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 令和 4年度 第 7回 川越市医師会理事会報告 

 

日  時： 令和 4年 11月25日(金) 19:00～ 

場  所： 川越市医師会館会議室及びＷＥＢ 

出席理事： 15名 齊 藤、増 田、元 山、池 袋(賢)、中 嶋、松 本、上 里、大 平、秦、廣 瀬、山 田、 

清 水、皆川、尾 関、池袋(香) 

出席監事： 2名 深 田、小 林 

   

Ⅰ．報告事項 

1．第6回 郡市医師会長会議報告について（ 齊藤 ） 

令和4年10月27日(木)15:00より1階大会議室AB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) 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) 入院基本料が包括払いの病床における新型コロナ薬剤費について 

(2) 新型コロナウイルス関連の諸報告について 

(3) 県医師会会費、入会金について 

【報告事項】 

(1) 新型コロナウイルス感染症疑い救急患者の受入医療機関について 

(2) 診療に関する相談件数等について（令和 4年9月分） 

      ※件数 3件 

(3) 医療事故調査制度の相談事案（令和 4年8月分）について 

      ※件数 1件 

(4) 令和4年度全国医師会勤務医部会連絡協議会の結果について 

            日時：令和4年10月15日（土） 10:00～ 

         場所： ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋 

(5) 日本医学会総会2023東京への登録推進について 

         日時：令和5年4月21日（金） ～ 23日（日） 学術集会 

                4月20日（木） ～ 23日（日） 学術展示 

                               4月15日（土） ～ 23日（日） 博覧会 

            場所：東京国際フォーラムおよび丸の内・有楽町エリア 

(6) 産業医委嘱契約書の確認について 

(7) 妥結率等に係る報告書の提出について 

(8) 保険医療機関の指定について（令和 4年9～10月分） 

(9) 会長・副会長・常任理事報告事項について 

2．第7回 埼玉県医師会理事会報告について（ 松本 ） 

令和4年11月10日(木)15:00より2階大ホール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) 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（11 月1 日現在）ならびに会員異動（10 月分）について 

(2) 令和4 年度関東甲信越医師会連合会救急災害部会の結果について 

                  日時：令和4 年9 月11 日（日）10:00～12:30 

                  場所：WEB 開催 

(3) 埼玉県救急医療情報県民案内運営状況（令和 4 年7 月 ～ 9 月）について 

(4) 埼玉県大人の救急電話相談業務運営状況（令和 4 年7 月 ～ 9 月）について 

(5) 医療事故調査制度の相談事案（令和 4 年９月分）について 

                  ※件数 1 件 

(6) 医療事故紛争解決事例（令和 4 年9 月分）について 

                  ※件数 1 件 

(7) 令和4 年度産業医傷害保険の更改について 
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(8) 令和4年度女性医師懇談会の結果について 

            日時：令和4 年10 月22 日（土）15:00～ 

                  場所：ロイヤルパインズホテル浦和 

(9) 子育て相談（令和4 年10 月分）の報告について 

                  ※件数 1 件 

      (10) 令和4年度関東甲信越医師会連合会介護保険・地域包括ケア部会の結果について 

                  日時：令和4 年9 月11 日（日）10:00～12:30 

                  場所：WEB 開催 

(11) 令和4年度関東甲信越医師会連合会医療保険部会の結果について 

                  日時：令和4 年9 月11 日（日）10:00～12:30 

                  場所：京王プラザホテル（WEB 開催） 

(12) 令和4年度各がんセミナーの開催について 

                  日時：令和5 年1 月14 日（土）14:00～（肺がん検診セミナー） 

                                            〃 16:00～（胃がん検診セミナー） 

                        令和5 年1 月21 日（土）14:00～（子宮がん検診セミナー） 

                                            〃 16:00～（乳がん検診セミナー） 

                        令和5 年1 月28 日（土）14:00～（大腸がん検診セミナー） 

                                            〃 16:00～（肝がんセミナー） 

            場所：埼玉県県民健康センター 2F 大ホール（及び WEB 開催） 

(13) 第35回全国有床診療所連絡協議会総会 山梨大会の結果について 

                  日時：令和4 年11 月5 日（土）～6 日（日） 

                  場所：ハイランドリゾートホテル&スパ 

(14) 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について 

３．令和4年度 第1回 会員・会員家族親睦委員会報告について（ 松本 ） 

  【報告事項】 

      (1) 令和3年度事業報告について 

     ① 埼玉県医師会ゴルフコンペ（中止）※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

        日時：令和3年 5月20日(木) 

          ② 四地区医師会ゴルフコンペ（中止） （当番幹事：朝霞地区医師会） 

            ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

          ③ 会員家族親睦食事会（中止） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

               日時：令和3年 9月11日(土) 

          ④ 厚生委員会（書面会議） 

               日時：令和3年 10月15日（金） 

            参加者：会員10名 

          ⑤ 桟敷で楽しむ川越まつり（中止）※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

               日時：令和3年 10月16日(土)、17日(日)  

          ⑥ 埼玉県医師会テニス大会 

               日時：令和3年 11月3日（水） 

               場所：グリーンテニスプラザ 

               参加者：なし 

          ⑦ 川越市三師会（当番幹事：川越市薬剤師会） 

          ・三師会打合せ会（中止）  

         ・三師会ゴルフコンペ（中止） 

        ・三師会忘年会（中止） 

           日時：令和3年 12月4日(土) 

        ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

      (2) 令和4年度事業報告、並びに今後の予定について 

          ① 埼玉県医師会ゴルフコンペ 

               日時：令和4年 5月19日(木) 

               場所：武蔵カントリークラブ 

               参加者：会員3名 

          ② 四地区医師会ゴルフコンペ（中止）（当番幹事：朝霞地区医師会） 
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               ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

          ③ 会員家族親睦食事会（中止）※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

               日時：令和4年 9月10日(土) 

          ④ 桟敷で楽しむ川越まつり（中止）※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

               日時：令和4年 10月15日(土)、16日(日) 

          ⑤ 埼玉県医師会テニス大会 

               日時：令和4年 11月3日（木） 

               場所：グリーンテニスプラザ 

               参加者：なし 

          ⑥ 川越市三師会（当番幹事：川越市薬剤師会） 

             ・三師会打合せ会（中止）  

             ・三師会ゴルフコンペ（中止） 

             ・三師会忘年会（中止） 

              日時：令和4年 12月3日（土） 

            ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

  【協議事項】 

      (1) 令和5年度事業計画について 

          ① 会員家族親睦食事会 

               日時：令和5年 9月 9日(土） ※例年第 2土曜日 

               場所：八王子うかい亭 

               往復バス：  あり  

               ※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程、会場を変えて行うこともある 

          ② 桟敷で楽しむ川越まつり 

               日時：令和5年 10月14日(土)、15日(日) 午前10時～午後10時 

               場所：蓮馨寺 桟敷用意（自由参加） 

          ③ 川越市三師会（参加費負担）（当番幹事：川越市医師会） 

          ・三師会打ち合わせ会  日時未定 

            ・三師会ゴルフコンペ  日時未定 

            ・三師会忘年会 

               ※例年第1土曜日 日 時：令和5年12月2日（土） 

          ④ 四地区医師会ゴルフコンペ（当番幹事：朝霞地区医師会） 

          ⑤ 令和5年度埼玉県医師会ゴルフ大会 

               当番幹事：川越市医師会 

               日付：5月18日(木) 

               会場：武蔵カントリークラブ 豊岡コース 

４．令和4年度 第1回 市民講演会委員会報告について（ 皆川 ） 

【報告事項】 

    (1) A・B・C案のポスター・チラシより、C案のポスター・チラシを基準として作成することとした。 

    (2) 川越市市民健康講演会役割分担については、司会（池袋賢一）救護（中嶋千聰）に決定とした。委員の方の出欠    

    席を後日、確認することとした。 

５．令和4年度 第1回 女性医師活躍推進委員会報告について（ 池袋(香) ） 

【報告事項】 

  (1) 今後の活動内容に関して 

        ① 県の日本女医会埼玉支部では、１年１回の研修会及び１年１回の食事会を開催しているので同様に開催し  

             ていくこととした 

     ② 今年度については年度内に、委員会の懇親会を開催 

  (2) 令和5年度の事業計画について 

        ① 研修会開催（5月頃） 

         ・講師案として、会田 薫子（あいた かおるこ）先生  

            専門：臨床心理学・臨床死生学・医療社会学 

          ② 委員会は、必要に応じて随時開催することとした 

     ③ 懇親会開催（秋頃） 
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６．会計委員会報告について（ 松本 ） 

【報告事項】 

  (1) 正味財産増減計算書中間報告について 

            各部署より令和4年度 4月～9月の収支報告があった。 

            全体的に、光熱水料費及び物価の高騰により、昨年に比べて支出が増えている。学校は、生徒数の減少によ 

            り入学金・授業料収入が減収になっている。いぶきは 4月～10月の利用者が前年度に比べて新型コロナウイ 

            ルス感染症の影響により入所者が減少し、減収となっている。11月は、会員の先生方の協力もあり入所者が 

            増えている。この状態を維持できるように努力する。訪問看護ステーションは、人手不足により減収になっ  

            ている。ハローワーク・看護協会等に求人募集を出しているが、なかなか募集が無い。募集の仕方を検討す 

            る。 

 【協議事項】 

      (1) 令和5年度事業計画について 

         例年通り、各委員会・医会の令和 5年度事業計画及び予算を提出してもらう。 

        提出期限は、令和5年1月20日（金）厳守 

        委員会・医会の総会等、飲食は参加した会員 1人上限16,500円（税込）飲食サービス料等を含み年 1回とす 

           る。 

    各委員会及び医会は、総会等行った場合は医師会にその旨を理事会で報告し飲食代等の支出は医師会に請求 

    する。 

      (2) 冬期賞与について 

        12月9日（金）に支給する。 

７．総務会報告について（ 池袋(賢) ） 

【協議事項】 

    (1) 起案書について 

           ① 看護学科課外授業について（看護専門学校） 

          標記について、下記により講堂にて演芸鑑賞を実施することを承認した。 

                    内容：㈱よしもとエリアアクション所属芸人５組による漫談 

        ② 准看護学科６９期生日帰り卒業旅行について（看護専門学校） 

           標記について、下記のとおり実施することを承認した。 

                    日 程：令和５年２月２４日（金） 

                   行 先：八景島シーパラダイス 

                   人 数：（予定）学生７６名、教員３名 

                   業 者：Ｔ－ＬＩＦＥパートナーズ㈱埼玉支店（旧㈱湯旅） 

          ③ 年末年始手当の支給について（訪問看護ステーション・こすもす・地域包括） 

              年末年始手当について、例年どおり支給することを承認した。 

           ④ 年末年始手当の支給について（介護老人保健施設いぶき）  

              年末年始手当について、例年どおり支給することを承認した。 

      (2) 入会について 

         池袋理事が提案した下記の者の入会について承認し、理事会に諮ることとした。 

             ・渋谷 和弘  Ａ１会員    渋谷整形外科  

               ・吉田 沙知子 Ａ２Ｂ会員 やまぶきクリニック 

      (3) 学校医の推薦について 

      標記について、川越市教育委員会から依頼があり、下記の先生を推薦することとした。 

             ・市立仙波小学校 市川 誠 先生 

             ・市立福原中学校 瀬戸 祐子 先生 

    (4) 第１５期川越市環境審議会委員の推薦について 

       標記について、川越市から依頼があり、齊藤 正身 会長を推薦することとした。 

    (5) 後援名義使用承認申請書について 

      「第５回日本ＡＥＤ財団スクール部会フォーラム」について、川越市教育委員会から川越市医師会の後援等に

係る承認申請があり、許可することとした。 

    (6) 役員執務状況の報告について 

       役員が出席した会議等について、毎月医師会会員専用ホームページに掲載することとした。 

    (7) 年賀状送付について 
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       令和５年の年賀状について、例年どおり送付することとした。 

    (8) 新年会の開催について 

       令和５年１月１０日（火）に予定していた新年会について中止することを決定した。 

８．学術講演会報告について（ 皆川 ） 

      (1) 令和4年度11月学術講演会について、以下の報告があった。 

         ① 高齢者トータルケアを考える 

                日時：令和 4年 11月 11日（金）19：00    場所：Web配信 

         ② Total Management of Stroke Web Seminar 

                日時：令和 4年 11月 15日（火）19：00    場所：Web配信  

         ③ 第58回 埼玉若手漢方医会 栄養と漢方～妊娠～ 

                日時：令和 4年 11月 17日（木）18：00    場所：Web配信【後 援】 

         ④ 第2回小江戸 Network Meeting～糖尿病の地域医療連携を考える～ 

                日時：令和 4年 11月 30日（水）19：00    場所：Web配信 

(2) 令和4年度11月学術講演会予定について、以下の報告があった。 

                ① 川越市医師会学術講演会～胃癌治療について学ぶ～ 

                       日時：令和 4年 12月 13日（火）19：00    場所：川越市医師会館 Web配信  

                ② 川越市三師会医療連携講演会 

                       日時：令和 4年 12月 20日（火）19：30    場所：川越市医師会館 Web配信 

  ９．医師会 LINE公式アカウントの登録状況について（ 齊藤 ） 

      ・11月から開始した医師会 LINE公式アカウントの会員登録状況について本日現在の登録者数等について 

    報告した。 

１０.その他 

     ・齊藤会長が川越比企医療圏における地域医療構想の進捗状況について説明した。 

Ⅱ．議決(協議)事項 

(1) 議案第1号 令和4年度～5年度埼玉県医師会代議員補欠選挙候補者一覧表の送付について 

 選挙管理委員会加藤委員長が欠席のため、議長より事務局の発言許可を受けて事務局長が令和 4年度～5年度埼

玉県医師会代議員補欠選挙候補者について説明、理事会に候補者一覧表を送付し議場に諮ったところ満場異議なく

受理された。 

(2) 議案第2号 入会について 

 池袋理事が下記の者の入会について提案し、議場に諮ったところ満場異議なく賛同を得たので、提案のとおり承認

された。 

        ・渋谷 和弘   Ａ １ 会 員  渋谷整形外科 

        ・吉田 沙知子 Ａ２Ｂ 会員  やまぶきクリニック 

 (3) 議案第3号 川越市医師会委員会委員の承認について 

齊藤会長が各委員会に新たに入会された委員について提案し、議場に諮ったところ満場異議なく賛同を得たの

で、提案のとおり承認された。 

(4) 議案第4号 冬期賞与の支給について 

松本理事が本年度冬期賞与の支給率及び支給期日について提案し、議場に諮ったところ満場異議なく賛同を得た

ので、提案のとおり承認された。 

Ⅲ．その他 

    ・齊藤会長が医師資格証の取得について、会員全員が申請するよう促すとともに、事務手続きの簡略化等県 

      医師会等に確認し、取得が容易になるよう検討する意見があった。 


