があれば申し出るよう依頼され、また、質問の内容については、2月26日(木)

の「日医代議員と本会役員との合同協議会」、 3月5日(木)の「中部医連第 1回

日医代議員協議会」で検討すると説明された。また、常任委員会の日程、来年度の

委員総会について説明され、特別委員会については、希望があれば提案をするよう

依頼された。

日医学校保健委員会〔V29(木)〕について

旧本医師会主催:506会議室)

吉田理事より、平成26年度学校保健講習会講演担当座長の決定、来年度より始ま

る「学校保健総合支援事業」、「がんの教育総合支援事業」についての説明、「健康

診断マニュアル」改訂作業の進捗状況についての説明があり、その後、諮問に関

する討論が行われたと報告された。

日医医業税制検討委員会〔2/6(金)〕について

旧本医師会:日本医師会館506号会議室)

大輪理事より、消費税要望についての当面のスケジュールについて、見える化の

議論について、地域医療連携推進法人制度(仮称)の創設について、平成27年度

税制改正大綱本会の主な税制改正要望とその結果について、資料に基づき説明さ

れた。

平成 26年度第 2 回「『2020.30』推進懇話会」 a/30(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、「2020.30」運動は上手く進んでいない、「2020.30 を実現さ

せるための茶話会」などを開催して市町村単位での活動の活性化を図る予定であ

ると説明された。

柵木会長より、2呪0年までに女性役員を30%にということかと質問され、伊藤(富)

理事より、まずは 10%を目標にと回答された。

日本医師会医療安全対策委員会〔V28(水)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

細川理事より、各県より自県での医療事故調査制度に関しての取り組みについて

話があり、各県で温度差があることが分かった。また、今後は、本委員会を毎月

開催することになったと報告された。

柵木会長より、論点の 1番のポイントについて話がなされているか質問され、細
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川理事より、されていないと回答され、また、どんなものを調査するかという入

リロがやっと決まりつつあるので、今後は中部ブロックでの情報共有の場を設け

た方がよいと感じていると発言された。

横井副会長より、ガイドラインが4月に公表予定であるが、そこから都道府県医

師会で構築していくのは難しいと発言された。

柵木会長より、2月14日(士)に医療安全対策委員会勉強会が開催されるので、

役員は是非参加するよう依頼された。

第3回母体保護法等に関する検討委員会〔2/4(水)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

可世木監事より、人口減を克服するための対策について、日本の少子化対策、家

族政策ヘの提言(案)について資料に基づき説明された。

柵木会長より、本委員会と議論の内容の関係性について質問され、可世木監事よ

リ、母子保健の関係であると回答された。

森理事より、フランスでは子どもの人数によって所得税額が決まると発言された

【本会関係会議について】

フ.ホームページ・1T化対策委員会〔V28(水)〕について

(804 会議室)

吉田理事より、委員長、副委員長を選任し、サーバー環境クラウド化について、

各システムや環境要件毎にポリシーが必要であること、業者サポート体制の必要

性と業者選定の重要性が議論された。TV会議システムとウェブページについては

継続審議になったと報告された。

柵木会長より、サーバーのクラウド化にはどれくらいかかるのか質問され、吉田

理事より、数ケ月はかかると回答され、柵木会長より、秋頃までには方向性を示

すよう吉田理事ヘ依頼された。

健康教育委員会〔2/4(水)〕について

(804 会議室)

吉田理事より、平成26年12月の健康教育講座について報告し、平成27年4月か

ら 7月までの予定を確認した。また、平成27年9月19日(土)のあいち県民健康

祭の担当医会と、あいち健康ナビホームページ運営状況について協議したと報告

された。

健康教育小委員会〔2/4(水)〕について

(804 会議室)

吉田理事より、「あいち健康ナビ」ウェブページについての現状確認をし、デザイ

ンやコンテンツの内容等多角的に今後の充実化について協議した。また、ホーム

ページへ掲載している動画について、時間を短くし自前で作成できるよう検討を

していると報告された。



10.救急委員会〔2/3(火)〕について

(7階研修鋼

城(義)理事より、報告事項では、1月30日までに行われた関係会議等について

報告がなされ、協議事項では、第器回救急医療・災害医療シンポジウム等につい

て検討がなされたと報告された。

愛知県医師会無線システム災害想定訓練〔2/4(水)〕について1 1.

(一宮市医師会館)

城(義)理事より、伊勢湾を震源とするマグニチュードフ.0の地震が発生し、県

医師会が被害を受けた想定で、災害対策本部を一宮市医師会に移し、医師会12機

関、災害拠点病院9機関、基幹病院9機関の合計30機関が参加して訓練を行った。

無線交信以外にも広域災害システム(EMIS)への入力訓練、メール・F腿での情報

収集訓練も併せて行った。結果は、全ての訓練において概ね滞りなく終了するこ

とができたと報告された。

12 医療安全支援センター(苦情相談センタ→委員会〔V27(火)〕について

(6階研修鋼

加藤理事より、平成26年松月分事例報告・検討を行い、新規事例舗事例、継続相

談18事例26回の総計 H3回(歯科2事例含む)について一患者の理解度の問題、白

内障手術について、障害年金の診断書作成、診断書の通院日数、皮膚科軟膏処置

料の算定について協議を行ったと報告され、事例の一部について説明された。

13.調査室委員会〔2/3(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、愛知県国民医療推進協議会での決議文(案)について、調査室委員

会サポーターズに対する情報提供方法について協議を行ったと報告された。

柵木会長より、 3月14日(士)に開催する第 173 回(臨時)代議員会終了後、「愛知

県国民医療推進協議会」地域集会を開催し、決議文は事前に各団体より賛同を得て、

当日は、役員と代議員の参加とする予定であると発言された。

14 臨時監事会〔2/5(木)〕について

(5階医師連盟会議室)

西山理事より、臨時監査を受け適正に処理されていると報告を受けたと報告され

、-0

15 男女共同参画委員会〔2/5(木)〕について

(801 会議室)

伊藤(富)理事より、名古屋大学医学部講義、「輝く女性医師ライフを考える」

講演会、日医第2回女性医師支援委員会の報告を行ったと報告され、また、医師・

看護師に係る職業紹介に関するアンケート調査結果について資料に基づき説明さ
6



れた。

柵木会長より、女性医師バンクが普及しない理由について質問され、伊藤(富)

理事より、 PRが足りないと回答された。

樋口理事より、人材派遣元の質の問題もあるので、そういった情報を県医師会が

集約する必要があると発言された。

16.医療安全対策委員会〔1/20(火)〕について

(803 ・ 804 会議室)

細川理事より、平成27年1月分委員会提出案件噐件(新規 16件、解決 16件)

について検討したと報告され、本年度は件数が増加傾向であると説明された。

17.講演会・研修会等について

柵木会長より、下記のNO.1~7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。

城(義)理事より、 NO.6 については、ご自身も参加され、受講されていない方は

是非受講して頂きたいと発言された。

開催日N0

V24 (士)

25(田

*は共催・協賛等

出席者数等担当理事

伊藤(健)理事
噐名

伊藤(割理事

吉田理事
器9名

纐纈理事

加藤理事
342 名

大輪理事

細川理事
657 名

森理事

西山理事
100 名

市川理事

城(朔理事
18 名

細川理事

西山理事
79 名

市川理事
2/フ(士)平成26年度メンタルヘルスケア研修会

名称

第松回日本医師会指導医のための

教育ワークショップ(愛知県医師会主

催)

健康教育講座

平成26年度医療安全支援センター{苦

情相談センター)事例検討会(第3同

医療安全に関する講演会

V器0村

4

V31(士)

2/4 U拘

2/6(金)産業医研修会

*2/フ(士)愛知県医師会IC[S研修会

【行政、その他関係団体等会議について】

18.慢性腎臓病(Cゆ)文寸策協議会普及啓発専門部会〔V30(金)〕について

(公益財団法人愛知腎臓財団主催:愛知県東大手庁舎地下1階B1侃会議室)

吉田理事より、3月14日に予定されている世界腎臓デーキャンペーンの活動内容

について議論したと報告された。



19 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会〔V31(士)・2/1旧)〕について

(若年者心疾患・生活習慣病対策協議会:広島医師会館)(吉田理事)(纐纈理事)

吉田理事より、理事会にて、平成25年度事業報告、決算、並びに平成27年度事

業計画、予算が承認され、2月1日に行われた総会では、ワークショップ1題、特

別i樹寅3題、一般演題2題の出題があったと報告された。

20 学校保健課題解決支援事業第2回協議会〔2々嶋)〕について

(愛知県主催:愛知県東大手庁舎2階)

吉田理事より、小牧市教育委員会より今回の取り組み「小牧市生と性のカリキュ

ラム」と「食物アレルギー緊急対応マニュアル」作成についての報告があり、全

委員から意見が述ベられたと報告された。

21 愛知県学校保健結核対策委員会〔2/5(木)〕について

(愛知県主催:愛知県自治研修所)

吉田理事より、本年度公立小中高校の結核発症報告数は4例(児童生徒3例、教

職員 1例)であった。うち 16歳の高校生は疇血にて発症排菌(+)で入院治療、

退院後普通に登校、他の3例は結核検診で見つかり、いずれも排菌なしで外来治

療であったと報告された。

22.愛知県健康管理機関協議会理事会 a/27(火)〕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、平成26年度の研修会は、 3月18日(水)午後2時より愛知県

医師会館地下講堂で、産業医科大学名誉教授神代雅晴先生による「作業環境管理

と改善方法、メンタルヘルスの一次予防について」の講演が決まった。その後、

愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課生活習慣病対策グループの山村浩二課長

補佐より、「愛知県が行う健康対策事業の最近の動向」と題し、講演が行われたと

報告された。

第 13回中部国際空港緊急計画連絡協議会〔2/5(木)〕について2 3.

冲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、平成26年10月に行われた総合訓練の反省と、来年度の訓練

について協議されたと報告された。

24 平成26年度医療安全支援センタージョイントミーティングσM)全国大会〔V27(火)

について

(東京大学大学院医学系研究科医療安全管理学講座主催:東京大学山上会館)

加藤理事より、本会からは、事務局が参加し、全国の医療安全支援センターや患

者相談窓口の担当者など、約75名の参加があった。今回は、病院・医療安全支援

センター・患者家族の立場から講演された。また、愛知県医師会宮治眞先生より、

「医療対話促進の取り組み:地域における医療対話の現状と課題一苦情相談セン
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ターにおける苦情相談者の納得感を考察するー」と題して報告があったと報告さ

れた。

25.愛知県医療安全推進協議会〔V30(金)〕について

(愛知県主催:愛知県庁西庁舎)

加藤理事より、愛知県の医療安全対策や愛知県医療安全支援センターの活動報告、

相談実績と具体的な事例の報告があったと報告され、事例の一部について説明さ

れた。

26 尾張北部地域産業保健センター第2回運営協議会〔2/4(水)〕について

(尾張北部地域産業保健センター主催:尾北医師会館)

西山理事より、平成26年度事業実績は、平成25年度相談実績とほぼ同じであり、

平成27年度事業計画では、事業所訪問相談の件数を増加させるため、事業所に対

しては労働基準監督署と商工会議所から、産業医にはセンター長、地区運営主幹

から口添えを頂くべく議論しあったと報告された。

27.平成26年度愛知県健康づくり推進協議会健康増進部会 a/器(木)〕について

(愛知県主催:愛知県自治センター)

森理事より、平成26年度の「健康日本21あいち新計画」の推進に関する取組状

況、目標項目の進捗状況について、疾患分野(がん・循環器疾患・糖尿病・COPD・

歯科疾患の発症予防と重症化予防)、生活習慣分野(生活習慣の改善)等、資料に

基づき報告された。

28.平成26年度歯周病対策機能連携検討会議 a/29(木)〕について

(愛知県主催:愛知県自治センター)

森理事より、歯周病と糖尿病の医療連携体制の推進について、歯周病と糖尿病と

の医科歯科連携に関する調査結果、保健所における歯周病対策ネットワーク推進

事業、生活習慣病対策機能連携推進事業の報告があった。本会としては、生活習

慣病対策機能連携推進事業の一環として糖尿病医科歯科連携情報提供書の作成に

協力したと報告された。

29.第4回愛知県C0印医療連携パス運営協議会〔V29(木)〕について

(愛知県COPD医療連携パス運営協議会主催:名古屋大学中央診療棟会議室)

森理事より、本会議をもってNP0法人愛知県C0印ネットワーク設立総会が開催さ

れ、当法人の設立に関する確認、定款、年会費、今後の事業計画、活動の予算、

役員及び設立代表者の選任等について審議された。また、C0円連携手帳の内容に

ついて協議を行ったと報告された。

3 0. 愛知県健康づくり推進協議会がん対策部会〔V30(金)〕について

(愛知県主催:愛知県自治センター)



森理事より、愛知県がん対策推進計画(第2期)の推進と今後のがん対策(がん

の予防、早期発見、治療、緩和ケア、在宅療養、小児がん対策、働く世代ヘのが

ん対策、がんに関する相談支援・情報提供の推進等)について報告があり、今後

の取組み等について各機関より意見を述ベたと報告された。

31 一般社団法人愛知県労災指定医協会平成26年度第 10回理事会〔2/5(木)〕に

ついて

(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催:802~804会議室)

森理事より、平成27・28年度の新役員(会長、副会長、常任理事、監事)が承認さ

れ、平成27年度事業計画、予算について協議されたと報告された。

愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会第5回苦情解決合議体〔2々明)〕につ3 2.

いて

(愛知県社会福祉協議会主催:愛知県社会福祉会館)

樋口理事より、苦情受付状況の報告があり、個別ケースや継続ケースの検討につ

いて協議したと報告され、また、年間4箇所施設等を視察し、苦情が出た問題に

ついて検討を行うと説明された。

柵木会長より、どのような施設を視察するのか質問され、樋口理事より、社会福

祉法人の施設や社会福祉協議会等に出向き、苦情について利用者に問題があるか

施設に問題があるか確認をしに行くと回答された。

33 平成26年度第2回愛知県介護予防推進会議〔2/3(火)〕について

(愛知県主催:三の丸庁舎)

樋口理事より、平成26年度の介護予防市町村支援事業取組結果と実施状況につい

ての説明があり、前年度との比較で一次予防事業でボランティア参加人数の増加

が認められた。議題として、介護予防事業マネジメントのための事例集が完成し、

確認後製本に入る。また、平成27年度愛知県介護予防市町村支援事業についての

説明があったと報告された。

34 第2回重症心身障害児者療育ネットワーク会議〔V31(士)〕について

(愛知県心身障害者コロニー主催:ウィルあいち)

野田理事より、大同病院の水野先生より講演があり、会議では、各施設から現状

報告と平成27年度開設予定の3施設から報告があった。各施設とも短期入所の予

約は3か月前に埋まる。開設予定の3施設からはハード面の準備は予定通りであ

るが人的確保、特に小児科医の確保に目途がついていない。ティンクルなごやは5

月半はから入所開始。一宮医療療育センターは現在基礎工事中であると報告され

、- 0

35 平成26年度第3回愛知県認知症施策推進会議〔2/3(火)〕について

(愛知県主催:三の丸庁舎)
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野田理事より、俳佃見守りSOSネットワークは 1月から運用が開始され、県外に

依頼したのは1件あり。身元不明者の調査では認知症患者はなかったが、記憶障

害2件と脳梗塞 1件があった。高齢者虐待では息子39%、娘 17%が多かった。認

知症施策では県内各自治体の取組状況のアンケート集計の報告があり、また、新

オレンジプランへの愛知県の対応が示されたと報告された。

【その他事項について】

36.予算の執行状況並びに資産の運用状況について

西山理事より、平成26年12月31日現在の予算の執行状況並びに資産の運用状況

について資料に基づき説明された。

3 7.その他

・肺がんとその予防について

森理事より、以前理事会にて配付したが、修正があったので修正したものを配付

したと発言された。

地域医療介護総合確保基金について

柵木会長より、平成27年度事業について提案があれば提案するよう役員ヘ再度依

頼された。



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27年2月12日


