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広島県医師会速報（第２４３６号）

県医師会理事会記事

令和元年度第４２回常任理事会
（令和２年２月１２日）

平松会長

挨拶

皆さま、こんばんは。これは
また報告されるでしょうが、先
ほど広島県から医療関係予算の
説明を各課長さんからいただき
ました。あの資料を見ますとす
ごいボリュームでありました。
県にはそれぞれ専門の課がありまして、その課
長さんにはまた専門の部下がいて、あれだけの
多さ、密度の濃さの諸事業にわれわれ医師会も
対応してやっているのだなと改めて感じ入りま
した。われながらと申しますか、医師会の力も
凄いのですが、県行政も大変な事業をしている
のだと実感しまして、今更ながらわれわれの責
任が重大であると認識したところであります。
そういう意味で今日も頑張ってまいりましょう。
よろしくお願いします。

協議事項
・市郡地区医師会主催学会等の日本医師会生涯
教育講座認定申請の件
（山田常任理事）
令和元年度 １６件、令和２年度 ２件、原案
どおりすべて承認
・広島医史学研究会副会長推薦の件
（水野常任理事）
豊田副会長の推薦を承認
・令和２年度体力測定診断事業の支援スタッフ
推薦の件
（三宅常任理事）
３名の会員の推薦を承認
・令和元年度補正予算（案）・令和２年度収支予
算（案）の件
（小笠原常任理事）
両案を確認とし次回再協議
・講演会補助金の件
（小笠原常任理事）
呉市 医療保険研修会、福山市 第２回ACP
推進協力員（ACPメイト）研修会、第２回災
害対策委員会内企画研修会、安佐 富士川游
顕彰事業特別講演会の４件の補助を承認
・広島交響楽協会法人会費納入の件
（小笠原常任理事）
会費納入を承認

２０２０年（令和２年）３月５日（１６）

・第１８回広島国際アニメーションフェスティバ
ル協賛の件
（小笠原常任理事）
協賛を承認
・第５回広島医史学研究会・岡山医学史研究会合
同学術集会補助金の件
（小笠原常任理事）
補助を承認
・保育サポーターバンク事業各種保険加入の件
（國田常任理事）
子ども傷害保険・レクリエーション保険
（研修会）の保険加入を承認
・HMネット発注の件
（藤井常任理事）
最適業者へI
CT活用に関するアンケート調
査の発注を承認
・第２３回I
PPNW世界大会（ケニア、モンバサ）
の件
（山﨑正弘常任理事）
役員の参加希望を受け付けることを承認
・RCC終活博覧会後援の件 （水野常任理事）
後援を承認
・役職員出張申請の件
（水野常任理事）
原案どおりすべて承認
・I
PPNW（JPPNW）後援の件
（平松会長）
内容を確認することとし継続審議

報告事項
・２月２日、今村定臣先生旭日小綬章受章祝賀会
（平松会長）
出席しお祝いの挨拶を述べた。
・２月３日、令和元年度第２回広島県国民健康保
険運営協議会
（平松会長）
令和２年度国保事業費納付金および市町村標
準保険料率に係る算定結果、特別会計当初予
算（案）などについて協議した。
・２月４日、令和元年度第２回広島県医療審議会
医療法人部会
（平松会長・豊田副会長）
設立１３件、解散４件、理事長特例認可１件を
協議した。
・２月６日、読売新聞第４８回医療功労賞広島県表
彰式
（平松会長）
出席し祝辞を述べた。
・２月７日、第９８回広島県薬事審議会（平松会長）
広島県におけるかかりつけ薬剤師・薬局推
進に向けたアクションプラン（案）について
協議した。
・１月３０日、令和元年度広島県相談機関ネット
ワーク会議
（森常任理事）
「当事者が求めた不登校対応」と題した講演お
よび、不登校等児童生徒を支援している民間団
体などに関する調査結果の説明などがあった。

（１７）２０２０年（令和２年）３月５日
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・２月１日～２日、令和元年度日本医師会医療情
報システム協議会
（藤井常任理事）
今年度は香川県医師会の担当により開催さ
れた。今年のメインテーマは「進化する医療
I
CT」と題し、６つのセッション、２６の講演が
行われ、２日間で４６９名が参加した。来年度は
群馬県医師会の担当により、令和３年３月６日
㈯、７日㈰、日本医師会館にて開催する。
・２月１日、第３１回広島スポーツ医学研究会
（三宅常任理事）
一般演題１３題、「野球選手の動作分析から
望ましいジュニア期の指導に関して」と題し、
筑波大学体育系の川村卓准教授により特別講
演を行った。出席者は医師４８名を含む、理学
療法士、看護師、鍼灸師、栄養士、言語聴覚
士、柔道整復師、学生など計９０名であった。
・２月２日、令和元年度かかりつけ医認知症対応
力向上研修
（山崎正数常任理事）
本研修は、厚生労働省が推進する【新オレ
ンジプラン】に掲げられている人材育成に係
る取り組みの一環として、広島県からの委託
を受け、地域医療を担うかかりつけ医を対象
に例年開催している。今年度も認知症に係る
診断・治療および医療・介護連携の重要性な
どについて講義を行い、９７名が標記研修を修
了した。なお、新規研修終了者には広島県よ
り修了証書が授与され、同意が得られた場合
は、オレンジドクターに認定するとともに広
島県HPへ掲載された。
・２月３日、令和元年度広島県若年性認知症支援
ネットワーク会議
（山崎正数常任理事）
令和元年度広島県若年性認知症施策総合推進
事業実施状況および、広島県若年性認知症支援
ネットワーク会議の運営について協議した。
・２月３日、令和元年度第２回広島県発達障害
児・者医療支援体制に係る検討会
（森・渡邊両常任理事）
今年度行われた発達障害児・者診療医養成研
修の報告が行われた。また、県外への医師派遣
に参加した医師からの研修報告があった。次年
度の研修会の内容等も協議し、今年度と同様の
４回開催のプログラムとすることとした。
・２月３日、広島少年院視察委員会第５回会議
（國田常任理事）
今回は広島少年院で開催、新委員の紹介、投書
箱の確認、年間報告書案の検討、面談を行った。
・２月３日、審査委員（内科系）・広島県医師会
合同会議
（大谷常任理事）
社会保険診療報酬支払基金広島支部および
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広島県国民健康保険団体連合会の診療報酬審
査委員（内科系）と、近年の保険請求上の諸
問題などについて意見交換を行うことなどを
目的に、標記合同会議を開催した。
・２月４日、第４３回広島地方裁判所委員会
（山崎正数常任理事）
簡易裁判所手続きの説明があり、調停がど
のように行われるかのロールプレイがあり、
その後利用促進について協議が行われた。
・２月５日、がん教育外部講師研修会（森常任理事）
今年度より県内ではじまった外部講師を活
用したがん教育が円滑に実施されることを目
的に企画した。今年度の外部講師の派遣事業
における事後報告や次年度の体制に関する説
明、外部講師実践者からの講演を行った。
・２月５日、令和元年度防災訓練（災害時情報通信訓
練）南海トラフ大震災想定訓練（山田常任理事）
通信衛星やさまざまなハードやソフトの情
報共有手段を用いた情報通信訓練が、紀伊半
島沖で発生した東南海地震（南海大震災）を
想定し、発災～３ヵ月目までの医師会として
取るべき対応を要点を辿りながら行われ、本
会はTV会議を聴講する形で参加した。
・２月５日、全国がん登録届出票書き方説明会
（福山会場）
（三宅常任理事）
「がん登録等の推進に関する法律」
（平成２８年
１月施行）によりすべての病院に届出が義務づ
けられている。全国がん登録について正しく理
解し、入力および届出などの実務を円滑に実施
するため開催した。参加者は２４名であった。
・２月６日、令和元年度第６回介護サービス苦情
処理委員会（国保連合会） （大谷常任理事）
苦情申立２件、相談事例（１２月、１月受付
分）について協議した。
・２月６日、令和元年度第２回広島県留置施設視
察委員会
（山﨑正弘常任理事）
令和元年度の広島県留置施設視察委員会活
動報告として、全６回の視察で県下の１
１留置
施設を２人１組で視察したこと、会議は６月、２
月の２回開催されたことが報告された。また、
委員会からの意見・要望に対しての措置状況
が報告された。委員会事務局からの情報提供
として、１）留置施設委員会委員は令和２年度
から任期が年度ごととなり、任命時期は４月に
なること、２）今後留置施設の再編整備が検討
されていることが報告された。
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・２月７日、地対協 在宅医療・介護連携推進専
門委員会ACP普及促進WG第３回作業部会
（小笠原常任理事）
ACP説明ツールとポスターの作成にあた
り、内容を確認後、使用申請およびHP掲載方
法について協議した。また、広島県より主任
介護支援専門員に実施した在宅医療・介護連
携に関するアンケート集計結果および、在宅
医療に係る医療機能など調査におけるACPの
実践状況について報告があった。
・２月７日、院内事故調査委員会（渡邊常任理事）
医療機関にて開催された院内事故調査委員
会に、オブザーバーとして参加した。
・２月７日、報道との懇談会
（岩崎常任理事）
報道関係者９名と広島県医師会常任理事およ
び広報委員が意見交換を行った。桑原副会長
より、「地域医療構想と病院再編」「新型コロ
ナウイルス」に関しての話題提供があり、各
テーブルで意見交換が行われた。
・２月６日、第１回選挙管理委員会 （事務局長）
会長候補理事の選任（第１２７回臨時代議員
会）、議長・副議長の選定、役員（理事および
監事）ならびに裁定委員の選任（第１
２８回定時
代議員会）、日本医師会代議員および同予備代
議員の選任（第１２９回臨時代議員会）に向け、
第１回目の選挙管理委員会を開催した。それぞ
れの選定・選任に関し、期日の公示、立候補
届締切日、それに伴う選挙管理委員会開催日
程などの全体スケジュールを確認・決定した。
・委員会委員（子育て支援事業運営委員会）
（國田常任理事）
委員会委員を報告した。
・委員会委員（医事紛争委員会）
（西野常任理事）
委員会委員を報告した。
・２月７日、新型コロナウイルス感染症のプレス
リリース
（森常任理事）
２月７日㈮からの「帰国者・接触者外来」が
設置された。また、同時に、１月２９日㈬から
保健所に設置している相談窓口について、感
染の疑いのある人を「帰国者・接触者外来」
へ誘導する機能が付加された。
・令和元年度公衆衛生事業功労者の厚生労働大
臣表彰
（水野常任理事）
広島県医務課より「令和元年度公衆衛生事
業功労者の厚生労働大臣表彰」に会員１名の受
賞が決定した旨の通知があった。

２０２０年（令和２年）３月５日（１８）

・令和元年度医師の医療功労に対する知事表彰
（水野常任理事）
広島県医務課より「令和元年度医師の医療
功労に対する知事表彰」に会員５名の受賞が決
定した旨の通知があった。

令和元年度第４３回常任理事会
（令和２年２月１８日）

平松会長

挨拶

皆さま、こんばんは。最近は新型コロナウイ
ルスの話についなるのですが、まだ広島県は直
撃を受けていないということでホッとしている
ところですが、これは時間の問題ではないかな
と思っております。
各地でいろんな会合が次々とキャンセルしてい
るということもございまして、特に日本医師会の
会合で、新型コロナウイルスの感染が拡散したと
いうことはあってはならないことであります。
先日、京橋川沿いを歩いておりますと、ある
先生夫妻にお会いしまして、県医師会とも密接
な方ですけれども、京橋川沿いで１番良い所で、
春になれば花がいっぱい咲いて、以前話しまし
たヘチマの黄色い花もいっぱい咲くところなの
です。しかしこの季節ですから何も咲いていま
せん。その先生は私の会長挨拶を読んで京橋川
に行ってみたくなったということでありました。
私はこの京橋川沿いは将来１００年後も、おそら
くは市内でも最も素晴らしい河畔として広島市民
に親しまれていると思います。皆さんも行けば分
かると思いますが、今でもかなり大きな楠がたく
さんありますが１００年後はおそらく直径が１m近い
大木になっているだろうと思います。西岸から川
を眺めると川の幅も広く対岸の比治山の緑と溶け
合う素晴らし風景なのです。そんな１００年後の京
橋川河畔を想像しながら歩いております。
最近はなかなか眠れない時があり、いつの間に
か３時４時になって、しかたないので英英辞典で３
つ４つの英語の単語を覚えて後は本を読みます。
実は前にも話しましたが、文化功労者となっ
た小林秀雄（１９０２−１９８３）という評論家がおり
ます。彼の文章は非常に難解で理解できないと
ころが私には悔しいのです。それで悔しいから
また読み直していくのですが、読んでいてこれ
は皆さんに知っておいてもらいたいと思うこと
がありました。

（１９）２０２０年（令和２年）３月５日
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彼は文化功労者なのですが、小林秀雄全集１７
の「文化」についてのところで日本語の「文化」
は英語ではCul
t
ur
e
と言いますが、Cul
t
ur
e
は栽
培するという意味もありまして、何となく言葉
の意味が語感として匂って来るような気がしま
す。この訳語「文化（教養とも訳すが）」という
言葉は、誰がどんな意味で「文化」と訳したの
か、全く何が何やらわからなくなったと彼は述
べています。彼によれば文化とは単なる観念で
はなくて寧ろ物だ。どんなに多くの教養を外部
から取り入れても、それがもし僕の素質を育て
ないならば僕を教養人、文化人とはいえない。
だからある人間の素質、個性というものの、向
上に関する信念が先ずなければ文化をうんぬん
しても無意味である。精神がその対象を材料と
して何か新しい価値ある形を創出した場合でな
ければ文化という言葉は意味をなさない。文化
とは精神による価値ある実物の生産である。
彼によると「文化」という言葉は昔から中国
にあり、
「武力によらず民を教化する」というこ
と。そう聞くと中国の「文化大革命」の意味も
分かる気がします。日本の「文化」という言葉
の意味は、その文化という文字からは浮かび上
けな
がってこない、その「文化」という言葉を貶し
た小林秀雄が文化功労者となっているとは皮肉
なものだなと思いました。
腹を立てることも良いことで、眠れないと私
は本を読むことにしているので、お陰で今回は
「文化」という言葉のルーツを知りました。「文
化」の意味が分かって眼が覚めたということで、
今日の挨拶にしておきます。

協議事項
・市郡地区医師会主催学会等の日本医師会生涯
教育講座認定申請の件
（西野常任理事）
令和元年度１７件、令和２年度２件、原案どお
りすべて承認
・第２５回ひろしまナイチンゲール賞（知事表彰）
被表彰候補者推薦の件
（水野常任理事）
会員１名の推薦を承認
・弁護士法による資格審査会・懲戒委員会委員
推薦の件
（水野常任理事）
資格審査委員会：桑原副会長、予備委員：
水野常任理事、懲戒委員会委員：津谷副会長、
予備委員：小笠原常任理事の推薦を承認
・令和元年度広島県医療安全研修会講師派遣の
件
（水野常任理事）
渡邊常任理事の派遣を承認
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・令和元年度事業報告（４月～１２月）・補正予算
（案）、令和２年度収支予算（案）の件
（水野・小笠原両常任理事）
双方の予算案を承認
・講演会補助金の件
（小笠原常任理事）
呉市 医療保険研修会、福山市 予防接種
啓発講演会の２件の補助を承認
・HMネット発注の件
（藤井常任理事）
原案どおり福山医療センター診療情報開示
システム導入、TV会議システムライセンスの
２件の発注を承認
・医事紛争委員会電子ファイル保管用サーバー
等のリプレイスの件
（西野常任理事）
リプレイスを承認
・第３９回家族の会大会・認知症問題を考える講
演会後援の件
（水野常任理事）
後援を承認
・役職員出張申請の件
（水野常任理事）
原案どおりすべて承認
・第２３回I
PPNW世界大会の件
（山﨑正弘常任理事）
引き続き出席者を確認
・２月２
７日、福 山 市・松 永 沼 隈 地 区・深 安 地
区・府中地区医師会と広島県医師会との合同
理事会開催可否の件
（水野常任理事）
各地区医師会に確認することとするが現状
では開催とし、質問は各担当理事に回答する
ことで承認

報告事項
・２月８日、安芸地区医師会と広島県医師会との
合同理事会
（平松会長）
安芸地区医師会から提出された「教職員保
健管理担当医」「医師会館の駐車料金」など４
議題について担当役員が回答し、本会からは、
「苦情相談事例集」
「広島県腫瘍登録事業」
「県
立学校における保健管理医」
「保育サポーター
バンク事業」「ひろしま医療情報ネットワー
ク」などの件について報告した。
・２月９日、広島県腎友会市民公開講座（平松会長）
出席し来賓祝辞を述べた。
・２月１
３日、尾道市医師会・三原市医師会・因
島医師会・世羅郡医師会と広島県医師会との
合同理事会
（平松会長）
尾道市医師会から提出された議題「尾道市
医師会看護専門学校及び准看護学院の現状」
について担当役員が回答し、本会からは、
「苦
情相談事例集」「広島県腫瘍登録事業」「県立
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学校における保健管理医」
「保育サポーターバ
ンク事業」「ひろしま医療情報ネットワーク」
などについて報告した。
・２月１４日、令和元年度第３回医療政策研修会及
び第３回地域医療構想アドバイザー会議
（桑原副会長・中西常任理事）
当面の地域医療構想などの推進に向けた取
り組み、医師の働き方改革について報告があ
り、午後から地域医療構想と医師確保に分か
れ事例報告などが行われた。
・２月１４日、日本医師会 第６回予防接種・感染
症危機管理対策委員会
（桑原副会長）
予防接種・感染症をめぐる最近の動向、新
型コロナウイルス感染症、HPVワクチンなど
について協議した。
・２月１４日、広島拘置所地域医療協議会
（津谷副会長）
施設概況説明、所内視察、広島拘置所の医
療状況などがあった。
・２月６日、令和元年度死亡診断書・死体検案書
作成研修会（広島会場）
（大本常任理事）
地域の検案業務における検案医の養成や協
力医の確保などを目的に標記研修会を開催し
た。
「死亡診断書」と「死体検案書」の正しい
書き方について、広島大学医系科学研究科法
医学教授の長尾正崇先生より講義いただいた。
受講者は１５名。
・２月７日、公立病院減床補助金活用対策勉強会
（中西常任理事）
基調講演「提言～赤穂市民病院の独立行政
法人化と３０％
の病床削減～」があり、その他の
講演が３題あった。
・２月７日、広島県配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する基本計画（第３次）検
討会
（國田常任理事）
広島県配偶者からの暴力の防止および被害者
の保護などに関する第３次基本計画の中間報告
（達成状況の報告）とDV防止標語の選定を
行った。
・２月１０日、令和元年度第２回広島県障害者自立
支援協議会医療的ケア児支援部会
（森常任理事）
本年度、医療型短期入所施設を県内２ヵ所
追加、医療的ケア児らコーディネーター養成
研修を実施。医療的ケア児の実態調査は来年
度も継続。来年度は医療的ケア児ら支援者の
ネットワーク化、医療的ケア児ら支援者の人
材育成など予定。

２０２０年（令和２年）３月５日（２０）

・２月１
１日、令和元年度都道府県医師会「警察
活動に協力する医師の部会（仮称）」連絡協議
会・学術大会
（大本常任理事）
死体検案に係る研修の充実、人材の確保を図
るとともに、警察の検視などへの立会い、大規模
災害時の派遣体制としての警察活動に協力する医
師の全国組織化、各都道府県医師会の相互連携
と、日本医師会および関係省庁との情報共有を図
ることを目的として、標記会が開催された。
・２月１２日、令和元年度第５回広島拘置所視察委
員会
（山崎正数常任理事）
前回委員会以降の行事報告後、意見箱の内
容を確認し、委員会が提出する意見書案を検
討した。併せて、新型コロナウイルス対策指
示の共有を行った。
・２月１２日、令和元年度第２回地域包括ケア強化
推進検討委員会
（大本常任理事）
地域包括ケアシステムの強化推進と広島県
地域ケア推進センター事業の推進について、
地域包括ケアシステムの評価指標の見直しと、
地域包括ケアシステムに係る安心感を測る指
標の選定、地域包括ケアシステムのコアコン
セプトについて協議した。
・２月１４日、学校医部会第２回会議（森常任理事）
学校保健に関する専門的な検討を行う場と
して、各関係医会ならびに各関係検討会委員
長を中心に部会を設置している。各検討会な
どの関係会議・研修会などの報告をするとと
もに、今年度、市町教育委員会へ行ったアン
ケート結果やそのほか学校保健に関する情報
提供を行った。
・２月１４日、審査委員（外科系）・広島県医師会
合同会議
（大谷常任理事）
社会保険診療報酬支払基金広島支部および
広島県国民健康保険団体連合会の診療報酬審
査委員（外科系）と、近年の保険請求上の諸
問題などについて意見交換を行うことなどを
目的に、標記合同会議を開催した。
・３月１日、広島県診療放射線技師会７０周年記念
式典
（水野常任理事）
山崎常任理事が会長挨拶を代読することと
した。
・３月３日、第２回市郡地区医師会長協議会
（水野常任理事）
報告・協議事項など事務局にて受付。
・３月２８日、第１４６回日本医師会臨時代議員会質
問
（水野常任理事）
当県からの質問は、なしと回答したことを
報告した。

