社団法人 日本病院会 平成２２年度

第２回定期理事会

日

時

平成２２年７月２１日（水）

午後２時～４時３０分

場

所

岐阜市・岐阜グランドホテル

西館 2 階「月の間」

出 席 者

議事抄録

堺 常雄 会長
今泉暢登志、高橋 正彦、末永 裕之、相澤 孝夫、梶原

優、大道 道大
各副会長

藤原 秀臣、宮﨑 瑞穂、石井 暎禧、木村 壯介、松本 純夫、万代 恭嗣、
中井

修、福井 次矢、山田 實紘(第 60 回日本病院学会学会長)、岡上 武、小

川 嘉誉、中島 豊爾、土井 章弘、岡留健一郎、安藤 文英 各常任理事
田中 繁道、中村 博彦、佐々木 崇、宮下 正弘、林 雅人、濱崎 允、
有我由紀夫、吉田 象二、原 義人、山口 武兼、﨑原 宏、中 佳一、神原 啓文、
松本 隆利、足立 幸彦、田中 一成、佐々木順子、砂川 晶生、奥村 秀弘、
小西 裕、成川 守彦、土谷晋一郎、片岡 善彦、武久 洋三、岡田 武志、
細木 秀美、高野 正博、松本 文六

各理事

柏戸 正英 監事
野口 正人 代議員会議長
山本 修三、池澤 康郎、佐藤 眞杉、大井 利夫、宮崎 忠昭 各顧問
松田 朗、堀内 龍也、邉見 公雄 各参与
柴山勝太郎、三浦 將司

両支部長

星 和夫、西村昭男、宮﨑 久義 各名誉会員
(新入会病院)
明石 光伸(大分県・大分市医師会立アルメイダ病院 常勤顧問)、天野 和雄(岐
阜県・羽島市民病院 病院長)

堺 会長の開会挨拶後、第 60 回日本病院学会山田 實紘学会長から学会長挨拶、新会員から
病院紹介が実施された。
会議定足数は、定数 66 名中、出席者 42 名、委任状 16 通、計 58 名(過半数 34 名)で会議が
成立している旨報告後、議事録署名人に松本 文六、佐々木 崇 両理事を選任し議案審議に
入った。議事進行は、相澤 孝夫 副会長が行った。
〔承認事項〕
１．会員の入退会について
前回役員会後の会員異動について紹介され、協議の結果、届出を承認した。
(賛助会員の入会 1 件)
①Ａ会員・東京都・株式会社 エフ・ヴィ・コーポレーション

平成 22 年 7 月 21 日現在
正 会 員

2,506

特別会員

238

賛助会員

235

(Ａ会員：93、Ｂ会員 109、Ｃ会員 1、Ｄ会員 32)

２．各団体からの依頼について
下記依頼事項について紹介があり、協議の結果、依頼を承認した。
(継続・後援・協賛等)
①第 3 回 MDIC(医療機器情報コミュニケータ)認定セミナー(日本医療機器学会)の後援
依頼
②第 3 回/第 4 回 臨床研修病院事務担当者講習会(NPO 法人 卒後臨床研修評価機構)の
後援依頼
③秋田県病院大会(秋田県病院協会)の後援依頼
④健康強調月間の実施(健康保険組合連合会)に伴う協力名義使用依頼
⑤臨床研究コーディネーター養成研究事業((独)医薬品医療機器総合機構)後援名義使
用依頼
３．参与の追加委嘱について
参与の追加委嘱を承認した。参与の委嘱は、代議員会の承認事項となっており、定款第
26 条「書面審理」での対応を採択した。
・参与候補者：齊藤壽一(社会保険中央総合病院 名誉院長)
４. 創立 60 周年記念事業について
創立６０周年記念事業に伴う開催日(平成 23 年 5 月 27 日・ホテルオークラ東京)、実行委
員会(梶原 副会長)、実行委員会 WG、60 周年記念誌編集委員会(委員長：大道 副会長)の
委員構成、記念事業の式次第(案)、創立 60 周年記念事業諸会議(案)が披露され、了承さ
れた。
５．契約職員の雇用(切り替え)および契約職員就業規則(案)について
本会の派遣職員を契約職員に切り替え採用することを承認。雇用に伴う雇用契約書、契約
職員就業規則(案)、今後の契約職員の募集、採用要領が承認された。
６．第 62 回日本病院学会の開催について
第 62 回日本病院学会の開催(案)が紹介され承認。
日時：平成 24 年 6 月 21 日(木)～22 日(金)
会場：福岡県・福岡国際会議場
学会長：岡留 健一郎(済生会福岡総合病院 病院長)
７．人間ドック健診施設機能評価の認定について
２

日本人間ドック学会から依頼の人間ドック健診施設機能評価の施設認定依頼について紹
介があり、協議の結果、指定を承認した。
(更 新 3 件)
①長野県・丸子中央総合病院
②三重県・医療法人 富田浜病院 健康増進センター
③静岡県・(財)静岡県健康管理センター
(新 規 5 件)
①宮城県・宮城県医師会健康センター
②秋田県・秋田赤十字病院
③秋田県・平鹿総合病院健診センター
④山形県・済生会山形済生病院
⑤東京都・虎の門病院付属健康管理センター・画像診断センター
〔報告事項〕
１．各委員会等の開催報告について
下記委員会等の開催報告があり、了承された。
①医師事務作業補助者コース研修会(6 月 26 日～27 日・東京 589 名・大阪 623 名)
②診療情報管理士教育委員会・専門課程小委員会(第 1 回・6 月 28 日)
③診療情報管理士教育委員会(第 1 回・7 月 2 日)
④診療情報管理士教育委員会・診療情報管理士教育事業に関する説明会(7 月 2 日)
⑤診療情報管理士通信教育・コーディング勉強会(22 年 6 月 19 日～7 月 12 日開催分)
⑥病院経営管理士通信教育・2 年次後期試験及び前期スクーリング開催報告
⑦病院経営管理者協議会・理事会(第 2 回・7 月 1 日)
⑧病院経営管理者協議会研修会(第 1 回・7 月 1 日)
⑨病院経営管理者協議会・総会(第 1 回・7 月 1 日)
⑩雑誌編集委員会(第 1 回・6 月 29 日)
⑪医療の安全確保推進委員会(第 1 回・6 月 30 日)
⑫救急医療委員会(第 1 回・7 月 12 日)
(日本診療情報管理学会関係)
①診療情報管理士業務指針ワーキング(7 月 5 日)
②診療情報管理士生涯教育研修会(7 月 10 日)
③倫理委員会診療情報学検討ワーキング(7 月 12 日)
２．日病協諸会議の開催報告について
下記会議の概要報告を了承。
①実務者会議（第 60 回・7 月 14 日）
３．中医協の開催報告について
下記会議の概要報告を了承。
①総会（第 175 回・7 月 14 日）
３

４．四病協関係の会議開催報告について
下記会議の概要報告を了承。
①医療保険・診療報酬委員会（第 4 回・7 月 2 日）

５．行政関係の各種検討会等の開催報告について
下記会議の概要報告を了承。
①チーム医療推進会議（第 2 回・7 月 16 日）
平成 22 年度厚生労働科学特別研究事業で行うアンケート「看護師が行う医行為の範囲に
関する研究」に診療情報管理士の業務(役割)が加味されていないことが意見提出された。
６．関係団体の各種委員会の開催報告について
下記会議の概要報告を了承。
①医療情報システム開発センター理事会

6 月 25 日(金)

７．医療の質の評価・公表等推進事業について
本会が厚労省の平成 22 年度医療の質の評価・公表等推進事業に参画するにあたっての推
進事業の工程、公表する臨床指標(案)の概要等の報告を了承。
８．平成 22 年度病院長・幹部職員セミナーの開催について
8 月 5 日(木)～6 日(金)に開催されるセミナーの概要説明、
役員各位への参加要請が実施。
９．事務所の一部移転について
一番町 KK ビル(3・4 階)の賃貸契約の解約し、ラウンドクロス一番町(8 階→3 階)の移転
概要について説明があり、了承。

〔協議事項〕
１．社会保険病院、厚生年金病院について
社会保険病院、厚生年金病院は現在、(独)年金・健康保険福祉施設整理機構の管理下で
運営されているが、22 年 9 月末が現行法設置期限となる。新たに独立行政法人地域医療
機能推進機構の新法人を設立させ社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院を運営する
ことを予定し、衆議院では法案通過したが、このたびの参議院議員選で与党が過半数を得
ることが出来ず、廃案となってしまった。現在、本会には、社会保険病院 52 施設中、40
施設、厚生年金立病院 10 施設が会員となっている現状報告後、本会としての対応等に
ついて出席者から意見拝聴を願った。この件について、7 月 30 日には臨時国会開催、民
主党代表選等があり、法案審議に入るかどうか不安定の現状にある。護送船団方式での救
４

済でなく地域におけるニーズ(地域医療)、経営状況と併せ検討すべきである 等の意見提
出があり、今後の参考とした。
２．日医、病院団体との関係について
定期的に日医、四病協で開催している懇談会のあり方について問題提起されたが、この件
については、日病協代表者会議での検討とした。
以上

５

