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西山理事遅刻のため、承認事項 1~7 については、21名(うち理事 15名)で審議した。

伊藤副会長欠席のため、報告事項25~27 については、次回報告することとなった。

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。

義政

口俊寛

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朝日高齢者福祉セミナー実行委員会倭員長

2015」〔6/7 旧)〕の後援について

市川理事より説明され、承認された。

加藤雅通

伊藤富士子

(2)公益社団法人生体制御学会(会長皆川宗徳)主催の「第33回(公祖生体制御学会学術

集会〔8/30旧)〕の後援について

市川理事より説明され、承認された。

内山治ヲヨの行う「朝日高齢者セミナー

城
樋



3)独立行政法人日本スポーツ振センター災害共済給付審査専門委員会委員の推薦
について

市川理事より説明があり、愛知県内科医会、愛知県小児科医会、愛知県整形外科

医会、愛知県精神科医会、愛知県耳鼻咽喉科医会、愛知県眼科医会、愛知県外科

医会ヘ委員の推薦を依頼することが承認された。

(4)透析療法審査会議委員の推薦について

市川理事より説明があり、愛知県及び名古屋市から依頼のあった標記委員の推薦に

ついて、本会枠以外の委員は、昨年に引き続き5名の推薦、本会枠は、横井副会長

から吉田理事ヘの変更が承認された。

横井副会長より、委員変更の理由について説明された。

(5)日本医師会の委員会委員の委嘱について

市川理事より説明があり、細川理事の委嘱が承認された

(6)藤田保健衛生大学(医学部長辻孝雄)主催の平成27年度医学部4学年「地域医療・

安全管理」の講義ヘの講師派遣について

市川理事より説明があり、柵木会長、吉田理事の講師派遣が承認された。

(フ)健康保険給付金等審査医師の推薦について

市川理事より説明があり、精神科医、整形外科医各 1名の推薦が承認された。

(8)人事委員会〔3/12(木)〕開催について

市川理事より説明があり、本理事会終了後の開催が承認された。

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.1~4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

3/28 (土)

名称

平成26年度第5回小児救急連

携体制協議会

4/ 6 (月)

4月~9月

第1回愛知県医師会地域医療政

策研究機構

日本医師会認定産業医研修会

開催場所

7階研修室

5階医師連盟会

議室

担当理事

城(義)理事

細川理事

資料参照

伊藤(健)理事

大輪理事

市川理事

西山理事



N0 開催日

8/ 9 (印

11/15 (日)

3.委員会委員の変更について

(1)救急委員会委員の変更について

城(義)理事より説明があり、半田市医師会の籾山嘉樹先生から水野一明先生ヘの委員

変更が承認された。

12/13 (日)

かかりつけ医等心の健康対応力

向上研修会

名称

(2)地域医療介護委員会委員の変更について

樋口理事より説明があり、知多半島医療圏の委員を早川俊彦先生ヘ変更すること

が承認された。

開催場所

名鉄ニューグラ

ンドホテル

ホテルクラウン

パレス知立

中日パレス

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、再申請 1名、新規指定3名、

重複)、施設移転2名、転勤3名、医療施設名称変更4名、

の申請が承認された。

平成27年度医療従事者給与基準表(案)について

大輪理事より説明があり、標記基準表が承認された。

山本副会長より、初任給だけでなく、その後の基準も追加するよう要望を出した

と発言され、柵木会長より、基本的には初任給の基準を作り、その後は、個々の

機関で勤務状況も変わってくるため、一概には基準が作れないのではないかと発

言され、大輪理事より、参考資料として添付することは可能であるので次年度に

検討すると発言された。

担当理事

市川理事

西山理事

四大学連絡協議会〔5/21(木)〕開催について

(愛知県医師会主催:名古屋マリオットアソシアホテル)

城(卓)理事より説明があり、標記協議会の開催が承認された

一協議事項一

フ.公益社団法人愛知県医師会新型インフルエンザ等対策業務計画(仮称)(案)について

纐綴理事より説明があり、標記業務計画が承認された。

柵木会長より、状況により修正が出た場合は、その都度検討すればよいと発言された。

開業 1名(新規指定と

(施設移転と 2名重複)

8.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9回常任委員会〔3/4(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回日本医師会臨時代議員会について、代表質問は福井県医師

会より、「『地域医療構想』(ビジョン)における『慢性期』病床必要量の算出に関

する日本医師会の老え方」、個人質問は、本会山本副会長より、「より信頼される医

師会を目指して」と題し質問することとなり、その内容について検討された。また、

次年度の特別委員会、日本医学会総会の登録数について議論を行ったと報告された。

市川理事より、 4月Ⅱ日(士)は京都にて懇親会を行うと発言された。

柵木会長より、女性医師支援センター中部ブロック会議は、委員総会後の開催では

なく、 12月20日(印に開催することとなり、また、その他の関係会議の日程に

ついて説明された。

中部医師会連合第1回日医代議員協議会〔3/4(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回日本医師会臨時代議員会にて、山本副会長より質問される

個人質問が配付された。

日医学校保健講習会〔2/28(士)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

吉田理事より、講演Hよ、文部科学省専門官から、平成27年度からの学校健診の

変更点等の説明があった。講演2では安達委員から D性教育」のあり方について専

門医の経験に基づく提案があった。講演3では性同一性障害についての説明とそれ

がどのようにいじめにつながっていくかの説明があった。シンポジウムでは、健康

診断の変更点とその対応について、運動器検診、保健調査票、色覚についての議加

があったと報告された。

第6回日本医師会医療秘書認定試験委員会〔2/20(金)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

加藤理事より、第35回日本医師会医療秘書認定試験の合否判定や結果分析評価報

告書の検討を行った。愛知県の合格者は舗名で、95.5%の合格率であったと報告

された。

第 16回都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会〔3/4(水)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

樋口理事より、テレビ会議システムにより本会にて開催。出席者は5名であった

と報告され、また、協議会の内容について説明された。



平成26年度女性医師支援事業連絡協議会〔2/27(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、厚生労働省による女性医師支援の取り組みに関する講演後、

6つの女性医師支援センター事業ブロック別会議の報告が行われたと報告され、そ

の内容及び参考資料として配付された「医師等の確保対策に関する行政評価・監

視結果に基づく勧告」の説明をされた。

加藤理事より、小児科と産婦人科の女性の割合か多い理由について質問され、可

世木監事より、産婦人科を選ぶ医師は、お産ではなく外来をやるという意識が高

いためであると回答された。

平成26年度都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会〔3/4(水)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

森理事より、日医生涯教育認定証の発行数について、医師養成の充実について、

MindSガイドラインセンター、診療ガイドラインについて資料に基づき説明され

また、議事以外に「指導医のための教育ワークショップ」について、話があった

と報告された。

【本会関係会議について】

8.第7回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔3/5(木)〕について

(5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、地域医療構想策定ガイドライン等に関する説明を行い、委員

間にてフリーディスカッションを行ったと報告された。

愛知県医師会医療圏医療協議会〔2/25(水)〕について

(802~804 会議室)

伊藤(健)理事より、「地域医療構想(ビジョン)」について、医療福祉計画課及びご

自身より、主として国の検討会の内容をもとに現在の状況を説明したと報告され

、- 0

10 愛知県医師会無線システム災害想定訓練〔3/3(火)〕について

(7階研修割

城(義)理事より、尾張西南部を震源とするマグニチュードフ.8の地震が発生した

との想定で、医師会 10機関、災害拠点病院Ⅱ機関、基幹病院9機関の合計30機

関が参加して訓練を行なった。無線交信に加え、広域災害システム促朧S)への入

力訓練、メール・F脳での情報収集訓練も併せて行い、概ね滞りなく終了したと報

告された。

11 愛知県救急医療情報センター運営連絡協議会〔3/3(火)〕について

(7 階研修室)

城(義)理事より、平成26年度の実績では、電話 143,201件、 web 5,933 件と前年度

5



より Web の件数が 1,500件ほど増加している。12月、1月の問い合わせが多く、小児

科26%、内科21%であった。症状では、発熱が半数を占めたと報告された。

山本副会長より、web について質問され、城(義)理事より、ホームページ上から利用

者が検索するものであると回答された。

12 救急委員会〔3/3(火)〕について

(7階研修割

城(義)理事より、報告事項では、3月1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6回トリアージ研修会の開催等について検討がなさ

れたと報告された。

柵木会長より、3月8日(印に行われた名古屋ウィメンズマラソンではCPA症例

は出たのか質問され、城(義)理事より、出ていないと回答された。

13 救急委員会小委員会〔3/3(火)〕について

(7階研修室)

城(義)理事より、第器回救急医療・災害医療シンポジウムの当日の実施方法等に

ついて、打合せを行ったと報告された。

14 医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会〔2/24(火)〕について

(6階研修室)

加藤理事より、平成27年1月分事例報告・検討を行い、新規事例73事例、継続相談

26事例36回の総計112回(歯科3事例含む)について、精神疾患を持った患者ヘの対

応、市民からの告発について報告。初産の妊婦ヘの看護師の対応、液体窒素での処置

について協議を行ったと報告された。

15 愛知県医師会医療秘書学院講師会〔3/フ(士)〕について

(愛知県医師会医療秘書学院主催:名古屋東急ホテル)

加藤理事より、学院試験結果(学年末、卒業)等について報告、協議し、 H 名全

員の卒業が承認されたと報告され、3月15日(印の卒業式をもって、休校とな

ると説明された。

16 治験審査会〔2/20(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(施設追加))、継続審査8件(潰傷性大腸

炎・大うつ病各2件、便秘改善薬・統合失調症・認知症・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。

柵木会長より、新規案件の申込数について説明され、加藤理事より、減っていると回

答された。



17.調査室委員会〔3/3(火)〕について

伍階医師連盟会議室)

大輪理事より、国民医療推進協議会決議文案について報告。Twitter を利用した情

報発信、「医師の職業倫理指針」に関するアンケート調査の実施について資料によ

り説明を行ったと報告された。

18 東海北陸厚生局との打合せ〔3/2明)〕について

伍階医師連盟会議室)

樫尾理事より、今年度の指導監査実施結果を踏まえ、選定の在り方、保険指導医

などについて意見交換を行った。また、地域包括診療加算・地域包括診療料の届

け出について資料に基づき説明された。

19 社保指導委員会〔3/フ(士)〕について

仲日パレス)

樫尾理事より、東海北陸厚生局が実施する指導監査の概要報告、審査支払機関の

取り組みなどに関する進捗説明に加え、その他関連事項について意見交換を行っ

たと報告された。

2 0. GOOD nFE PRωECT(在宅医療に関するプロジェクト)〔3/2(月)〕について

(801 会議室)

樋口理事より、3月7日(士)に開催する講演会について、当日の配付資料をもとに

各委員より地区の在宅医療ネットワークの取り組みについて説明があり、当日の

流れについて確認した。また、事業終了に伴い今回が最後の会議となると報告さ

れた。

2 1.環境衛生委員会〔3/3(火)〕について

(501 会議室)

纐纈理事より、愛知県からインフルエンザ、ヒトパピローマウイルス、エボラ出

血熱の患者を想定した搬送訓練について情報提供がなされた。また、本会の新型

インフルエンザ等対策業務計画における環境衛生委員会の位置づけについて協議

したと報告された。

22 第2回医療関連職検討委員会〔3/6(金)〕について

(501 会議室)

大輪理事より、給与基準表については、パートや派遣等の賃金や経験年数等を老

慮できる見やすい様式に変更するよう意見があり、検討した。愛知県医師会医療

従事者関係無料職業紹介所については、今後の運営方針やホームページ改善につ

いて検討。また、民間人材派遣業者の評判等について、会員からの情報の吸い上

げや、ナースセンターを含めた活性化について検討したと報告された。



2 3.医療安全対策委員会〔2/17(火)〕について

(803 ・ 804 会議室)

森理事より、平成27年2月分委員会提出案件 19件(新規 15件、解決4件)につい

て検討したと報告された。

24.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。

卯名

開催日

2/24 (火)

3/6 (金)

2/25 (水)

3/ 5 (木)

2/28 (士)

産業医研修会

社保集団指導講習会並びに医療安全説

明会

予防接種研修会

平成26年度愛知県糖尿病対策推進会議

学術講演会

学校保健シンポジウム

第器回救急医療・災害医療シンポジウ

厶

愛知県医師会GOOD nN P即琵CT講演

4 2/'28 (士)

名称

3/ 1(印

3/フ(土)

【行政、その他関係団体等会議について】

25.平成26年度第4回愛知県医療審議会医療法人許認可部会〔2/20(金)〕につぃて

(愛知県主催:801会議室)

26.東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔2/24(火)〕について

(東海北陸厚生局主催:東海北陸厚生局)

27.愛知県社会福祉審議会〔2/26(木)〕について

(愛知県社会福祉審議会主催:名古屋銀行協会)

28.第 23 回名古屋地方裁判所委員会〔2/24(火)〕について

恪古屋地方裁判所主催:名古屋高等裁判書大会議室)

大輪理事より、裁判所における被害者ヘの配慮の在り方について、刑事第5部判

事より「犯罪被害者保護制度の概要」について説明を受け、実際の法廷ヘ移動し、

ビデオリンク方式による証人尋問、遮ヘい措置体験を受けたと報告された。

3/フ(士)

出席者数等

26 名

133 名

517 名

372 名

235 名

担当理事

市川理事

西山理事

樫尾理事

加藤理事

纐纈理事

吉田理事

森理事

城(朔理事

吉田理事

纐纈理事

城(義)理事

細川理事

樋口理事

野田理事

器7名

104 名

187 名

会

N
。
.
ー



29 平成26年度第3回特別支援学校における医療的ケア連絡協議会〔2/17(火)〕に

ついて

(愛知県主催:愛知県自治センター)

吉田理事より、特別支援学校の養護教諭は来年度より常勤となる。また、各特別

支援学校からの事例の検討に加えて、医療的ケア試行について、主治医からの指

示書の様式変更の件について協議したと報告された。

30 第2回指肢切断救急搬送シンポジウム〔3/1旧)〕について

恪古屋大学大学院医学系研究科手の外科学主催:名古屋都市センター)

城(義)理事より、名古屋大学手の外科、愛知医科大学形成外科、安城更生病院手

の外科マイクロサージャリーセンターと救急隊と携帯電話のカメラを用い、テレ

トリアージを行い、再接合手術が可能かを判断し搬送先を決めている実績が報告

された。また、名古屋大学の杉浦先生より、携帯電話を用いた搬送先情報システ

ムについて、紹介があったと報告された。

31 全国難病センター研究会第器回研究大会筒知)〔2/21(士)・2/22旧)〕につい

て

(全国難病センター研究会主催:高知プリンスホテル)

加藤理事より、本会からは事務局が参加した。全国難病センター研究会第器回研

究大会には、全国から約 100名の参加があった。平成27年1月より「難病患者の

医療等に関する法律」が施行され、新たな難病対策が開始された中での開催のた

め、難病相談支援センターのあり方や各センター事業に関する報告や意見交換が

行われたと報告された。

32 平成26年度愛知県感染症発生動向調査企画委員会〔3/2明)〕について

(愛知県主催:愛知県衛生研究所)

纐纈理事より、麻疹患者は輸入株による集団発生があり本県は人口 100万人当た

り 6.2 と全国平均3.6 に対し高かった。2014/2015 インフルエンザウイルスは検査

中であるが、A香港が大多数を占め、ワクチンは外れたと説明があったと報告され

、- 0

33.准看護師試験委員会議〔3/5(木)〕について

(愛知県主催:西庁舎)

大輪理事より、准看護師の試験の会議。新卒の准看護師の合格率は9訊。次年度よ

リ、試験問題については、知識を問う問題だけでなく症例に関する問題も入れて

いくことになったと報告された。

34. 愛知県損害保険医療協議会平成26年度第4回専門委員会〔2/26(木)〕につい

て

(愛知県損害保険医療協議会主催:501会議室)
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森理事より、未解決事案について、協議したと報告され、その事案について説明

された。

3 5. 一般社団法人愛知県労災指定医協会平成26年度第Ⅱ回理事会〔3/5(木)〕に

ついて

(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催:801~803会議室)

森理事より、役員候補、労災保険指定病院(診療所)指定名簿について資料に基

づき説明された。

柵木会長より、労災保険指定病院(診療所)指定について質問され、城(義)理事

より、労働局が決定していると回答された。

【その他事項について】

3 6.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2 7年3月12日


