社団法人 日本病院会 平成２１年度 第１１回 定期常任理事会 議事抄録
日 時
会 場
出席者

平成２２年２月２７日(土) １３:００～１７:００
社団法人 日本病院会 ５階 会議室
山本 修三 会長
池澤 康郎、佐藤 眞杉、堺 常雄、大井 利夫、村上 信乃、宮崎 忠昭 各副会長
林 雅人、宮﨑 瑞穂、石井 暎禧、梶原 優、齊藤 壽一、木村 壯介、末永 裕之、
松本 隆利、武田 隆久、大道 道大、小川 嘉誉、中島 豊爾、土井 章弘、安藤 文
英、宮﨑 久義、須古 博信 各常任理事
柏戸 正英、中川 正久、石井 孝宜 各監事
野口 正人 代議員会副議長
大道 學、奈良 昌治 両顧問
行天 良雄、高久 史麿、岩﨑 榮、鴨下 重彦、松田 朗、宇沢 弘文、奥村 元子(久
常 節子会長代理)、渡辺 俊介、邉見 公雄 各参与
宮下 正弘、高橋 正彦、藤原 秀臣、関口 令安、岡留健一郎、星 和夫、有賀 徹、
佐合 茂樹 各委員長
西村 昭男、渡部 透、三浦 將司、福田 浩三、成川 守彦、細木 秀美、福井 洋、
高野 正博 各支部長
小笠原 篤夫(北海道・シオン山鼻北病院理事長・11 月 28 日入会会員)

村上副会長の議事進行により会議に入った。
開会にあたり、山本会長から、開会挨拶を述べたのち、会議定足数として、定数 24 名中、出
席 21 名、委任状 1 通、計 22 名（過半数 13 名）で会議が成立している旨の報告後、議事録署
名人に須古 博信、石井 暎禧 両常任理事を選任した。また、横山事務局長が急遽、入院され
当面の間、山口事務局顧問が対応する旨の報告があった。
〔承認事項〕
１．会員の入退会について
前回の役員会以後の会員異動として、正会員の入会 5 件、正会員の退会 2 件、賛助会員の
入会 1 件、賛助会員の退会 5 件の届出について紹介された。協議の結果、入退会を承認し
た。
(正会員の入会 5 件)
①徳島県・都道府県・徳島県立中央病院(会員名：塩谷 泰一 院長)
②岐阜県・市町村・多治見市民病院(会員名：山田 昌夫 院長)
③埼玉県・医療法人・一心会 蓮田一心会病院(会員名：東 靖宏 院長)
④愛知県・医療法人・香徳会 メイトウホスピタル(会員名：太田 元 院長)
⑤滋賀県・医療法人・幸生会 琵琶湖中央病院(会員名：坂口 昇 理事長・院長)
(正会員の退会 2 件)
①東京都・医療法人・ルーク会 ルカ病院(会員名：竹内 隆 理事長)
②大阪府・医療法人・讃和会 友愛会病院(会員名：中野 敦久 理事長)

(賛助会員の入会１件)
①Ｂ会員・福岡県・学校法人 ありあけ国際学園
(賛助会員退会 5 件)
①Ａ会員・東京都・帝人ファーマ株式会社
②Ｂ会員・東京都・医療法人社団 東京ハート会 日本橋ハートクリニック
③Ｂ会員・新潟県・新潟医療技術専門学校
④Ｂ会員・愛知県・藤田保健衛生大学短期大学
⑤Ｄ会員・大阪府・吉本 千夫
平成 22 年 2 月 27 日現在
正 会 員
2,643 会員
特別会員
241 会員
賛助会員
236 会員(A 会員 97、B 会員 105、D 会員 34 会員)
２．関係省庁および各団体からの依頼等について
下記依頼事項について検討した結果、依頼を承認した。
(継続依頼事項：後援、協賛等)
①第 52 回全日本病院学会(全日本病院協会)の後援
②平成 22 年度「看護の日」及び「看護週間」の協賛(厚生労働省)
③平成 22 年春季全国火災予防運動に対する協力(消防庁)
④平成 22 年度医療機器安全基礎講習会(第 32 回 ME 技術講習会)の協賛名義(日本生体医
工学会/医療機器センター)
⑤「がん疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習会」(厚生労働省)の後援
⑥「ペースメーカー関連業務修得セミナー第Ⅰ・Ⅱ期」(日本臨床工学技士会)の後援
⑦第 58 回日本医療社会事業全国大会ならびに第 30 回日本医療社会事業学会(日本医療社
会事業協会)の後援
⑧「関西ホスピタルショウおよび九州ホスピタルショウ」(日本経営協会)の特別協力依
頼
(継続依頼事項：委員等委嘱)
①理事・評議員の継続(医療関連サービス振興会)推薦依頼
理事：齊藤 壽一 常任理事、評議員：池澤 康郎 副会長
②評議員の継続(日本医薬情報センター)
評議員：堺 副会長
(新規依頼事項：共催等)
①子宮頸がんワクチン推進キャンペーン(国立がんセンター中央病院)の共催
②第 7 回口腔ケア学会総会・学術大会(社会医療法人 若弘会)の後援
(新規依頼：委員)
①評議員(国際医学情報センター)の就任依頼
評議員：山本 修三 会長

３．第３四半期の会計報告及び監査報告について
第３四半期(10 月 1 日～12 月 31 日)の収支計算報告、監査報告が実施され、第３四半期
の収支計算を承認した。
４．平成 22 年度事業計画および予算(案)について
現時点における平成 22 年度の事業計画(案)、および予算(案)の骨子について説明。事業
計画の細部検討等については、次期新執行部に委ねることとし、3 月期理事会、代議員
会、総会に上程することを承認した。
５．ＷＨＯへの 2011 年支援事業について
ＷＨＯの事業である ICD-10 の改正、ICD-11 の改訂への支援を 2011 年も継続することと
した。
６．人間ドック健診施設機能評価認定施設の指定について
新規認定 4 施設、更新認定 19 施設の指定を承認した。
７．新代議員の確定について
新代議員(平成 22 年 4/1～25 年 3/31 任期)の最終氏名を承認し、3 月期理事会に上程す
ることとした。
〔報告事項〕
１．各委員会等の開催報告について
下記委員会報告が実施され、了承された。
(1)病院幹部医養成委員会(第 4 回・1 月 7 日)
①平成 22 年度セミナー開催計画について：7 月２日(金)に大阪で開催する第 1 回医療の
質を考えるセミナーの骨子を検討。第 2 回は、11 月 2 日(火)に東京都・公立昭和病院で
開催。
(2)病院経営管理士通信教育・前期試験・後期スクーリング(22.1/11～1/15、1/18～1/23)
(3)第 60 回日本病院学会ワークショップ打合せ(2 月 4 日)
①日病学会時(7 月 23 日)に開催するワークショップの要領を検討。
(4)第 10 回人間ドック施設認定小委員会/人間ドック健診施設機能評価委員会(1 月 14 日)
第 11 回人間ドック施設認定小委員会/人間ドック健診施設機能評価委員会(2 月 12 日)
①人間ドック健診施設機能評価について②健保連との指定契約について等の報告。
(5)ニュース編集委員会(第 11 回・1 月 15 日)
①日本病院会ニュースの課題について：読者アンケートを実施。②今後の紙面構成につい
て等を検討。
(6)雑誌編集委員会(第 10 回・1 月 21 日・第 11 回・2 月 25 日)
①日病雑誌 2 月号、3 月号の企画・編集について：2 月号は、第 59 回日本病院学会時のシ
ンポジウムの一部、3 月号は、特別講演の内容を掲載。②３月号及び 4 月号の企画・編集
について：3 月号は、熊本で開催した日本病院学会のシンポジウム、4 月号は日病学会で

の特別講演、5 月号は新役員からの抱負等を予定した。
(7)ホスピタルショウ委員会(第 2 回・1 月 22 日・第 3 回・2 月 25 日)
①国際モダンホスピタルショウ 2010 について：7 月 14 日(水)～16 日(金)の期間中に開催
する日病関係のセミナーについての概要について意見交換②日病主催セミナーは、｢いの
ちを輝かす病院の役割～救急から介護まで～｣とし、基調講演、シンポジウムを実施。
(8)救急医療委員会(第 3 回・1 月 26 日)
①平成 20 年度救急医療アンケート調査の集計について：各委員の協力を得、冊子を作成
することとした。②第 60 回日本病院学会でのシンポジウム開催について：テーマを「救
急医療体制の再構築」と題し、開催することとした。
(9)医療経済・税制委員会(第 9 回・1 月 26 日)
①病院経営分析調査(平成 20 年度決算分析)について：集計結果取りまとめの進捗状況報
告。②四病協で実施した要望書「緊急保障制度の医療分野(介護分野含む)への拡大要望(中
小企業を対象とした融資を受ける際の保証制度について)」を経済産業省に提出した旨の
報告。
(10)地域医療委員会(第 16 回・2 月 3 日)
①委員会報告書の取りまとめについて：委員会報告書を「疲弊する地域の病院医療」と題
し、骨子、執筆担当委員を検討した。
(11)医療制度委員会(第 10 回・2 月 3 日)
①内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書について：概要説明を実施。
②平成 24 年度診療報酬・介護報酬同時改定等について：同時改定に向け委員アドバイザ
ーからの意見拝聴。
(12)診療情報管理士通信教育・分類法指導者のための勉強会(1 月 23 日)
①1 月 23 日(土)に委員、講師を対象とし開催した。
(13)診療情報管理士通信教育・DPC コース小委員会(第 5 回・2 月 2 日)
①スクーリングの開催、リポート問題、アンケートの実施、来年度の事業計画等を検討。
(14)診療情報管理士通信教育・診療情報管理士認定試験(第 3 回・2 月 14 日)
①全国 16 会場で開催し、4,038 名の受験者数。
(15)平成 21 年度厚生労働科学研究費補助事業「死因統計の精度向上にかかる国際疾病分類
に基づく死亡診断書の記載適正化に関する研究」
・班会議(第 2 回・2 月 22 日)
①研究事業について：中間報告を了承、来年度も継続することとした。
(16)診療情報管理士通信教育・コーディング勉強会(22.1/16～2/15)
・24 会場で延べ 867 名の受講。
(17)日本診療情報管理学会・診療情報管理士生涯教育研修会(第 45 回・1 月 23 日)
・香川県高松市で開催し、146 名の受講者。
(18)日本診療情報管理学会・倫理委員会診療情報学検討ＷＧ(1 月 29 日)
・9 月に診療情報学に関する本書発刊を予定しており、各原稿の内容、作業について検討。
(19)日本診療情報管理学会・編集委員会(第 3 回・2 月 8 日)
・会誌「診療情報管理」の編集について検討。
(20)日本診療情報管理学会・生涯教育委員会(第 3 回・2 月 19 日)
①今後の生涯教育研修会について②診療情報管理士指導者の認定について③平成 22 年度

年間スケジュールについて
(21)日本診療情報管理学会倫理委員会・診療情報管理士業務指針ＷＧ(2 月 24 日)
・業務指針ガイドライン作成に伴う内容の検討。
(22)中小病院委員会(第 4 回・2 月 20 日)
①情報交換会の運営要領の検討②第 60 回日本病院学会時のシンポジウムの開催概要を検
討。
(23)中小病院委員会情報交換会(和歌山市・2 月 20 日)
・和歌山県病院協会の共催実施。28 施設 106 名の参加。
(24)平成 21 年病院運営実態分析調査について
・全国公私病院連盟と調査協力している病院運営実態分析調査の概要について説明実施。
２．第 59 回日本病院学会の会計報告及び監査報告について
第 59 回日本病院学会(熊本市)の収支決算、監査報告を了承。
３．ＷＨＯ－ＦＩＣについて
2 月 22 日(月)～24 日(水)にドイツで開催した国際会議参加報告が実施。(WHO-FIC 教育
委員会、WHO-FIC-IFHRO 合同委員会)
４. 日病協諸会議の開催報告について
下記諸会議の概要報告を了承。
・実務者会議 1 月 20 日・2 月 17 日
・代表者会議 1 月 29 日・2 月 26 日
５．四病協について
下記諸会議の概要報告を了承。
・総合部会 1 月 27 日・2 月 24 日
・医療保険・診療報酬委員会 1 月 15 日・2 月 5 日
・EPA に基づく外国人看護師受入れに関するワーキンググループ １月 25 日
・高齢者居住施設に関する医療・住宅関係者勉強会 2 月 10 日
・日本医師会・四病協懇談会 1 月 27 日
６．行政関係の各種検討会等について
下記諸会議の開催報告及び報告書概要について報告が実施された。
①1 月 25 日(月) 経済産業省・第 15 回保健医療情報標準化会議
②2 月 3 日(水) がん診療連携拠点病院の指定に関する検討会
③内服薬処方せんの記載方法の在り方に関する検討会報告書
④今後の看護教員のあり方に関する検討会報告書
⑤医療広告ガイドラインに関するＱ＆Ａ(事例集)の追加
７．関係団体の各種検討会について

下記諸会議の開催報告が実施された。
・1 月 26 日(火) 日本医療機能評価機構・企画調整委員会(第 2 回)
・2 月 4 日(木) 日本医療機能評価機構・研修委員会(第 3 回)
８．日本人間ドック学会創立 50 周年記念事業の開催報告について
創立 50 周年記念事業(2009.9/3 日～4 日)の開催概要報告が実施された。
９．日本医学健康管理評価協議会の設立総会について
2 月 22 日(月)に開催された設立総会の概要について報告。
10. 平成 22 年 3 月 27 日(土)の諸会議開催について
諸会議の開催要領説明を了承し、案内通知を実施することとした。
理事会 代議員会・総会 新代議員会 新理事会 新代議員会(再開)
懇親会
〔協議事項〕
１．当面の諸問題について
下記２項目を協議に取り上げた。
(1)平成 22 年度診療報酬改定について

邉見参与から平成 22 年度診療報酬改定の概要骨子をスライドを用いて説明が行われ、
出席者との質疑応答、改定内容に関し意見拝聴を実施した。
(2)チーム医療について
厚労省の「チーム医療の推進に関する検討会」で論議されている概要報告。｢特定看護師(仮
称)｣の考え方等についての意見交換を実施した。

以上

