
社団法人 日本病院会 平成２０年度 第７回定期常任理事会 議事抄録 

 
日 時  平成２０年１０月２５日(土) １３:００～１７:００ 

会 場  社団法人 日本病院会 ５階会議室 

出席者  山本 修三 会長 

     池澤 康郎、佐藤 眞杉、堺 常雄、村上 信乃、宮崎 忠昭 各副会長 

     林  雅人、宮﨑 瑞穂、齊藤 壽一、末永 裕之、松本 隆利、武田 隆久、 

大道 道大、土井 章弘、宮﨑 久義 各常任理事 

柏戸 正英、中川 正久  両監事 

野口 正人  代議員会副議長 

武田 隆男、奈良 昌治 両顧問 

行天 良雄、岩﨑 榮、松田 朗、渡辺 俊介、邉見 公雄、木村 弥生(久常 節子 会

長の代理出席)各参与 

宮下 正弘、高橋 正彦、関口令安、岡留健一郎、星 和夫、佐合 茂樹 各委員長 

西村 昭男、柴山勝太郎、渡部 透、福田 浩三、成川 守彦、細木 秀美、福井 洋、      

高野 正博 各支部長                  総勢 40 名の出席 

 

宮崎副会長の議事進行により会議に入った。 

開会に際し山本会長から、政界が不安定であるため医療関係の審議が中断という不安定な

現状にあるが、本会の目的達成に向かった活動を継続して取り組みたい旨の挨拶があった。

挨拶後、大井副会長は WHO-FIC の会議でインド（デリー）に出張している報告、また、福井

順前常任理事のご逝去に際し、役員各位への謝辞が福井洋支部長より行われた。 

報告後、山本会長から、会議定足数として、定数 25 名中、出席 14名、委任状 10通、計 24

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、宮﨑 久義、土井 章

弘 両常任理事を選任し議案審議に入った。 

 

 

〔承認事項〕 

１．会員の入退会について  

 前回の役員会後の会員移動として、正会員の入会１件、正会員の退会 1 件、賛助会員の入

会 2件、賛助会員退会 4件を承認。 

 (正会員の入会 1件) 

  ①山形県・市町村・天童市民病院(会員名：松本 修 院長) 

  (正会員の退会 1件) 

  ①兵庫県・個人・牧病院(会員名：牧 凱彦 院長) 

 (賛助会員の入会 2件) 

  ①Ｂ会員・東京都・国士舘大学(代表者：若林 克彦 学長) 

  ②Ｄ会員・東京都・二川 佳央 

 (賛助会員の退会 4件) 

  ①特別会員Ａ・東京都・田中診療所 

  ②特別会員Ａ・東京都・メディファ元麻布クリニック 



 ③特別会員Ａ・東京都・六本木ヒルズクリニック 

  ④特別会員Ａ・静岡県・静岡県予防医学協会 総合健診センター 

 

  10 月 25 日現在、正会員   2,657 会員 

          賛助会員   239 会員(A 会員 97・B会員 101・D 会員 41) 

          特別会員   241 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審議した結果、依頼を承認した。 

（継続: 協賛・後援）                           

①第 12 回「国際福祉健康産業展(名古屋国際見本市委員会)の協賛依頼 

   ②第 18 回シンポジウム「これからの医療体制と医療関連サービス」(医療関連サービス

振興会)の後援名義使用依頼 

     ③「医療安全推進週間」(厚生労働省)の実施並びに後援依頼 

  (新規：委員推薦) 

   ①厚生労働省 医療機器の流通改善に関する懇談会(仮称)の委員推薦依頼 

    推薦候補者：﨑原 宏 理事 

   ②「保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」の「決済及びデー

タ送受信に関するワーキンググループ」(厚生労働省)の委員推薦依頼 

    推薦候補者：山門   實(三井記念病院総合健診センター 所長) 

                    荒井 真吾(新赤坂クリニック 事務長) 

   ③「今後の看護基礎教育の充実・推進に関する検討会」(厚生労働省)の委員推薦 

    推薦候補者：宮崎 忠昭 副会長 

   (新規：協賛) 

   ①シンポジウム「現場からの発信、外国人看護師の受入れ」(AHP ネットワーク協同組合) 

 

３．平成 20 年第二 4半期会計報告及び監査報告について 

 平成 20 年度第 2四半期(7 月 1日～9月 30 日)の一般会計、事業特別会計、基本財産、退職

手当積立金、ＩＨＦ国際交流基金、事業安定推進基金の会計報告、監査報告が実施され、

報告を承認した。 

一般会計の収入の部 

当期の収入合計は、２６５６万６４３０円(収納率は８７.４％)で正会員収入、賛助会員収

入等で、昨年と同程度。一般会計の支出の部では、山形市で開催した理事会費用、第５９

回日本病院学会、平成２０年度診療録管理学会への助成金等を支出し、その他は昨年とほ

ぼ同程度の支出。当期支出合計は１億２１９２万１１１３円、当期収支差額が△９５３５

万４６８３円となり次期繰越収支差額も△９５３５万４６８３円である。 

事業特別会計の収入の部では、当期の収入合計は、５８３６万５４７２円(収納率は６１.

５％)であり、全体として順調に推移している。事業特別会計の支出の部では、通信教育の

スクーリングおよびコーディング勉強会、病院長・幹部職員セミナー他５セミナーの諸経

費を支出しており、ほぼ例年どおりの支出。事業特別会計の当期支出合計は１億２０１７

万３９９７円で当期収支差額が△６１８０万８５２５円となり次期繰越収支差額 も△６



１８０万８５２５円であった。 

このほか、基本財産、退職手当積立金、ＩＨＦ国際交流基金、事業安定推進基金の 4つ 

の特別会計の収支計算報告が実施され、１０月２２日に公認会計士、１０月２３日に監事

3名の監査を受けた旨の報告が実施され了承された。 

 

４．人間ドック健診施設機能評価認定施設の指定について 

 下記の新規認定施設の指定を承認。  

 ①群馬県・特定医療法人慶友会 慶友健診センター 

 

 

〔協議事項〕 

１．当面の諸問題について 

平成２１年度の事業計画を踏まえ、日本病院会の今後の活動について出席者から意見を拝聴 

した。拝聴後、本会が取り組むべき課題を喫緊の課題、短期的な課題、長期的課題に区分し、 

役員各位に提出願った。  

 

 

〔報告事項〕 

１．各委員会等の開催報告について 

 下記の各種委員会報告が実施された。 
(1)第 4 回診療情報管理士教育委員会・基礎課程小委員会(9 月 26 日) 

 (2)第 4 回診療情報管理士教育委員会・分類小委員会(9 月 29 日) 
 (3)第 7 回診療情報管理士教育委員会・専門課程小委員会(10 月 3 日) 

(4)診療情報管理課程通信教育・第 2 回診療情報管理士教育委員会(10 月 8 日) 
 (5)診療情報管理課程通信教育・コーディンク勉強会(9/27～10/18 開催分) 
 (6)診療情報管理課程通信教育・平成 20 年度前期試験 

(会場試験：9/14、郵送試験：9/16～9/29) 
(7)日本診療録管理学会・第 1 回国際疾病分類委員会(10 月 7 日) 

 (8)第 2 回認定個人情報保護団体審査委員会(10 月 17 日) 
   ※上記８件の報告については、資料一読とした。 

(9)医療制度委員会(10 月 1 日) 
 ・医療費の財源、医療機関に於ける関係職種間の役割分担実態調査、三保連の公開質問 
  状 等 

(10)第 2 回公益法人制度見直しに係るプロジェクト委員会(10 月 9 日) 
  ・報告は資料一読とした。 
(11)予防医学委員会(10 月 2 日) 
  ・病院職員への暴力・暴言などの現況、「特定健診・特定保健指導」の現状 等 
(12)第 7 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(10 月 9 日)  
   ・人間ドック健診施設機能評価について、健保連等との指定契約施設 等 
 (13)地域医療委員会(10 月 8 日) 
  ・臨床研修制度の見直し 等 



(14)第 4 回病院経営管理者教育委員会 作業部会(10 月 10 日) 
  ・報告は資料一読とした。 
(15)第 6 回医療経済・税制委員会(10 月 14 日) 
   ・平成 21 年度税制改正に関する要望、病院経営分析調査について 等 
(16)第 3 回中小病院委員会(10 月 22 日)  
   ・情報交換会の実施について、第 59 回日本病院学会シンポジウムの開催について 等 
(17)第 7 回編集委員会(10 月 23 日) 

 ・日病雑誌 11 月・12 月号の企画・編集について 等 
(18)第 6 回ニュース編集委員会(10 月 17 日) 
  ・今後の編集方針、寄稿・特集について、新春座談会の収録開催について 等 

 
２．四病協関係について 

下記諸会議の開催報告があり、了承された。 

(1)第 7 回医療保険・診療報酬委員会(10 月 3日) 

 ①中医協の開催報告(9/24)②日病協・診療報酬実務者会議における各検討事項について 等 

(2)第 4 回厚労省・福祉医療機構・四病協合同勉強会(10 月 22 日) 

 ①福祉医療機構から「福祉・医療関連施設への運転資金の融資及び建設費高騰への対応」

についての説明。②これからの社会保障を考える視点についての検討 等 

(3)第 8 回治療費未払問題検討委員会 作業部会(10 月 9 日) 

 ・未収金発生防止マニュアルの作成について 等 

(4)第 18 回治療費未払問題検討委員会(10 月 17 日) 

  ①債権回収会社から「サービサー制度」の運用についての受講。②未収金対策マニュアル

の編集について 等 

(5)総合部会（10 月 22 日） 

 ①厚労省医政局から地球温暖化対策の推進に関する法律の要点と改正事項について受講。  

②厚労省・文科省の臨床研修制度のあり方等に関する検討会(10/16)の開催報告。③日医・

四病協懇談会(11/26)への議題提出について 等 

(6)第 7 回メディカルスクール検討委員会(10 月 23 日) 

 ・報告書(案)の最終取りまとめについて 等 

 

３．日病協諸会議について 

(1)DPC のあり方に関するワーキンググループ(10 月 8 日) 

 ①厚労省より 7 月 16 日の中医協で配布した DPC に関する資料説明。②DPC のあり方につい

ての意見交換。 

(2)実務者会議（10 月 15 日） 

 ・医療・介護提供体制および診療報酬体系のあり方(案)についての検討。 

(3)医療安全全国共同行動(日本版 100K キャンペーン)に係る検討委員会(10 月 14 日) 

 ・医療安全全国共同行動への対応について 

(4)代表者会議（10 月 24 日） 

 ①医療安全全国共同行動に係る検討委員会の対応について②医療改革「読売新聞社の提言に

ついて」③診療行為に掛る死因究明制度等について 等 



 

４．中医協について 
10 月 3 日（金）に開催された第 3 回診療報酬調査専門組織・DPC 評価分科会の報告として、

DPC 制度の対象病院、DPC における診療報酬の算定方法、医療機関別係数の計算方法、DPC デ

ータについて 等の資料説明。 

10 月 22 日（水）に開催された総会(第 135 回)では、「産科医療補償制度」創設に係る診療報

酬上の対応、ハイリスク妊娠管理加算及びハイリスク分娩管理加算の施設基準の改正(案)を

検討、その他医療機器の保険適用、臨床検査の保険適用 等 

10 月 22 日(水)に開催された診療報酬基本問題小委員会では、「DPC の評価について」として、

①平均在院日数②再入院率③転帰(治癒・軽快)④DPC 対象病院での診療状況 等を検討 

 

５．日本医師会 医事法関係検討委員会の開催報告について 

①10 月 3 日（金）の委員会で日医会長からの諮問「患者をめぐる法的諸問題」として、特

に「患者の権利、患者の責務」について検討。②来年 5 月 21 日から実施される「裁判員制

度」の概略と問題点を検討。 

 

６．厚生労働省 マッチング作業検討会の開催報告について 

10 月 7 日(火)に開催された検討会では、今年度のインドネシア人看護師・介護福祉士候補

者の受入れ状況、来年度のマッチング作業のあり方について検討を実施。 

 

７．自由民主党 厚生労働部会厚生関係団体委員会合同会議の開催報告について 

10 月 8 日(水)での合同会議で、税制改正要望 8項目(重点要望 1項目、国税関係 4項目、地

方税関係 3項目)についての要望実施報告。 

 

８．第 2回日本医療機能評価機構 病院機能評価方法の見直し検討会の開催報告について 

10 月 21 日（火）の会議報告として、病院機能評価(評価方法)の諸外国における取り組み事

例の実態報告。 等 

 

９．第 10回保健医療情報標準化会議の開催報告について 

10 月 24 日（金）資料一読とした。 

 

10. 秋の園遊会への出席報告について 

 ・10 月 23 日(木)に赤坂御苑で開催され、池澤副会長が出席。 

 

11．厚生労働省委託事業「病院勤務医勤務環境改善事業」の地域説明会の開催について 

下記地域において、委託事業の説明会を実施する旨の報告。 

・10 月 22 日(水) KKR 大阪 

 ・10 月 27 日(月) KKR 名古屋 

 ・10 月 31 日(金) KKR 博多 

 

以上 


