
公益社団法人愛知県医師会 第 15回 (定例)理事会議事録

開催 日時 :令和 2年 8月 20日 (木)午後 3時 40分～午後 5時 25分

開催場所 :愛知県医師会館 9階大講堂

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文  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/綴 績 雅 明

代議員会副議長/市 サ|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  松 場 佳 代

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。

※柵木会長より、協議事項 3(1)については、報告事項 1の 中で協議すると説明があつた。

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がん就労を考える会 (代表世話人 愛知県がんセンター副院長 岩田広治)主催の「第

8回がん就労を考える会」〔10/4(日 )〕 の後援について

②肺音(呼吸音)研究会(代表 I藤翔二 :公益社団法人結核予防会理事長)主催の第 10回

肺聴診セミナー 〔11/15(日 )〕
への後援について

③公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団(理事長 別所芳樹)主催の第 79回学

術講演会 〔12/3(木 )〕 の後援について

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)尾張旭市「家族支援プログラム」〔12/23(水 )〕
への講師派遣について

樫尾理事より説明され、野田副会長を講師として派遣することが承認された。
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(3)学校医 (内科医)の人選について

樫尾理事より説明され、坂巻慶一先生 (豊川市医師会)を推薦することが承認 された。

(4)「地域医療構想アドバイザー」の委嘱について

樫尾理事より説明され、伊藤健一先生 (愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会

委員・愛知県地域医療支援センター専任医師)と 廣澤友也先生 (愛矢日県医師会地域医

療政策研究機構委員会委員)を推薦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 No.1～4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。

3.日 本医師会委員会委員の委嘱について

(1)日 本医師会会内委員会委員 (中都ブロック)の推薦について

柵木会長より報告事項 1に て報告を兼ねて協議することが説明された。

― 協議事項―

4.令和 3年度補助金 。委託金の要望について

柵木会長より、医療勤務環境改善支援センター事業を本会が委託を受けたことに

伴い、委託金の増額を県へ求めることが説明された。新型コロナウイルス感染症

の影響を鑑み、WEBを利用しての会議へと開催方法が変わってきたが、来年度は

資料の通り県へ要望することが説明され、承認された。

5。 会費の減免申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会と豊川市医師会より申請があつた会費減

免申請が承認された。

6.本会への寄附について

西山理事より説明され、新型 コロナウイルス感染症の対応にあたる医療従事者や
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No. 開催 日 名称 開催場所 担当理事

1 9/23(水 )

愛知県医師会地域医療政策研究機

構委員会

5階医師連盟会議

室

浦田理事

小出理事

2 10/2(金 ) 令和 2年度難治性疾患委員会 6階研修室
渡辺 (嘉)理事

渡邊 (源)理事

3 10/4(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

4 11/29( 日) 令和 2年度せん妄対策研修会 ウインクあいち
松浦理事

大石理事



医療現場への支援のための寄附を受けることが承認 された。

7.愛知県医師会館建設委員会委員の委嘱並びに第 1回委員会 〔9/18(金 )〕 開催につい

て

西山理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認 された。また、併せて第 1

回委員会を 9月 18日 (金)に開催することが承認 された。

8.愛知県医師会館建設にかかる調査検討のための業務委託について

西山理事より説明され、設計業者 3社に相見積 りを依頼したところ、最も低額で

あった日建設計に業務委託することが承認された。

9。 その他

一報告事項―

【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 〔8/1(土 )〕 )について

(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、協議事項 3(1)の 日本医師会会内委員会委員の推薦について説明さ

れ、承認 された。中部医師会連合委員総会、災害医療担当理事連絡協議会、中都

医連共同利用施設連絡協議会の開催について説明され、福井県から妊婦への PCR

検査の実施について、富山県から介護保険施設等での新型 コロナ対策について報

告 された。また各県よりPCR検査の実施状況の報告があり、意見交換 されたと報

告 された。

日本医師会理事会 〔8/18(火 )〕 (TV会議)について

(日 本医師会主催 :501会議室 )

野田副会長より、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直 しに関する検

討会の件について報告 され、前 日本医師会長の横倉義武先生への、日本医師会「名

誉会長」称号授与について等の協議がなされたと報告 された。

3.中部医師会連合第 1回地域包括ケア特別委員会 〔8/9(日 )〕 (Web会議)1こついて

(中都医師会連合主催 :804会議室)

松浦理事より、今年度は新型コロナ社会における地域包括ケアシステムの構築を

メインテーマに、1.COVID-19患者が出た施設の報告、2,各施設で行つている対策

と課題、3.訪問看護、介護、リハにおける姑策と課題、4。 多職種連携における対

策と課題、5.行政との連携等における現状と課題、の 5項 目について各県から提

示があり、議論が行われたことが報告された。4については、愛知県から感染流

行以降のICT利用数の増加について報告したことが説明された。
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【本会関係会議について】

4.社保指導委員会 〔7/28(火 )〕 について

(801～ 803会議室)

加藤理事より、東海北陸厚生局の行 う個別指導・監査の実施状況に係る報告 (令和

2年 1～ 3月 分)、 審査支払機関の立場より最新の情報提供及び意見交換等がなさ

れたことが報告された。

5,調査室委員会 〔8/4(火 )〕 (Web会議)について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、愛知県医師会四大学連絡協議会 〔7/30(木 )〕 、新型コロナウイルス

感染症に関する通知等について解説、議論したことが報告された。また、フクチ

ンや検査キットについての Twitter記事、日医プレスリリース等について情報提

供を行い、次回以降の MEDIFAX解説順について確認したと説明された。

6.調査室委員会 〔8/17(月 )〕 (Veb会議)について

(801～802会議室)

大輪理事より、未来投資会議 〔7/30(木 )〕 、オンライン診療の適切な実施に関する

指針の見直しに関する検討会 〔8/6(木 )〕 、新型コロナウイルス感染症に関する通

知等、医師の働き方改革等について解説、議論したことが報告された。また、そ

の他、Twitter記 事、MEDIFAX、 日医プレスリリース等について情報提供を行った

と説明された。

7.保険医協会との懇談会 〔8/18(火 )〕 (Veb会議)について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、保険医協会から医療 。社会保障等をめぐる動向、診療報酉ll、 審査・

指導問題、地方自治体をめぐる動向、税問題について解説され、議論したと報告さ

れた。県医師会からはオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関す

る検討会 〔8/6(木 )〕 、新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省通知、介護

等体験への影響、超党派議連の動向等について解説し、議論したと説明された。

8.産業保健都会幹事会 〔7/31(金 )〕 (Veb会議)について

(803～804会議室)

西山理事よりWeb会議システムを使用 して開催 し、今年度の計画等について検討

を行つたと報告 された。

9.救急委員会 〔8/4(火 )〕 イこついて

(9階大講堂)

細川理事より、委員長・副委員長の互選、愛知県医師会 ACLS運営委員会委員の互
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選が行われた後、いざという時のための実技講習会、第 38回救急医療・災害医療

シンポジウムについて協議を行つたと報告された。

また、各種アンケー ト調査結果、令和 2年度都道府県医師会災害医療・感染症危

機管理担当理事連絡協議会等について報告が行われたと説明された。

10。 男女共同参画委員会 〔8/6(木 )〕 (書面開催)について

小出理事 より説明され、欠席者数が委員数の半数を超えたため、委員へ資料送付

および決議の実施をもつて書面により開催 し、委員長、副委員長が選出されたと

報告 された。

11.愛 知県広域予防接種事業運営委員会 〔8/17(月 )〕 (Web会議 )1こ ついて

(804会議室)

田那村理事より、広域予防接種事業運営委員会にて委員長・副委員長の選出がさ

れ、県より質疑応答集の改正 とコロナウイルス感染症に伴 う定期予防接種の対応

について説明がされたと報告 された。また、間違い報告書の医療機関向けコメン

トについて検討がなされ、広域予防接種事業協力医師 。医療機関数、利用件数に

ついて報告 されたと説明された。

12.第 4回愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会 〔7/31(金 )〕 について

(5階医師連盟会議室)

浦田理事より、愛知県内 DPCデータの分析結果、基準病床数制度や新型コロナウ

イルス感染症を中心に議論したと報告された。

13.愛 知県医師会四大学連絡協議会 〔730(木 )〕 (Web会議)1こついて

(803～804会議室)

小寺理事より、新型 コロナ ウイルスの感染者が急増 している状況を踏まえ、Web

会議形式に変更 して行い、地域枠学生の現状、新型 コロナウイルス感染症に対す

る大学の対応について議論 したと報告 された。

14.「現代医学」誌編集委員会 〔3/6(木)](Web会議)について

(801会議室)

小寺理事 より、新任委員紹介の後、小委員会 〔7/2(木 )〕 について報告を行い、今

後の発刊について議論 し、68巻 1号の特集テーマは「ゲノム医療」に決定 したこ

とが報告 された。バ ックナンバーのオープン化については、著者の同意が必要 と

なるため順次事務局より連絡を取つていくこととな り、また、新型コロナウイル

スに関する特集 として、座談会 (WEB座談会)の開催が提案 され、関係者 と調整

を図ることとしたことが報告 された。
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15.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 〔7/28(火 )〕 につ

いて

(9階大講堂)

渡辺 (嘉)理事より、事例報告・検討 〈令和 2年 6月 分〉新規事例 102件 (配20188

～20289)継続相談 36件 総計 146件 (歯科 8件)で あったと報告 された。専門委

員対応事例「後遺障害診断書を再度作成 してほしい」「クリニックの方針 と言われ、

息子の主治医と面会ができない」の 2例について報告、検討を行ったと説明され

た。

16.認 知症対応病院実地指導事前説明会 〔7/30(木 )〕 1こ ついて

(9階大講堂)

松浦理事 より、今年度、当事業へ参加いただく協力病院及び指導病院を姑象に、

愛知県より概要説明され、名鉄病院認知症疾患医療センター長の宮尾員一先生よ

り事業説明が行われたことが報告 された。会の終了後、協力病院と指導病院の顔

合わせが行われ、今後のスケジュール等についての調整が行われたと説明された。

17.地 域医療介護委員会 〔8/4(火 )〕 について

(801～802会議室)

松浦理事 より、主に今年度の 「保健・医療・福社の連携強化に関するシンポジウ

ム」のテーマについて検討 したこと、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、

本領域における感染症対策 と連携を軸に、基調講演を公立陶生病院感染症内科の

武藤義和先生へ依頼することに決定 したことが報告 された。また、パネ リス トに

ついては次回の委員会で検討予定であることが補足説明された。

18.健康教育委員会 〔8/5(水 )〕 イこついて

(801会議室)

西脇理事より、コロナ禍での健康教育講座の開催について、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が報告された。また、出席委員が半

数に満たなかつたため、後日書面にて最終的に承認をとったことが補足説明され

た。

19.講演会・研修会等について                 *は 共催 。協賛等

柵木会長 より、下記 No.1～ 4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,4については渡邊 (源)理事より、講師の広島大学病院の大毛先生よ

り、自院でコロナ忠者が出たとい う過程で、診療所をどう維持 していくか、スタン

フの雇用を守るためには何をすれば良いのか、色々な話題や注意すべきッ点が話され

たことが説明されたと報告された。
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No. 開催 日 名称 出席者数等 担当理事

1 8/1(土 ) 産業医研修会 254名
西山理事

樫尾理事

2 8/1(土)

第 1回医療従事者の認知症対応力向上研

修
35名

松浦理事

大石理事

3 8/4(火 ) 愛知県医師会無線システム災害想定訓練

医師会 12

機関

災害拠点病

院 8機関

基幹病院

6機関

細川理事

河村理事

4 *8/6(木 ) 医療安全に関する講演会 269名
渡邊 (源)理事

渡辺 (嘉)理事

【行政、その他関係団体等会議について】

20。 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 〔7/27(月 )〕 (書面開催)について

(東海北陸厚生局主催 :東海北陸厚生局)

杉田副会長より、医科の新規、開設者変更、移転 。その他について説明された。

今回の事案については、特に問題となる医療機関はなかったと報告された。

21.支 払基金幹事会 〔8/6(木 )〕 1こ ついて

(支払基金主催 :支払基金 )

浅井副会長より、審査事務集約の取組 と、オンライン資格確認導入に向けたポー

タルサイ トのアカウン ト登録状況についてと愛知県の 5月 分の確定件数金額報告

もなされたことが説明された。

22.愛知県障害者施策審議会 〔7/29(水 )〕 (書面開催)について

(愛知県主催)

松浦理事より、本審議会会長の選任、ワーキンググループ設置要領の改正及び構

成員について、各委員の賛同の確認が行われたと報告された。また、第 4期愛知

県障害者計画と第 6期愛知県障害福祉計画を一体化した新プランの策定、第 5期

愛知県障害福祉計画の進|′歩状況について報告が行われたと説明された。

【新型 コロナウイルス感染症関連について】

23.第 11012回愛知県新型 コロナウイルス感染症対策本部員会議 〔8/2(日 )・ 8/6(木 )〕

について

(愛知県主催 :愛知県庁本庁舎 )

柵木会長 より、7月 中旬より新型 コロナウイルス感染症の患者が急激に増えたこ
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とを踏まえ、名古屋市中区の栄・錦地区における営業時間短縮・休業の要請や愛

知県独 自の緊急事態宣言を出す前に、この会議において知事 と意見交換がなされ

たことが報告 された。

24.第 15回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会(TV会議)

〔7/31(金 )〕 について

(日 本医師会主催 :804会議室)

田那村理事より、釜疱敏常任理事より、新型コロナウイルス感染症対策分科会の

内容や、直近の発生状況、みんなで安心マークの発行の流れについて説明された

ことが報告された。また、厚生労働省事務局より、次のインフルエンザ流行に備

えた診療体制について方向性の案が示されたことが説明された。

【その他事項について】

25。 その他
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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 8月 20日


