
公益社団法人愛知県医師会 第 12回 (定例)理事会議事録

開催 日時 :令和 2年 7月 9日 (木)午後 2時 30分～年後 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)/杉 田洋 一  野 田正 治  浅 井 清 和

理 事/加 藤 雅 通  大 輪 芳 裕  西 山 朗  樫 尾 富 二

小 出 詠 子  田那村 ll欠  渡 邊 源 市  浦 田 士 郎

小 寺 泰 弘  渡 辺 嘉 郎  松 浦 誠 司  西 脇  毅

監 事/横 井  隆  伊 藤 宣 夫  岡 本  晃

代議員会議長/練 練 雅 明

代議員会副議長/市 )|1朝 洋 服 部 達 哉

細 川 秀 一

大 石 明 宣

河 村 英 徳

議事録作成者  柏 田 樹

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 25名 (う ち理事 19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。

一承認事項―

1.庶務関係事項について

(1)後援並びに共催について

①株式会社中日新聞社(代表取締役社長 大島宇一郎)主催の中日健康デーin吹上ホール

〔9/5(土)・ 6(日 )〕 の後援について

②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 西山 朗)主

催の日医認定産業医研修会の共催について

③愛知労働局主催の医療機関に対する労働時間等説明会 〔8/26(水 )・ 11/17(火 )・

12/11(金)〕 の共催について

樫尾理事より説明され、上記 1-(1)一①～③について一括承認を求め、承認された。

(2)2020～ 2021年度藤田医科大学医学部 4、 5学年臨床実習 「地域医療」への協力につい

て



樫尾理事より説明され、名古屋市医師会、東名古屋医師会、刈谷医師会、医療法人

協会より報告のあつた医療機関をポリクリ受け入れ医療機関として承認 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       *は 共催 。協賛等

柵木会長より、以下のNo.1～ 9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。渡邊理事より、No。 3「 日医かか りつけ医機能研修

制度令和 2年度応用研修会」について開催の要綱を説明なされた。浦田理事より、

No.5「研修医ウェルカムパーティ」について新型コロナウイルス感染拡大を鑑み懇

親会は従来の立食形式から着座形式に変更 して行 うことが説明された。

3.テ レビ会議の開催について                    ◎は地区配信

柵木会長 より、以下のNo.1のテレビ会議の開催について承認を求め、承認 された。

松浦理事より、9地区医師会 (一宮市、瀬戸旭、半田市、春 日井市、尾北、豊橋市、

岡崎市、碧南市、豊田加茂)に配信 し、開催すると説明された。

No 開催 日 名称 開催場所 担当理事

1 7/19(日 ) 小児在宅医療推進企画委員会
5階医師連盟会議

室

松浦理事

大石理事

2 *8/22(土 )

地域医療構想の進め方に関する研

修会
栄ガスビル

浦田理事

小出理事

3 8/30(日 )

日医かかりつけ医機能研修制度

令和 2年度応用研修会 【DVD研修】
ウインクあいち

渡邊理事

渡辺理事

4 9/15(火 )

令和 2年度第 2回小児救急連携体

制協議会
501会議室

細川理事

河村理事

5 *9/19(土 ) 研修医ウェルカムパーティ
グランコー ト名古

屋

浦田理事

小出理事

6 9/22(火・祝 )

2020年度第 1回地域包括診療加算・

地域包括診療料に係るかかりつけ

医研修会 【DVD研修】

航城ホール

※変更の可能性あ

り

松浦理事

大石理事

7 9/23(水 )

令和 2年度医療安全姑策推進事業

医療安全に関する講演会
栄ガスホール

渡辺理事

渡邊理事

8 *10/3(土)

令和 2年度西三河北部小児在宅医療

講習会
豊田加茂医師会館

松浦理事

大石理事

9 10/10(土 ) 令和 2年度感染症及び結核講演会 9階大講堂
田那村理事

西脇理事

No. 開催 日 名称
主 催

開催場所
担当理事

1 ◎10/11(日 )

2020年度第 2回地域包括診療加算・

地域包括診療料に係るかかりつけ

日本医師会主催

9階大講堂

松浦理事

大石理事



No. 開催 日 名称
主 催

開催場所
担当理事

医研修会

4.委員会委員の委嘱について

(1)社保指導委員会委員の委嘱について

加藤理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認 された。また、原則 として委

員会を奇数月の最終火曜 日に開催予定とすることが併せて承認 された。

(2)倫理委員会委員の委嘱について

浦田理事より説明され、標記委員会委員の委口届が承認 された。

(3)愛知県勤務医部会役員の委嘱並びに幹事会の開催について

浦田理事より説明され、標記部会役員の委嘱が承認された。また、原則として幹

事会を奇数月の第 3水曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(4)「現代医学」誌編集委員会委員の委嘱について

小寺理事より説明され、標記委員会委員の委口届が承認された。

(5)医療安全支援センター (苦情相談センター)委員会委員の委嘱について

渡辺理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、原則として

委員会を毎月第 4火曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(6)地域医療介護委員会委員の委嘱について

松浦理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、原則として

委員会を奇数月の第 3火曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(7)小児在宅医療推進企画委員会委員の委嘱について

松浦理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

5.令和 2年・3年度社保集団指導講習会並びに医療安全説明会の開催及び講師謝金につ

いて

加藤理事より説明され、標記の開催及び講師謝金の支出について承認 された。

6.母体保護法指定医師の指定について

西山理事より説明され、開業 1名 、新規指定 4名 、転勤 6名 、氏名変更 1名 の計

12名 の資格申請について承認 された。

7.官公庁等関係各種委員会委員等の推薦 (案)について



樫尾理事より説明され、資料の通 り推薦することが承認 された。

8.一般財団法人 日本公衆衛生協会長表彰候補者の推薦について

樫尾理事より説明され、下記の 6名 を推薦することが承認 された。

大西 正純先生 (67歳・愛知県小児科医会)

小森 保生先生 (65歳・岡崎市医師会)

渡邊  信先生 (65歳 。名古屋市医師会)

松島 英夫先生 (65歳 。東海市医師会)

加藤  宏先生 (64歳・豊田加茂医師会)

若原 靖典先生 (56歳 。愛知県産婦人科医会)

9.イ ンフルエンザ予防接種補助事業に関する契約及びインフルエンザ予防接種補助事

業に関する業務委託契約について

細川理事より説明され、「インフルエンザ予防接種補助事業に関する契約」を本会

と健康保険組合連合会愛知連合会にて契約すること、ならびに「インフルエンザ

予防接種補助事業に関する業務委託契約」を本会とNPO法人健康情報処理センタ

ーあいちにて契約することがそれぞれ承認された。また、本年度は新型コロナウ

イルス感染症を鑑み、調印式は行わないことが補足説明された。

10。 第 6回感染症 。予防接種研修会 〔R3.3/6(土 )〕 の開催及び公益財団法人エイズ予

防財団への HIV医療講習会受託申請について

田那村理事より説明され、開催及び受託申請が承認 された。

11.倫理委員会への申請依頼について

浦田理事より説明され、本会会員より申請のあつた倫理審査依頼について、倫理委

員会にて審査を行うことが承認された。

12.認知症サポー ト医養成研修の受講者推薦について

松浦理事より、前回の理事会より引き続きの協議 となっていた標記研修の推薦者

(公費負担分)と して 1名 を変更 したことが説明され、資料の通 り 10名 を推薦する

ことが承認 された。

―協議事項―

13.会費の減免 申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会より申請があった会費の減免 申請が承認

された。

14。 その他



―報告事項―

【日本医師会、各医師会、中都医師会連合等会議について】

1.中部医師会連合第 2回常任委員会懇談会 〔6/26(金 )〕 について

(中部医師会連合主催 :帝国ホテル)

柵木会長より、日本医師会代議員会への対応について協議し、日本医師会役員選

挙の協力を依頼されたと報告された。

2.第 147回 日本医師会定例代議員会 〔6/27(土 )〕 1こ ついて

(日 本医師会主催 :日 本医師会館 )

柵木会長より、内容については冒頭挨拶で話 したため割愛すると説明された。

3.中都医師会連合第 1回常任委員会 〔7/1(水 )〕 1こ ついて

(中部医師会連合主催 :名古屋マリオントアツシアホテル)

柵木会長より、当面の医療問題として① 「死体検案における新型コロナウイルス

感染リスクヘの対応について」、②「医師会立看護学校における新型コロナウイル

ス感染症の影響で veb講義とした場合の補助について」議論したと説明された。

また、関西医師会連合常任委員会に、新型コロナウイルス感染症対策について議

題を提出することとなったことが報告された。

日本医師会理事会 〔6/27(土 )〕 について

(日 本医師会主催 :日 本医師会館 )

野田副会長 より、第 147回 日本医師会定例代議員会終了後に開催 され、役員順位、

理事会及び監事会等開催 日、参与委嘱について協議がなされたと報告 された。

【本会関係会議について】

5。 調査室委員会 〔6/30(火 )〕 1こついて

大輪理事より、Web会議にて開催し、日医新型コロナウイルス対策の第二次補正

予算に関する連絡会について解説、その他、Twitter記事、MEDIFAX等について解

説、議論を行ったと説明された。

日医代議員と本会役員との合同協議会 〔6/25(木 )〕 について

(9階大講堂)

樫尾理事より、第 147回 日本医師会定例代議員会にて行われた日本医師会役員選

挙への封応等について協議したと報告された。

7。 「現代医学」誌編集 (′Jヽ )委員会 〔7/2(木 )〕 について

(804会議室)

小寺理事より、67巻 2号の進捗状況を確認の後、68巻以降の特集、トピックス等

4

6



について協議 し、68巻 1号の特集テーマを「ゲノム医療 (あ るいは遺伝医療 )」 に

決定 したこと、また、オープンジャーナル化に伴い投稿論文の掲載が可能 となる

ため、査読に関する委員会内の内規を作成 したことが報告 された。

8.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 〔6/23(火 )〕 につい

て

渡辺理事より、事例報告・検討 〈令和 2年 5月 分〉新規事例 63件 (NO.20-125～ 20-187)、

継続本目談 33件、総計 100件 (歯科 4件)であったと報告された。専門委員対応事例

として、「障害年金の申請をしたい」、「障害年金の診断書を書いてくれない」、「湿

疹を診て欲 しかつたのにきちんと診察 してもらえなかった」の 3例について報告、

検討を行ったと報告 された。

【行政、その他関係団体等会議について】

9.令和 2年度第 1回名古屋大学医療安全管理業務監査委員会 〔7/6(月 )〕 1こ 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、医療安全管理責任者等の体制の下に、医療に係る安全管理のため

の指針に基づき、しっかり機能されているかチェックしていくのが監査委員会で

あり、名大病院における重大事例の検討に供する事例が 6例あつたと報告された。

事故調査委員会委員は規定により部外者が半数以上で、委員長も部外者であると

補足された。

10.第 1回あいちオレンジタウン構想推進会議 研究開発ワーキンググループ (書面

開催 )イこついて

野田副会長より、あいちオ レンジタウン構想の推進及び進捗状況について報告 さ

れた。

11.あ いちオレンジタウン構想推進会議 第 1回地域づ くリワーキンググループ (書

面開催 )1こついて

野田副会長より、報告 No.10と 併せて報告 された。

12.令 和 2年度愛知県訪問看護ステーション協議会通常総会 。理事会 〔6/26(金)〕 に

ついて

(愛知県訪間看護ステーション協議会主催 :愛知県看護協会)

大輪理事より、令和元年度事業報告、決算報告及び監査報告、令和 2年度事業計

画、収支予算報告が行われ、役員の辞任 と選任があ り、原案のとお り承認 された

と報告 された。その後、臨時理事会が開催 され、三浦会長、統括 。会計理事 とし

て小池常務理事が新たに選定されたと報告 された。

13.春 日井・小牧地域産業保健センター運営協議会 〔7/3(金 )〕 1こ ついて

(春 日井 。小牧地域産業保健センター主催 :春 日井総合保健医療センター)

西山理事より、令和元年度事業報告では事業所訪関数が特定健康相談で 8/161



件、長時間労働面接指導が 7/16件であったことが報告 された。

14.(―社)愛知県労災指定医協会令和 2年度第 2回理事会・第 8回定時総会 〔7/2(木 )〕

について

((―社)愛知県労災指定医協会主催 :9階大講堂)

河村理事より、理事会では、役員退職金規程、労災診療費算定実務研修会労災医

療特別講演会について、定時総会では昨年度の決算関連、会費の改訂、今年度の

予算関連、理事の選任について行われたと報告 された。

15.令和 2年度愛知県広域予防接種事業ワーキング会議 〔6/29(月 )〕 1こついて

(愛知県主催 :801～802会議室)

田那村理事より、広域予防接種事業の主な改正点についての報告と、口タウイル

スワクチンの追加スケジュールとA類連絡票の記載について検討を行ったと報告

された。また、マニュアル等の変更点の報告、最後に新型コロナウイルス感染症

の発生に伴う定期予防接種の実施状況について報告があったと補足説明された。

16.第 1回愛知県がん登録情報利用等審議会 〔6/30(火 )〕 について

(愛知県主催 :愛知県自治センター)

田那村理事より、がん登録情報の運用提供に関し、 2件の審議事項に関し検討し

たと報告された。

17.愛知県健康づくり振興事業団定時評議員会 〔6/30(火 )〕 について

(あいち健康づくり振興事業団主催 :あいち健康プラザ)

杉田副会長より、新たな理事の選任について報告された。また、健康づくり支援

事業として糖尿病性腎症重症化予防研修 (新規)について説明された。

【新型コロナウイルス感染症関連について】

18。 第 1回愛知県新型コロナウイルス感染症検証委員会 〔7/3(金 )〕 1こ ついて

(愛知県主催 :愛知県庁本庁舎)

柵木会長より説明され、知事、行政、医師会、病院協会、四大学、感染症専門の

医師等が出席して、愛知県内における新型コロナウイルス感染患者の発生状況を

もとに今後の医療体制について意見交換されたと報告された。

19。 新型コロナウイルス紺策の第二次補正予算に関する説明会 〔7/3(金 )〕 1こついて

(愛知県主催 :5階医師連盟会議室)

田那村理事より、愛知県感染症姑策課及び医務課より、新型コロナウイルス対策

における国の一次補正、二次補正予算について説明があつたこと。また、7月 16

日(木)県下医師会長等協議会にて、愛矢日県より「医療機関従事者慰労金」、「医療

機関院内感染防止対策事業補助金」について説明することとなったことが報告さ



れた。

【その他事項について】

20。 その他



以上で本 国の議事を終了し、議長は協力を謝 して閉会 とした。

令不日2年 7月 9日


