
第４０回理事会議事録

２０２１．３．２３（火）１９：４５ー２２：４０
出席者 鈴木会長、石原副会長、加藤副会長、酒井副会長、山田理事、山口理事、石川理事、

桜林理事、飯塚監事、河野議長、亀津副議長
Web出席 赤見理事、村田理事、西村理事、河野理事、木島理事、奥理事、藤巻理事、

後藤理事、高橋理事、佐久間理事、西川理事、吉村理事、小竹監事
欠席 木原理事、西川理事、篠原県医理事

協議事項

１． 前回議事録確認（第３８、３９回） （山田）

　承認する。

２． 令和３年度各種委員会委員の推薦について（藤沢市） （山田）

・ 令和３年度「介護保険運営協議会」委員の推薦について（依頼）

木原理事を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市いじめ問題調査委員会」委員の推薦について（依頼）

安井清氏→鈴木誠氏に変更

・ 令和３年度「藤沢市就学支援委員会」委員の推薦について（依頼）

　現職の牧隆敏氏（小児科）赤見恵司氏（整形外科）原信行氏（精神科）大島智晃氏
（眼科）橋本幸久氏（耳鼻科）を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市学校事故調査委員会」委員の推薦について（依頼）

森秀胤氏を継続して推薦する。

・
令和３年度「藤沢市立小・中・特別支援学校児童生徒結核対策委員会」委員の推薦
について（依頼）

小林邦芳氏、後藤秀人氏、佐久間理事を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市学校事故措置委員会」委員の推薦について（依頼）

仲野靖司氏を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市歯科保健推進会議」委員の推薦について（依頼）

石原副会長を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市予防接種運営協議会」委員の推薦について（依頼）

吉村理事、石井理文氏、鈴木誠氏は継続して推薦。井関みどり氏は辞退のため後任
として安井清氏を推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市障がい者総合支援協議会」委員の推薦について（依頼）

加藤副会長を継続して推薦する。



・
令和３年度「藤沢市障がい者介護給付費等支給審査会」委員の推薦について（依
頼）

木島英夫氏、山田博子氏、奥和子氏、原信行氏は継続して推薦、耕納光宏氏につい
ては辞退のため後任について精神科医会に推薦を依頼する。

・ 令和３年度「藤沢市健康危機管理保健所協議会」委員の推薦について（依頼）

石原副会長、吉村理事、村田理事を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市地域災害医療対策会議」委員の推薦について（依頼）

村田理事を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市高齢者虐待防止ネットワーク会議」委員の推薦について（依頼）

山﨑剛氏を継続して推薦する。

・
令和３年度「藤沢市認知症初期集中支援チーム検討委員会」委員の推薦について
（依頼）

木原理事、川嶋乃里子氏を継続して推薦する。

・
令和３年度「藤沢市認知症初期集中支援チームサポート医」委員の推薦について
（依頼）

石井紀夫氏、木原理事、川嶋乃里子氏、篠原県医理事、山口理事、酒井副会長、大
塚正史氏を継続して推薦する。

・ 令和３年度「高齢者施策検討委員会」委員の推薦について（依頼）

酒井副会長を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢型地域包括ケアシステム推進会議」委員の推薦について（依頼）

木原理事、小林邦芳氏を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市地域ケア会議」出席者の推薦について（依頼）

以下のとおり推薦する。

野口正徳氏、石渡俊次氏、木原明子氏、龍瀧憲治氏、山川ふみ子氏、小林邦芳氏、
松木孝道氏、奥野慈子氏、亀津絵里氏、藤原正三氏、髙橋誠氏、山口邦彦氏、片岡
侑史氏（13名）

・ 令和３年度「藤沢市感染症の診査に関する協議会」委員の推薦について（依頼）

佐藤麗子氏、山田峰彦氏、上林洋二氏を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市自殺対策協議会」委員の推薦について（依頼）

山口理事、小木曽洋三氏を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市要保護児童対策地域協議会」委員の推薦について（依頼）



小児科医会において鈴木誠氏の推薦を調整済み（前委員は安井清氏）。承認する。

・ 令和３年度「藤沢市地域災害医療コーディネーター」委員の推薦について（依頼）

飯塚監事、田村功氏を継続して推薦する。

・ 令和３年度「藤沢市民病院運営協議会」委員の推薦について（依頼）

鈴木会長、石原副会長を継続して推薦する。



３． 医会選出委員会委員の交代について （山田）

耳鼻科医会より、以下のとおり委員の変更依頼があったもの。承認する。

　・入会検討委員会　吉村恵理子委員→河合信孝委員
　・禁煙運動推進委員会　吉村恵理子委員→松山祐子委員

４． 性教育講演会講師の派遣について （山田）

　藤沢市立高倉中学校より、同講演会への講師として瀬戸山琢也氏、友田岳志氏の
派遣を求める依頼があったもの。医師会の公務として派遣することで承認する。

５． 相談医の派遣について（依頼）　県立かながわ男女共同参画センター （山田）

　神奈川県立かながわ男女共同参画センターより、相談医の派遣依頼があったもの。
三吉譲氏を継続して推薦することで承認する。

６． 職員退職 （山田）

・ 横正奈緒美（湘南看護専門学校専任教員）令和３年３月３１日付

　承認する。

・ 中村亮大（医師会事務局）　令和３年３月３１日付

　承認する。

７． 職員採用について （赤見）

・ 神林博昭（湘南看護専門学校専任教員）　令和２年４月１日付

　承認する。

８． 学校医の委嘱の推薦について （佐久間）

　本町小学校の学校医について、神谷正見氏の辞退に伴い後任として木村泰雄氏を
推薦する。

９． 「（仮称）藤沢市スポーツ都市宣言」のアンケート調査について （藤巻）

　藤沢市生涯学習部スポーツ推進課より、同アンケート調査の依頼があったもの。藤
巻理事に一任する。

１０． 入会開設申請 （桜林）

・ 小林一郎氏（１０組　村田会湘南大庭病院 ）内科/呼吸器内科　Ａ会員

　承認する。

・ 小野香奈子氏（１組　森歯科内科クリニック ）糖尿病内科/内科　Ｂ会員

　承認する。

・ 丹下祐一氏（9組　たんげ脳神経外科 ）脳神経外科/脳神経内科　Ｂ会員

　承認する。



１１． 入会申請 （桜林）

・ 河野理紀氏（5組　こうの眼科クリニック　眼/内/救急）　Ｃ会員

　承認する。

・ 天津慎子氏（5組　リーヴァレディースクリニック　産婦人科）　Ｃ会員

　承認する。

１２． 異動申請 （桜林）

・
姫野秀朗氏（１０組　保健医療センター診療所　消内/循内/放射）　Ｃ→Ｂ会員（管理
者交代）

　承認する。

・ 明間勤子氏（１０組　保健医療センター診療所　内/循内）　Ｂ→Ｃ会員（管理者交代）

　承認する。

・ 八木進也氏（１０組　藤沢御所見病院　内/循外/循内）　Ｂ→Ａ会員（会員区分変更）

　承認する。

・
多田隈理氏（１０組　御所見総合クリニック　循内）　Ｂ会員　藤沢御所見病院Ａ会員
からの異動

　承認する。

・
松木孝道氏（７組　藤沢善行ファミリークリニック　内科）Ｂ会員　旧：藤沢本町ファミ
リークリニック　移転/医院名称変更

　承認する。

・ 木村泰雄氏（３組　木村小児科医院　小児科）　Ｂ会員　移転

　承認する。

１３． 退会申請 （桜林）

・ 宮下正俊氏（５組　湘南中央病院　）Ｃ会員

　承認する。

・ 安田弘文氏（１０組　御所見総合クリニック　）Ｂ会員

　承認する。

１４． 神奈川県医師会代議員および予備代議員の選出について （山田）

　藤沢市医師会員数の増加により、次期県医師会の代議員定数が1名増加になったこ
とにより、赤見理事を代議員として、藤沢市の代議員に上程する。理事会として承認。

１５．
県社会保険診療報酬請求書審査委員会（支払基金）及び県国民健康保険診療報酬
審査委員会（国保連合会）委員候補者の推薦について（依頼）

（山田）

　・県社会保険診療報酬支払基金審査委員の委員について以下の通り承認する。
　　継続：今村周氏（眼科）、中村要氏（耳鼻科）

　・県国民健康保険団体連合会審査委員の委員について以下の通り承認する。
　　新任：小林誠一郎氏（皮膚科）※平塚市選出委員の後任
　　再任：針金三弥氏（内科）、山田博子氏（内科）、小野彰夫氏（整形外科）



１６． その他

・ 　令和3年度各種予防接種の単価について （加藤）

　乳幼児感染管理加算（100点）が9月末までの暫定措置として延長して算定ができる
こととなったことに伴い、各種予防接種の単価についても同加算分を追加した単価と
することについて、藤沢市に対し申し入れを行う。

報告事項

1
「生涯教育委員会・福祉対策委員会合同講演会（Ｗｅｂ）」についてのアンケート結果
について

（酒井）

1月に実施した標記アンケートの集計結果が報告された。集約した意見を基に企画を
進めていく。

２． 在宅医療からの要望について （酒井）

在宅医療に従事する会員からの、自宅療養や認知症患者罹患時の対応、ワクチン接
種に関する意見が紹介された。行政に対し交渉を続けていく。

３． コカ・コーラボトラーズジャパン（株）からの寄付について （山田）

　コカ・コーラボトラーズｼﾞｬﾊﾟﾝ（㈱）より、医療従事者を応援することを目的に寄付を受
けたことについて山田理事より報告がなされた。

　合わせて、医師会館敷地内に自動販売機を設置することについても調整を行ってい
る。

４． 藤沢市医師会　公用車の購入について （山田）

　藤沢市福祉・医療応援事業補助を財源として導入予定の公用車の仕様について報
告がなされた。軽１BOX車に特別架装を施し、交通手段がないPCRセンター受診者に
も対応が可能。

５． 藤沢市民病院におけるドクターカーによる医師等の派遣について （山田）

　藤沢市民病院より、ドクターカーによる医師等の派遣を行い、救命率の向上等を図る
ことを目的に、3月15日に藤沢市消防局と覚書を取り交わし、茅ヶ崎市および寒川町と
協定を締結したことについて山田理事より報告がなされた。

６． 第3回神奈川県医師会病院診療所対策委員会報告 （河野）

　3月18日に神奈川県医師会で開催された同委員会について河野理事より報告がな
された。

７． 神奈川県医師会　第28回公衆衛生委員会報告 （吉村）

　3月9日に神奈川県医師会テレビ会議で報告された同委員会について吉村理事より
以下の報告がなされた。
　・風しんの追加的対策に係る令和3年度の対応について
　・令和3年度各種予防接種に関する覚書について
　・新型コロナウイルス感染症関連報告について
　・4月以降の発熱診療等医療機関体制に関する事項について



８．
「こくほ健診・市健康診査・がん検診・予防接種等システム」再構築検討特別委員会
報告

（山口）

　3月9日に開催された同委員会において委員長に山口理事、副委員長に菅誠氏が
選出され、藤沢市国保特定健診に関する受託内容の詳細および従来との変更点、精
度管理委員会設置の検討などがなされた。

９． 令和3年4月以降の発熱等の症状がある方の受診の流れについて （山田）

　神奈川県が開設している「発熱等診療予約センター」が令和2年度に廃止されること
に伴い、藤沢市では、令和3年4月以降の発熱診療等に係る相談・外来診療体制につ
いては、現在運営している「藤沢コロナ受診相談センター」案内業務が移行されること
について山田理事より報告がなされた。藤沢市からの案内については会報同封とし、
会員へ周知をおこなう。

１０． 新型コロナウイルスワクチン接種体制についてｖｅｒ0.9（案） （山田）

　住民に対する新型コロナワクチンの接種に関する藤沢市資料の最新版が紹介され
た。医師会会員専用ページに掲載。

１１． 神奈川県医師会　第３回母子保健地域対策委員会報告 （桜林）

　3月10日にZoomによるオンラインにより開催された同委員会について桜林理事より報
告がなされた。

１２． 神奈川県医師会　第４回災害救助対策委員会報告 （村田）

　3月16日に開催された同委員会について村田理事より報告がなされた。

１３． 第33回新型コロナウイルス感染症感染対策本部会議報告 （山田）

　3月22日に開催された同委員会について山田理事より以下の報告がなされた。
　・「地域療養」の神奈川モデル事業について
　・医療従事者向け優先接種について
　・南休日夜間急病診療所における医療従事者へのワクチン接種体制について
　・市民への接種体制について
　・4月以降の発熱診療等医療機関の指定について

１４． その他

　令和3年度の各種会議日程について（案） （山田）

6月末までの理事会日程および6月代議員会関連会議の日程案が紹介された。


