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公益社団法人愛知県医師会第20回(定例)理事会議事録

議事録作成者

※細川理事遅刻の為、承認事項 1~協議事項 12 については、20名にて審議した。

※可世木理事、承認事項7A~8、協議事項 12 の審議中離席。

②独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター主催の市民公開講座〔松/1 田)〕

の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

横地宏和

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グリーンタウン呼吸ハ、下研究グループ(理事長井上登刈主催の第6回呼吸ケア

と誤ハ、ケア学会田26.2/15 (士)・16 (日)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

1

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 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。

横井隆

伊藤健一

樋口俊寛

城義政

伊藤富士子

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

貴
二富



③愛知県小児保健協会(会長長嶋正寛主催の「愛知県小児保健協会学術研修会」

〔H26.2/9 (日)〕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薬剤師会(会長村松章例主催の第6回あいち・くすりフォ

ーラム「妊娠と授乳のくすりと母と子の健康一妊娠・授乳とメンタルヘルスー」

〔H26.2/2 (日)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

2)東海病院管理学研究会(会長山内一信:名古屋大学名誉教授主催の東海病院管理学

研究会第 189 回例会田26.3/6 (木)〕への助成金について

市川理事より概要について、柵木会長より、基準に則り地方の会には基本的に助成し

ないと説明され、標記例会には助成しないことが決定された。

第Ⅱ回日本医師会指導医のための教育ワークショップ田26. V18(士)・ V19旧)〕

開催並びに講師謝礼について

(愛知県医師会主催:9階大講堂)

伊藤(健)理事より説明があり、承認された。

柵木会長より、昨年度の講師から変更があるか質問があり、伊藤(健)理事より、川

尻宏昭先生は今回からの講師であると回答された。

糖尿病対策推進協議会〔(第 2 回)1VI(金)・(第 3 回)12/4(水)・(第 4 回)2/フ(金)〕

開催について

(愛知県医師会主催:愛知県医師会館)

城理事より説明があり、標記協議会の開催が承認された。

愛知県医師会会員相談窓口第3回事例検討会〔10/フ(月)〕の休会について

大輪理事より説明があり、事業承諾にて標記検討会の休会が承認された。

5.「全国の難病相談・支援センターにおける特性を活かした取り組み」冊子作成協力

について

大輪理事より説明があり、冊子作成に関して、難病相談室の取り組み等について

情報提供をすることが承認された。

平成25年度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〔12/14(土)〕開催について

(愛知県医師会主催:地下講堂)

伊藤(富)理事より説明があり、標記講習会の開催が承認された。また、今回よ

り事前の出席確認をすると説明された。



フ.各種委員会・部会について

A)第6 回愛医総研委員会〔10/21明)〕開催について

(501 会議室)

伊藤(健)理事より説明があり、標記委員会の開催が承認された。

B) 第1回ホームページ・1T化対策委員会〔10/23(水)〕開催について

(804会議室)

吉田理事より説明があり、標記委員会の開催が承認された。

一協議事項一

8.愛知県医師会交響楽団第噐回定期演奏会のチャリティー先について

山本副会長より説明があり、「おぎゃ一献金」をチャリティー先にすることが承認さ

れた。

可世木理事より、「おぎゃ一献金」の概要について、また、10年前にも「おぎゃ一献

金」をチャリティー先にしたと説明された。

10月の県下医師会長等協議会ヘの地区医師会からの質問事項について

市川理事より説明があり、名東区医師会より提出された「消費税対策の現状」1

ついて、10月の県下医師会長等協議会の質問事項として加藤理事より説明する

とが承認された。

加藤理事より、質問事項についての概要説明をされた。

市川理事は、「消費対策の現状」とあるのは「消費税対策の現状」であると思わ

るので修正するように事務局ヘ指示された。

10 日本医師会第 23 回「指導医のための教育ワークショップ」〔H26.2/8(土)・9(日)〕

について

伊藤(健)理事より説明があり、柵木会長より、伊藤(富)理事ヘ参加依頼をし、

承認された。

11 仟地震動による人の心理学的・生理学的影響」に関わる実験」に係る倫理審査申請

について

伊藤(健)理事より説明があり、愛医総研が行う標記調査の倫理審査について、

持ち回りの倫理委員会(書面審議)にて審査することが承認された。

その他

病院の認知症対応力向上事業(案)について

伊藤(健)理事、樋口理事より説明があり、愛知県にて本事業が承認されたら本

で本事業を受託し、事業を進めることが承認された。



一報告事項一

1.中部医師会連合第7 回常任委員会〔10/2(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、協議事項(1)日本医師会役員の補欠選任・選定について、中部医連

の対応が協議され、また、10/13(印開催の第 130回日医臨時代議員会には、日医代

議員の役員は12時30分までに日本医師会館ヘ集合頂くよう依頼があった。また、(6)

東海北陸厚生局に対する要望については、各県で対応が異なるので各県の現状を調査

してから要望の協議を行うことになったと報告された。

樫尾理事より、愛知県の個別指導に関しての現状等について説明された。

愛知県医師会・兵庫県医師会懇談会四/21(士)〕について

(兵庫県医師会主催:兵庫県医師会館)

柵木会長より、愛知県医師会と同じ規模の医師会である兵庫県医師会と懇談会を行い、

勤務医に対する事業、事務局機能に関して、TV会議システム等について意見交換を行

つたと報告された。

伊藤(健)理事より、両県の勤務医に関する事業について発言された。

第1回愛知県医師会立名古屋助産師学院入学試験委員会四/13(金)〕につぃて

(愛知県医師会立名古屋助産師学院主催:801会議室)

平成26年度入学者選抜試験等について協議が行われ、一般と社会人の入学試験を同

時に行うことになった。また、昨年度は辞退者による欠員が出たので、今年度は2

次募集も考慮することになったと報告された。

第2回周産期医療情報システム検討会四/30明)〕について

(愛知県主催:愛知県自治センター)

可世木理事より、iphone を使用した周産期医療情報システムの利用方法について協

議され、現在のように愛知県全域に一斉通報を行っても効率的ではないので、ブロ

ツクを分けて一斉通報することを検討していると報告された。

柵木会長より、システムは機能しているかと質問され、可世木理事より、機能して

いるが部分的な修正を行うと回答された。

臨時監事会 ao/3(木)〕について

(愛知県医師会主催:501会議室)

可世木理事より、臨時の監査を受け、適正に処理されているとの報告を受けたと報

告された。

加藤監事より、公益社団法人になったので、臨時監事会の在り方を検討しており、

今後は業務監査にも重点が置かれるので今後の進め方の検討も含め開催したと発言

された。

柵木会長より、監事、議長、副議長、顧問の職務について説明され、公益社団法人

となり監査報告書も昨年度までとは異なる詳細な内容になり、責任も重くなると発
4



言された。

丹羽監事より、要望として、本会の各種規程が複数あるので出来る限り統合する等

簡素化すると共に、変更が必要な規程については速やかに修正を行うよう発言され

、- 0

市川理事より、修正が必要な規程については、Ⅱ月1日(金)に開催する定款諸規

定等検討委員会にて協議し、承認後理事会ヘ上程する予定であると発言された。

「日本医師会優功賞」表彰者の決定について

市川理事より、在任 10年の日本医師会代議員として、柵木会長、伊藤副会長、加

藤寿彦先生仲区)に決定し、また、在任10年の日本医師会委員会委員として、稲

坂理事、石黒順造先生(北区)に決定したと報告された。

第5 回現地訪問調査(第5回運営監視合議体)四/25(水)〕について

(愛知県社会福祉協議会主催:しんしろ福祉会館)

市川理事より、社会福祉協議会の合議体の調査であり、新城市にて現地訪問調査を

行い、支援計画、現金管理、個人ケア台帳管理等に問題点はなかったと報告された。

日医代議員と本会役員との合同協議会 ao/3(木)〕について

(愛知県医師会主催:5階医師連盟会議室)

市川理事より、 10月13日旧)に開催される第 130回日医臨時代議員会にて行われ

る日本医師会役員(副会長、常任理事)補欠選挙ヘの対応等について協議したと報告

された。

日本医師会第3 回病院委員会〔10/2(水)〕について

旧本医師会主催:日本医師会館)

伊藤(健)理事より、病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方(案)は、病院

機能とは別のものである。地域医療ビジョンは、病床機能分類が問題となるが病院

機能ではない事に留意する必要がある。政府与党は医学部設置支援の議員連盟を発

足させ、新医学部設置を模索するが、公私を含めて医学部病院長会議は情報に載っ

ていない。病院委員会の中間答申の精緻化のため、特定の疾患の外来患者回転率を

支払基金にデータ提出を求める予定。日医は消費税からの医療費相当を補助金、基

金ではなく診療報酬で対応するよう努力することについて委員会にて検討された

と報告された。

市川理事より、特定除外の議論について質問され、伊藤(健)理事より、委員会で

は議論されなかったと回答された。

10.愛知県医師会倫理委員会審査報告について

伊藤(健)理事より、愛医総研から「GIS とレーダーチャートを組み合わせた地域特

性可視化支援ツールRadar 犯WSの評イ配の申請があったため倫理委員会に諮り、持

ち回り決裁にて審議した結果、全員一致で承認されたため、申請者に報告したと報
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告された。

愛知県損害保険医療協議会平成25年度第2回専門委員会四/25(水)〕について11

(愛知県損害保険医療協議会主催:6階研修室)

城理事より、医師会側からの苦情申し立て状況では、損保会社が被害者からの同意

書を取れないため、医療機関に支払いがなされない事例が多々あり、速やかに同意

書をもらえるように申し入れた。また、警察に出す診断書の治療期間について、人

身事故として届けるのが遅くなると、治療期間も長く書かざるを得なくなり、加害

者に不利となり問題となっていること、また、自賠責研修会をⅡ月6日(水)に行

うことを案内したと報告された。

12.保険医協会との懇談会 ao/1(火)〕について

(愛知県医師会主催:501会議室)

加藤理事より、医療・社会保障等をめぐる動向について、審査・指導・診療報酬問題

について、税問題について話し合いを行ったと報告された。

樫尾理事より、審査・指導・診療報酬問題について、高点数での指導に関する要望、

個別指導時の録音、弁護士立会いの現状について話しをしたと報告された。

13 第19回(2013年度第2団名古屋記念病院地域医療支援病院運営協議会四/20(金)〕

について

恪古屋記念病院主催:名古屋記念病院)

大輪理事より、紹介率(65.2%)、逆紹介率(59.フ%)は、昨年度より増加傾向で、依

頼検査はCTが240~280件でMN が369~374件であった。また、天白区歯科医師

会との連携について「がん患者の口腔ケア」の報告があり、地域講演会では「災

害医療について老える」と題し講演が行われたと報告された。

14.治験審査会〔9/20(金)〕について

(愛知県医師会主催:804会議室)

大輪理事より、初回審査 1件(小児統合失調症(施設追加))、継続審査 14 件(統合

失調症 7 件(小児 2 件含む)・変形性膝関節症・潰傷性大腸炎・クローン病・大う

つ病・双極性1型障害・認知症・1型糖尿病各H牛)については、すべて承認され

たと報告された。

15.第63回全国医師会医療秘書学院連絡協議会定例総会及び第2回常任委員会・第1

回運営委員会・第1回医療保険請求事務実技試験委員会四々U士)〕について

(全国医師会医療秘書学院連絡協議会主催:甲府富士屋ホテル)

大輪理事より、第1回運営委員会・定例総会において各学院より入学・卒業・就

職状況等や医療機関からの人材等の要望と学校の対応策等について報告された。

また、「医師事務作業補助に関するアンケート」結果について報告され、医療秘書

の有用性が改めて実証されたと報告された。
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第3回日本医師会医療秘書認定試験委員会〔9/27(金)〕について1 6.

旧本医師会主催:日本医師会館)

大輪理事より、提出された新テキスト原稿内容の監修作業を行った。出版は3月

を予定しているが、最終原稿を 1月までに各学院ヘ送付し対応いただく予定であ

ると報告された。

17.第20回名古屋地方裁判所委員会〔9/30(月)〕について

恪古屋地方裁判所主催:名古屋地方裁判所第3・第4裁判員選任室)

大輪理事より、「わかりやすい証拠調ベの在り方について」、「裁判員の精神的負担ヘ

の配慮について」をテーマに行った。委員の任期が2年で、会議は年2回開催である

が判事の人事異動が2年であるので毎回委員の変更が多い。委員会では、裁判員制度

の概要について、課題としてわかりやすい証拠調ベの在り方、裁判員の精神的負担ヘ

の配慮について検討されたと報告された。

18 第 57 回社会保険指導者講習会 ao/3(木)・10/4(金)〕について

旧本医師会・厚生労働省主催:日本医師会館)

樫尾理事より、「高血圧診療のすべて」をテーマに講習会が開催され、10/3(木)

は樋口理事、10/4(金)は樫尾理事が出席。10/4(金)の宇都宮厚生労働省保険

局医療課長、原厚生労働省医政局長の講演の報告があり、総括で日医中川副会長

より、外国人医師の活用、医学部増設に関する話しがあったと報告された。

1 9. GOOD LIFE PROIECT(在宅医療に関するプロジェクトチーム)四/30(月)〕につい

て

(愛知県医師会主催:803会議室)

樋口理事より、豊明市で行っている「いきいき笑顔」ネットワーク、長久手市で

行っている「愛・ながくて夢ネット」、瀬戸市・尾張旭市で行っている「もうやっ

こネットワーク」、豊橋市や津島市の現状についてそれぞれ報告があったと報告さ

れた。

20 大学医学部女性医師支援担当者連絡会四/27(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、日医小森常任理事から、日本医師会の女性医師支援に関す

る取り組みについて報告が行われた後、東北大学・岐阜大学・九州大学の3大学

の取り組みについて、各大学の代表者から事例発表が行われた。参加者200名の

うち大学関係者は、 62大学 104名だったと報告された。

21 愛知県予防接種広域化ワーキング会議〔10/3(木)〕について

(愛知県主催:7階研修室)

纐纈理事より、議長である名古屋市医師会杉田会長が欠席のため岡崎市医師会の

村山会長が議長代理に選出され、ワーキング会議に先立ち市町村の行政側で一部
7



調整会議が行われたようで、名古屋市の行政は欠席であったが、ある程度のコン

センサスが得られた。国保連ヘの請求に関して、問診票、予診票の提出が必要で

あるが、各市町村毎に提出書類や様式が異なるので、一覧表を作成する等の対策

を行うと報告された。

山本副会長より、予診日に予防接種を接種できない場合には、一部支払いを行う

場合と支払わない場合があり、受診者が近くに住んでいれば予診を受けた後、日

を改めて予防接種を行う等の対応が可能であるが、広域化ではそうはいかない場

合があるのではと質問され、纐纈理事より統一できるか検討すると回答された。

伊藤(健)理事より、接種者に予診票の保存義務があるが、その対応について質

問され、樫尾理事より基本的には自費カルテを作成するべきであると発言された。

22 第8回日本医師会医療安全対策委員会四/13(金)〕について

旧本医師会主催:804会議室/'TV会議)

細川理事より、羽生田副会長、高杉常任理事、葉梨常任理事の挨拶から始まり、

各委員から、諮問「成果が見える医療安全を目指して」に対する答申案ならびに

「平成25年度日本医師会医療事故防止研修会」における発表内容の案について

報告がなされたと報告された。

23

A)

各種委員会・部会について

医療安全対策委員会四/17(火)〕について

(愛知県医師会主催:803・804会議室)

細川理事より、平成25年9月分委員会提出案件 19件(新規9件、解決 10件)につ

いて検討したと報告された。

B) 医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会四/24(火)〕について

(6 階研修室)

大輪理事より、平成25年8月分の事例報告・検討を行い、新規事伊1109件(NO.13-378

~13-4認)で、検査の見落し、労災患者ヘの医師の対応、薬品名の情報提供に関す

るトラブル、入院中の医療機関の対応、人工授精後の経過、薬袋に服用量の誤記

載、C型肝炎訴訟に係る証明、医師の態度に関する苦情ヘの対応について報告。医

師の一言が足りないために苦情となった事例等について協議を行ったと報告され

、- 0

C) 社保指導委員会四/24(火)〕について

(801~803 会議室)

樫尾理事より、厚生局の行う指導・監査状況報告、審査支払機関の現状等につぃ

て報告・意見交換を行ったと報告された。

D) 第5 回愛医総研委員会〔9/27(金)〕について

伍階医師連盟会議室)

8



伊藤(健)理事より、今年度のROCⅡ委託研究報告書は調査研究事業のそれぞれの

取組み内容、調査結果の分析・考察を踏まえ、総括的な提言として纏める事で了

承を得た。また、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」

では私案資料を基に医療審議会に係る組織体制の改編、各会議の位置付けと機能

などを中心に議論したと報告された。

動 調査室委員会〔10/2(水)〕について

(5階医師連盟会議室)

加藤理事より、名古屋市医師会調査室勉強会、A会員の標傍科目の傾向について議

論したと報告された。

F) 男女共同参画委員会〔10/3(木)〕について

(801 会議室)

伊藤(富)理事より、報告事項では、日本医師会第5回女性医師支援委員会、日

本医師会第8回男女共同参画委員会、大学医学部女性医師支援担当者連絡会につ

いて報告があった。協議事項では、平成25年度「医学生、研修医等をサポートす

る会」、平成25年度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、日本循環器学会男女共同参画委員会による「院内保育所・託

児施設の現況等に関するアンケート調査」への協力についての協議がなされたと

報告された。

24. その他

・ピンクリボンのバッジ・リーフレットについて

加藤理事より、ピンクリボンのバッジ、リーフレット各60部が送付されてきた

ので希望の役員は事務局ヘ申し出て頂くよう依頼された。



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25年10月10日


