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 令和 4年度 第 8回 川越市医師会理事会報告 

 

日   時： 令和 4年 12月23日(金) 19:00～ 

場   所： 川越市医師会館会議室及びＷＥＢ 

出席理事： 16名 齊 藤、増 田、元 山、島 田、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 

１-１．第7回 移動郡市医師会長会議報告について（ 齊藤 ） 

令和4年11月26日(土)17:40より都ホテル 京都八条「桂の間」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) コロナワクチンオミクロン株BA4/5 のアナフィラキシーショックの件 

【報告事項】 

(1) 産業医委嘱契約書の確認について 

(2) 埼玉県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦について 

(3) 会長･副会長･常任理事報告事項について 

１-２．第8回 郡市医師会長会議報告について（ 齊藤 ） 

令和4年12月15日(木)16:00より県民健康センター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･常任理事協議事項について 

【郡市医師会長検討事項】 

   (1) 感染爆発期における学校でのマスク外し奨励文書について 

(2) 12 月～1 月にかけての診療・検査体制の強化体制について 

【報告事項】 

(1) 第177 回臨時代議員会の次第について 

      日時：令和5 年3月9日（木）14:30～ 

      場所：埼玉県県民健康センター 2F 大ホール 

(2) 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 

(3) 診療に関する相談件数等について（令和4 年10～11 月分） 

      ※件数 0件 

(4) 医療事故調査制度の相談事案（令和 4 年9～10 月分）について 

      ※件数 1件 

(5) 産業医委嘱契約書の確認について      

(6) 保険医療機関の指定について（令和 4 年11 月分） 

(7) 保険医療機関及び保険医の行政処分について 

(8) 会長・副会長・常任理事報告事項について 

２．第8回 埼玉県医師会理事会報告について（ 松本 ） 

令和4年12月1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) 第177 回臨時代議員会の次第について 

               日時：令和5年3月9日（木）14:30～ 

               場所：埼玉県県民健康センター 2F 大ホール 

    (2) 第178 回定例代議員会の日程について 

               日時：令和5 年6月15日（木）14:30～ 

               場所：埼玉県県民健康センター 2F 大ホール 

    (3) 令和5 年4 月～8 月の役員会等の日程（案）について 
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    (4) 医師会強化に向けた取り組みについて 

    (5) 会費減免者（追加）申請について 

(6) 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（12月1日現在）ならびに会員異動（11 月分）について 

(2) 医療事故調査制度の相談事案（令和 4年10月分）について 

                  ※件数 0 件 

(3) 医療事故紛争解決事例（令和 4年10月分）について 

                  ※件数 2 件 

(4) 令和4 年度埼玉県医師会医療事故防止対策研修会の結果について 

(5) サイバーリスク保険について 

(6) 第53 回 全国学校保健・学校医大会について 

           日時：令和4 年11月12 日（土） 

           場所：ホテルメトロポリタン盛岡 本館・ニューウィング 

      (7) 子育て相談（令和4 年11月分）の報告について 

                  ※件数 0 件 

      (8) 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について 

３．第4回継続看護委員会報告について（ 清水 ） 

  【報告事項】 

     (1) 継続看護講演会・技術研修会について 

      ・講演会  日時：令和 4年12月8日（木）19：00～ 

   講師：武蔵野総合病院 杉山 しのぶ 先生  

                     演題：働きやすい職場環境を築くための接遇教育具体策 

   場所：川越市医師会館講堂 A・B・C ハイブリッド 

               感染状況に応じてWeb配信 

            会場人数：50名 

      ・技術研修会  日時：令和 5年3月2日（木）19：00～ 

              講師：愛和病院 高久 真紀子 先生 

     演題：明日から活用できるおもてなし 

              場所：川越市医師会館講堂A・B・C ハイブリッド 

                 感染状況に応じてWeb配信 

              会場人数：50名 

       ・その他   会則の見直しについては、変更なしとする。 

                        次回委員会開催日：令和 5年 1 月 26 日（木）川越市医師会会議室 15：30より開催 

４．令和4年度第2回在宅医療委員会報告について（ 中嶋 ） 

  【協議事項】 

     (1) 在宅緩和ケア講演会について 

       協議の結果、下記のとおり開催することとした。  

    ・日 時：令和５年２月２２日(水) １９時～ 

    ・方 法：webと会場（医師会館）のハイブリッド方式 

       ・対 象：(1)川越市医師会会員  

    (2)CCNかわごえ賛同事業所の従事者 

     (3)睦西会会員 

       ・司 会：中嶋 千聰 先生 

       ・挨 拶：齊藤 正身 会長 

     （Ⅰ）講 演  座長                   廣瀬 哲也 先生 

  演題 未定 

             講演者 埼玉医科大学 総合医療センター  儀賀 理暁 先生 

       （Ⅱ）パネルディスカッション 進行役            廣瀬 哲也 先生 

                    パネリスト          在宅医療委員会委員 

    (2) 令和５年度事業計画について 

  協議の結果、必要な予算を計上することとした。 

５．産婦人科医会総会報告について（ 上里 ） 

  【報告事項】 
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  川越市医師会産婦人科医会総会を書面会議にて行い、下記の議案について会員数の過半数の承認書をもって 11月 

  29日（火）書面会議にて承認とした（ 会員数 22 名  承認書提出 18 名 ） 

      ① 令和3年度川越市産婦人科医会会計報告 

      ② 令和3年度川越市産婦人科医会事業報告 

      ③ 令和5年度川越市産婦人科医会事業計画 

        ④ 令和5年度川越市産婦人科会収支計画 

      ⑤ 令和4年・令和5年度役員等 

６．令和4年度第4回ＣＣＮかわごえコアメンバー会議報告について（ 齊藤 ） 

  【報告事項】 

      (1) 第10回医療介護フォーラムについて 

        ① 参加人数：370名（関係者：ＣＣＮかわごえ、執務者など 97名含む） 

        ② アンケート結果： 

     ・回答数240名（回答率：65％関係者を除く 273名とすると回答率：88％） 

     ・参加者職種別：市民 43% 医療従事者28% 介護従事者24% 

     ・講演は概ね好評であった。今後も市民参加型としていく。 

         ・ＣＣＮかわごえの市民への認知度については更に周知に向けた努力が必要である。 

    ③ 執務振り返りについて 

           ・当日執務者アンケート結果より課題を抽出し、今後の取り組み案を確認した。 

       ④ 令和5年度については令和 5年10月29日（日）ウエスタ川越（予約済み）  

  【議題】 

    (1) 令和4年度第２回ＣＣＮかわごえエリアミーティングについて 

         講師として弁護士の岩井完先生に決まり、企画書（案）が承認された。 

 また、出席者からの講義内容への希望として、①専門職として被害者、加害者になり得る立場としての話や、②   

 実例を交えた話をしてほしいとの意見がでた。 

 【その他】 

     (1) 川越市より 

        ① 地域包括ケア推進課より 12月17日（土）10:00～11:30介護予防普及啓発講演会「きこえと補器」  

           への参加募集のお願い。 

      ② 介護保険課より、介護保険次期計画に向けたアンケート結果から、課題解決に向け現場の声を聞く  

           ため、ＣＣＮかわごえへの協力依頼があった（方法詳細は追って連絡） 

７．川越市内科小児科精神科医会 臨時総会（書面会議）報告について（ 元山 ） 

 【報告事項】 

    (1) 川越市内科小児科精神科医会臨時総会を書面会議にて行い、下記の議案について、会員数の過半数の承認書  

        をもって12月9日（金）書面会議にて承認とした（会員数151名 承認書提出 102名） 

        ① 第１号議案 令和4年・令和5年度役員・幹事等(案)に関する件 

８．令和 4年度第3回川越市医師会 夜間休日診療所運営委員会報告について（ 元山 ） 

 【報告事項】 

    (1) 受診者 数 及び診療報酬請求額 について 

      ① ９月及び１０月分の 受診者 数 及び前年度 比・令和元年度 比 に ついて 

         ９月及び１０月分 の 受診者 数の 報告があった。 

         また、４月～１０月の７ か月間の受診者数の 合計の 前 年度比は、１３１.１８ ％とな り、 令和     

         元年度比は、 ２５.６５ ％となった。 

      ② ９月及び１０月分の 診療報酬請求額 及び 前年度 比・令和元年度 比 について 

         ９月及び１０月分の診療報酬請求額の報告があった。 

         また、４月～１０月の７か月間の診療報酬請求額の合計の前年度比は、１２３.９３ ％とな り、令  

         和元年度比は、２７.０８％となった。 

    (2) オンライン資格確認の導入について 

          オンライン資格確認 が２０２３年４月から原則義務付けられることに伴い、マイナンバーカードを健康保険   

          証として利用した資格確認に対応するため、顔認証付きカードリーダーを導入するとともに、それらを運用す  

          るためのシステム設置費用、システム利用料、配線工事に費用がかかることが報告された。 

     また、現在使用しているパソコンのリース契約が来年３月で５年の期間満了となることから、再リース或いは  
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     入れ替えについて今後検討していくとの報告があった。 

９．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 校内循環給湯設備における「膨張タンク補修」について（看護専門学校） 

         校内循環給湯設備における「膨張タンク」が１０年を経過し、ダイヤフラム等の部品が劣化し不具合が生 

               じたことから、部品交換等をすることを承認した。 

                      1) 契約業者  清水建設株式会社 

        ② 顔認証付きカードリーダー導入について（夜間休日診療所） 

          令和５年４月からのオンライン資格確認の原則義務化に伴い、マイナンバーカードを健康保険証として利   

               用した資格確認に対応するため、顔認証付きカードリーダーを導入するとともに、それらを運用するため  

               の機器の設置等をすることを承認した。 

                      1) 契約業者    東日本電信電話株式会社埼玉事業部 

      (2) 川越市男女共同参画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 克子先生を推薦することとした。       

      (3) 川越市感染症診査協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、深田 弘幸先生を推薦することとした。 

    (4) 川越市いじめ問題対策委員会委員の推薦について 

           標記について、川越市教育委員会から依頼があり、鈴木 貴勝先生（再任）を推薦する 

           こととした。 

    (5) 次期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、川越市から依頼があり、下記の先生を推薦することとした。 

             委  員                             増田 俊和 先生（新任） 

             臨時委員   視覚機能障害            頼   徳治 先生（再任） 

              〃     聴覚等機能障害          大平 泰行 先生（再任） 

              〃     肢体不自由            海津 啓之 先生（再任） 

             臨時委員   肢体不自由            関谷 繁樹 先生（再任） 

              〃     心臓機能障害           元山 猛   先生（再任） 

              〃     腎臓機能障害           小原 一廣 先生（再任） 

              〃     呼吸器機能障害          廣瀬 哲也 先生（再任） 

              〃     ぼうこう・直腸機能障害  熊谷 振作 先生（再任） 

    (6) 川越市介護給付費等支給審査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、下記の先生を推薦することとした。 

            第一合議体  奥平 智之 先生（再任）、増田 俊和 先生（再任） 

            第二合議体  関谷 繁樹 先生（再任）、猪熊 滋久 先生（再任） 

              第三合議体  松本 吉郎 先生（再任）、桐村 正人 先生（再任） 

              第四合議体  海津 啓之 先生（再任）、島田 啓史 先生（再任） 

    (7) 日本ＡＥＤ財団スクール部会フォーラム開催協賛費の支援について 

         川越市教育委員会との共催で、川越市医師会が後援した標記フォーラムについて、前回後援した郡市医師会 

           と同額の協賛費を支出することにした。 

    (8) 令和５年度総務会及び理事会の日程（案）について 

       標記について提案があり、案のとおり承認した。 

           なお、９月に予定している家族親睦食事会については、八王子のうかい亭から川越プリンスホテルへ変更す  

           ることとなった。 

   【報告事項】 

    (1) 収支報告（１１月分）について（介護老人保健施設いぶき） 

         いぶきの１１月分の収支報告があった。 

１０．学術講演会報告について（ 島田 ） 

       (1) 令和4年度12月学術講演会について、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 
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    (2) 令和4年度1月学術講演会予定について、以下の報告があった。 

                ① 今さら聞けない慢性腎臓病～非専門医でも積極的に治療できる基礎からの講演～ 

  日時：令和5年 1月 17日 （火）19：00        場所：川越市医師会館 Web配信  

                ② 川越市耳鼻科学術講演会 2023 

                       日時：令和 5年 1月 25日 （水）19：00     場所：Web配信 

Ⅱ．議決(協議)事項 

(1) 議案第1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。 

        ・原  渉   Ｂ会員  帯津三敬病院 

(2) 議案第2号 川越市医師会委員会委員の承認について 

齊藤会長が公募委員会に新たに入会された会員について提案し、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。 


