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公益社団法人愛知県医師会第8回(定例)理事会議事録

議事録作成者

※大野副議長が途中退席の為、承認事項9 については、21名にて審議した。

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、出席者器名(うち理事 18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。

大嶋卓

②特定非営利活動法人東海循環器病診連携フォーラム主催の第 13 回市民公開講座

〔6/16旧)〕の後援について

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名古屋臨床疫学研究会腎不全対策キャンペーン事務局主催の第20回腎不全対策キャ

ンペーン講演会〔8/25旧)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

伊藤健

松尾清

貴
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市川理事より説明があり、承認された。

③一般社団法人愛知県鰔灸マッサージ師会(会長

公開講座〔8/4旧)〕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鰔灸マッサージ師会(会長

康講座四/29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愛知県臨床検査精度管理事業の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

⑥平成25年度こころの健康フェスティバルあいち実行委員会侠行委員長木村修代

主催の健康フェスティバル ao/5(土)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(2)第18回日本心療内科学会総会・学術大会(会長

主催の第18回日本心療内科学会総会・学術大会

て

山ノ下藤美雄)主催のマッサージ健康

山ノ下藤美雄)主催の第器回はり灸健

市川理事より説明があり、承認された。

(3)東名古屋地域生活習慣病指導教育連携センター(東名古屋地域生活習慣病指導教育連

携センター運営委員長・愛知学院大学心身科学部教授佐藤祐造)主催の第5回東名古

屋健康カレッジの後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(4)マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知実行委員会医療部会委員の委嘱について

市川理事より説明があり、稲坂理事、細川理事、野口宏(救急医療情報センター)統

括センター長、野村直孝(救急委員会委員)先生、北川喜己(救急委員会委剣先生、

清水茂(救急医療情報センタ→センター長に委嘱することが承認された。

(5)愛知県察本部(刑事部長視正親家和仁)主催の検視実務専科ヘの講師派遣にっ

いて

市川理事より説明があり、細川理事を派遣することが承認された。

芦原睦:中部労災病院心療内科部昌

〔12/フ(士)~12/8 旧)〕の後援につい

(6)平成25年度公衆衛生事業功労者に対する一般財団法人日本公衆衛生協会長表彰候

補者の推薦について

市川理事より説明があり、小出常雄先生(東海市)、岩佐充二先生ω辻巳科医会)、



安藤伯秋先生(豊田加茂)、小口秀紀先生(産婦人科医会)を推薦することが承認さ

れた。

(フ) 「日本医師会赤ひげ大賞」候補者の推薦について

市川理事より説明があり、大谷勉先生(愛知県小児科医会)を推薦することが承認

された。

(8)7月の県下医師会長等協議会について

市川理事より説明があり、 7月18日(木)に開催することが承認された。

開催時間については、14:00から医師連盟執行委員会が開催されるため、

に変更することが併せて承認された。

(9)「平成25年度健やかな妊娠等サポート事業」企画選定委員会委員の推薦につぃて

市川理事より説明があり、可世木理事を推薦することが承認された。

1 ω人事委員会〔6/13(木)〕開催について

市川理事より説明があり、本日理事会終了後の開催が承認された

平成25年度愛知県救急医療推進大会〔9/9明)〕開催について

(愛知県医師会・愛知県・愛知県外科医会主催:9階大講堂他)

稲坂理事より説明があり、承認された。

病院の認知症対応力向上事業企画委員会の設置ならびに第1回〔フ/1明)〕開催
について

(愛知県医師会主催:501会議室)

伊藤(健)理事より企画委員会の設置及び第1回企画委員会の開催について説明が

あり、審議の結果、承認された。

特定健診・保健指導研修会〔8/10(士)〕開催について

(愛知県医師会主催:AP名古屋.名駅

城理事より説明があり、承認された。

14:30

愛知県特定疾患認定審査会議委員の委嘱について

大輪理事より説明があり、審議の結果、大輪理事ご自身を委嘱することが承認された。

平成25年度医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会並びに講演会開催

について

大輪理事より説明があり、第1回事例検討会を7月10日(水)(9階大講堂・8階会議室)、

第2回事例検討会を10月12日(土)(9階大講堂・8階会議室)、第3回事例検討会を1



月18日(士)(鯱城ホール)に開催すること、第2回講演会をⅡ月2日(士)(9階大講

堂・8階会議室)に開催することが承認された。

フ.各種委員会・部会について

A)第3 回愛医総研委員会〔6/28(金)〕開催について

伊藤(健)理事より説明があり、承認された。

一協議事項一

8.平成25年度第 1回都道府県医師会長協議会〔フ/23(火)〕への協議議題につぃて

柵木会長より、提出する協議議題について意見がないことを確認され、本会とし

て協議議題は提出しないことが承認された。

また、当日は山本副会長が出席されることも併せて確認された。

なお、何かあれば締め切りは7/8(励であるので、出していただくよう重ねて依

頼された。

「現代医学」誌61巻2号〔平成25年12月発行〕掲載内容について

松尾理事より、「現代医学」誌編集委員会(6月5日(水))において、第 61巻 2 号(平

成25年12月発行)の掲載内容について検討し、承認されたことについて説明され、

審議の結果、原案のとおり編集することが承認された。

10.その他

・環境衛生委員会予防接種広域化に関するプロジェクト〔6々4明)〕の開催について

纐纈理事より説明があり、承認された。

一報告事項一

1.中部医師会連合第3回常任委員会〔6/5(水)〕について

柵木会長より、6/23旧)第 129回日本医師会の代表質問及び個人質問について協

議されたことが報告された。

なお、本日、樫尾理事が出席している日医の定款・諸規程検討委員会に、新しい

日本医学会の定款(案)が提出されるので、前日に入手するよう手配していたが、

定款(案)は当日回収してしまう為、内容については不明であるので、後ほど樫尾

理事より大野副議長にご連絡いただく予定であることが併せて報告された。

大野副議長より、樫尾理事から電話での報告内容について、定款・諸規程検討委

員会の中では、日本医師会の定款内にある医学会の記述は残してはどぅかとの意

見もあったが、関係する学会の意見も聞かなければならないこと、今回は強硬派



といわれる先生が欠席されるということ、次期日本医学会会長にはその強硬派

の先生が就任するのではないかという声もあること等を話されたと報告された。

中部医師会連合第1回日医代議員協議会〔6/5(水)〕について

柵木会長より、第 129回日本医師会定例代議員会の中部ブロックからの質問にっ

いて、代表質問は、当日の各日医代議員からの指摘、要望や、 6月13日(木)に日

医にて開催される定款・諸規程検討委員会の状況を見据え、再度書き直すこと、

個人質問については、当日の各日医代議員からの指摘、要望を踏まえて、再度書

き直して頂くこととなったことが報告された。

愛知県健康推進学校実地審査〔5/29(水)、 6/3(月)〕について

伊藤理事より、5/29冰)に碧南市立中央小学校、 6/3明)に東郷町立高嶺小学校

に赴き、実地審査を行なったことが報告された。

愛知腎臓財団理事会〔5/30(木)〕について

横井副会長より、昨年度の事業・決算について報告され、役員の報酬・費用弁償

について協議したことが報告された。

また、腎臓移植件数について、愛知県内で平成器年度は朋件、平成器年度は

17件、平成24年にはⅡ件と減少しているが、腎臓の提供者自体も減少しており、

促進があまり成されていないという印象を受けたとの説明があった。

愛知県医師会無線システム災害想定訓練〔6/4(火)〕につぃて

稲坂理事より、伊勢湾を震源とするマグニチュードフ.1の地震が発生したとの想定

で、医師会 10機関、災害拠点病院松機関、基幹病院6機関の合計28機関が訓練

に参加し、無線交信、広域災害システム促MIS)への入力司1係東、またメール・FAXで

の情報収集も併せて実施し、総計381名の患者収容を確認したことが報告された。

平成25年度「学校保健課題解決支援事業」第 1回協議会〔6/4(火)〕につぃて

吉田理事より、文科省の委託事業である学校保健課題解決支援事業について、昨

年度は阿久比町で実施したが、今年度は西尾市が「いのちの教育」とテーマで実

施するということで、事業計画について説明があったことが報告された。

愛知県医師会倫理委員会審査報告について

伊藤(側理事より、愛医総研より申請のあった「連携ネットワークからみたイエロ

ーカードシステムの評価に関する研究」について、持ち回り決裁にて審議した結果、

「承認する」との回答が過半数を超え、承認となったため、申請者に報告した旨

が報告された。



第20回特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち理事会・第9回特定非営利活

動法人健康情報処理センターあいち総会〔6/1(士)〕について

城理事より、理事会及び総会において、平成24年度事業報告及び平成25年度事

業計画(案)、平成24年度決算報告及び平成25年度予算案が承認されたことが報

告されたが、横井副会長より、予算書の中で後期高齢者の保健事業実施に関する事

業、スポーツ振興による生活習慣病対策事業等、予算額が0円表示のところにっい

ては、0円表記はおかしいという指摘があったが、城理事より、理事会の席で予算を

計上したもので承認されているとの補足説明があった。

柵木会長より、今回の予算書について、改めて新しい資料を提出し、再度本会理事

会にてご報告いただくよう指示があった。

第 1回ピンクリボンフェスティバル名古屋推進委員会〔5/27(月)〕について

加藤理事より、今年度の事業計画について、10A2(土)にピンクリボンスマイルウォ

ークを、10/13旧)にデザインホールでシンポジウムを実施することが報告された。

なお、名古屋城のライトアップについては、予算との兼ね合いで実施するかは未定

であること、ウォーキングに関して、昨年度は近藤参興がスポンサーとなっていた

が、今年度はスポンサーから外れることが併せて報告された。

10 保険医協会との懇談会〔6/'4(火)〕について

加藤理事より、県の福祉医療制度見直しについては、マイナンバー制度の導入時

に再度一部負担の導入を検討する計画があるため、今後も互いに注視していく必

要性を確認したこと、樫尾理事より、平成25年度の指導計画(高点数の個別指導

等)について解説いただいたことが報告された。

11 産業医研修会〔5/31(金)〕について

西山理事より、愛知県医師会館9階大講堂にて、「職場のトラブル、産業医として

の対応と解決ヘの道筋」と題し、大同特殊鋼株式会社統括産業医の斉藤政彦先生

よりご講演いただき、Ⅱ6名の出席があったことが報告された。

12.東名古屋医師会介護保険委員会〔5/25(土)〕について

樋口理事より、現在行なわれている「いきいき笑顔ネットワーク」及び電子連絡

帳システムについての現状報告があったこと、また在宅医療ネットワークの推進

に向けて、東名古屋医師会の3市 1町の行政担当者も出席して話し合われたこと

が報告された。

13 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会〔6/3明)〕について

伊藤(富)理事より、緊急雇用創出事業の活用による医療分野の「雇用の質」の向

上のためのアドバイザー派遣事業について、地域産業保健センター事業、産業保

健推進センター事業ならびにメンタルヘルス対策支援センター事業の一括運営に



ついて協議されたことが報告された。

14 愛知県予防接種広域化調整会議〔5/31(金)〕について

纐纈理事より、各市町村の担当責任者を集め、予防接種広域化の大枠について説

明を行ったことが報告された。

なお、その後の質疑応答で、接種協力医師・予防接種単価・契約方法・愛知県の

役割について等の質問があったことが併せて報告された。

15.環境衛生委員会予防接種広域化に関するプロジェクト〔6/10(月)〕につぃて

纐纈理事より、今までの経過及び今後の進捗について報告をしたことが資料によ

り報告された。なお、今後は行政との調整会議を開催する必要もあることから、

県の担当者と調整をし、7月4日(木)頃に開催する予定であることが併せて報告
された。

16 第6回日本医師会医療安全対策委員会〔5/23(木)〕について

細川理事より、諮問の答申までのスケジュールについて説明され、来年1月に医

療事故防止研修会(V19旧))が予定されているので、各委員がそこで発表する予

定であることが報告された。

17.社会保険中京病院第27 回地域医療支援委員会〔5/24(金)〕について

細川委員より、新任院長の紹介があったこと、紹介率、逆紹介率、初診患者数に

ついては昨年とほぼ同様であったこと、地域医療支援病院の基準が変更されるこ

とについて説明があったことが報告された。

18 名古屋第一赤十字病院第27回地域医療支援病院運営委員会〔5/30(木)〕につ
いて

細川委員より、新任院長の紹介並びに緩和ケア病棟、総合周産期医療センターの

紹介があったことが資料により報告された。

19

A)

各種委員会・部会について

医療安全対策委員会〔5/21(火)〕について

細川理事より、医事紛争事例21件(新規 18件、解決討制について検討したこと、

平成25年度医療安全に関する講演会の企画案及び死因救命システム推進事業の

講演会について検討したことが報告された。

B) 医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会〔5/28(火)〕について

大輪理事より、事例報告・検討(平成 25年4月分)新規事例 87件(NO.13-001~

13-087)について、医師の飲酒、接遇、混合診療、非観血的手術の請求、診断書を

依頼していた医師が亡くなった場合の対応について報告・検討を行ったことが報



告された。

なお、飲酒の事例については個別の事例であり、医師も反省しているということ

で、あまり問題はないであろうということも併せて報告された。

C) 病院の認知症対応力向上事業第 1回準備委員会〔5/29(水)〕について

伊藤(健)理事より、県担当者より当事業の概略説明があり、「医療従事者の認知症

対応力向上研修」「認知症対応病院モデル事業」の目的・内容及び各事業の進め方

などを確認した。今後は当準備委員会にて選定した新たな構成員による企画委員

会の中で、各事業の具現化に向けた検討を進めていく予定である。

D) 第2 回愛医総研委員会〔5/31(金)〕について

伊藤(健)理事より、地理情報システム(GIS-CM)の進捗報告に加えて、課題である

「地域医療における複層的な要因の可視化」に向け現在、新たに開発しているシ

ステム恨adarN郡S)の内容説明を行ったこと、継続協議事項である「愛知県医療

計画に係る組織体制の見直し」では、柵木会長の私案資料に基づき、審議会・協

議会などの会議の性格に沿った分化の必要性や位置付けの明確化を重点に議論を

行ったことが報告された。

E) 救急委員会〔6/4(火)〕について

稲坂理事より、9/9明)に開催する「平成25年度愛知県救急医療推進大会」の講

師松田委員の演題が「愛知県における救急搬送の解析(仮題)」に決定し、救急蘇

生法講習の講師を増田委員に依頼することとなったこと、「救急医療功労者の愛

知県知事表彰候補者」の団体については、5病院を推薦することが了承されたこ

とが報告された。

F) 調査室委員会〔6/5(水)〕について

加藤理事より、会員意識及び実態調査について、各設問や選択肢の表現等を最終

確認を行ったので、実施前に理事会に配付し、内容についてご協議いただく予定

であること、 web上での入力フォームの作成について、他の目的での利用も可能

となる為、近日中に他の役員の先生方にもご参加いただいた上でデモンストレー

ションを実施し、業者を選定する予定であることが併せて報告された。

G) 「現代医学」誌編集委員会〔6/5(水)〕について

松尾理事より、「現代医学」誌第田巻 1号の進捗状況の報告及び第田巻2号(平

成25年12月発行)の掲載内容について検討したことが報告された。

またWebヘの掲載についても、原則としてご了承いただいたので、コンテンツ

等詳細については、幹事(4名)と藤田保健衛生大学の山内先生で検討し、次回の

編集委員会で最終決定する予定であること、 webヘの掲載については、能巻2

号(平成26年12月発行)からを予定していることも併せて報告された。



H) 男女共同参画委員会〔6/6(木)〕について

伊藤(富)理事より、日本医師会勤務医・男女共同参画委員会、東海北陸地区臨床

研修病院合同説明会、愛知医科大学における講義、育児期継続就労支援に関する

アンケート調査結果、平成24年度女性医師に対するセミナー及び女性医師等就労

環境改善事業についての報告及び平成25年度「医学生、研修医等をサポートする

会」について、藤田保健衛生大学及び名古屋市立大学で開催するにあたり協議さ

れたことが報告された。

20.その他

・平成25年度愛知県医師会交響楽団運営協議会〔6/8(士)〕につぃて

山本副会長より、平成24年度の事業報告及び決算報告、平成25年度の事業計画

及び予算案並びに交響楽団規程、細則について検討したことが報告された。

また、交響楽団団長が規程に明記されていなかった為、本会会長を団長とするこ

とを明記することとした。定期演奏会の実施に伴い、収益の一部をしかるべき所

に寄付しているが、今年度は寄付先が決定していない為、ふさわしいと思われる

寄付先があればお申し出いただくこと、また、今年度は地区医師会ヘ出向いて演

奏会を実施したいと考えているので、ご希望があればお申し出いただきたいとの

申し出があったことが併せて報告された。



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2 5年6月13日


