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平成 28 年度社員総会予定議題 
 

工藤 翔二理事長挨拶 

 

第 1 部 社員総会（17 時 45 分～18 時 25 分） 

 

議事録署名人の件                     工藤理事長 

 

[審議事項] 

1．新規加盟の件                    ［3 頁］工藤理事長 

日本在宅医学会 

 

[報告事項] 

2．心身医学関連委員会委員長交代の件         ［4 頁］ 工藤理事長 

  旧委員長：石川 俊男 

  新委員長：山岡 昌之 

 

3．「一般社団法人内科系学会社会保険連合」           工藤理事長 

設立報告の件  法人設立日：平成 28 年 8 月 8 日［定款：別紙］ 

 

4．診断の技術評価 

（診断・治療方針決定難易度）報告の件        ［別紙］高橋理事 

 

5.「説明と同意」委員会報告の件            ［別紙］蝶名林理事 

 

6．内視鏡における適正な診療報酬に関する WG 報告の件  ［5 頁］土器屋監事 

 

7.内保連・外保連合同内視鏡委員会の設置の件            土器屋監事 

                                           

8．平成 30 年度診療報酬改定の報告の件          ［6 頁］工藤理事長 

  主に提案書提出までのスケジュール 

 

9．日本医師会社会保険診療報酬検討委員会委員       

の推薦の報告の件                 ［7 頁］工藤理事長 

 

10．その他 

内保連 HP リニュアルの件              ［9 頁］工藤理事長          

  内保連シンボルマーク投票について［別紙］ 

 

第 2 部 講 演（18 時 30 分～19 時 20 分） 

「地域医療構想と地域包括ケアシステム」 

厚生労働省保険局医療課長 迫井 正深 
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理事長 工藤　翔二 公益財団法人結核予防会

副理事長 小林　弘祐 北里研究所

渥美　義仁 永寿総合病院

伊東　春樹 榊原記念病院

上村　直実 国立国際医療研究センター国府台病院

清水　達夫 川越病院

高橋　  和久 順天堂大学

蝶名林直彦 聖路加国際病院

宮澤　幸久 帝京大学

横谷　進 国立成育医療研究センター病院

土器屋卓志 杏雲堂病院

横手幸太郎 千葉大学

名誉代表 齊藤　寿一 東京山手メディカルセンター

顧　問 高橋　　進 腎臓病早期発見推進機構IKEAJ

運営委員会

 1．検査関連委員会 米山　彰子 虎の門病院中央検査部

 2．放射線関連委員会 土器屋卓志 杏雲堂病院放射線科

 3．リハビリテーション関連委員会 石川　誠 在宅総合ケアセンター元浅草

 4．消化器関連委員会 上村　直実 国立国際医療研究センター国府台病院院長

 5．循環器関連委員会 代田　浩之 順天堂大学循環器内科

 6．内分泌・代謝関連委員会 田中　正巳 慶応義塾大学内分泌・代謝科

 7.糖尿病関連委員会 渥美　義仁 永寿総合病院糖尿病センター

 8.腎・血液浄化療法関連委員会 高橋　進 腎臓病早期発見推進機構IKEAJ

 9.血液関連委員会 小松　則夫 順天堂大学血液内科

10.呼吸器関連委員会 小林　弘祐 北里研究所

11.神経関連委員会 亀井　聡 日本大学神経内科

12.膠原病・リウマチ性疾患関連委員会 高崎　芳成 順天堂大学膠原病内科

13.感染症関連委員会 豊永　義清 東京慈恵会医科大学小児科

14.悪性腫瘍関連委員会 藤原　康弘 国立がん研究センター中央病院乳腺科・腫瘍内科

15.精神科関連委員会 三國　雅彦 函館渡辺病院

16.心身医学関連委員会 石川　俊男 国立国際医療センター国府台病院心療内科

17.小児関連委員会 横谷　進 国立成育医療研究センター病院

18.女性診療科関連委員会 白須　和裕 神奈川県国民健康保険団体連合会

19.内科系診療所委員会 清水恵一郎 阿部医院

20.在宅医療関連委員会 清水恵一郎 阿部医院

21.栄養関連委員会 渥美　義仁 永寿総合病院糖尿病センター

22.病理関連委員会 黒田　一 獨協医科大学病理診断学講座

23.アレルギー関連委員会 岡田　千春 国立病院機構　本部医療部

平成28年度理事・監事・運営委員会委員一覧

理　事

監　事
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平成 28 年 10 月 1 日 

一般社団法人内科系学会社会保険連合 

理事長 工藤 翔二 殿 

心身医学関連委員会 

委員長 石川 俊男 

心身医学関連委員会委員長変更願い 

心身医学関連委員会加盟学会（日本小児心身医学会・日本心身医学会・日本心

療内科学会・日本女性心身医学会）で協議の上、委員長を下記の通り交代いた

しますので変更願を提出いたします。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

記 

●旧委員長

石川 俊男（国立国際医療センター国府台病院心療内科）

●新委員長

山岡 昌之（日本摂食障害治療研究所所長

連絡先：〒171-0021

東京都豊島区西池袋 1-39-4  

TEL：03-5391-9602 

E-mail:yamaoka@japan-edi.com 
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「内視鏡における適正な診療報酬に関する WG 報告」 

 

■2012 年 12 月 18 日 

  「内保連・外保連意見交換会」において内視鏡の適正な診療報酬に関する

両連合の合同作業を開始することの承認をいただく。 

■2013 年 1 月 22 日 

 「内視鏡における適正な診療報酬に関する WG 準備委員会」開催 

  ここで軟性管腔内視鏡を用いた検査・処置・手術を対象にした試案作成の

基本方針が決定された。 

  これを受けて両連合すべての学会に WG設立の趣旨と委員推薦のお願いが送

付された。 

■2013 年 4 月 2 日 

  「第一回内視鏡における適正な診療報酬に関する WG」（座長：藤城光弘先生）

開催以降討議が重ねられ、作業過程は段階ごとに両連合の運営委員会での検

討・承認を重ねてきた。 

 

■このたび平成 30 年度（2018 年度）診療報酬改定要望作業に合わせてその第一

版を発刊する運びとなった。 

  発刊作業は現在（10 月末）ゲラ版の最終チェックの段階で 11 月中旬に完成

し、内保連・外保連それぞれ 1500 部ずつ配布の予定で印刷作業に入り、納

期は 11 月 18 日～21 日の予定である。 

 

「追加」 

１）9 月 14 日開催の委員会で、「内視鏡試案第一版」は引き続き版を重ねてゆく

ために内保連・外保連合同の「内視鏡委員会」を設置することが決定されま

した。委員会に参加希望の学会を募る。 

２）従来の委員会で WG 座長のお勤めいただいた藤城光弘先生がご辞退されたた

め、後任に清水伸幸先生（消化器内視鏡学会、国際医療福祉大学）にお願い

することになっております。この件につきましては、11 月 1 日開催の理事会

で承認されました。 

          

   2016 年 10 月 24 日               

土器屋卓志 
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医療技術提案書 医学管理料等 医薬品提案書

平成28年6月28日 内保連第119回例会

平成28年7月14日 三保連

平成28年11月15日 内保連社員総会

第一次提案書提出 第一次提案書提出 第一次提案書提出

（提出する項目のみ，学
会内での順位を決定す
る）

（提出する項目のみ，学
会内での順位を決定す
る）

（提出する項目のみ，学
会内での順位を決定す
る）

平成29年2月20日
領域別委員会検討締切
（各領域での順位を決定
する）

領域別委員会検討締切
（各領域での順位を決定
する）

領域別委員会検討締切
（各領域での順位を決定
する）

平成29年2月～3月 書式の決定及び告知

平成29年4月10日 提案書最終締切 提案書最終締切 提案書最終締切

平成29年5月～6月 内保連社員総会

平成29年5月～6月 内保連ヒアリング（領域別）内保連ヒアリング（領域別）内保連ヒアリング（領域別）

平成29年6月10日 厚労省提出 厚労省提出

平成29年6月 運営委員会で決定

平成29年7月 理事会で決定

平成29年7月 厚労省に提出

平成29年8月 厚労省ヒアリング

平成30年度診療報酬提案書提出スケジュール

できるものに限る。

平成28年12月10日

点数表でそれぞれの提案の位置付けをご確認下さい。

従って，平成30年度診療報酬改定に向けての提案書は3部建てとなります。

②医学管理料等，

③薬剤の適用拡大等の医薬食品局扱いとなるもの，

の3種です。

医療技術評価分科会が今回扱うのは医科では，

「医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第2部（在宅医療）から第13部（病理診断）」までです。

ただし，医科診療報酬点数表第2章特掲診療料第1部医学管理等の中で，評価及び再評価するべきエビデンス

をもって提案できる技術も対象に加えることとする。

医学管理等の提案は，原則として，医療技術としてアウトカムが改善する等の有効性をデータで示すことが

①上記の医療技術評価分科会に提出される内容のもの，
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内科系学会社会保険連合webサイトデザイン

2016/10/26Copyright © 株式会社 杏林舍 All Rights Reserved.

サイトに訪れた方が、「内保連はグリーン」と明確に印象付けられるよう、全体をグリーンの配色にしました。
医療医学をイメージしたイラストをメインビジュアルに入れています。
※ロゴマークは仮です

トップページ
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内科系学会社会保険連合webサイトデザイン

2016/10/26Copyright © 株式会社 杏林舍 All Rights Reserved.

本文エリアを大きくとり、すっきりと読みやすく仕上げました。

中ページ
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