第１５回理事会議事録
２０２０．３．１０（火）１９：４５ー２２：１５
出席者 鈴木会長 石原副会長 加藤副会長
赤見理事 山田理事 木原理事 村田理事 山口理事 石川理事
河野理事 木島理事 桜林理事 奥理事 藤巻理事 後藤理事
西村理事 高橋理事 佐久間理事 吉村理事 西川理事
小竹監事 河野代議員議長 亀津代議員副議長
篠原県医理事
欠席者 酒井副会長
協議事項
１． 前回議事録確認（第１４回）
・新型コロナウイルス感染症対策本部に長谷章氏（藤沢市民病院非常
勤副院長）を追加。
・大庭地区大型医療機関検討特別委員会の近隣医療機関として、八木
進也氏（藤沢御所見病院）、鈴木則宏氏（湘南慶育病院）、明間勤子氏
（藤沢市保健医療センター）、武内顧問、柳澤昇吾氏（柳澤内科小児科
医院）を委員として推薦。
２． 令和２年度「藤沢市老人ホーム入所判定会議」委員の推薦について

（山田）

（山田）

原信行氏を委員として推薦することで承認。
３．

令和２年度「藤沢市障がい者差別解消支援地域協議会」委員の推薦に
ついて
酒井副会長、木原理事に一任することで承認。

４． 令和２年度「藤沢市母子保健推進協議会」委員の推薦について

（山田）

（山田）

安井清氏、関隆氏を委員として推薦することで承認。
５．

令和２年度「藤沢市予防接種健康被害調査委員会」委員の推薦につい
て
加藤副会長、吉村理事、安井清氏を委員として推薦することで承認。

６． 令和２年度「藤沢市在宅医療推進会議」委員の推薦について

（山田）

（山田）

担当理事の木原理事を委員として承認する。その他３名の委員につい
ては、酒井副会長、木原理事に一任することで承認。
７． 令和２年度「藤沢市健康づくり推進会議」委員の推薦について

（山田）

石原副会長、沢丞氏を委員として推薦することで承認。
８． 令和２年度「藤沢市タバコ対策協議会」委員の推薦について

（山田）

山口理事を委員として推薦することで承認。
９． 令和２年度「藤沢市食育推進会議」委員の推薦について

（山田）

佐久間理事を委員として推薦することで承認する。
１０．

令和２年度「藤沢市地域精神保健福祉連絡協議会」委員の推薦につい
て
石井紀夫氏、耕納光宏氏が継続の意思があれば継続で承認。
不可であれば精神科医会一任する。

（山田）

１１． 令和２年度「藤沢市難病対策地域協議会」委員の推薦について

（山田）

加藤副会長を委員として推薦することで承認する。
１２． 令和２年度「藤沢市特別支援教育協議会」委員の推薦について

（山田）

佐久間理事を委員として推薦することで承認する。
１３． 令和２年度「藤沢市いじめ問題対策連絡協議会」委員の推薦について

（山田）

佐久間理事を委員として推薦することで承認する。
１４．

令和２年度「藤沢市認知症初期集中支援チームサポート医」の推薦に
ついて
酒井副会長、木原理事、山口理事、篠原県医理事、石井紀夫氏、川
嶋乃里子、大塚正史氏を委員として推薦することで承認。

１５． 令和２年度「藤沢市地域医療コーディネーター」の推薦について

（山田）

（山田）

飯塚監事、田村功氏を委員として推薦することで承認する。
１６． 令和２年度「藤沢市地域ケア会議」出席者の推薦について

（山田）

酒井副会長、木原理事に一任することで承認する。
１７．

特別障がい者手当及び障がい児福祉手当審査嘱託医の推薦につい
て
山田博子氏、木島英夫氏を委員として推薦することで承認。残り１名の
委員については精神科医会に一任する。

１８． 生活保護法による福祉事務所嘱託医の推薦について

（山田）

（山田）

山口聡氏、石塚修吾氏を委員として推薦することで承認する。
１９．

令和２年度藤沢市要保護児童対策地域協議会（代表者会議）委員の
選任について

（山田）

安井清氏を委員として推薦することで承認。
２０． 県立学校の産業医の推薦について

（山口）

神奈川県教育委員会より、以下の県立学校の産業医の推薦依頼が
あったもの。湘南台高等学校については、高橋誠氏を推薦する。
藤沢清流高等学校については寺岡晃氏を推薦する。
神奈川県医師会地域包括ケアシステム推進ワーキングの設置に伴う委
員の選出について
神奈川県医師会より、標記について委員選出依頼があったもの。酒井
副会長を選出することで承認する。
２２． 禁煙支援ネットワークリーフレットの監修について
藤沢市より、標記について監修依頼があったもの。内容について承認
する。詳細については山口理事に一任する。
２３． 入会申請
・ 篠田真理氏（1組 山下湘南夢クリニック）産婦
２１．

承認する。
・ 木村万里子氏（３組 木村小児科医院）乳外
承認する。

（山田）

（山田）

（桜林）

２４． 退会申請
・ 須山章氏（1組 藤沢病院）

（桜林）

承認する。
２５． 学校医および保育園嘱託医の推薦について

（佐久間）

令和２年度学校医・保育園医の交代について、以下のとおり承認す
る。
御所見小学校 耳鼻科 池田陽一氏→関根久遠氏
六会中学校 耳鼻科 池田陽一氏→関根久遠氏
秋葉台中学校 耳鼻科 池田陽一氏→関根久遠氏
鵠南小学校 内科 山田峰彦氏（生徒数減につき委嘱終了）
明治中学校 内科 ＊増員 酒井辰彦氏
大道小学校 内科 ＊増員 鈴木健氏
藤沢小学校 内科 ＊増員 山田峰彦氏
大越小学校 眼科 谷口定路氏→山添克弥氏
天神小学校 眼科 河越睦郎氏→鈴木久晴氏
高浜中学校 眼科 坂本則敏氏→中澤有吾氏
第一中学校 内科 牛腸義彦氏→小貫建一郎氏
わかたけ保育園 内科 山田ムツ子氏→竹上由紀子氏
(仮)藤沢ひばり保育園 内科 （新規）奥山利也氏
(仮)ミラッツ湘南鵠沼保育園 内科 （新規）佐藤厚夫氏
(仮)きっずワン弥勒寺保育園 内科 （新規）鈴木健氏
(仮)藤沢本町雲母保育園 内科 （新規）鈴木健氏
(仮)辻堂げんきっず保育園 内科 （新規）竹上由紀子氏
(仮)善行・学びの保育園 内科 （新規）正木宏氏
(仮)湘南あかね保育園 内科 （新規）正木宏氏
KIRA☆KIRA☆ROOM 内科 井関みどり氏（閉園につき委嘱終了）
２６．
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

令和２年度予算（案）について
令和２年度 法 人：法人会計予算（案）の件
令和２年度 法 人：資産運営会計予算（案）の件
令和２年度 法 人：湘南ナース総合支援業務事業会計予算（案）の件
令和２年度 法 人：在宅医療支援事業会計予算（案）の件
令和２年度 公益１：地域医療貢献事業会計予算（案）の件
令和２年度 公益１：受託事業会計予算（案）の件
令和２年度 公益２：湘南看護専門学校事業会計予算（案）の件
令和２年度 収益１：南休日夜間急病診療所事業会計予算（案）の件
令和２年度 収益１：北休日夜間急病診療所事業会計予算（案）の件
令和２年度 その他：学校医・保育園医部会事業会計予算（案）の件

（西村）

西村理事により、上記議案の一括説明がなされた。質疑ののち、原案
通り承認がなされた。
２７． その他
該当なし
報告事項
１． 第２回藤沢市健康づくり推進会議 糖尿病対策部会報告
1月24日（金）に開催された同委員会について以下の報告が石原副会
長より報告がなされた。
・今年度の糖尿病対策の取組について
・今後の糖尿病対策の取組について

（石原）

２． 第２回藤沢市難病対策地域協議会報告

（石原）

1月23日（木）に開催された同委員会について石原副会長より以下の
報告がなされた。
・第1回藤沢市難病対策地域協議会報告について
・藤沢市難病対策事業中間報告について
・藤沢市難病患者活動報告について
・災害対策関連事業報告について
・藤沢市難病対策事業重点項目について
３． 第４回藤沢市健康づくり推進会議報告

（石原）

2月6日（木）に開催された標記委員会について石原副会長より以下の
報告がなされた。
・藤沢市健康増進計画（第2次）中間評価報告書について
４． 新型コロナ感染症対策本部会議報告（第1回、2回、３回）

（山田）

前回の理事会において対策本部が設置され第3回まで開催され山田
理事より報告がなされた。
【第1回報告】2月20日開催
・対策本部長に鈴木会長、副本部長に加藤副会長が選出された。
・対策本部内で情報の共有化、伝達方法について協議。
・今後の会員への情報発信について協議。
・行政および藤沢市民病院との協力について協議。
・夜間休日診療所における対応について協議。
・市民への周知について協議
【第2回報告】2月26日開催
・情報発信については、医師会会員専用ホームページ内に新型コロナ
ウイルス感染に関する特設ページを設置した。最新情報を会員へ発信
していく。
・対策本部内でメーリングリストを作成した。
・市民への周知については、行政よりポスターやパンフレットが配布され
いるため、本会としてはホームページを活用し情報提供を行う。
【第3回報告】3月6日開催
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う藤沢市の医療供給体制について
市民病院と意見交換について
・PCR検査の保険収載に伴う藤沢市の検査体制の今後について
・夜間急病診療におけるコロナウイルス感染症対策について
５． 在宅医療支援センター業務報告（２月）

（木原）

相談件数11件。新規は9件。相談先の内訳は、病院診療所から2件、
地域包括支援センターから3件、居宅介護支援事業所から6件であっ
た。相談内容は、訪問医の紹介1件、受診の相談2件、訪問看護2件、栄
養・食事について3件、入院入所相談2件、その他1件であった。
６． 情報システム小委員会報告
2月26日（水）に開催された同委員会について木島理事より以下の報
告がなされた。
・医師会会員専用ホームページの開設
・会員へ周知はＦＡＸで行う

（木島）

７．

藤沢市特別な理由による任意予防接種費用助成金（償還払い）制度に
ついて

（桜林）

標記について桜林理事より報告がなされた。
小児がん等の治療に伴う骨髄移植等の医療行為により、予防接種法に
基づき実施する定期予防接種で獲得した免疫を消失した方が、再度免
疫を獲得するために接種する任意予防接種費用について、助成を行う。
８． 神奈川県医師会 第２回福祉委員会報告

（奥）

2月13日（木）に開催された同委員会について奥理事より報告がなされ
た。
９． 神奈川県医師会自賠責部会 第２回幹事会報告

（奥）

2月20日（木）に開催された同会について奥理事より報告がなされた。
１０． 2019年度自賠責保険研修会報告

（奥）

2月20日（木）に開催された同会について奥理事より報告がなされた。
１１． 捜査関係事項の紹介について（神奈川県医師会）
警視庁新宿警察署から神奈川県医師会を通じ情報提供があったも
の。山田理事より報告がなされた。
１２． その他
藤沢市民病院の年報が各理事に配布され、西川理事より紹介がなさ
れた。
公益社団法人藤沢市医師会 第15回理事会
2020年3月10日
議長（会長：代表理事）
監事
監事

（山田）

