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県医師会理事会記事

第２４回常任理事会
（平成１９年１１月１３日）

１．会長挨拶
１１月８日には第５
７回全国学校薬剤師会大
会、翌９日には全国学校保健会協議大会、１０
日には第３８回全国学校保健・学校医大会と、
３日間にわたり香川県高松市で開催されました。
全国から学校薬剤師、学校歯科医、学校医など
が参加しましたが、最後の日の日本医師会主催
の学校保健・学校医大会では、堀江正憲常任理
事が日本医師会長表彰を受けられました。おめ
でとうございました。
その大会に私は３日間近く拘束されましたが、
時間を見つけて、午後からでしたが、暗くなりか
けた頃に大歩危の平家屋敷を見てきました。大歩
危駅には、かずら橋の案内表示が出ていますが、
思い切って行きました。やはりかなりの秘境で、
この辺であれば源氏も追いかけては来ないのでは
と思いましたが、この上に大根畑があったり、棚
田もあったりして、結構豊かな感じでした。
源平合戦では、源氏は白旗で、平家は赤旗で
す。この平家屋敷に平家の旗が残っていますが、
本物かどうか分かりません。また、樹齢８００年ぐ
らいの紅葉、木犀、椿があり、とてもいい雰囲
気でした。
学校保健会では、日ごろから「いじめ」
「不登
校」「虐待」がテーマとして挙がっていますが、
単に医師が児童・学童の健康だけに関心を持た
ないで、もっと意識をもって児童全体のことに
取り組んでいただきたい、また地域全体で、あ
るいは学校医を含めた社会全体で子どもたちを
支えていこうという話もありました。
また、この土・日に広島医師会館では、平松
恵一広島市医師会長が、広島医学会長として主
催されました広島医学会総会が２日間にわたり
開催されました。今年は、市民公開講座を企画
され大変盛会でした。もちろんシンポジウムや
ラウンドテーブルディスカッション、ランチョ
ンセミナーもありました。２日目の特別講演｡
では、日本福祉大学社会福祉学の近藤克教授に
よる「医療崩壊」と「健康格差社会」の演題で
講演がありました。例えば、
「シッコ」について
も、もっと明確に、はっきりと歯切れの良い話
をされました。続いて、特別講演では、元
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サッカー日本代表監督の岡田武史氏による「勝
つための強い組織の作り方」の演題による講演
がありました。この特別講演に、何人来られた
のか分かりませんが、会場を埋め尽くすほどの
多数の聴衆が来られていました。参加者の皆さ
んみな熱心に話を聴講されていました。平松医
学会長ご苦労さまでした。
財務省は訳の分からないことを相変わらず
言っています。せっかく日本医師会が理論武装
して、診療報酬を５．
７％アップすることを要求し
ているのにもかかわらず、財務省の諮問機関で
ある財政制度等審議会が、医師の給与が高すぎ
るということで、まだ最大３．
６％の引き下げが可
能ということを発表しました。それに対して、
日本医師会が反発しているということで、新聞
がおもしろがって取り上げています。
このようなことをやっていると、日本の医療
はますます崩壊していくので、本当に呆れてし
まっています。まともな顔をして、財務省はそ
んなことを言っています。最近の診療報酬は、
ずっと下がってきているのに、何ら見解を持た
ないで、不見識なことを言っています。このこ
とに対して、日本医師会はしっかりと対峙して
いただきたいと思います。例えば、日本医師会
には、日医総研がありますので、そこでしっか
りしたデータを出していただき、財務省の欺瞞
をやっつけていただきたいと思っています。
今からだんだん寒くなっていきますし、また
急に寒くなったりしていますので、皆さん風邪
を引かないようにして、会務に励んでいただき
たいと願っております。

１．報告事項
碓

井 会長
・１１月８日、全国学校薬剤師大会が開催され、
出席した。
・１１月９日、全国学校保健会協議大会が開催
され、平成１８年度全国学校保健研究会大会
報告及び要望書、平成１９年度ブロック別協
議会及び要望書につき報告・協議があった。
・１１月１０日、全国学校保健・学校医大会 都
道府県医師会連絡会議が開催され、大会運
営、次期担当都道府県医師会の決定につき
報告・協議した。
・１１月１２日、広島交響楽協会理事会平成１９
年度第２回理事会が開催され、平成１９年度
事業実施報告、平成２０年度事業計画（案）、
公益法人制度改革関連法の施行に伴う「
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広島交響楽協会会計処理規程」の改定につ
き報告・協議した。
黒

瀬 副会長
・１１月８日、府中地区医師会准看護学院戴帽
式が開催され、出席し会長に代わり祝辞を
述べた。
・１１月８日、地域ケア整備推進委員会医療・
介護連携部会が開催され、モデル検討事業
結果報告、地域ケア体制整備構想（案）に
つき報告・協議があった。
・１１月１０日、中四国放射線医療技術フォーラ
ム式典が開催され、出席し会長に代わり祝
辞を述べた。

高

杉 副会長
・１１月１２日、呉市地域医療検討専門部会が開
催され、呉圏域における周産期医療の集約
化、周産期医療体制の変更に伴う地域住民
への広報、呉圏域における今後の医療体制
につき報告・協議があった。

２００７年（平成１９年）
１２月５日（２４）

地域保健連携推進連絡協議会設置、平成１９
年度事業計画、平成２０年度文部科学省委託
事業、健康相談活動研修会、全体報告会に
つき報告・協議があった。
・１１月８日、地対協：肝炎対策専門委員会を
開催、肝疾患診療連携拠点病院内に設置す
る連絡会、肝疾患診療連携拠点病院等連絡
会の幹事の地域での役割につき報告・協議
した。
・１１月１
０日、平成１９年度第３８回全国学校保
健・学校医大会が開催され、メインテーマ
「やさしいこころ、元気なからだー子どもの
瞳に輝きをー」をメインテーマに開催され
た。
井之川 常任理事
・１１月１
２日、平成１９年度第５回広島市うつ
病・自殺予防対策推進協議会が開催され、
広島市うつ病・自殺予防対策推進計画につ
き報告・協議があった。
天

伊

藤 常任理事
・１１月１０日・１１日、第６０回広島医学会総会を
開催した。

新

本 常任理事
・医事紛争関係

柳

田 常任理事
・１１月５日、ＪＰＰＮＷ作業部会が開催され、
第６回ＩＰＰＮＷ北アジア地域会議、ＩＰ
ＰＮＷの現況等につき報告・協議した。

松

村 常任理事
・１１月９日、日医：平成１９年度第４回有床診
療所に関する検討委員会が開催され、有床
診療所診療報酬改定の動向と当面の対応、
今期報告書の項立てと分担につき報告・協
議があった。

野 常任理事
・１１月１１日、日医：平成１
９年度第２回在宅医
研修会が「在宅ケアにおける専門性の確立
と相互の補完」をテーマに開催された。

温泉川 常任理事
・１１月７日、広島県医師協同組合１１月定例理
事会が開催され、庶務報告等、事務局基幹
業務システムの更新、球友クラブ協賛につ
き報告・協議があった。

１．協議事項
伊

藤 常任理事
・市郡地区医師会主催学会の日医生涯教育講
座への認定について
１６件の申請があり、いずれも承認となった。

松

村 常任理事
・広島県医師会在米原爆被爆者健診事業推進
３０周年記念・ハワイ州医師会姉妹縁組３０周
年記念合同祝賀会について
承認となった。

島

筒 常任理事
・１１月８日、ソフトボール大会世話人会が開
催され、ソフトボール大会、今後の大会運
営につき協議した。
島

堀

江 常任理事
・１１月６日、第１回学校・地域保健連携推進
連絡協議会が開催され、平成１９年度学校・

筒 常任理事
・医師共済会 休業、死亡見舞金、脱退給付
金の申請について
承認となった。
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１２月５日
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（平成１９年１１月２
０日）

三原市にあります臨済宗佛通寺派の佛通寺に
行って参りました。あの辺りの景観は格別に有
名ですが、秋最盛期の今頃の紅葉は筆舌に尽く
し難いほどきれいでした。宮島のもみじ谷の紅
葉も負けてはいません。
１１月１５日には、第９７回臨時代議員会を開催
し、２議案の収支決算を承認、さらに５項目に
わたる「決議」を行いましたが、波乱もなく無
事終了しました。これひとえに、役員・代議員
各位のご協力のお陰と感謝しております。
この間、１１月１５日に、広島県医師会・ハワ
イ州医師会姉妹縁組３０周年記念行事があること
から、ハワイ州医師会からジョージ鈴木代表、
マッケナー元会長が来広されました。１７日に
は、平和公園、原爆ドーム、宮島などをご案内
しました。
１１月１８日には、桑原正彦会長を長とする安佐
医学会があり、臨席の河井克行代議士が、
「１２月
１８日には、平成２０年度診療報酬改定の新しい方向
が決まるので、その日までに皆さんで手分けをし
て、国会議員に働きかけて欲しい」ということを
言われました。今、診療報酬を引き上げなくては
医療は崩壊するという仲間の国会議員が約３０数名
いるということですが、それ以外の国会議員の
方々にも働き掛けをしていただきたいということ
です。皆さん方も、そういう状況であることをよ
くご理解していただきたいと思います。
同じ日に、午後４時から前述のハワイ州医師
会との合同理事会、続いて、午後６時から広島
県医師会在米原爆被爆者健診事業推進３０周年記
念・ハワイ州医師会姉妹縁組３０周年記念合同祝
賀会を開催しました。合同記念式の中で、放射
線影響研究所の大久保理事長から、広島という
土地にある医師会としての活動を高く評価され
ました。これから先も、広島の医師会として、
核兵器の廃絶、平和の尊さ、あるいは被爆者問
題について積極的にリーダーシップを取ってい
く必要があるということでした。

１．報告事項
碓

井 会長
・１１月１５日、第４８回広島県学校保健研究協議
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大会兼廿日市市学校保健研究協議会開会
式・表彰式を開催した。
・１１月１８日、第２５回安佐医学会が開催され、
来賓として出席し祝辞を述べた。

第２５回常任理事会

１．会長挨拶
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高

杉 副会長
・１１月１４日、広島県介護保険審査会三者代表
合議体が開催され、平成１８年９月７日付け
で提起の介護保険料賦課処分に対する審査
請求、平成１９年３月２３日付けで提起の介護
保険料賦課（督促）処分に対する審査請求
につき協議があった。

松

村 常任理事
・１１月１５日、第９７回臨時代議員会・第６７回臨
時総会が開催され、有床診療所診療報酬改
定の動向と当面の対応、今期報告書の項立
てと分担につき報告・協議があった。
・１１月１８日、ハワイ州医師会との合同理事会
について
・１１月１８日、広島県医師会在米原爆被爆者健
診事業推進 ハワイ州・広島県両医師会姉
妹縁組締結３０周年合同記念式典並びに祝賀
会について

高

田 常任理事
・１１月１４日、廣島醫学編集委員会を開催、廣
島醫学６１巻１号、広島医学会賞・槇殿賞候
補、第６１巻１号の巻頭言執筆者につき協議
した。

井之川 常任理事
・１１月１６日、広島県医師会・広島県警本部連
絡協議会を開催、平成１９年度事業中間報
告、第１３回日本警察医会総会・学術講演
会、平成１８年度中の死体取扱い状況につき
報告・協議した。
天

野 常任理事
・１１月１２日、第１
７０回損害保険医療協議会・
第１
５２回労災自賠責委員会を開催、平成１
９
年度日医自賠責保険研修会、交通事故診療
における未収状況、搭乗者保険の対応等に
つき報告・協議した。
・１１月１６日、広島県労災指定病院・診療所協
会役員会を開催、平成１９年度定時総会、新
規指定医療機関研修・労災診療費算定事務
研修につき報告・協議した。
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有

田 常任理事
・１１月１２日、広島県地域がん登録実務者研修
会準備会議を開催、地域がん登録実務者研
修会の開催内容につき協議した。

２００７年（平成１９年）
１２月５日（２６）

１．協議事項
松

村 常任理事
・全理事会・市郡地区医師会長連絡協議会合
同会議提出議題について
・広島県医師会在米原爆被爆者健診事業推進
３０周年記念・ハワイ州医師会姉妹縁組３０周
年記念合同祝賀会について
いずれも承認された。
・広島県医療安全推進協議会委員の委嘱につ
いて
新本常任理事の就任を承諾することと
なった。

温泉川 常任理事
・１１月１
５日、日医広報委員会が開催され、
「日医ホームページ」リニューアル、会長
諮問「日本医師会の組織強化に向けた広報
のあり方」に対する答申につき報告・協議
があった。
・１１月１５日、都道府県医師会広報担当理事連
絡協議会が開催され、広報委員会審議報告、
報告「日医の広報活動について」等が行わ
れた。
・１１月１６日、第１９-１６回広報委員会を開催、１１
月５日、１５日号の評価、１１月２５日、１２月５
日、１５日 号 の 企 画・編 集、ビ デ オ ス ケ
ジュール、県民フォーラム、速報第２０００号
につき報告・協議した。

高

田 常任理事
・市郡地区医師会主催学会等の日本医師会生
涯教育講座認定申請について
１５件の申請があり、いずれも承認となっ
た。
・第６１回広島医学会総会の開催日程について
いずれも承認となった。

平成１９年度第３８回全国学校保健・学校医大会
日本医師会長表彰

堀

江

正

憲

氏

・堀江医院（安佐医師会）

（１１月１０日

全日空ホテルクレメント高松にて表彰）

おめでとうございます。
今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。

