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平成２５年度青森県臨床内科医会第１回理事会

と き：平成２５年５月１１日（土）午後３時～４時３０分

ところ：ホテル青森 ４階 「桃の間」

出席者

会 長：今村 憲市

副会長：和田 一穂・石澤 誠・中園 誠

理 事：渋谷 耕司・町田 光司・鳴海 晃・中畑 元・

岸原 千秋・沼田 知明・南 收

監 事：齋藤 吉春

次 第

司 会：和田 一穂 副会長

１．開 会

２．挨 拶 青森県臨床内科医会 会長 今村 憲市

皆さん土曜日の貴重な時間にお集まりいただき有り難うございます。

去る４月１３日に東京で第４９回代議員会が開催され、猿田会長が再選されま

した。今後２年間、担当することとなります。

猿田会長は挨拶の中で厚労省にかなり人脈があるので、２０１４年の診療報酬

改定の際には、日臨内でのいろいろな意向が届くように頑張りたいという旨の発

言がありました。その発言を支えるものとしては、やはり日臨内の会員数が大事

であり、発足当時は１８，５００名でしたが、今年度は、１６，０００名を少し

切ってしまいましたので、日臨内の組織内で、紹介ビデオを作成し、会員の入会

促進を図っております。後程、和田副会長が準備しておりますので見て頂きたい

と思います。 今後、本会でも県内で開催のいろいろ会議等で、放映したいと思っ

ております。

今年、第２７回日本臨床内科医学会が１０月１３・１４日（土・日）の両日、

神戸国際会議場で開催されるにあたり、大会事務局より会員の皆さんへの一般演

題等の募集がありますので、是非とも多くの会員が応募して頂くことを願ってお

ります。

昨日開催の第４回青森県臨床内科医会生涯教育講座は医師５０名、薬剤師、コ

・メディカル等を含め約１３０名の出席者で大変盛況でした。

最後に、本日、成田監事は欠席されておりますが、平成２４年度の会計監査を

していただきました監事の成田・齋藤両先生にはご多忙のところ、誠に有り難う

ございました。

それでは、ご審議の程宜しくお願い致します。

３．報告事項

１）第３０回日本臨床内科医会総会・代議員会（ ・ ･ )報告H25.4.13 14 於 東京

今村会長より第４９回代議員会の報告要旨は下記の通りです。
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、 、 。①出席代議員数１８３名中 本人出席１２０名 委任状６３名で会は成立

②役員改選で会長は猿田 享男先生（再任・任期２年）

広報担当常任理事 和田 一穂先生（本会副会長）

③会員数１５，８０６名。昨年１６，００２名で１９６名減 （青森県。

１４６名、岩手県２４３名、秋田県１９４名、東京１，１１０名、愛知

県１，１４１名、大阪府８５１名、九州１，７４４名、その他）

④日臨内医学会予定

平成 年 月 ～ 日（第２７回）兵庫県25 10 13 14
平成 年 月 ～ 日（第２８回）岩手県26 10 12 13
平成 年（第２９回）熊本県27
平成 年（第３０回）東京都（３０回記念行事）28

⑤会員増強について

日臨内科医会紹介の８分間のＤＶＤ作成

⑥第３０回日臨内総会（平成 年 月 日）での地域医療功労者は７２25 4 14
～９１歳の１２名

⑦２０１４年度診療報酬改定の方向性

①早期退院の促進（平均在院日数 日以内 、②早期退院患者の受け14 ）

皿整備（在宅医療の充実 、③認知症対策等患者の状態に応じた医療）

提供体制の構築、④後発医薬品使用の促進、日臨内科医会としては

今後内保連、受保連（受療者医療保険学術連合会）への働きかけ。

⑧ 実態調査PA
参加会員数５２２名、症例２，６６２例

診療と地域連携に関するアンケート調査CKD
回収目標 ３，０００票

会 員 １，５４４票

製薬会社への協力票 ９２１票

合 計 ２，４６５票

Smile Project
参加施設 １，７４５施設

症 例 数 １，１１７例

目 標１１，０００例

２）平成２４度青森県臨床内科医会会務報告

平成２４年４月から平成２５年３月までの会務報告は下記の通りです。

平成２４年

４月１４～１５日（土・日 （於・京都府 京都国際会議場））

第２９回日本臨床内科医会総会・代議員会

出席者：今村会長、和田・中園副会長

５月１９日（土 （於・青森市 ホテル青森））

第２４年度青森県臨床内科医会第１回理事会

出席者：今村会長、和田・石澤副会長、町田･渋谷・秋山

鳴海・岸原・沼田・南理事、成田・齋藤監事
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ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ尾﨑 勇( )青森県立保健大学

６月２３日（土 （於・青森市 ホテル青森））

平成２４年度青森県臨床内科医会総会・学術講演会

特別講演

演題： 実践！認知症の予防と治療」「

演者：医療法人慶晴会 植松神経内科クリニック

院長 植松 大輔 先生

（出席者５３名）

７月２日（土 （於・八戸市 八戸市立市民病院））

第３回青森県臨床内科医会市民公開講座

【みんなで学ぼう！糖尿病】

特別講演Ⅰ

演題： 糖尿病の治療について～今の自分に何が必要か～」「

演者：八戸市立市民病院 内分泌・糖尿病科

医長 工藤 貴徳 先生

特別講演Ⅱ

演題： 糖尿病との向き合い方～病気を正しく理解しよう～」「

演者：中園内科クリニック 院長 中園 誠 先生

（ ）出席者１３０名

７月６日（金 （於・青森市 青森国際ホテル））

第３回青森県臨床内科医会生涯教育講座

特別講演

演題： 高尿酸血症とＣＫＤ」「

演者：東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科

教授 細谷 龍男 先生

（出席者５３名）

７月７日（土 （於・盛岡市 ホテル東日本））

第２３回日本臨床内科医会北海道・東北ブロック会議

出席者：今村会長、和田・石澤・中園副会長

◎青森県臨内会ニュース平成２４年９月号発行

１０月７～８日（日・月祝 （於・徳島市 ホテルクレメント徳島））

第２６回日本臨床内科医学会

出席者：今村会長、和田副会長

１１月１０日（土 （於・八戸市 八戸パークホテル））

平成２４年度青森県臨床内科医学会 八戸大会

特別講演Ⅰ

演題： 内科医の知っておきたいうつ病とパニック障害の治療」「

演者：ささクリニック 院長 笹 博 先生

特別講演Ⅱ

演題： 高血圧・糖尿病・甲状腺などの日常診療に潜む内分泌疾患」「
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演者：青森労災病院 院長 須田 俊宏 先生

（出席者２７名）

１２月１日（土 （於・青森市 ホテル青森））

平成２４年度青森県臨床内科医学会 青森大会

教育講演Ⅰ

演題： ピロリ菌感染診療とＡＢＣ検診」「

演者：弘前大学大学院医学研究科 消化器血液内科学講座

准教授 下山 克 先生

教育講演Ⅱ

演題： ２型糖尿病患者に対するリラグルチドの臨床経験「

～未治療例、インスリン治療例からの切替例を中心に～」

演者：黒石病院 糖尿病・内分泌内科部長 上原 修 先生

特別講演Ⅰ

演題： 高血圧診療の最近の話題」「

演者：弘前大学大学院医学研究科 循環呼吸腎臓内科学講座

准教授 長内 智宏 先生

特別講演Ⅱ

演題： 膵機能不全患者の栄養と糖尿病」「

演者：弘前大学医学部保健学科 病因病態検査学

教授 中村 光男 先生

（出席者３３名）

平成２５年

◎青森県臨内会ニュース平成２５年１月号発行

２月２日（土 （於・弘前市 ホテルニューキャッスル））

平成２４年度青森県臨床内科医学会 弘前大会

教育講演Ⅰ

演題： 一般診療医に診るストレス性疾患」「

演者：消化器内科中畑クリニック 院長 中畑 元 先生

教育講演Ⅱ

演題： 実地臨床における喘息治療のピットフォール」「

演者：独立行政法人国立病院機構弘前病院 呼吸器科

医長 山本 勝丸 先生

特別講演Ⅰ

演題： 高血圧治療の最新の知見：血圧変動制、降圧目標、「

治療抵抗性高血圧、尿酸と高血圧」

演者：国立循環器病研究センター病院 高血圧・腎臓科

部長 河野 雄平 先生

特別講演Ⅱ

演題： 高尿酸血症とＣＫＤ」「

演者：東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科

教授 細谷 龍男 先生

（出席者４０名）

２月３日（日 （於・青森市 青森グランドホテル））

青森県臨床内科医会第２回理事会
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出席者：今村会長、和田・石澤・中園副会長、町田・秋山

中畑・岸原・南理事

３）平成２４年度青森県臨床内科医会収支決算報告

平成２４年度収支決算の詳細内容については事務局より説明をし、理

事会での了承を得ましたので、６月８日開催の総会で承認を得ることと

しました｡

４．協議事項

１）平成２５年度事業計画（案）について

①学術・生涯教育講座の開催

総会、青森大会、弘前大会、八戸大会の充実

②青森県臨床内科医会ニュースの発行

③青森県臨内会のホームぺージの充実

④青森県臨内会市民公開講座及び生涯教育講座の開催

⑤新入会の加入促進

上記の事業計画（５項目）については各々説明し、速やかに実行するこ

とで、了承されました。

２）平成２５年度総会及び学術講演の開催日程について

【総 会】

と き：平成２５年６月８日（土）午後３時

ところ：ホテル青森 ３階 「あすなろの間」

【学術講演会】

と き：平成２５年６月８日（土）午後４時

ところ：ホテル青森 ３階 「あすなろの間」

既に会員へは案内しておりますが、総会終了後、同会場で引き続き学

術講演会を開催し、基調講演は「早期インスリン導入例の離脱時薬物療

法の実際」をテーマに今村会長、特別報告「青森県における監察医の現

状」を弘前大学大学院医学研究科 法医学講座 准教授 阪本奈美子先

生、特別講演は「生活習慣病と下部尿路障害」をテーマに東北労災病院

泌尿器科 部長 浪間 孝重先生が講演致します。

３）平成２５年度日本臨床内科医会北海道・東北ブロック会議の開催につい

て

と き：平成２５年７月６日（土）午後５時～７時

ところ：ホテル青森 ４階 「錦鶏の間」

懇親会： 〃 ３階 「あすなろの間」午後７時～

上記の日程で開催いたします。後日、日臨内、北海道臨内会 、各県臨、

内会、本会役員へ開催案内を送付予定。

in※兵庫県臨内会常任理事の齊藤清治先生 第２７回日本臨床内科医学会（

兵庫の実行委員長）へもご案内することといたしました。

４）平成２５年度青森・弘前・八戸医学会の開催について

青森大会は１２月予定。弘前大会は平成２６年２月か３月予定。八戸
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大会は１０月予定。

５）平成２５年度生涯教育講座の開催について

第５回生涯教育講座（ 共催）MSD
と き：平成２５年６月２８日（金）午後６時４５分

ところ：青森国際ホテル ３階 孔雀の間

５月中頃に開催案内送付予定。

６）平成２５年度市民公開講座の開催について

３市（青森市・弘前市・八戸市－輪番制）での開催が終了し、今年は

青森市での開催となります。

開催日程については９月の土曜日を予定し、後日、製薬会社と日程調

整を行う。

※開催予定会場（リンクステーションホール青森、青森市民センター）

については、本会事務局で問い合わせをし、予約をする。

７）新規会員の加入促進について

本会役員から各地区の先生方へ声掛けをしていただき、加入促進を図

って行くこととしました。

後日、青森市３名加入予定。

８）その他

「 」･今年度､本会の臨床調査として県内の各医療機関対象に 糖尿病患者

における実態調査（平成２５年７月１日～７月３１日）を予定し、本.
会会員はもとより、更に数多くのデータを収集するために、内科を標

榜する医療機関へも調査依頼するにあたり、青森県医師会の協力もと

に実施を考えており、後日、５月１６日開催の青森県医師会第２回理

事会の席上（今村会長－青森県医師会理事）で内容を説明し、了承を

得ることとしました。

５．閉 会

（文責：副会長 和田 一穂）


