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第 190回 公益社団法人富山県医師会定例代議員会議事録 

 

１．開催年月日  平成 27年 6月 25日（木） 

２．場   所  富山市蜷川 336番地 

         富山県医師会館 4階会議室 

３．代議員定数  41名 

４．出席代議員  40名 

1番 中川 彦人 
 

2番 村岡 恵一 
 

3番 青山 圭一 

4番 角谷 直孝 
 

5番 毛利 英満 
 

6番 梅沢 良昭 

7番 島田 一彦 
 

8番 吉山  泉 
 

9番 舟坂 雅春 

10番 
予備代議員 

前川  裕 
 

11番 
予備代議員 

本定 秀雄 
 

12番 八島 省吾 

13番 加納  滋 
 

14番 河上 浩康 
 

15番 
予備代議員 

吉田  誠 

16番 高橋 英雄 
 

17番 片山 寿夫 
 

18番 
予備代議員 

里村 吉威 

19番 八木 信一 
 

20番 鈴木 伸治 
 

21番 長井 正樹 

22番 欠席 
 

23番 松本三千夫 
 

24番 市田 蕗子 

25番 塚田 一博 
 

26番 木田 和典 
 

27番 矢野 博明 

28番 高橋  徹 
 

29番 藤田  一 
 

30番 
予備代議員 

酒井  成 

31番 金粕 浩一 
 

32番 田中  功 
 

33番 吉田耕司郎 

34番 宮崎 幹也 
 

35番 炭谷 哲二 
 

36番 高木 義則 

37番 高嶋  達 
 

38番 金井 正信 
 

39番 杉下 尚康 

40番 矢島  眞 
 

41番 井上  徹 
 

  

５．出 席 役 員 

会  長   馬瀬 大助 

副 会 長   泉  良平  小関 支郎  村上美也子 

常任理事   種部 恭子  藤田  一  堀地  肇  長谷川 徹 

理  事   道振 義治  清水 康一  金子 敏行  渡辺 多恵 

    平野八州男  長田 拓哉  河合 晃充 

監  事   大橋 直樹  佐藤 英敏 

顧問税理士   金山 順一 

６．職務のために出席した事務局職員 

事務局長 了安  仁 他 10名 
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７．選   挙  代議員会議長及び副議長の選任 

８．報   告 

１ 平成 26年度富山県医師会事業報告の件 

２ 平成 27年度富山県医師会会費減免申請の件 

９．議   事 

第 1号議案  平成 26年度富山県医師会決算の件 

第 2号議案  富山県医師会役員及び裁定委員等の選挙の件 

会長候補者（理事） 1名 

副会長候補者（理事） 3名 

理事   13名 

監事   2名 

裁定委員   11名 

日本医師会代議員  3名 

同予備代議員  3名 

第 3号議案  顧問委嘱の件 

10．開   会  午後 7時 59分 

 

開会の宣言 

事務局長 お待たせしました。ただいまから第 190回富山県医師会定例代議員会を開催

いたします。定款の定めにより、代議員の任期、議長並びに副議長の任期は昨日

をもって満了しており、本日の会は新しく選任された代議員の皆様で行う最初の

代議員会でございます。従いまして、仮議長選出まで、事務局で進行を務めさせ

ていただきます。はじめに、馬瀬会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長挨拶 

会長（馬瀬）夜分遅くご苦労様です。本日は 26年度の決算代議員会ということでござい

ます。26年度の事業報告並びに決算報告ということでございます。よろしく慎重

ご審議のほどお願い申し上げます。 

事務局長 ありがとうございました。代議員の皆さんにおはかりいたします。定款第 21

条の規定により、議長及び副議長を選任するため、誠に僭越ではございますが、

慣例により仮議長を指名させていただきたいと思いますが、如何でしょうか。 

（異議なし） 
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事務局長 ご異議が無いようでございますので、慣例により本日ご出席の中で最年長の

矢野博明先生にお願いしてよろしいでしょうか。 

（拍手） 

事務局長 ありがとうございます。ご賛同をいただきましたので、矢野博明先生にお願

いいたします。矢野先生、どうぞご登壇をお願いいたします。 

（仮議長登壇） 

仮議長（矢野）最年長ということで、私が仮議長を務めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。議事日程に先立ちまして、事務局に出席者を確認させます。 

（出席者の確認） 

仮議長（矢野）確認の結果、代議員定数 41名に対し、ただいまのところ出席者は 40名

でございます。定足数に達しておりますので、第 190回富山県医師会定例代議員

会は成立いたします。はじめに、本会定款第 27条の定めるところにより、議事録

署名人を指名することになっておりますが、仮議長から指名してよろしいでしょ

うか。 

（拍手） 

仮議長（矢野）ご異議が無いようでございますので、ご指名いたします。3 番・青山圭

一先生、41番・井上徹先生の両先生にお願いいたします。議長、副議長の選任を

行いますが、本会定款並びに定款施行規則の規定によりまして、選挙管理委員会

の設置が規定されております。定款施行規則第 10条では、選挙管理委員会の所掌

事務として、定款第 33条並びに第 35条に基づく本会の役員等の選任並びに会長・

副会長の選定、第 21条に基づく代議員会の議長及び副議長の選任、第 45条に基

づく裁定委員の選任に関する事務を管理することを規定しております。また、選

挙規程第 23条及び第 24条により、代議員会への当選人の報告は、選挙管理委員

会委員長が行うことを規定しております。そのため、ここで選挙管理委員会委員

長の石坂伸太郎先生にご登壇いただき、一言ご挨拶と本日出席の選挙管理委員の

ご紹介をよろしくお願い申し上げます。 

委員長（石坂）ご苦労さまでございます。滑川の石坂でございます。本日は本会の役員

等の選任及び会長・副会長の選定、それから、代議員会の議長及び副議長の選任、

それと裁定委員の選任について立ち会わせていただきます。私と一緒に立ち会わ

せていただく選挙管理委員の副委員長代理の下新川の岩田充弘先生です。よろし

くお願いいたします。 

仮議長（矢野）ありがとうございました。それでは、議長、副議長の選任に入ります。

これにつきましては、本会代議員会議事運営規程第 31条の定めにより、各郡市医

師会から 1名ずつ選出された委員による議事運営委員会におはかりしたいと思い
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ますが、如何でしょうか？ 

（異議なし、拍手） 

仮議長（矢野）ご異議がないとのことですので、各郡市医師会は委員 1名の選出をお願

いします。では、用紙を事務局から各郡市医師会にお配りしますので、よろしく

お願いします。 

（各郡市医師会から議運委員の推薦） 

仮議長（矢野）それでは、ただいま各郡市医師会からご推薦をいただいた委員のお名前

を申し上げます。下新川郡 中川彦人先生、魚津市 青山圭一先生、滑川市 毛

利英満先生、中新川郡 梅沢良昭先生、富山市 吉山泉先生、射水市 木田和典

先生、高岡市 藤田一先生、氷見市 高木義則先生、砺波 金井正信先生、南砺

市 矢島眞先生、小矢部市 井上徹先生。委員の先生方はこの階の小会議室にお

集まりいただき、ご協議をお願いしたいと思います。ここで暫時休憩といたしま

す。 

（4階・小会議室にて議事運営委員会開催） 

（代議員会再開） 

仮議長（矢野）会議を再開いたします。議事運営委員会での協議結果を選挙管理委員長

からご報告をお願いいたします。 

選挙管理委員長（石坂）只今の議事運営委員会で協議された結果、議長に島田一彦先生、     

副議長に藤田一先生が推薦されましたことをご報告申し上げます。 

仮議長（矢野）ありがとうございます。従いまして、議長には島田一彦先生を、副議長

には藤田一先生をそれぞれ選任することにご異議はございませんか。 

（異議なし） 

仮議長（矢野）ご異議が無いようでございますので、議長に島田一彦先生を、副議長に

は藤田一先生と決定いたします。大変不慣れな仮議長でございましたが、皆さん

のご協力をいただきまして、終わることができました。大変ありがとうございま

した。それでは、議長と交替したいと思います。よろしくお願いいたします。 

（仮議長降壇、議長登壇） 

議長（島田）ただいま議長に選任されました島田でございます。皆様方のご協力を得ま

して議事運営にあたりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

それではただいまから議事日程に入りますが、その前に平成 26年 4月 1日から本

年 3月 31日までにお亡くなりになりました会員のお名前を申し上げます。 

松井達朗先生、堀三和夫先生、山崎博先生、田代実先生、朝田庄先生、斉藤裕

先生、大志摩敦朗先生、中曽根泰二先生、野村一郎先生、小西喜美子先生、石黒

三郎先生。以上 11名の方々のご冥福をお祈りしまして黙祷いたします。ご起立を
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お願いします。黙祷 

（黙  祷） 

議長（島田）ありがとうございました。ご着席ください。それでは、本会定款第 56条第

2項の規定により、平成 26年度富山県医師会の事業報告について、理事者からご

報告をお願いいたします。 

 

事業報告 

副会長（村上）担当の村上です。日頃より県医師会事業に対しご理解とご協力をいただ

きましてありがとうございます。平成 26年度の事業報告につきまして、前年と変

更のあった事業、取り組みに力を入れている事業を中心に説明いたします。お手

元の事業報告書 1ページ「庶務及び会計」をご覧下さい。平成 26年 12月 1日現

在の会員数は前年度より 11名増の 1592名です。公的病院の協力を得て役員が病

院医局会等で医師会や医療を取り巻く社会情勢、日本医師会医賠責保険等の事業

説明を行い、勤務医の先生方への医師会入会を勧誘しています。今回は県立中央

病院、済生会高岡病院医局会及び富山大学付属病院臨床研修医研修会等で行いま

した。理事会は月に 2回、常任理事会は月 1回開催し、県・郡市医師会協議会は

2回行いました。2ページをご覧下さい。郡市医師会との協調を重視し、7箇所で

の郡市医師会との懇談会及び公的病院長との懇談会を開催し、県医師会の現況報

告後、地域医師会がかかえる諸問題について意見交換を行いました。また例年通

り各医会、県厚生部、歯科医師会・薬剤師会との懇談も行いました。2〜15 ペー

ジにありますように多数の外部会議に役員が出席しております。会長は現在日本

医師会理事でありますので、毎月日本医師会理事会に出席しております。中部医

師会連合は総会 1 回と常任委員会 13 回、その他特別委員会が行われました。15

ページ公益社団法人関係では立ち入り検査が 2月に実施され、概ね良好と認めら

れました。16ページ「学術・生涯教育推進事業」をご覧下さい。富山県医学会医

学研究助成対象は 27年度は 8件となりました。第 69回富山県医学会はこれまで

の医学会を拡充し 3月 15日 日曜日に本会館で行われ、179名が出席しました。「オ

ール富山地域医療・病診連携」をテーマに勤務医主体で企画・運営を行い、勤務

医・開業医をはじめ多職種が一同に会し、活発な意見交換の機会となりました。

27年度は 3月 13日を予定しています。今後この医学会を毎年楽しみにしていた

だけるよう企画しますので、多くの先生方のご参加をお願いいたします。その他

多数の講演会を開催しています。20 ページ「医療安全・医療事故防止対策事業」

では医師および医療機関の職員を対象にセミナーを 5回行いました。21ページ医

の倫理・法制対策事業をご覧ください。これまでの倫理委員会に加え、臨床研究
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や疫学研究等について厚労省の指針に準じて審査を実施する倫理審査委員会を設

置しました。倫理委員会 1回、倫理審査委員会を 3回開催しております。22ペー

ジ「母体保護法指定事業」です。表のように指定されました。指定医師につきま

しては法律的な要件、環境が厳しくなってきており、規定の遵守をお願い申し上

げました。22、23 ページ「社会保険対策事業」をご覧下さい。個別指導 26 医療

機関、新規個別指導 10医療機関、特定共同指導１医療機関に行われ、郡市医師会

とともに立会いを行いました。東海北陸厚生局富山事務所との指導に関する打ち

合わせを 2回行っております。23ページ「在宅医療・介護対策事業」では 3地区

で主治医研修会を行いました。富山県在宅医療支援センター事業では、各郡市医

師会及び担当役員を訪問し、センター開設挨拶と地域における在宅医療への課題、

県センターへの要望を調査しました。26 ページ「救急・広域災害医療対策事業」

をご覧下さい。9 月には富山県総合防災訓練での JMAT 訓練に下新川郡、魚津市、

滑川市、中新川郡医師会の先生方とともに参加しています。27ページ「地域医療

対策事業」をごらんください。今後極めて重要となる各都道府県における地域医

療構想策定について、日本医師会や各都道府県医師会でも対応を開始しておりま

す。28ページ富山県がん疫学調査事業、脳卒中患者届出は例年通り行われており

ます。糖尿病対策としては市民公開講座、世界糖尿病デー関連イベント・ブルー

ライトアップなどを行っております。29ページ「精神保健・障害者福祉医療対策

事業」としてかかりつけ医うつ病対応力向上研修会の開催、かかりつけ医認知症

対応力向上研修事業などが行われました。31 ページ「花粉症対策事業」として、

富山県医師会 HP花粉症情報を県民の目につきやすいトップページに掲載し、内容

も充実させました。ポールンロボは 2か所増やし 12か所に設置。リアルタイムに

県内各地の花粉症飛散状況を把握できるようになっています。32ページ「母子小

児保健・成育医療対策事業」をご覧下さい。周産期死亡等改善対策事業は、検討

会及び講習会、新生児蘇生講習会 NCPRの出張講習会を 2回行いました。乳幼児・

学校保健・予防接種では最近問題となっております学校給食における食物アレル

ギー対応に関する講演会を開催、定期予防接種広域化における委託契約に水痘ワ

クチンを追加、小児科医向け産婦人科医向けの児童虐待防止研修会を行いました。

36ページ産業保健・健康スポーツ事業をご覧下さい。産業医研修会は 9回行いま

した。また 11月に行われる富山マラソンに向けて、医療救護体制における各救護

所での医師ボランティアを募集しました。38 ページ「男女共同参画事業」です。

相談窓口事業、巡回相談ほか、学生の地元定着をはかるため富山大学との連携を

進め、講演会や座談会を行っています。41ページ「共同利用施設・臨床検査精度

管理事業」ですが、富山県臨床検査精度管理協議会及び調査結果報告会が開催さ
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れ、213名が出席されました。42ページ「治験事業」につきましては、審査委員

会 12回開催し延べ 26案件について審議しました。44ページ「会員福祉・表彰活

動」をご覧下さい。富山県医師会と語る新春の集いは日医副会長中川先生をお招

きして「最近の医療情勢とその課題」と題し特別講演をしていただきました。参

加者は 95名でした。今後さらに多くの先生に参加していただきたいと考えており

ます。以上、簡単に報告をさせていただきました。今年度も県民の健康と福祉の

ために事業を推進していきたいと考えております。どうもありがとうございまし

た。 

議長（島田）ただいまの報告に対しご質問もおありかと存じますが、議案の収支決算の

件と関連がございますので、のちほど一括して質疑をお受けしたいと思います。

それでは次に、平成 27年度富山県医師会会費減免申請の件について、理事者から

ご報告をお願いします。 

 

会費減免申請の報告 

常任理事（堀地）平成 27年度富山県医師会会費減免申請の件についてご報告申し上げま

す。これは会費賦課徴収規程第 4条の規定により、郡市医師会長の承認を受けた

うえで理事会で決定し、代議員会に報告するとなっております。高齢で、これは

83歳ですが、高齢による会費減免が 130名、疾病その他が 1名となっております。

以上ご報告申し上げます。 

議長（島田）以上で報告を終わります。続きまして、議案に入ります。まず、第 1号議

案「平成 26年度富山県医師会決算の件」を上程いたします。理事者のご説明をお

願いします。 

 

決算説明 

常任理事（堀地）担当の堀地から報告させていただきます。平成 26 年度の決算報告。

まず、6 ページをご覧ください。一番下の方にあります正味財産合計額が 8 億

7171万 2433円となっておりまして、昨年度より 2395万 726円の増となってお

ります。その内容についてご報告申し上げます。少し飛ばさしていただきまし

て、17 ページの平成 26 年度決算書説明書にて内容の変化、主に大きな変化が

あったところを報告させていただきます。まず、真ん中の方にあります事業収

入で、保険事務手数料が 28万 8645円の減となっておりまして、556万 4363円。

これは、昔から扱っております団体生命保険の取り扱い件数が減っていること

によります。また、個人で加入の保険等がありましたら、医師会にお知らせい

ただきますと、団体扱いに変えることもできますのでよろしくお願いいたしま
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す。それから次に、委託事業収入、下から 4分の 1ぐらいのところです。ここ

で地域産業保健センター事業受託費が 2563万 2022円減となっております。こ

れは、平成 25 年度でそれぞれの地域の産保センターへ事業が移行したことに

よるものです。次のページをお開きください。18ページ、上の方です。医療連

携ネットワーク構築事業補助金、JMAT機能強化補助金、これについては単年度

事業で、特にネットワーク補助金につきましては、県医師会を通じて全額が事

業を行っている郡市医師会へ支払われております。それで収入・支出は相殺さ

れますので、会計には影響ありません。それから次のページを開いていただい

て 20 ページの方お願いします。寄付金収入としまして、富山県医師信用組合

から 500 万円が計上されております。これは、富山県医師信用組合が 50 周年

を迎えたことに伴い県医師会にご寄付いただきました。21ページをご覧くださ

い。この地域保健・健康教育事業費の健康セミナー費 179 万 6040 円が無くな

っております。これはもともとは製薬メーカーのスポンサーがついて行ってい

た事業が製薬メーカーのスポンサーがつかなくなってしばらく行っておりま

したが、費用がかかることから昨年度から中止といたしました。次は 30 ペー

ジをご覧ください。30ページの下の方に固定資産・都市計画税が 168万の減と

なっております。これは、公益法人に移行したことに伴い固定資産税が減免さ

れております。次、31 ページをご覧ください。郡市医師会貸付金戻り収入が

835万 7千円計上されています。これはそのまま次のページの 32ページの方へ

行きまして下の方にあります運営資金積立金でそのまま直接積み立てており

ます。また、32ページの上の方にありますように減価償却積立金が予算額 2000

万円、決算額が 3300 万円となっております。いろいろ県医師会の財務は厳し

いのですが、節約や効率化を図りまして、2000万円の減価償却積立金を行う予

定だったんですが、それ以上に何とか収支が出ましたので、3300万円積むこと

といたしました。次のページへ行ってください。33ページです。前期繰越収支

差額 7813万 4460円で、次期繰越収支差額が 8531 万ということで 717万円、

繰越額も増えております。あとお手元に、参考資料を付けさせていただきまし

た。これが決算の概略をわかりやすくまとめてみたんですけれども、まず、参

考資料 1枚目の上の方、平成 26年度の収入は 2億 6556万円ありました。昨年

度は 3億 6139万円ありましたが、この中には、地域産保、医療連携・JMATと

いうそのまま素通しに近いような事業がありまして、その分を除けば、2億 5868

万 4 千の収入と言う事で、ほぼ同年度通りの収入を得ております。次に下の 2

の方を見てください。富山県医師会の積立金と一般会計の繰越金をここに積み

上げてみました。この中には、職員退職金等は一切入っておりません。昨年度
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は 4億 5556万円だったものが今年は 5億 455万と、4500万円ほど積立てがで

きました。次のページへ行ってください。それに伴いまして、黄色の部分、こ

れが会館を建ててからの今までの減価償却分を引いたものを出してあります。

今までに会館については 7億 2千万円で建てているのですが、4億 8476万円を

減価償却しております。その分を差し引きしますと、その下の 4番のグラフに

ありますように、ずっとマイナスになっていたものが、今年初めて 1979 万円

のプラスと言う事で、積立てと償却、これだけで全ての会が運営できるわけで

はありませんが、これを一つの目途として、今後更に少し積立額を増やしてい

って、将来の会館建設に備えたいと思っております。以上報告させていただき

ました。なお、決算報告に関連して、資産取得積立金の限度額引き上げについ

てご承認をいただきたいのですが、本会の公益法人設立申請時には資産取得積

立金の限度額を 6億 5千万円で報告しておりましたが、現会館建設に要した費

用の 7 億 2057 万 5 千に引き上げたいと考えております。それと、今回予算書

にはなかったのですが、26年度少し収益が上がりましたので、今年度はエレベ

ーターの改修に手を付けたいと思っております。先生方には 4階までエレベー

ターに乗ってきていただいているのですが、開館当時からありまして、全くの

耐震性が無いと。エレベーターの管理会社に聞いたら、地震があればレールか

ら外れるか、壊れてそこで停止すると言われている状態です。この改修には、

現在の法律に適合するように改修すると、900 万から 950 万ほどかかります。

但し、今後のことを考えると、またもう一つはエレベーターの管理会社からも

来年度くらいで契約を打ち切らせていただきたいと、部品が無いことと危ない

からという事ですね。と、メンテナンス会社からも言われておりますので、前

年度少し収益がありましたがそれを利用させていただいて、予算書にはなかっ

たんですけれども、エレベーターの改修を早々にしようと計画しております。

よろしくお願いいたします。 

議長（島田）引き続き、収益事業会計についてご説明をお願いします。 

 

収益事業会計説明 

税理士（金山）税理士の金山です。よろしくお願いします。お手元の 34ページと 35ペ

ージの間に 1枚用紙が挿んであるかと思います。標題は、「収益・非収益区分表」

というものでございます。この表は法人税の課税対象となる収益事業について非

収益事業と区分するために表したものでございます。医師会さんの収益事業と申

しますと、保険手数料の収益と不動産賃貸の収益、並びに会館分担金収入が含ま

れております。それでは、収益事業欄を中心にご覧ください。上から 13行目くら
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いに経常収益計というのがございます。収益の合計が 2857万 8293円となってお

ります。ずっと下の方へ移りまして、下から 10行目のところに経常費用計という

欄がございます。費用の合計が 2041万 2955円でございます。従いまして、差し

引きしますと当期計上増減額で、816万 5338円となっております。少し下の方を

見ていただきますと、△212万 1178円という数字があります。この左側の科目欄

をご覧いただきますと、他会計振替額と表示されております。これは一定の計算

方式に基づいて算出された金額ですが、公益事業の赤字の補てんに充当されるも

のであります。従いまして、法人税の課税所得から控除できる金額となっており

ます。その結果、当期の法人税・住民税・事業税の合計が 161万 4300円となって

おります。最後の下の欄は、当期一般正味財産増減額で収益事業としての正味財

産増加額が 442万 9860円となっております。34ページをご覧ください。標題の

収益・非収益区分表は、貸借対照表を区分したものでございますが、これは説明

を省略させていただきます。下の欄の納付税額内訳でございますが、先ほど見て

いただきました法人税等の 161万 4300円の内訳がそこに載っております。続いて

下の方ですが、消費税合計額が 424万 6400円ですが、中間で納めていただいてお

りますので、今回納めていただくのが238万1900円となります。従いまして今回、

納付税額は合計しますと 399万 6200円という事になります。以上でございます。 

議長（島田）以上で説明が終わりましたが、監事から監査報告をお願いいたします。 

 

監査報告 

監事（佐藤）平成 26年度の監査について報告いたします。大橋・佐藤の両監事は、去る

5月 26日、当会館において、富山県医師会の収支状況について関係帳簿並びに証

拠書類により慎重に監査をいたしましたところ、適正に処理されているものと認

めましたのでご報告申し上げます。以上です。 

議長（島田）ただいまの説明について質疑をお受けしたいと思いますが、発言される方

は、挙手のうえ議席番号とお名前をお願いいたします。なお、発言は議案以外に

わたらないよう、ご協力お願いいたします。 

   ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

   では、ご質問がないようですので採決いたします。第 1号議案を原案のとおり決

定することにご賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）賛成多数でございます。従いまして、第 1号議案「平成 26年度富山県医師

会決算の件」は、原案通り可決されました。併せて収益事業会計の報告について

も承認されました。 
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議長（島田）ここで、第 2号議案の役員選挙に入る前に、議場の整理をしますので暫時

休憩といたします。 

（現役員退席、議場模様替え） 

 

会長候補者選挙 

議長（島田）お待たせいたしました。ただいまから会議を再開いたします。出席代議員

数は 2分の 1以上ですので、会議は成立しております。第 2号議案「富山県医師

会役員及び裁定委員等の選挙の件」を上程いたします。それでは、会長、副会長、

理事、監事並びに裁定委員の選挙を行います。役員および裁定委員の任期は本日

から 2年後の、平成 29年 6月開催の定例代議員会の終結の時までとなっており、

候補者の氏名は議場に掲示してあるとおりでございます。それでは、本会定款第

33 条並びに第 24 条の定めに従い、会長・副会長候補者の選定並びに理事及び監

事の選任について、各候補ごとに信任決議を行います。よろしゅうございますで

しょうか。 

議長（島田）それでは、会長候補者選定の選挙を行います。会長候補者は、定数 1名に

対し届け出の候補者は、ただいま議場に掲示してあるとおり 1名でございます。

従いまして、定款第 24条並びに選挙規程第 7条第 1項但し書きの規定により、挙

手によって会長選定の選挙を行います。それでは、馬瀬大助先生を会長に選定す

ることについて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。従いまして、馬瀬大助先生を会長選定のための選

挙当選人と決定いたします。 

 

副会長候補者選挙 

議長（島田）引き続き、副会長選定の選挙を行います。副会長候補者は、定数 3名に対

し届け出の候補者は、ただいま議場に掲示してあるとおり 3名でございます。従

いまして、定款第 24条並びに選挙規程第 7条第 1項但し書きの規定により、候補

者ごとに挙手により副会長選定の選挙を行います。それでは、小関支郎先生を副

会長に選定することについて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、村上美也子先生を副会長に選定することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、泉良平先生を副会長に選定することについ
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て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。従いまして、小関支郎先生、村上美也子先生、泉 

良平先生を副会長選定の選挙当選人と決定いたします。 

 

理事選挙 

議長（島田）続きまして、理事選任選挙を行います。理事候補者は、定数 13名に対して

届け出の候補者は、ただいま議場に掲示してあるとおり 13名でございます。した

がいまして、定款第 24条並びに選挙規程第 7条第 1項但し書きの規定により、候

補者ごとに挙手によって理事選任選挙を行います。それでは、河合晃充先生を理

事に選任することについて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、種部恭子先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、鳥畠康充先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、井川晃彦先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、金子敏行先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、堀地 肇先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、長田拓哉先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、道振義治先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、南里泰弘先生を理事に選任することについ
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て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、長谷川 徹先生を理事に選任することにつ

いて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、平野八州男先生を理事に選任することにつ

いて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、清水康一先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、渡辺多恵先生を理事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。従いまして、河合晃充先生、種部恭子先生、鳥畠

康充先生、井川晃彦先生、金子敏行先生、堀地 肇先生、長田拓哉先生、道振義

治先生、南里泰弘先生、長谷川徹先生、平野八州男先生、清水康一先生、渡辺多

恵先生を理事選任選挙の当選人と決定いたします。 

 

監事選挙 

議長（島田）続きまして、監事選任選挙を行います。監事候補者は、定数 2名に対し届

け出の候補者は、ただいま議場に掲示してあるとおり 2名でございます。定款第

24条並びに選挙規程第 7条第 1項但し書きの規定により、候補者ごとに挙手によ

って監事選任選挙を行います。それでは、大橋直樹先生を監事に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、佐藤英敏先生を監事に選任することについ

て、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。従いまして、大橋直樹先生、佐藤英敏先生を監事

選任選挙の当選人と決定いたします。 

 

裁定委員選挙 

議長（島田）続きまして、裁定委員選任選挙を行います。裁定委員の選挙については、
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本会選挙規程第 26条の規定により、本会役員選挙の規定を準用すると規定してお

ります。裁定委員候補者は、定数 11名に対し届け出の候補者は、ただいま議場に

掲示してあるとおり 11名でございます。従いまして、定款第 45条並びに選挙規

程第 7条第 1項但し書きの規定により、候補者ごとに挙手によって裁定委員選任

選挙を行います。それでは、黒田惇先生を裁定委員に選任することについて賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、澤武紀雄先生を裁定委員に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、櫻井泉先生を裁定委員に選任することにつ

いて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、北川勲先生を裁定委員に選任することにつ

いて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、林義則先生を裁定委員に選任することにつ

いて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、深島丘也先生を裁定委員に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、仲村洋一先生を裁定委員に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、池田肇信先生を裁定委員に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、鈴木潮先生を裁定委員に選任することにつ

いて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、谷川武史先生を裁定委員に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 
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議長（島田）挙手全員でございます。次に、森田嘉樹先生を裁定委員に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。従いまして、黒田惇先生、澤武紀雄先生、櫻井 泉

先生、北川 勲先生、林 義則先生、深島丘也先生、仲村洋一先生、池田肇信先

生、鈴木 潮先生、谷川武史先生、森田嘉樹先生を裁定委員選任選挙の当選人と

決定いたします。 

 

日医代議員・予備代議員選挙 

議長（島田）次に、日本医師会の代議員とその予備代議員の選挙でございますが、    

日本医師会定款施行細則第 42条の定めるところにより、本会から選出する代議員

並びに予備代議員の定数はそれぞれ 3名でございます。日本医師会代議員及びそ

の予備代議員の選挙については本会選挙規程第 26 条の規定により本会役員選挙

の規定を準用すると規定しております。ところで、日本医師会代議員の任期は本

会と 1年ずれており、平成 28年 6月までとなっておりますが、本会役員との整合

性を取るため、本日の役員選挙と同時に改選いたします。そして、明年、平成 28

年 6月の任期切れにともなう対応については、本会役員の任期中であるため改選

は行わず、平成 29年 6月まで日本医師会代議員として選任されたものと取り扱い

たいのですが、ご了承いただけますでしょうか。この取扱いに関して、決議の採

択をいたします。ただいまの取扱いにご賛成の方は、挙手をお願いします。 

（異議なし、賛成者挙手） 

議長（島田）全員挙手でございます。それでは、当選の日本医師会代議員、同予備代議

員は平成 29 年 6 月まで引き続き選任されたものとして取り扱うことに決定いた

しました。 

議長（島田）それでは、日本医師会代議員選任選挙を行います。日本医師会代議員候補

者は、定数 3名に対し届け出の候補者は、ただいま議場に掲示してあるとおり 3

名でございます。従いまして、定款第 24条、本会選挙規程第 26条、同規程第 7

条第 1項但し書きの規定により、候補者ごとに挙手によって日本医師会代議員選

任選挙を行います。それでは、泉良平先生を日本医師会代議員に選任することに

ついて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、村上美也子先生を日本医師会代議員に選任

することについて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 
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議長（島田）挙手全員でございます。次に、小関支郎先生を日本医師会代議員に選任す

ることについて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。従いまして、泉良平先生、村上美也子先生、小関

支郎先生を日本医師会代議員選任選挙の当選人と決定いたします。 

議長（島田）それでは、引き続き日本医師会予備代議員選任の選挙を行います。日本医

師会予備代議員候補者は、定数 3名に対し届け出の候補者は、ただいま議場に掲

示してあるとおり 3名でございます。従いまして、本会定款第 24条、選挙規程第

26条並びに選挙規程第 7条第 1項但し書きの規定により、候補者ごとに挙手によ

って日本医師会予備代議員選任選挙を行います。 

それでは、井川晃彦先生を日本医師会予備代議員に選任することについて、ご賛

成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、堀地肇先生を日本医師会予備代議員に選任

することについて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。次に、種部恭子先生を日本医師会予備代議員に選

任することについて、ご賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございます。従いまして、井川晃彦先生、堀地肇先生、種部恭

子先生を日本医師会予備代議員選任選挙の当選人と決定いたします。以上をもち

まして、富山県医師会役員並びに裁定委員、日本医師会代議員、同予備代議員の

選挙はすべて終了いたしました。念のため申し添えますが、本日当選された方々

の任期は、本日から平成29年6月開催の定例代議員会終結の時まででございます。

ここでしばらく時間をいただき新役員のご紹介をしますので、その場でお待ち下

さい。 

新役員紹介 

議長（島田）それではご紹介いたします。会長の馬瀬大助先生、副会長の小関支郎先生、

村上美也子先生、泉良平先生、理事の河合晃充先生、種部恭子先生、鳥畠康充先

生、井川晃彦先生、金子敏行先生、堀地 肇先生、長田拓哉先生、道振義治先生、

長谷川徹先生、平野八州男先生、清水康一先生、渡辺多恵先生、監事の大橋直樹

先生、佐藤英敏先生、以上でございます。なお、理事の南里泰弘先生は、本日ご

都合により欠席されております。それでは、新会長からご挨拶をお願いいたしま

す。 
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新会長挨拶 

会長（馬瀬）今日、新たに 2年間の任期を頂戴いたしました。県医師会長になりまして

1 期 2 年を振り返りますとなかなか自分が思ったようにいろいろな改革を進め切

れなかった思いがございます。それでも何とか将来会館を建てるための資金を少

しでも多く残せたことは成果だったかなと思っております。そのために多少必要

のない事業を削減してまいりましたが、今後も不必要な経費はできるだけ抑え、

将来会館建設に向けて少しでも資金を蓄えられればと思っております。しかしな

がら、医師会として行わなければいけない事業、これは着実に堅実に進めてまい

らなければいけません。ご案内のように財政諮問会議等がいっております社会保

障費の削減、こういう問題が医師会に降りかかっております。何としても皆が一

致団結してこの荒波に立ち向かわなければ日本国中で医療崩壊が起きかねないと

思っております。会員の先生方、代議員の先生方に今後ともご協力ご教示いただ

きまして会を運営して参りたいと思っておりますので、よろしくご協力をお願い

いたします。今日はありがとうございました。 

 

顧問委嘱 

議長（島田）次に、第 3号議案「顧問委嘱の件」を上程いたします。新理事者の説明を

お願いいたします。 

会長（馬瀬）第 3号議案、顧問委嘱の件でございます。県医師会長であられました、出

口國夫先生、宇野義知先生、福田孜先生、岩城勝英先生には今まで通り顧問をお

願いしたいと、このように思っております。内山弘道先生、金山順一先生につき

ましては、顧問弁護士、顧問税理士として今まで通り顧問の任に就いていただき

たいと、このように思っております。最後の森山満先生でございますが、医療安

全等で何回かご講演に富山に来ていただいておりますが、医療訴訟における医療

者側に立つ弁護士としてご活躍の先生で、講演をお聞きになった先生方から非常

に高い評価を受けておりまして、今も医療訴訟のコンサルタントとして富山県医

師会のいろいろな事案に関わっていただいておりますが、顧問という事で今後お

願いしたいという事でございます。この先生は非常に活動的と言いますか、即時

に対応していただきまして一つ一つの案件については守秘義務をきちんと守って

いただいて、我々執行部の方には一切報告があがらないようなシステムになって

おります。ですから、何か困った事案が起きた場合でもこの先生のメールに送れ

ば、その日のうちにある程度の指示をいただいて案件に関わっていただけるとい

う先生で、その細かい内容については医師会執行部にも知らせない「守秘義務」
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をきちっと守っていただける先生、そういうシステムでお願いしている先生でご

ざいます。今後、顧問という事でお願いしたいと、このように思っております。

よろしくご審議お願いいたします。 

議長（島田）ただいまの説明についてご質疑がございましたらお願いします。無いよう

ですので採決いたします。第 3号議案を原案のとおり決定することにご賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

議長（島田）挙手全員でございますので、第 3号議案「顧問委嘱の件」は原案どおり可

決されました。 

 

閉会の宣言 

議長（島田）以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

   これをもちまして、第 190回富山県医師会定例代議員会を閉会いたします。 

   たいへん遅くまで、ご協力ありがとうございました。 

 

11．閉   会  午後 9時 1分 
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