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公益社団法人愛知県医師会 第 35回(定例)理事会議事録 

 

 

開催日時：平成 30年 3月 8日(木) 午後 2時 30分～午後 5時 00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)／横 井  隆  城  義 政 

理 事／伊 藤 健 一  加 藤 雅 通  大 輪 芳 裕  西 山  朗  樫 尾 富 二 

    樋 口 俊 寛  伊藤富士子  纐 纈 雅 明  細 川 秀 一  森  孝 生 

    野 田 正 治  林  義 久  浅 井 清 和 

監 事／可世木成明  川 上 雅 正   

代議員会議長／伊 藤 宣 夫 

代議員会副議長／杉 田 洋 一  山 本  楯 

欠 席 者 

  副会長(代表理事)／市 川 朝 洋 

  理 事／吉 田  貴  羽生田正行 

  監 事／野口良樹  

 

議事録作成者  前 橋 正 之 

 

※内容を勘案し、承認事項 7 の次に報告事項 28 について報告し、その後承認事項 8 へ

と議事を進めた。 

 

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 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。 

 

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。 

 

議 事 

―承認事項― 

１．庶務関係事項について 

(１)後援並びに共催について 

①中京テレビ放送株式会社(常務取締役事業局長 鈴木要一郎) 主催の「グッドライフフ

ェスタ」〔4/21(土)・22(日)〕の後援について 
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②特定非営利活動法人外国人医療センター(理事長 森田興二)主催の外国人無料健康相

談会の後援について 

 

③愛知県、公益社団法人愛知県看護協会主催の平成 30年度「看護の日」及び「看護週間」 

の後援について 

 

④がん就労を考える会(代表世話人 愛知県がんセンター中央病院副院長 岩田広治)主

催の「第 5回がん就労を考える会」〔6/10(日)〕の日医認定産業医研修会の指定申請並

びに共催について 

 

⑤独立行政法人労働者健康安全機構愛知産業保健総合支援センター(所長 山本 楯)主 

催の日医認定産業医研修会の共催について 

 

樫尾理事より説明され、上記 1-(1)-①～⑤について一括承認を求め、承認された。 

 

(２)愛知県看護連盟(会長 杉本明子)主催の愛知県看護連盟平成 30年度特別研修

〔9/17(月･祝)〕会場使用について 

樫尾理事より説明され、愛知県医師会館9階大講堂の使用が承認された。 

 

(３)健康保険傷病手当金審査医師(精神科・整形外科)の推薦について 

樫尾理事より説明され、引き続き精神科より平山太日子先生、整形外科より中川正

美先生を推薦することが承認された。なお、任期は平成 30年 4月 2日～平成 31年

3月 31日まで。 

 

(４)臨時適性検査を行う公安委員会認定医の推薦について 

樫尾理事より説明され、森川クリニック院長の森川建基先生、久保田裕子先生、八

千代病院の川畑信也先生、名鉄病院の宮尾眞一先生、愛知医科大学病院の山下功一

先生を推薦することが承認された。 

 

(５)人事委員会〔3/8(木)〕開催について 

樫尾理事より説明され、理事会終了後に開催することが承認された。 

 

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、以下の本会主催の委員会の開催について承認を求め、承認された。 

No. 開催日 名称 開催場所 担当理事 

1 4/23(月) 
第 1回愛知県医師会地域医療政策

研究機構 

5 階医師連盟会議

室 

伊藤(健)理事 

大輪理事 
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３．名古屋市指定難病審査会委員の委嘱について 

樋口理事より説明され、名古屋市健康福祉局から樋口理事への委嘱依頼について

承認された。なお、委嘱期間は、平成 30年 4月 1日～平成 32年 3月 31日の 2年

間。 

 

４．第 180回(臨時)代議員会〔3/17(土)〕決議文(案)について 

大輪理事より説明され、再度調査室委員会にて検討のうえ、次回本会理事会にて

再審議することとなった。 

 

５．平成 29年度看護師等養成所運営費補助金の配分の変更について 

大輪理事より説明され、資料のとおり承認された。 

 

６．平成 30年度医療従事者給与基準表(案)について 

大輪理事より説明され、資料のとおり承認された。 

 

―協議事項― 

７．入会金の徴収猶予申請について 

 西山理事より説明され、名古屋市医師会より申請があった入会金の徴収猶予申請

が承認された。 

 

８．愛知県糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて 

浅井理事より標記プログラム案について、本会と愛知県糖尿病対策推進会議へ意

見照会の上、合意を得たい旨、愛知県より依頼があったと説明された。愛知県糖

尿病対策推進会議については、2月 21日に開催された愛知県糖尿病対策推進会議

にて合意済みであると説明され、資料のとおり承認された。 

 

９．その他 
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─報告事項─ 

【日本医師会、各医師会、中部医師会連合等会議について】 

１．日本医師会理事会〔2/20(火)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

柵木会長より、理事打合会にて、静岡県における新専門医制度の現状と課題、今 

回の診療報酬改定にある「夜間救急外来対応」、HPVワクチンに関する報告(第 7

報)についてそれぞれ報告、議論されたと説明された。理事会においては、平成

29年度医療政策シンポジウム、世界医師会会長就任祝賀会、日本医師会ハーバー

ド大学武見太郎記念国際シンポジウム等について報告がなされ、平成 30年度日本

医師会事業計画、平成 30年度日本医師会予算等について協議がなされたと報告さ

れた。 

 

２．日医第 6回医療政策会議〔2/21(水)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

柵木会長より、平成28・29年度医療政策会議報告書(案)について、社会保障論、

医療介護論、国民経済と経済学のそれぞれについて、各委員より説明の後、議論

を行ったと報告された。 

 

３．中部医師会連合第 9回常任委員会〔2/28(水)〕について 

(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル) 

柵木会長より、第141回日本医師会臨時代議員会への対応、近畿・中部医師会連合

合同意見交換会〔2/28(水)〕、中部医師会連合第11回常任委員会の開催、日本医師・

従業員国民年金基金第12期代議員候補者の推薦、次期所会議等日程、当面する医

療問題について、それぞれ協議したと報告された。また、日本医師会選挙管理委

員会委員及び予備選挙管理委員の選出、日本医師会第12回理事会、日本医師会各

種委員会概況報告、第2回事務局長連絡協議会〔2/9(金)〕について報告がなされ

たと説明された。 

 

４．中部医師会連合第 1回日医代議員協議会〔2/28(水)〕について 

(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル) 

柵木会長より、第141回日本医師会臨時代議員会への対応、第30回日本医学会総会

2019中部の事前参加登録の推進についてそれぞれ協議したと報告された。また、

日本医師会の松本純一常任理事より、「次期診療報酬の改定について」のテーマで

講演があったと報告された。 

 

５．近畿・中部医師会連合合同情報交換会〔2/28(水)〕について 

(関西医師会連合主催：ホテルグランビア京都) 

柵木会長より、次期日本医師会執行部の人事について意見交換がなされたと報告
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された。 

 

６．日医国際保健検討委員会〔2/16(金)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

城副会長より、世界への発信では、母子手帳の開発と普及について声明を出すこ

と、また医師は自然災害、環境災害、交通事故、テロなど災害によるケガや疾病

に対して治療を施す「最前線」にいることになるため、医師に対して災害訓練プ

ログラムに一貫性を持たせ、必要に応じ医療機関の収容力、能力などの地域デー

タベース、地理的マッピングを確立させることを提言することとなったと報告さ

れた。 

 

７．日医都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会〔3/5(月)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

加藤理事より、横倉会長挨拶のあと、松本純一常任理事よりパワーポイントにて

平成30年度診療報酬改定について説明があったと報告された。 

 

８．第 5回医師会組織強化検討委員会〔3/1(木)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

大輪理事より、報告書案の最終検討を行ったと報告された。また、都道府県医師

会「組織強化」担当役職員連絡協議会を6月8日(金)に開催することになり、次第

や組織強化に向けた検討の発表を秋田県医師会と東京都医師会にお願いすること

となったと説明された。 

 

９．日医平成 29 年度第 5回医療秘書認定試験委員会〔2/22(木)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

樋口理事より、第38回日本医師会医療秘書認定試験合否判定等を行ったと報告さ

れた。 

 

１０．日医平成 29年度母子保健講習会〔2/18(日)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

伊藤(富)理事より、日本における周産期うつ病の頻度は5％であると説明され、周

産期メンタルヘルスについて、子育て世代包括支援センターや関連学会(日本産婦

人科学会など)や医療保健機関(産後健診など)による支援、さらに児童虐待予防の

観点からの講演が行われたと報告された。また、最後に発達障碍幼児について、

子供と親の双方への支援の必要性及び乳幼児健診での発見とその後の対応の重要

性が示されたと報告された。 
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【本会関係会議について】 

１１．第 10回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔2/26(月)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

伊藤(健)理事より、三島委員から、愛知県内における全県域での新基準病床数が

減少になることについて報告があったこと、また、医師少数区域等で勤務した医

師を一定の病院の管理者として評価する制度について協議したことを報告された。 

 

１２．社保指導委員会〔3/3(土)〕について 

(中日パレス「クラウンホール」) 

加藤理事より、柵木会長挨拶の後、支払基金幹事会報告、支払基金審査委員長から

の現状報告、個別指導(1月 29日～2月 27日)についての報告、新規個別指導報告等

について協議・報告を行ったと報告された。また、委員会終了後、保険診療懇談会

を開催したと報告された。 

 

１３．調査室委員会〔2/27(火)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

大輪理事より、決議文(案)について協議し、大まかな内容を決定したため、細かな

言い回しについてメーリングリスト等を使用し引き続き議論すると説明された。ま

た、平成 30年度診療報酬改定最新情報について解説を行い、野村ヘルスケア・サポ

ート＆アドバイザリー〈医療経営特別セミナー〉について村上委員より資料提供を

いただいたと報告された。その他、MEDIFAX、Twitter記事について解説、議論を行

ったと報告された。 

 

１４．第 2 回医療関連職検討委員会〔3/5(月)〕について  

(501会議室) 

大輪理事より、平成 30 年度給与基準表(案)について協議を行ったと報告された。

平成 29年度看護師等養成所運営費補助金の配分について、助産師学院からの申し

出により、助産師学院に例年配分している額の一部を他の医師会立看護師等養成

所へ配分することが承認されたと説明された。また、愛知県看護修学資金貸付金

制度の見直しについて議論を行ったと報告された。 

 

１５．臨時監事会〔2/26(月)〕について 

(6階研修室) 

西山理事より、可世木監事、川上監事、野口監事による臨時の監査を受け、適正

に処理されているとの講評がなされたと報告された。 

 

１６．平成 29年度愛知県医師会交響楽団運営協議会〔3/2(金)〕について 

(5階医師連盟会議室) 
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樫尾理事より、「第 1号議案平成 28年度事業報告書、決算書の承認の件」、「第 2

号議案平成 29年度事業計画及び予算(案)、承認の件」、「第 3号議案平成 30年度

以降の事業計画案、承認の件」について、小畑直子運営協議会幹事から説明を受

け、全て承認されたと報告された。また、「協議議案」として、団費についての議

案始め 5項目を宇野副部長から説明、確認を行われたと報告された。 

 

１７．治験審査会〔2/16(金)〕について 

(6階研修室) 

樋口理事より、新規審査 1件(潰瘍性大腸炎 1件)、継続審査 4件(クローン病 1

件、潰瘍性大腸炎 1件、統合失調症 2件)について、すべて承認されたと報告され

た。 

 

１８．学校法人電波学園あいちビジネス専門学校の日本医師会認定医療秘書養成に関す 

る運営委員会〔2/23(金)〕について 

(801会議室) 

樋口理事より、平成 29年度各種試験実施状況等の報告、平成 30年度の学生募集

状況等について報告が行われたと説明された。また、平成 31年度より、診療情報

管理士科(3年課程)を新設することを報告された。 

 

１９．愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会〔2/27(火)〕につ 

いて  

(801・802会議室) 

樋口理事より、事例報告・検討(平成 30年 1月分)について、新規事例 101件(№17-860

～17-960)、継続相談 58件、総計 161件(歯科 2件)であったと報告された。また、

専門委員対応事例「訪問診療の医療費請求について正しい請求なのか教えて欲し

い」、「医師から本当の眼科医ではないと言われた」、「術後に使用する点眼薬を術

前に処方されたが、手術適応ではないと言われたため、不要になったという苦情」

の 3件について検討を行ったと報告された。 

 

２０．(臨時)母体保護法指定医師審査委員会〔2/21(水)〕について 

(6階研修室) 

伊藤(富)理事より、公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師指定基準等につ

いて最終調整を行い、それに伴う各申請書様式について最終確認をし、各種内容を

確定したと報告された。 

 

２１．平成 29年度第 3 回小児救急連携体制協議会〔2/27(火)〕について 

(7階研修室) 

細川理事より、各種研修会の実施状況、各種実態調査の調査結果が行われたと報

告された。また、医務課より、委託事業(医療連携体制推進事業)として、引き続
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き小児救急医療対策を実施する旨、説明がなされたと報告された。 

 

２２．第 2 回警察部会幹事会〔2/28(水)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

細川理事より、愛知県下の警察医報酬について協議したと報告された。また、検

視立会医年間状況、道路交通法改正に伴う高齢者の免許返納、警察医の委嘱証カ

ード発行について検討し、各諸会議について報告されたと説明された。 

 

２３．認知症対応病院実地指導企画支援会議〔2/19(月)〕について 

(501会議室) 

野田理事より、認知症対応病院実地指導の進捗について情報共有を行ったと報告

された。また、平成 30 年度見直し案(認知症関連 3研修が統合)に基づき、新設会

議の構成員や開催日時等について意見交換を行ったと報告された。 

 

２４．地域医療介護委員会〔2/20(火)〕について 

(6階研修室) 

野田理事より、各種会合及び介護保険関連事業等の開催結果、進捗状況について

報告がなされたと説明された。また、次年度の事業計画(素案)について、保健・

医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム〔12/8(土)〕の演題、開催日時を中

心に検討を行ったと報告された。 

 

２５．医療安全対策委員会〔2/20(火)〕について 

(802～804 会議室) 

森理事より、平成 30 年 2月分委員会提出案件 38件(新規 13件、解決 25件)につ

いて検討したと報告された。 

 

２６．剖検システム運営協議会〔2/22(木)〕について 

(名古屋東急ホテル) 

森理事より、平成 29年の運営状況、剖検症例(3例)について報告があり、平成 30

年の当番大学月順について確認したと報告された。また、剖検費用について議論

したが、変更はしないことになったと報告された。 

 

２７．生涯教育委員会〔2/26(月)〕について 

(801会議室) 

浅井理事より、平成 28年度生涯教育制度集計結果並びに平成 28年度日本医師会

生涯教育講座の実施について報告したと説明された。また、「日本医師会 全国医

師会研修管理システム」の導入について説明を行ったこと、来年度の日本医師会

生涯教育講座について、例年通り各分科医会と共催で 8回開催予定であることを

報告された。 
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２８．平成 29年度第 2 回愛知県糖尿病対策推進会議〔2/21(水)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

浅井理事より、愛知県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの素案について、愛知

県より意見照会があったため審議を行い、内容について合意がなされたと報告さ

れた。また、3月 31日(土)に開催する学術講演会について、進捗状況や周知方法

等の報告を行ったと説明された。 

 

２９．講演会・研修会等について                  

柵木会長より、下記 No.1～7の本会主催の講演会・研修会等は一括報告とすると

発言された。                       *は共催・協賛等 

No. 開催日 名称 出席者数等 担当理事 

1 
2/17(土) 

2/22(木) 

メンタルへルスケア研修会 

産業医研修会(職場巡視) 

68名 

27名 

西山理事 

樫尾理事 

2 2/21(水) 社保集団指導講習会並びに医療安全説明会 21名 
加藤理事 

樋口理事 

3 2/24(土) 平成 29年度 西尾張小児在宅医療講習会 129名 
野田理事 

林理事 

4 *2/28(水) 学校関係者向け 小児救急に関する研修会 121名 
細川理事 

大輪理事 

5 3/1(木) 健康教育講座 353名 
纐纈理事 

吉田理事 

6 3/3(土) 平成 29年度難病講演会 93名 
樋口理事 

細川理事 

7 3/3(土) 第 3回感染症・予防接種研修会 223名 
纐纈理事 

吉田理事 

 

【行政、その他関係団体等会議について】 

３０．愛知県地域医療支援センター運営委員会地域枠医師赴任等調整部会〔3/1(木)〕

について                  

(愛知県主催：愛知県庁西庁舎) 

柵木会長より、地域枠医師のキャリア形成プログラムについて協議したこと、地

域枠医師の赴任等の状況について報告があったことを説明された。 

 

３１．東海北陸地方社会保険医療協議会総会〔2/13(火)〕について 

(東海北陸厚生局主催：ホテルサンルートプラザ名古屋) 

城副会長より、保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について協議

したと報告された。 
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３２．支払基金幹事会〔2/14(水)〕について 

(支払基金主催：支払基金) 

城副会長より、社会保険診療報酬支払基金定款の変更(案)、平成 30年度一般会計

収入支出予算等の手数料、平成 29年度山形支部監事監査の結果報告、監事意見に

対する取り組みの進捗状況、支部総合監査、懲戒処分についてそれぞれ協議、報

告を行ったと説明された。また、定例報告として平成 29年度 11月審査分の審査

状況、診療報酬等支払確定件数・金額について報告があったこと、平成 30年度幹

事会開催日程(案)について確認を行ったことを報告された。 

 

３３．東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔2/26(月)〕について 

(東海北陸厚生局主催：名古屋合同庁舎) 

城副会長より、新規申請が医科 6件、歯科 6 件、薬局 10件であり、医科はいずれ

も会員または会員予定であったと報告された。また、開設者変更は医科 3件、歯

科 5件、薬局 5件であり、移転は医科 4件、歯科 1件、薬局 2件であったと報告

された。 

 

３４．医療法人許認可部会〔2/22(木)〕について 

(愛知県主催：愛知県自治センター) 

城副会長より、設立申請は、医科 13件、歯科 14件であり、いずれも適正であり

認可されたと報告された。その他、法人解散が 1件、合併申請が 1件、歯科では

他県の医療法人が分割し、愛知県内に新規分割設立医療法人を作る申請があった

と報告された。 

 

３５．准看護師試験委員会議〔3/5(月)〕について 

(愛知県主催：愛知県庁西庁舎) 

大輪理事より、准看護師の行政処分、第 69回准看護師試験の合格者ついて検討を

行ったと報告された。 

 

３６．豊田加茂地域産業保健センター運営協議会〔2/14(水)〕について 

(豊田地域産業保健センター主催：豊田加茂医師会館) 

西山理事より、平成 29年度(1月)事業実績について報告があり、開催数は昨年 133

回 2,127名に対して 150回 2,628名、事業所訪問数は目標 109件に対して 9件、

長時間労働面接指導は目標 24件に対して 23件、メンタルヘルス不調者に対する

相談は昨年 5件に対して 0件であったと説明された。また、平成 30年度事業計画

については、協議の結果平成 29年度と同様となったこと、その他協議として、産

業医研修会(職場巡視プログラム)について、監督署、労働基準協会、商工会議所

に対して、事業所の紹介を要望したことを報告された。 
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３７．平成 29年度第 3 回愛知県自殺対策推進協議会〔2/19(月)〕について 

(愛知県主催：愛知県庁本庁舎) 

西山理事より、平成 30年度より 5か年計画にて開始される「第 3期あいち自殺対

策総合計画」が、ワーキンググループ 1回、2回の協議会及びパブリックコメン

ト後に作成された素案につき検討した結果、原案通り策定されたと報告された。

主な事業として、産後うつ対策の推進、治療と仕事の両立支援が総合計画に新し

く加わったと説明された。 

 

３８．愛知県広域予防接種事業ワーキング会議〔2/19(月)〕について 

(愛知県主催：5階医師連盟会議室) 

纐纈理事より、運営要領の一部改正(B類疾病予診票の一部修正、間違い報告書を Q

＆Aから要領に基づくものとする変更、Ｂ型肝炎ワクチンの家族内キャリアがいる

場合の対応に関する Q＆A追加)及び県医師会と市町村から提出された検討課題(連

絡票の記載方法について 1枚で纏めるか複数枚発行するか、高齢者インフルエンザ

予防接種期間の統一、予防接種間違い事例における費用支払いの状況について)につ

いて検討を行ったと報告された。 

 

３９．平成 29年度愛知県小児保健協会理事会及び学術研修会〔2/25(日)〕について 

(愛知小児保健協会主催：あいち小児保健医療総合センター) 

纐纈理事より、1年に 1回開催される小児保健に関わる他職種の連携学術集会及び

理事会であると説明され、28年度の収支決算報告書、29年度の事業実施状況、30

年度の事業計画案が承認された後、長嶋正實会長から次期より伊藤浩明会長に代わ

ることも承認されたと報告された。また、今後の担当も 2022年度まで承認され、

13時より学術研修会が行われたと報告された。 

 

４０．番組審議会〔2/21(水)〕について 

(テレビ愛知株式会社主催：テレビ愛知本社) 

纐纈理事より、営業報告では全てにおいて前年を上回り、中部地区では不動産・携

帯キャリア・教育関連が伸びたとのことであり、編成報告では前年比－0.6％の 6.3％

とのことであったと報告された。また、最後に自主制作番組「メッセンジャー黒田

の名古屋をもっと知りたいねん！」の講評を行ったが、今回大阪番組制作ディレク

ターにも参加してもらい、関西手法の番組構成を行ったとのことだったと説明され

た。 

 

４１．平成 29年度第 4 回被害者支援活動推進検討会〔2/26(月)〕について 

(愛知県被害者支援連絡協議会主催：愛知県警察本部) 

細川理事より、平成 29年度愛知県被害者支援連絡協議会の活動結果報告並びに来

年度の活動計画(案)を検討し、社会的反響の大きな事件発生時の被害者等支援体

制のガイドライン策定に向けた最終調整を行ったと報告された。 
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４２．平成 29年度防災対策部講演会〔3/1(木)〕について 

(愛知県歯科医師会主催：愛知県歯科医師会館) 

細川理事より、愛知県歯科医師会館にて、災害時の医療(検視・検案)を考えるこ

とをテーマに、愛知県(平成 18年～27年)検視医件数、取扱数、昨年度の検視医

立会数等を含め報告し、今後の大災害時における対応についての講演を行ったと

報告された。 

 

４３．特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち第 8回運営委員会〔2/14(水)〕

について 

(特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち主催： 

特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち事務所) 

細川理事より、医師国保加入者に対する受診勧奨はがきの仕様変更、学術研究班

人員について討議したと報告された。また、健康診査等受診勧奨に向けた補助金

利用申請、平成 30年度集合 B契約の内容の一部変更について報告を受けたと説明

された。 

 

４４．平成 29年度愛知県名古屋飛行場緊急計画連絡協議会第 2回救急医療部会〔2/19(月)〕 

について 

(愛知県地域振興部主催：県営名古屋空港) 

細川理事より、現場指揮本部と合同対策本部、救急指揮所との連携、救護地区にお

ける関係機関との連携等について意見交換が行われたと報告された。また、小牧市

民病院の救命救急センター長の不在時の対応、事故発生から DMAT参集までの医療救

護活動について話し合いが行われたと報告された。 

 

４５．愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会苦情解決合議体懇談会〔2/16(金)〕につ

いて 

(愛知県社会福祉協議会主催：M’Sライク A 型刈谷) 

林理事より、M’Sライクは就労支援 A 型事業所で障害者の就労支援をしており、

精神障害者 16名、身体 7名、知的 6名、難病１名であると説明された。主にシイ

タケ栽培と工業用品の検査をしており、障害者利用者の方で 4年以上続けている

方は 10名ほどであること、全体会議や研修会、レクリエーションなど大変な業務

のため、福祉事業参入事業者は減少傾向であることを報告された。 

 

４６．一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 29 年度第 11回理事会〔3/1(木)〕につ

いて 

(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催：中日パレス) 

浅井理事より、平成 30年 4月、昭和ビルへの事務所移転に伴う賃貸保証金支払い

のために補正予算を組んだと説明された。また、労災新規指定医療機関説明会が

開催され、歯科を除く 8医療機関が承認されたと報告された。 
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【その他事項について】 

４７．その他 
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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３０年３月８日 

 


