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公益社団法人愛知県医師会 第 1 回(定例)理事会議事録 

 

 

開催日時：平成 30年 4月 12日(木) 午後 2時 30分～午後 4時 40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  羽生田正行  浅井清和  

監 事／可世木成明  川上雅正   野口良樹  

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 

 

議事録作成者  黒 田 将 貴 

 

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 23名(うち理事 17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 

 ①一般社団法人半田市医師会(会長 花井俊典)主催の BLS＆AED講習会〔5/12(土)・

11/10(土)〕の共催について 

 

②一般社団法人愛知県歯科医師会(会長 内堀典保)主催の平成 30年度「歯と口の健康週

間(歯の健康センター)」の後援について   

  

③朝日高齢者福祉セミナー実行委員会(委員長 内山治夫)主催の「朝日高齢者福祉セミ
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ナー2018」〔7/8(日)〕の後援について 

樫尾理事より説明され、上記 1-(1)-①～③について一括承認を求め、承認された。 

 

 (２)一般社団法人東名古屋医師会(会長 笹本基秀)の行う「在宅医療に係る診療報酬研修

会」〔5/12(土)〕への講師派遣について  

樫尾理事より説明され、本会の野田理事を派遣することが承認された。  

 

(３)地球温暖化防止対策(クールビズ)の実施について     

樫尾理事より説明され、本会役員は 6月 1日(金)から 10月 31日(水)まで、本会事

務局は 5月 1日(火)から 10月 31日(水)まで実施することが承認された。 

 

(４)平成 30年度愛知県医師会諸会議日程(案)について 

樫尾理事より説明され、理事会、県下医師会長等協議会、代議員会、日医代議員と

本会役員との合同協議会等の開催日が承認された。 

 

(５)第 182回(定例)代議員会〔6/16(土)〕の次第について 

樫尾理事より説明され、承認された。 

 

(６)5・6月の県下医師会長等協議会の休会について         

樫尾理事より説明され、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 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。 

*は共催・協賛等 

No. 開催日 名称 開催場所 担当理事 

1 4/19(木) 「現代医学」誌編集(小)委員会 801会議室 
羽生田理事 

大輪理事 

2 5/31(木) 「現代医学」誌編集委員会 501会議室 
羽生田理事 

大輪理事 

3 *6/27(水) 
学校関係者向け 小児救急に関す

る研修会 
9階大講堂 

細川理事 

大輪理事 

4 6/28(木) 四大学連絡協議会 名古屋東急ホテル 
羽生田理事 

大輪理事 

5 *7/23(月) 
こどもの命を守るために 事故防

止と乳幼児心肺蘇生セミナー 
ウインクあいち 

細川理事 

大輪理事 

  

３．委員会委員の委嘱について 

(１)男女共同参画委員会委員の変更について 
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伊藤(富)理事より説明され、愛知県から選出の丸山晋二委員から吉田 宏氏への変

更について承認された。 

 

(２)治験審査会委員の変更について 

樋口理事より説明され、柿沼敬一委員の辞任について承認された。 

 

４．健康教育講座(地域開催分)について 

纐纈理事より説明され、豊橋市医師会が開催する健康教育講座について共催が承認

された。 

 

５．平成 30年度地域別救急・災害医療対策推進事業補助金配分(案)・診療科別救急・ 

災害医療対策推進事業費補助金配分(案)について 

細川理事より説明され、地区医師会及び分科会への補助金配分額(案)が承認された。 

 

 

―協議事項― 

６．顧問について 

   柵木会長より説明され、顧問は会長経験者ということであるが、現在該当する者

がいないため、顧問を置かないこと並びに第 182回(定例)代議員会の議題として

上程しないことが承認された。 

 

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、瀬戸旭医師会及び西尾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．会費の減免申請について 

西山理事より説明され、名古屋市医師会及び東名古屋医師会より申請があった会

費の減免申請が承認された。 

 

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．中部医師会連合第 10 回常任委員会〔4/4(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、社保・介護に加え、静岡県より提案のあった広域災害・救急医療

特別委員会が設置されたことが報告された。また日本医師会次期役員の中部ブロ

ックからの選出や代議員会の対応、次期会長候補について協議したことが報告さ

れた。 

 

２．日医国際保健検討委員会〔3/29(木)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

城副会長より、会長諮問について協議し、そのうち「医療保険とモラルハザード」

について担当することが報告された。 

 

３．日本医師会男女共同参画委員会〔4/6(金)〕について 

(日本医師会主催：日本医師会館) 

伊藤（富）理事より、女性医師バンクの就業実績が大きく伸びているにも拘らず、

予算策定時期の関係上、本年度の女性医師支援センターへの厚労省からの委託金

が 1億 6,500万円から 2,400万円減額されたことが報告された。また、ドクタラ

ーゼ 27号「医師の働き方を考える」に相原道子横浜市立大学皮膚科学教授の取り

上げの決定、会長諮問答申の最終案につき細部に渡る検討を行ったことが報告さ

れた。 

 

【本会関係会議について】 

４．愛知県医師会医療圏医療協議会〔3/26(月)〕について 

(802～804 会議室)   

伊藤（健）理事より、「医師偏在について」、医療福祉計画課三島主幹より「愛知

県地域医療構想の推進について」それぞれ説明されたこと、また、各医療圏の現

状と問題点等、意見交換を行ったことについて報告された。 

 

５．調査室委員会〔4/10(火)〕について 

(5階医師連盟会議室)  

大輪理事より、調査室だよりの執筆テーマ及び今後のスケジュールについての確

認を行い、医業税制検討委員会答申、オンライン診療の適切な実施に関する指針

について解説したことを報告された。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。 

 

６．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〔3/27(火)〕につい
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て  

(801・802会議室)   

樋口理事より、事例報告・検討(平成 30年 2月分)は新規事例 93件、継続相談 45件 

総計 141件(歯科 3件)と報告された。専門委員対応事例「医師の診察なく指導料が

請求されている」「婦人科検診時に器具を無理やり挿入され傷つけられた」「椎間

板ヘルニアの手術を受けるはずだったのに、腰骨を削っただけだった」等、5 件

について検討を行ったと報告された。 

 

 

７．愛知県医師会会員相談窓口第 3回事例検討会〔3/28(水)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

樋口理事より、案件 50件(うち診療報酬に関する相談 23 件)について、過去に類

似した事例がないものについて協議し、また会員相談窓口事例検索システムに掲

載する事例(2017年度分)について検討したことを報告。年度末のため、相談内容

別件数、事例数年度別推移について紹介したことを説明された。 

 

８．第 1回男女共同参画委員会〔4/5(木)〕について 

(5階医師連盟会議室) 

伊藤（富）理事より、本年度の女性医師支援センター中部ブロック会議を本会で

担当するにあたり、4大学医学部での取り組み・育児期継続就労支援に関するア

ンケートなどを中心に当県での活動をさらに充実させる必要があることが説明さ

れた。また、同アンケートに関して協議し、修正したものをメーリングリストで

可否を取ること、委員会資料のペーパーレス化について了承されたことがそれぞ

れ報告された。 

 

９．救急委員会〔4/3(火)〕について 

(7階研修室)  

細川理事より、報告事項では、救急業務高度化推進協議会・災害医療協議会、小

児救急電話相談事業運営協議会・救急搬送協議会等について行ったことを報告さ

れた。協議事項では、平成 30年度のアンケートスケジュール、救急･災害医療対

策事業及び予算、地域別・診療科別救急･災害医療対策推進事業費補助金分配等に

ついて行ったことを報告された。 

 

１０．健康教育委員会〔4/4(水)〕について 

(801会議室)  

纐纈理事より、健康教育講座〔平成 30年 9月～平成 31年 3月分〕の講師、平成

30年度地域健康づくり指導事業（補助事業）の予算配分、平成 30年度健康教育

講座地域開催（委託事業）、あいち健康ナビ「健康コラム」執筆者について協議し、

あいち健康ナビの広報について意見交換を行ったことを報告された。 
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１１．講演会・研修会等について 

柵木会長より、下記の No.1～№8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。    

No. 開催日 名称 出席者数等 担当理事 

1 3/31(土) 
平成29年度 愛知県糖尿病対策推進会議 学

術講演会 
248名 

浅井理事 

森理事 

2 4/5(木) 愛知県医師会事業概要等説明会 104名 
樫尾理事 

加藤理事 

3 4/8(日) 産業医研修会(前期研修) 延べ 301名 
西山理事 

樫尾理事 

  

 

【行政、その他関係団体等会議について】 

１２．愛知県地域医療支援センター運営委員会〔3/27(火)〕について 

(愛知県主催：愛知県自治センター) 

柵木会長より、地域枠医師キャリア形成プログラムの義務年限、赴任先の対象と

なる医療機関等について説明された。 

 

１３．名古屋大学医療安全管理業務監査委員会〔3/30(金)〕について    

(名古屋大学主催：名古屋大学医学部附属病院) 

柵木会長より、名古屋大学医学部附属病院の院内報告事例対応フローチャートに

ついて説明され、今回医療事故調査委員会を開く事例はなかったことが報告され

た。 

 

１４．東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔3/26(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、新規開設は 27件、開設者変更は 3件であり、一部非会員であった

ことが報告された。 

 

１５．平成 29年度第２回愛知県子ども・子育て会議〔3/28(水)〕について 

(愛知県主催：愛知県自治センター)   

伊藤（富）理事より、「子ども・子育て支援事業計画」について、保育量の増加が

見込まれることに伴う各種修正を中心に中間見直し案を討議し、ほぼ原案どおり

承認され 3月 30日（金）に改訂版が公表されることが報告された。また、今後の

愛知県における養護が、社会的養護から家庭的養護に移行される方針が示された

ことについて報告された。 

 

１６．平成 29 年度愛知県ドクターヘリ運航調整委員会・運航調整実施部会〔3/28(水)〕

について 
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(愛知県ドクターヘリ運航調整委員会(愛知医科大学病院)主催： 

東京第一ホテル錦)  

細川理事より、ドクターヘリ運航要領の一部改正箇所について周知された後、2017

年の運航実績について、一昨年と比較すると出動件数が 34件増加したこと、外因性

疾患の搬送が多いこと、現場および飛行中の特殊救命処置の内訳等の報告に続き「ド

クターヘリの安全管理(案)」が示されたこと、4月 30日(月・祝)に開催の格納庫運

用記念式典の案内についてそれぞれ報告された。 

 

１７．一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 30 年度第 1 回理事会〔4/5(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)  

浅井理事より、平成 30年度役員理事が決まったこと、また、愛知県医療勤務環境

改善支援センター事業が 2 年目に入り、4 月から新しい事務所(昭和ビル 6 階)で

活動を開始したことが報告された。 

 

 

【その他事項について】 

１８．診療報酬改定時における「窓口掲示用ポスター」について 

加藤理事より、診療報酬改定時におけるポスターのデザインについて 3種類提案

され、全て本会ホームページからダウンロード出来ることを報告。また、例年通

り内 1種類のポスターを A3サイズで印刷し A会員へ送ることが決議された。 

 

１９．愛知県医師会立名古屋助産師学院助産師養成所の指定取消について 

大輪理事より、愛知県医師会立名古屋助産師学院は、閉校に伴い平成 30年 3月

31日（土）をもって助産師養成所の指定取消となったことが報告された。  

 

２０．その他 

 

―話題提供─ 

１．財政制度審議会 財政制度分科会〔4/11(水)〕について 

大輪理事より、日本の医療・介護制度の課題について説明された。また、受診時

定額負担の導入、今後の医療・介護提供体制のあり方、医療費適正化に向けた地

域別の診療報酬の設定に対する改革の方向性（案）について報告された。 
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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４月１２日 

 


