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平成30年度 第1回 川越市医師会理事会報告 

 

日  時： 平成30年4月23日(月) 19：05～ 

場  所： 川越市医師会館 4階「会議室」 

出席理事： 14名 関 本、小 室、藤 田、得 丸、島 田、頼、髙 山、廣 澤、齊 藤、中 嶋、松 本、上 里、

増 田、大 平（欠席2名） 

出席監事： 2名 元 山、廣 瀬 

 

１．報告事項  

１）平成 30年度第1回埼玉県医師会理事会報告について （ 藤田 ） 

平成 30 年 4 月 5 日（木）15:00 より埼玉県医師会 5 階「大会議室」にて開催された標記の会議について、以下の

報告があった。 

【協議事項】下記について承認した。 

(1)  会長・副会長・常任理事・理事協議事項について 

【報告事項】 

(1) 第141回日本医師会臨時代議員会の結果について 

日時：平成30年3月25日（日）9：30   場所：日本医師会館1階大講堂 

(2) 郡市医師会別医師会員数（４月1日現在）ならびに会員異動（3月分）について 

(3) 埼玉県女性医師支援センターのレジナビフェアの結果について 

日時：平成30年3月18日（日）10：00   場所：東京ビッグサイト（西１ホール＋アトリウム） 

(4) 平成29年度都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会の結果について 

日時：平成30年3月9日（金）14：00   場所：日本医師会館小講堂・ホール 

(5) 肝炎対策について 

(6) 医療事故調査制度の相談事案について（平成30年3月分）   ※件数 2件  

(7) 医療事故紛争解決事例（平成30年2月分）について   ※件数 0件 

(8) 日医医陪責保険制度における介護医療院の取扱いについて 

(9) 第24回医業経営セミナーの開催について 

日時：平成30年5月19日（土）15：00   場所：県民健康センター2階大ホール 

(10) 都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会の結果について 

日時：平成30年3月14日（水）14：00   場所：日本医師会3階小講堂 

(11) 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について 

 

２）平成 29年度第11回郡市医師会長会議報告について （ 関本 ） 

平成30年3月22日（木）15:00より埼玉県医師会5階「大会議室」にて開催された標記の会議について、以下の

報告があった。 

【協議事項】下記について承認した。 

(1) 平成30年度埼玉県医師会郡市医師会長協議会会費について 

(2) 移動郡市医師会長会議の日程（案）について 

期日：平成30年12月1日（土）・2日（日）   場所：名古屋市内 

(3) 会長･副会長･常任理事協議事項について 

【郡市医師会長検討事項】 

(1) 医業継承の件（玉城上尾市医師会長） 

(2) 健康サポート薬局検体測定室について（近藤秩父郡市医師会長） 

【報告事項】 

(1) 第168回埼玉県医師会定例代議員会次第について 
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日時：平成30年6月14日（木）14：30   場所：県民健康センター2階大ホール 

(2) 乾燥弱毒麻しん風しん混合ワクチンの接種状況等の把握調査について 

(3) 抗ウィルス剤（ＲＳウィルスの発症抑制）シナジスの使用上の注意について 

(4) 保険医療機関の指定について（平成30年2月分） 

(5) 診療に関する相談件数等について（平成30年2月分）   ※相談件数  5件 

(6) 医療事故調査制度の相談事案について(平成30年2月分）  ※相談件数  0件 

(7) 全国医師会研修管理システムの運用開始について（依頼） 

(8) 第55回埼玉県医学会総会の結果について 

日時：平成30年2月25日（日）8：50   場所：県医師会・県民健康センター 

(9) 産業医委嘱契約書の確認について 

(10) 会長･副会長･常任理事報告事項について 

 

３）川越市介護保険事業計画等審議会報告について（ 齊藤 ） 

平成30年3月26日（月）開催された標記の会議について以下の報告があった。 

(1) 川越市高齢者保健福祉計画・第7期川越市介護保険事業計画ついて 

今年度の基本方針は、高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域でともに健康で安心して暮らせるよう、介護

予防の視点を重視し、7つの目標に取り組むことで、川越らしい地域包括ケアシステムの深化と推進を図る。 

(2)平成30年度川越市地域包括支援センター運営方針について 

在宅医療・介護連携推進事業の取組として「コミュニティケアネットワークかわごえ」を通して、医療・介護

関係者との連携をさらに強化していく。 

 

４）保険委員会報告について（ 中嶋 ） 

平成30年3月27日（火）19:30より川越市医師会館4階「会議室」にて開催された標記の会議について、以下の

報告があった。 

(1) 平成30年度診療報酬改定について 

平成30年3月17日（土）県医師会による改正説明会を受け、今回の改正の要点の説明。 

(2) 平成30年度診療報酬及び介護報酬改定に伴う説明会について 

① 日時：平成30年3月30日（金）19：00～診療報酬改定   20：30～介護報酬改定 

      場所：川越プリンスホテル 3階 ダイヤモンド・エメラルド 

② 当日配布資料等の確認 

 

５）女性医師部会報告について(藤田) 

 平成 30 年 3 月 28 日(水)19：15 よりビストロ エトワール ステラにて開催され、女性会員の連携・情報交換を

推進し、医師会活動の活性化を目的として、医師会の事業に積極的に参加するように西田会長から提案され、食事

をしながら親睦を深めた。 

 

６）広報委員会報告について(大平) 

 平成 30年3月 29 日(木)19：00より川越市医師会館 4階講堂 Cにて開催された標記の会議について、以下の報

告があった。 

(1)川越市医師会報第155号編集について 

原稿の内容及び原稿掲載順を検討した。 

(2)その他 

平成30年度の医師会報の業務委託について 

平成29年度に取り交わした覚書に基づいて、平成 30年度も株式会社豊翔と業務委託契約を締結することに 

ついて、委員会に諮ったところ承認を得た。 
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７）埼玉県医師会地域包括ケアシステム推進委員会報告について（ 齊藤 ） 

平成30年3月29日（木）15:00より浦和ロイヤルパインズホテル3階「常盤・高砂」で開催された標記の会議 

について、以下の報告があった。 

(1) 在宅医療提供体制充実支援事業について 

 事業実績と今後の展開について報告があった。 

(2) 埼玉県医師会と埼玉県共催で実施する研修について（平成30年度実施（案）） 

① 在宅医療研修会 

    ② 医療・介護・福祉の連携に関する研修会 

    ③ 主治医研修会 

    ④ 介護認定審査会研修会 

    ⑤ 在宅医療・介護連携に係る市町村担当職員研修 

    ⑥ かかりつけ医認知症対応力向上研修会 

    ⑦ 病院勤務の医療従事者向けの認知症対応力向上研修会 

    ⑧ 認知症サポート医養成研修 

    ⑨ 歯科医師認知症対応力向上研修 

    ⑩ 薬剤師認知症対応力向上研修 

 

８）埼玉県多職種連携地域包括ケアシステム推進会議報告について（ 齊藤 ） 

平成30年3月29日（木）15:30より浦和ロイヤルパインズホテル3階「プラチナルーム」で開催された標記の 

会議について、以下の報告があった。 

   (1) 地域包括ケアシステム構築に向けての課題等について 

    ① 多職種による連携の推進（地域ケア会議） 

    ② 入院時における医療・介護の連携 

    ③ ＭＣＳ（ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｽﾃｰｼｮﾝ）の有効活用 

    ④ 往診登録医の不足（精神疾患、難病等への対応） 

    ⑤ 終末期医療 

 

９）整形外科医会総会報告について（ 島田 ） 

平成30年4月6日（金）19:00より「うな吉」で開催された標記の会議について、以下の報告があった。  

(1) 平成29年度事業報告 

標記について報告があり、承認された。 

(2) 平成30年度事業計画 

標記について提案があり、協議した結果、原案のとおり承認された。 

(3) 整形外科医会役員改選について 

標記について協議した結果、島田啓史先生が会長を継続することとなった。 

 

10）総務会報告について（ 得丸・廣澤 ） 

平成30年4月16日（月）19:00より川越市医師会館 4階「会議室」で開催された標記の会議について、以下の 

報告があった。 

【協議事項】下記について承認した。 

(1) 起案書について 

① 川越看護専門学校修学旅行について 

准看護学科の修学旅行について、名鉄観光を採用する起案があり、承認。理事会に上程する。 

② 川越看護専門学校 職員採用について 

臨時職員の職員登用について起案があり、承認した。 5月1日採用 
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③ 介護老人保健施設いぶき 職員採用について 

言語聴覚士の採用について起案があり、承認した。  6月1日採用 

④介護老人保健施設いぶき 居室漏水修繕工事について 

2階居室（208・221号室）天井より漏水発生のため、岩堀建設工業㈱に修繕工事を依頼する起案があり、承

認した。 

(2) 高齢社会をよくする女性の会全国大会 in川越 後援のお願いについて 

標記の後援を承認した。 

(3) 医療講演会の後援ご依頼の件について（埼玉肝臓友の会） 

標記の後援を承認した。 

(4) 埼玉県健康管理委（産業医）の推薦について 

川越県土整備事務所、並びに川越県税事務所の産業医について、廣澤光昭先生を推薦する。（再任） 

(5) 児童扶養手当障害認定審査医の推薦について 

今年度も下記の先生を推薦する。（再任） 

視覚障害     栗林幸平 先生 

聴力等障害    大平泰行 先生 

肢体障害     三森甲宇 先生 

内部（心肺）障害 元山 猛 先生 

精神・脳障害   得丸幸夫 先生・奥平智之 先生 

(6) 市民後見推進事業検討委員会及び法人後見事業協議会委員候補者の推薦について（川越市社会福祉協議会） 

得丸幸夫先生を推薦することとした。（再任） 

(7) クールビズの実施について 

例年通り実施する。実施期間は、5月～10月。 

(8) その他 

①学校への心肺蘇生の普及について 

埼玉医科大学総合医療センター ＥＲの浅野祥孝先生より、学校医会会長 得丸先生あてに下記の依頼があっ

た。 

a 学校医への周知について 

医療センターが、心肺蘇生普及を目的に小中学校で活動していくことについて、学校医の先生方に知って

おいていただきたい。 

・進展状況について 

模範校を作る（現在、授業の予定を立てている） 

授業には、他校の教師にも参加いただき、自校に周知していく。 

次年度は、養護教諭と教師が授業する。 

その後は模範校を見学してもらい周知していく。 

b 援助の依頼について（物品不足） 

不足している物品（ＡＥＤや蘇生人形等）を援助いただきたい。 

この活動については、教育委員会もしくは学校保健会が行うべきものであり、医療センターから医師会に依

頼される事柄でない。 

医師会としては、教育委員会から依頼があれば検討する。 

また、不足の物品についても、まずは教育委員会が予算化するべきことであると考える。 

【報告事項】 

(1) 役員候補者の推薦について（埼玉県医師信用組合） 

関本幹雄先生を推薦したことが報告された。（再任） 

(2) 臨時職員（夜間休日診療所）の雇用契約について 

下記9名の採用が報告された。 4月1日採用 
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(3) 川越市医師会報制作等の業務委託契約について 

医師会報の制作業者について、Ｈ29年度「70周年記念誌」 並びに「会報153・154号」の制作を依頼してい

た 「株式会社豊翔」 と正式に委託契約したことが報告された。契約期間1年で、問題なければ自動更新。 

(4) 介護老人保健施設いぶき2月分収支報告について 

入所者数は、インフルエンザの発症や施設入所等により 2月から3月にかけて今期最低となったが、4月に入

り回復してきている。通所利用者数は、ほぼ前年同。 

収益もそれに伴い2月は減少となったが、前年比では増加が見込まれる。費用は、ほぼ前年同。 

 

11）病院部会報告について（ 藤田 ） 

平成 30年 4月18日（水）19:00 より川越プリンスホテル 3Ｆﾏｰｶﾞﾚｯﾄにて開催された標記総会について、以下の報

告があった。 

(1) 平成29年度収支決算報告について 

収支決算報告がされ、併せて橋本監査役より監査報告があり、審議した結果、報告のとおり承認された。 

(2) 平成30年・平成31年度役員・幹事等について 

平成 30 年・平成 31 年度役員・幹事等について、現在役員の継続提案がされ、協議した結果、提案のとおり

承認された。 

(3) 平成30年度事業について  

事業計画としてＩＰ無線の配備に関する調査研究が提案され、協議した結果、提案のとおり承認された。 

(4) 川越市医師会勤務医部会設立について 

川越市医師会勤務医部会設立について、各病院への協力依頼があった。 

(5) 『転院搬送の要請に関する手引き』について 

川越地区消防局より『転院搬送の要請に関する手引き』に基づき、救急車の適正利用に協力いただきたいとの

要請があったことが報告された。 

(6) 災害時連絡用ＩＰ無線配備について 

平成 29 年度に川越市医師会(5 台)、川越市役所(3 台)、川越地区消防局(2 台)が配備されたとの報告があり、平

成 30 年度においては残りの救急病院(5 病院)への配備、並びに埼玉医科大学総合医療センターへ導入依頼を行

っていくことの報告があった。また、平成31年度以降も救急病院以外の病院にも配備していくとの意見があり、

検討していくことになった。 

(7) その他 

・「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」について報告があった。 

・ 埼玉県保健医療計画における川越比企地域保健医療構想について報告があった。 

 

12）学術講演会報告について（ 島田 ） 

(1) 平成30年度4月の学術講演会について、以下の報告があった。 

 ①「糖尿病治療 Update Meeting in kawagoe」 

日時：平成30年4月4日（水）19：20    場所：川越プリンスホテル 

②「アレルギー治療セミナー2018 in 川越」 

日時：平成30年4月6日（金）19：20      場所：ウエスタ川越 

③「P-CAB 治療戦略の過去と未来 in川越」 

日時：平成30年4月10日（火）19：30    場所：川越プリンスホテル 

④「第50回 埼玉若手漢方医会」 

日時：平成30年4月19日（木）19：00    場所：ラ・ボア・ラクテ 

   (2) 平成30年度5月開催予定の学術講演会について報告があった。 

内容については、平成30年5月の「会員のお知らせ」を参照ください。 
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13）日本医師会臨時代議員会報告について（ 関本 ） 

平成30年3月25日（日）9：30～日本医師会館1階大講堂で開催され、内容について報告があった。 

 当日の詳細は「日医雑誌」5月号別冊に掲載される。 

 

14）埼玉県医師会自殺防止について（ 得丸 ） 

平成30年4月19日（木）開催され、内容について報告があった。 

 

15）その他（ 関本 ） 

埼玉県医師会の会議もタブレットを使いペーパーレス化に移行させたことについて報告があった。 

 

２．協議事項  

１）入会について（ 廣澤 ） 

以下1名の入会についての提案があり、協議の結果、承認された。 

  大月 昌和（オオツキ マサカズ）   B会員   城南中央病院  【内】 

２）定時社員総会等 日程について（ 得丸・廣澤 ） 

定時社員総会までの各会議等日程について承認した。 

定時社員総会：6月25日（月）19:00、川越プリンスホテル。 

３）川越看護専門学校修学旅行について（ 得丸・廣澤 ） 

標記について、名鉄観光を採用する起案があり、承認した。 


