
 1 

平成30年度 第10回 川越市医師会理事会報告 

 

日  時： 平成31年2月22日(金) 19：00～ 

場  所： 川越市医師会館 4階「会議室」 

出席理事： 17名 藤 田、得 丸、増 田、小 室、島 田、髙 山、廣 澤、齊 藤、池 袋、中 嶋、松 本、上 里、

大 平、元 山、門 田、秦、廣 瀬、（欠席1名） 

出席監事： 2名 深 田、小 林 

 

１．報告事項  

１）平成30年度第10回埼玉県医師会理事会報告について （ 齊藤 ） 

平成 31 年 2 月 7 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】 

(1) 平成31年度埼玉県医師会事業計画（案）について 

(2) 平成31年度埼玉県医師会収支予算（案）について 

(3) 平成31年度埼玉県医師会会費減免申請について 

(4) 会長・副会長・常任理事・理事協議事項について 

【報告事項】 

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

    (2) 平成30年度埼玉県各がん検診セミナーの結果について 

    (3) 医療事故調査制度の相談事案（平成30年12月分）について 

※ 件数：0件 

(4) 医療事故紛争解決事例（平成30年12月分）について 

    ※ 件数：7件 

(5) 第26回医業経営セミナーの開催について 

 日時：平成31年3月16日（土）15：00    場所：埼玉県県民健康センター 2階「大ホール」 

(6) 第56回埼玉県医学会総会プログラム・抄録集について 

日時：平成31年2月24日（日）8：50        場所：埼玉県県民健康センター 

(7) 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について 

 

２）平成30年度第2回 川越市胃内視鏡検診運営委員会報告（ 上里 ） 

平成31年1月22日（火）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。 

(1) 平成31年度実施医療機関について 

    個別胃がん検診（内視鏡検査）実施意向調査で実施を希望した医療機関の、設備・検査医について協議し、 

23機関を承認した。（30年度実施医療機関のうち1件が辞退、新規参加が1件。） 

(2) 川越市個別胃がん検診（内視鏡検査）受診票の改訂 

    川越市健康管理課から受診票の改訂案について説明があり、協議した結果、修正を加えて承認された。 

(3) 川越市個別胃がん検診（エックス線検査）受診票の改訂 

    川越市健康管理課から受診票の改訂案について説明があり、協議した結果、修正を加えて承認された。 

(4) 平成31年度胃内視鏡検診読影日程（案）について 

    日程（案）のとおり承認された。 

1日の読影数（検診機関からの提出数）が日によって多かったり少なかったりするため、検討していきたい。 

(5) 今後の研修会について 

    年 2～3 回の研修会を予定していきたい。読影医・検診医に対するスキルアップのための症例検討等の研修も

実施していく。また、新規に参加する医療機関に対する研修方法を確立していく必要がある。 
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(6) 委員長の交代について 

    望月委員長から辞意があり、新しい委員長について、川越市医師会胃がん検診担当理事の松本吉郎先生が提案

され、諮った結果、承認された。望月先生はアドバイザーとして今後も運営に携わっていただく。 

 

３）介護サービス事業所情報交換会報告について（ 齊藤 ） 

平成31年1月29日（火）16:00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。 

(1) 各事業所より平成30年度（4月～12月）の事業及び収支について報告があった。 

① 在宅医療拠点センター 

・今年度より川越市の委託事業として運営している。 

・業務は主に相談や在宅医等の訪問を通して、医療と介護の連携に関する課題の抽出に努めている。 

② 地域包括支援センター連雀町 

・川越市からの委託事業として、機能強化型支援センターを運営。 

・予防給付事業が月平均で30件の増加。 

・事業及び収支はセンター並びに機能強化型共に順調に推移している。 

③ 訪問看護ステーション   

・事業及び収支については、順調に推移している。 

  ④ 居宅介護支援事業所こすもす 

     ・事業及び収支については、順調に推移している。 

  ⑤ 介護老人保健施設いぶき 

・入所については、稼働率が平均 92.4％で推移している。 

・通所については、稼働率が平均 71.9％で推移している。 

     ・収支については、順調に推移している。 

・来年度について、通所の定員を見直すことが報告された。 

 

４）川越市保健所との平成31年度事業打ち合わせ会議報告（上里） 

平成31年1月29日（火）13:30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。 

【平成31年度事業計画について】 

(1) 成人健診事業について 

施設検診（保健センターで実施する検診）のうち、今年度充足率の低い検診を減らし、充足率の高い検診を増

やす。これに伴い読影執務回数が、胸部と胃部は減り、乳部が増える。個別検診に変更なし。 

(2) 予防接種事業について 

① 大人の風しんに係る対策について 

     現在までに、先天性風しん症候群の予防の一環として、妊娠を希望する女性等を対象に抗体検査のみを実施

してきたが、昨今の風しんの流行や国のオリンピック対策等を鑑み、平成 31 年度から、大人の風しんに係

る対策として、予防接種の定期接種化、抗体検査の対象者拡充（30年12月から拡充）、任意予防接種の助成

事業の新設を実施する。 

それぞれの内容について川越市から説明があった。 

② 高齢者肺炎球菌予防接種について 

     定期接種については、経過措置期間が満了したことにより、対象者が接種日時点で 65 歳に限定されるとお

知らせしてきたが、1月10日の厚労省予防接種基本方針部会で5年間の経過措置期間の延長が決定された。

このことにより、平成 31 年度以降も 5 歳刻みでの定期接種が継続されることとなった。なお、接種等の条

件については特に変更はない。 

     任意接種については、従来から実施している75歳以上で市の助成を受けたことがない方に対して実施する。 

③ 委託料単価について 

     基本的には平成 30 年度と同額とする。ただし、消費税増税があったときは、増税の施行日以降の接種分に

ついて、増税分の差額を上乗せする。 
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(3) 母子保健事業について 

    乳幼児健診について、今年度は転入者や未受診者に対する対応を再検討したところ、受診率の向上につながっ

ている。来年度の執務依頼数等、特に変更はないが、引き続き先生方のご協力をお願いします。  

【その他】 

川越市国民健康保険課及び高齢・障害医療課より、特定健診・特定保健指導・後期高齢者医療健診等の受診率

向上について、医師会との意見交換・協議の機会を設けさせていただきたいとの依頼があった。 

 

５）川越看護専門学校運営委員会報告について（ 髙山 ） 

平成31年2月1日（金）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。 

【報告事項】 

(1) 学生の動向について 

平成31年2月1日現在の学生の動向について報告があった。 

(2) 事業について 

① 全体 

1. 文化祭        

2. 高校生対象出前授業 

② 准看護学科 

1. 日帰り遠足 

2. 第65回戴帽式     

3. 学校説明会         

4. 補習講義（１学年）  

（２学年） 

③ 看護学科 

1. 学校説明会          

2. クリーン活動     

3. 観劇         

4. 特別講演会      

5. 補習講義 （１学年） 

           （２学年） 

           （３学年） 

以上、9月から1月までに実施の事業について報告があった。 

(3) 平成31年度入学試験及び入学者選考結果について 

准看護学科、看護学科の入学試験及び入学者選考の結果について報告があった。 

(4) 准看護師試験、国家試験対策について 

    准看護師試験、看護師国家試験について、取得に向けての模擬試験の結果並びにそれぞれの試験日程の報告が

あった。 

(5) 平成31年度埼玉県教員養成講習会受講について 

    受講予定の教員が受講合格した旨の報告があった。 

 (6) 講師交代について 

    両学科の講師の交代について報告があった。 

【協議事項】 

(1) 卒業者認定について 

① 准看護学科 

     対象者８５名の協議を行い、８５名全員の卒業を認定した。 

② 看護学科 

     対象者４１名の協議を行い、単位修得者４１名の卒業を認定した。 

 

12月18日実施 

11月26日他、計4日 

 

8月28日実施 

10月 6日実施 

6月 2日他 全7回実施 

9月11日 他全18日間実施 

12月26日 他全9日間実施 

 

7月17日 他全5回実施 

12月21日実施 

12月19日実施 

12月20日実施 

7月31日 他全3日間実施 

8月 2日 他全3日間実施 

11月13日 他全30日間実施 
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(2) 表彰について 

① 准看護学科 

     表彰について協議を行い、県医師会長賞、市医師会長賞、校長賞各1名と努力賞3名を決定し、了承された。 

② 看護学科 

     表彰について協議を行い、県医師会長賞、市医師会長賞、校長賞各1名と努力賞3名を決定し、了承された。 

(3) ２０２０年度入学試験について 

    ２０２０年度の入学試験の日程の提案があり、了承されたが、准看護学科の推薦要件及び一般入試（二次）に 

ついては第4回運営会議で検討する事となった。 

① 試験日程について 

 ２０２０年度 ２０１９年度 

准看護学科(推薦) 2019年10月12日(土) 平成30年10月13日(土) 

准看護学科(一般) 2019年11月 2日(土) 平成30年11月17日(土) 

看護学科（推薦） 2019年11月 9日(土) 平成30年11月10日(土) 

看護学科（一般） 2019年12月 7日(土) 平成30年12月 8日(土) 

 

(4) ２０１９年度事業計画及び正味財産増減予算書について 

    ２０１９年度事業計画（案）並びに行事予定（案）及び正味財産増減予算書（案）の説明を行い、協議の結果

了承された。 

 

６）ＣＣＮかわごえ全体会報告について（ 齊藤 ） 

平成31年2月4日（月）19：00より川越市医師会館4階「講堂」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)「第6回医療介護フォーラム」について 

日時：平成31年3月18日（月）19：00    場所：ウェスタ川越「大ホール」 

【講演内容】 

① 事例発表  〇元気であり続けるための介護予防   〇多職種と地域で関わる川越の在宅医療 

② ワーキンググループの取り組み 

(2) 平成31年度の医療介護フォーラムについて 

日時：2020年3月1日（日）         場所：ウェスタ川越「大ホール」 

 

７）会計委員会報告について（ 松本 ） 

平成31年2月8日（金）19：00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。 

【報告事項】各部署より 

 (1) 平成30年度正味財産増減計算書中間報告 

   (2) 平成30年度正味財産増減科目振替報告書 

(3) 平成30年度正味財産増減補正予算書 

(4) 平成31年度正味財産増減予算書 

上記の報告があった。概ね、順調に推移している。 

看護専門学校は、職員退職積立金が積立不足により、退職金の支払いをする財源が不足しているため、事務局 

より貸付けることとした。 

看護専門学校は、返済予定表を作成し事務局に返済することとする。 

介護老人保健施設いぶきに関して、職員不足により人件費が予算に比べて減額になっている。 

 

８）平成30年度 川越市医師会学校医会 総会報告について（ 得丸 ） 

平成31年2月13日（水）19:00より川越プリンスホテル5階「ティーローズ」で開催された標記の会議について

以下の報告があった。 
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(1) 議事 

① 平成30年度事業報告に関する件 

② 平成30年度収支報告に関する件 

上記の件について報告があり、承認された。 

③ 平成31年度事業計画に関する件 

④ 平成31年度収支予算に関する件 

上記の件について提案があり、承認された。 

(2) 児童生徒心臓検診の12誘導心電図への変更について 

現行の4誘導心電図と心音図検査から12誘導心電図検査へ変更することについて協議した結果、2月25日（月）

児童生徒心臓検診準備会において再検討することとなった。 

 

９）埼玉県医師会自殺防止対策検討委員会報告について（ 得丸 ） 

平成 31年 2月 14 日（木）17：30より埼玉県県民健康センター5階「第 2委員会室」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年度自殺対策従事者人材養成研修会について 

    日時：平成31年2月14日（木）18：30    場所：埼玉県県民健康センター2階「大ホール」 

【ケーススタディ】 

    事例①「認知症初期支援チームを通じて精神科病院に入院した拒否が強い認知症のケース」 

         南飯能病院 院長 角田健一 氏  南飯能病院 作業療法室長 田村克起 氏   

    事例②「認知症の妻への対応に疲れ、希死念慮が生じた夫への支援」 

         大宮区西部圏域地域包括支援センター春陽苑 センター長 髙木律子 氏 

    事例③「強い自殺念慮を持ちつつ、それをふせて通院する75歳のうつ病女性」 

         所沢市松井西地域包括支援センター センター長 佐藤清子 氏 

    事例④「自殺企図のある高齢者の再発防止の支援」 

         飯能市地域包括支援センターいなり町 看護師 西原由紀 氏 

【特 別 後 援】 

        「さいたま市自殺対策医療連携事業による高齢者への対応」 

         講師：さいたま市子ども家庭総合センター 黒田安計 先生 

 

１０）川越市いじめ問題対策委員会報告について（ 得丸 ） 

平成31年2月15日（金）13：30より福田ビル3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) 市内小学校1におけるいじめ対応について 

 前回のいじめ行為認定の検証の続き・課題検証・再発防止策検討。 

(2) 市内小学校2におけるいじめ対応について 

 いじめ行為認定の検証。 

 

１１）総務会報告について（ 小室 ） 

平成31年2月18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】 

(1) 起案書について 

① 介護老人保健施設いぶき 施設長に関する医師雇用契約について 

標記について起案があり、協議の結果、承認した。 

・施設長（医師）菅原武仁 先生  契約期間：2019年4月1日から2020年3月31日 

    ② 介護老人保健施設いぶき 職員採用について 

     1名の採用起案があり、協議の結果、承認した。 

     ・看護師  塚田 和浩（つかだ かずひろ）平成31年4月1日採用 
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    ③ 川越看護専門学校 准看護学科 修学旅行について 

   3社の見積が提示され、協議の結果、名鉄観光サービス株式会社に決定した。理事会へ上程する。 

(2) 川越市社会福祉審議会の委員及び臨時委員の推薦について 

    標記について川越市より依頼があり、下記の先生方を推薦することとした。 

     ・任  期  平成31年4月1日より2年間 

     ・委  員  小室万里 先生「身体障害者福祉専門分科会審査部会長」（再任） 

     ・臨時委員  頼 徳治 先生「視 覚 機 能 障 害」（再任） 

            大平泰行 先生「聴覚等機能障害」（再任） 

            得丸幸夫 先生「肢 体 不 自 由」（再任） 

            関谷繁樹 先生「肢 体 不 自 由」（再任） 

            元山 猛 先生「心 臓 機 能 障 害」（再任） 

            小原一廣 先生「腎 臓 機 能 障 害」（再任） 

            廣瀬哲也 先生「呼吸器機能障害」（再任） 

            熊谷振作 先生「膀胱・直腸機能障害」（再任） 

   (3) 川越市総合福祉センター運営協議会委員の推薦について 

標記について川越市より依頼があり、小室万里先生を推薦することとした。（再任） 

 ・任  期  平成31年4月1日より2年間 

 (4) 県立学校の学校医の推薦について 

    標記について埼玉県医師会より依頼があり、廣澤光昭先生を推薦することとした。（新任） 

     ・学 校 名  県立川越南高等学校 

   (5) 総合保健センター施設検診の骨密度測定にかかる判定医の選定について 

    標記について川越市より依頼があり、本島哲平先生を推薦することとした。（再任） 

 (6) 総合保健センター施設かん検診X線画像読影会執務担当医の選定について 

  標記について川越市より依頼があり、下記の先生方に選定を依頼することとした。 

     ・胃Ｘ線検査読影業務  藤野幸夫 先生（新任） 

     ・胸部Ｘ線検査読影業務  中村欣正 先生（再任） 

     ・乳房Ｘ線検査読影業務  秦 怜志 先生（再任） 

  (7) 川越市学校結核健康診断に係る医師の推薦について 

    標記について川越市より依頼があり、下記の先生を推薦することとした。 

     ・結核の専門家  中村欣正 先生（再任） 

     ・学校医の代表  佐藤昭俊 先生（再任） 

              黒川 博 先生（再任） 

 (8) 川越市学校結核健康診断精密検査実施医療機関の推薦について 

標記について川越市より複数医療機関の推薦依頼があり、アンケート調査をした結果、16医療機関からの実施

承諾を得られたことが報告され今後、実施医療機関を選定する。 

 (9) 埼玉県社会保険診療報酬支払基金審査委員会委員の推薦について 

  標記について埼玉県医師会より依頼があり、下記の先生方を推薦することとした。 

・任  期  2019年6月1日より2年間 

  「内 科」  関本幹雄 先生（再任） 廣澤光昭 先生（再任） 

  「外 科」  小室万里 先生（再任） 

    「耳鼻科」  高橋 容 先生（再任） 

 (10) 川越市ファミリー・サポート・センター提供会員養成講習会の講師派遣について 

    標記について川越市社会福祉協議会より依頼があり、池袋賢一先生を派遣することとした。 

(11) 県立学校等健康管理医（産業医）の推薦について 

    埼玉県教育委員会より依頼があり、下記の先生方を推薦することとした。 

     ・川越高等学校  小室万里 先生（再任） 

     ・川越女子高等学校  廣澤光昭 先生（再任） 

     ・川越工業高等学校  得丸幸夫 先生（再任） 

     ・川越南高等学校  廣澤光昭 先生（新任） 

     ・川越西高等学校  長島 学 先生（再任） 

     ・川越初雁高等学校  中嶋千聰 先生（再任） 

     ・川越総合高等学校  山田正己 先生（再任） 

     ・塙 保己一学園  元山 猛 先生（再任） 

     ・川越特別支援学校  長澤逸人 先生（再任） 
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(12) 川越看護専門学校学校長の選任について 

  標記について協議した結果、髙山泰雄先生（担当理事）を学校長とすることとした。 

(13) その他 

  ① 川越少年刑務所視察委員会委員の推薦について 

     標記について埼玉県医師会より依頼があり、小室万里先生を推薦することとした。（再任） 

  ② 糖尿病市民公開講座「大きく変わった糖尿病の治療薬」における後援について 

   標記について埼玉県医師会より依頼があり、後援することとした。 

【報告事項】 

(1) 介護老人保健施設いぶき 1月分収支報告について 

標記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31年2月の学術講演会について、以下の報告があった。 

①「Diabetes＆Cardiology Joint Meeting」 

日時：平成31年2月4日（月）19：00     場所：川越プリンスホテル 

②「Allergy seminar in 川越」 

日時：平成31年2月6日（水）19：00     場所：川越プリンスホテル 

③「エビデンスに基づく糖尿病治療戦略」 

日時：平成31年2月12日（火）19：30    場所：川越東武ホテル 

④「第 28回 川越リウマチ懇話会」 

日時：平成31年2月13日（水）19：20    場所：ラ・ボア・ラクテ 

⑤「慢性便秘治療最前線」～さまざまな便秘もすっきり解決～ 

日時：平成31年2月19日（火）19：00     場所：川越プリンスホテル 

⑥「骨粗鬆症トータルケアセミナー」 

日時：平成31年2月20日（水）19：10    場所：川越プリンスホテル 

⑦「腫瘍循環器セミナー」－がん治療・緩和ケアに合併する静脈血栓塞栓症を考える－ 

日時：平成31年2月27日（水）19：15    場所：川越プリンスホテル 

(2) 平成31年 3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31年3月の「会員のお知らせ」を参照ください。 

 

２．協議事項 

１）入会等について（ 廣澤 ） 

以下2名の入会（異動）についての提案があり、協議の結果、承認された。 

  小室 万里（コムロ マサト）  A2B → A1会員  松本医院             【外・内・呼外・循外】 

鈴木 貴勝（スズキ ヨシカツ）    B → A1会員  トワーム小江戸病院   【精】 

 

２）平成30年度川越市医師会臨時社員総会について（ 担当理事 ） 

臨時社員総会議題、並びに参考資料について決定した。 

日時：平成31年3月22日（金）19:00     場所：川越市医師会館4階「講堂AB」 

 

３）川越看護専門学校 准看護学科 宿泊研修について（ 小室 ） 

標記について提案があり、協議の結果、提案のとおり承認した。 


