
一般社団法人山口県医師会平成２８年度第４回理事会 

平成２８年５月２６日(木) 午後４時３５分～午後７時 

 小田会長、吉本・濱本副会長、河村専務理事、弘山・萬・林・加藤・藤本・今村

常任理事、沖中・香田・中村・清水・原・舩津理事、山本・武内・藤野監事 

議決事項 

１ 平成 27年度決算について 

 事務局長より、平成 27 年度決算の詳細と公益目的支出計画実施報告書について

説明を行い、承認された。また、労働保険事務組合については、平成 27 年度事業

報告・決算内容及び平成 28年度事業計画・予算について説明、承認された。 

協議事項 

１ 第 138 回日本医師会臨時代議員会における質問について 

 第 3回理事会の再協議事項。第 2回常任理事会においても協議、今回は提出しな

いことに決定した。 

２ 平成 28年度中国四国医師会連合各種分科会の議題について 

 9 月 24 日に本会担当で開催される標記 3分科会、①医療保険（診療報酬、労災・

自賠責を含む）、②地域医療（地域医療構想、基金、地域包括ケア、在宅医療、感

染症、救急災害等）、③医療政策（消費税問題、看護師問題、勤務医環境、新専門

医制度等）の提出議題について協議を行った。 

３ 平成 28年度 HIV 医療講習会の実施について 

 公益財団法人エイズ予防財団では、厚生労働省の委託を受け、HIV 感染者・エイ

ズ患者の在宅医療・介護の環境整備事業を実施しており、事業の一環として、各都

道府県医師会の協力を得て、標記講習会を開催している。この度、講習会の開催可

能な都道府県医師会の募集があったことから、応募することが決定した。 

４ 第 116 回日本小児精神神経学会の名義後援について 

 標記学会の林 隆 大会長より、平成 28 年 11 月 12・13 日の 2 日間、宇部市にお

いて開催される学会の名義後援の依頼があり、後援することが決定した。 

５ リレー・フォー・ライフ ジャパン 2016 やまぐち美祢の名義後援について 

 公益財団法人日本対がん協会及びリレー・フォー・ライフ ジャパンやまぐち実

行委員会の主催により、平成 28 年 10 月 1・2 日に美祢市で開催される標記チャリ

ティーイベントの名義後援の依頼があり、後援することが決定した。 



人事事項 

１ 公益社団法人山口被害者支援センター理事の推薦について 

 第 2回理事会の再協議事項。6月末に役員の任期満了に伴い、後任として原理事

を推薦することが決定した。 

報告事項 

１ 郡市成人・高齢者保健担当理事協議会（5月 12 日） 

 山口県の委託事業である「胃内視鏡検診研修会」、「緩和ケア医師研修会」、「休日

及び平日夜間がん検診体制整備支援事業」について県医療政策課から、「難病制度

における指定医の研修」、「肝炎対策」、「風しん抗体検査事業」、「やまぐち元気フェ

ア等健康づくり事業」について県健康増進課から説明が行われた。本会からは「禁

煙推進」、「糖尿病対策」、「健康教育テキストの活用」について説明を行い、各郡市

からの質問等について協議を行った。（藤本） 

２ 郡市医師会広報担当理事協議会（5月 12 日） 

 本会の広報活動、医師会報の主要コーナー等の説明後、各郡市の広報活動につい

て意見交換を行った。（今村） 

３ 山口県献血推進協議会（5月 12 日） 

 平成 27 年度山口県献血推進計画とその実施状況の報告後、平成 28年度献血推進

計画及び推進事業等について協議を行った。また、今年度の感謝状受賞者の選考を

行った。（小田） 

４ 医学功労賞副賞選定（5月 14 日） 

 田原陶兵衛窯にて副賞の選定を行った。（河村） 

５ 徳島県医師会新会館竣工内覧会・落成記念祝賀会（5月 15 日） 

 新会館内覧会、竣工祝賀会に出席した。地上 4階建、関係団体も入居する施設で

ある。（小田） 

６ 第 140 回生涯教育研修セミナー（5月 15 日） 

 本会の林 弘人 常任理事による「医療紛争と医療安全」、山口大学大学院医学系

研究科医療情報判断学分野の石田 博 教授による「医療技術評価と費用対効果分析

の基礎」、山口大学大学院医学系研究科免疫学分野の玉田耕治 教授による「免疫療

法が切り開く新しいがん治療法の将来像」、山梨大学医学部内科学講座第 3 教室の

北村健一郎 教授による「慢性腎臓病（CKD）治療の新たな展開～糖尿病・糖尿病性

腎症の発症進展の抑制を目指して～」の 4講演が行われた。参加者 58名。 

（林、今村） 



７ 日本医師会第 2回理事会（5月 17 日） 

 日本医師会役員及び裁定委員の選任・選定に関する公示等の報告、平成 27 年度

決算、日本医師会年金不足金処分等について協議を行った。（小田） 

８ 全国高等学校総合体育大会山口県実行委員会第 4回実行委員会総会 

（5月 18 日） 

 競技種目別大会競技会場施設等の報告後、平成 27 年度事業報告・収支決算、平

成 28年度事業計画・収支予算について審議を行った。（小田） 

９ 山口県社会福祉事業団第 150 回理事会（5月 19 日） 

 平成 27 年度事業報告・収支決算、平成 28年度補正予算、理事長の互選及び職務

代理者の指名、華の浦学園移転新築工事に係る工事請負代金等の支払について審議

を行った。（小田） 

10 山口県薬物乱用対策推進本部員会（5月 19 日） 

 本県の薬物乱用の現状及び平成 27年度薬物乱用対策実施結果の報告後、平成 28

年度薬物乱用対策実施要綱（案）及び実施計画が協議、承認された。（林） 

11 警察医会第 1回役員会（5月 19 日） 

 平成 27 年度事業報告（案）、平成 28年度事業計画（案）及び平成 28 年度総会・

研修会について協議を行った。また、県が設置を進めている「山口県死因究明等推

進協議会」について報告を行った。（弘山） 

12 医事案件調査専門委員会（5月 19 日）  

 診療所 1件の事案について審議を行った。（林） 

13 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会（5月 20 日） 

 全国医師会勤務医部会連絡協議会についての報告後、医療事故調査制度及び勤務

医の意見等を吸い上げるためのフレームワークについて意見交換を行った。（加藤） 

14 第 32 回日本救急医学会中国四国地方会評議員会（5月 20 日） 

 平成 27 年度収支決算報告、平成 28年度予算、役員の選出等について協議を行っ

た。（濱本） 

15 山口県防災会議（5月 20 日） 

 山口県地震・津波防災対策検討委員会（三浦房紀 会長：山口大学副学長）の報

告の後、山口県地域防災計画の修正について協議を行った。また、宇宙航空研究開

発機構（JAXA）の機能の一部移転に対応するため「山口県衛星リモートセンシング

防災利用推進協議会」の設置等について報告があった。（小田） 



16 臨床研修医交流会第 2回幹事打合会（5月 21 日） 

 交流会のプログラム、役割分担、特別講演等の協議を行った。（中村） 

17 第 29 回大島医学会（5月 22 日） 

 開会式において、来賓として祝辞を述べた。会員・看護師等による一般演題 9題

の後、東和中学校の生徒による活動報告「学校における『ちょび塩』活動」及び公

益財団法人健康・体力づくり事業財団所管健康運動指導士の笹原美智子 先生によ

る講演「今こそ挑戦!! さびないからだづくりのススメ！」が行われた。（小田） 

18 日医かかりつけ医機能研修制度平成 28年度応用研修会・同テレビ会議 

（5月 22 日） 

（1）かかりつけ医の倫理、（2）生活習慣病、（3）フレイル予防、高齢者総合的

機能評価（CGA）・老年症候群、（4）かかりつけ医の摂食嚥下障害、（5）かかりつけ

医の在宅医療・緩和医療、（6）症例検討の講義 6題が行われた。（今村） 

 また、山口市医師会館においてテレビ会議システムによる研修会を同時開催し、

83名が受講した。（萬） 

19 男女共同参画部会第 1回理事会（5月 22 日） 

 新理事の紹介後、平成 28 年度のワーキンググループの編成案が承認された。昨

年度とほぼ同様の活動を継続することとし、詳細は今後各ワーキンググループで検

討する。総会については、平成 29 年 3 月 5 日（日）に開催予定、詳細は今後検討

して行くことが決定した。（中村） 

20 山口県予防保健協会第 7回定例理事会（5月 23 日） 

 2015 年事業報告・決算報告、役職者の選定、評議員会の招集について協議を行

った。（中村） 

21 第 13 回山口県がん診療連携協議会（5月 23 日） 

 「第 11 回山口県がん診療連携協議会実務担当者会議」及び「平成 27年度の活動

状況と平成 28年度の取組」について報告が行われたのち、「がん診療提供体制の強

化」について協議が行われた。（小田） 

22 山口県病院協会定時総会（5月 25 日） 

 来賓として、祝辞を述べた。（濱本） 

23 第 1 回山口県専門医制度連絡会（5月 25 日） 

 山口県健康福祉部の岡理事より、標記連絡会の立ち上げについて趣旨説明があり、

その後、専門医制度実施に伴う県内医療機関への影響の検証、プログラムの公開（情

報発信）等について協議を行った。（加藤） 



医師国保理事会 第３回 

１ 自家診療承認申請について 

 1 件について協議、不承認。 

２ 傷病手当金支給申請について 

 1 件について協議、承認。 

３ 全協中国･四国支部役員会・総会並びに委託研修会について（5月 21 日） 

 愛媛県医師国保組合の担当で松山市において開催。役員会では、総会並びに委託

研修会の運営等について協議した。総会では、平成 27 年度事業・決算報告や平成

28年度事業計画・予算等について協議した。続いて、委託研修会では、「国民健康

保険組合を巡る現状と課題」（厚労省国民健康保険課 愛須通裕 課長補佐）と「逆

打ちお遍路御利益 5 倍の虚実－思いやりの心はどこにあるのか－」（四国八十八ヶ

所霊場第 51番札所 熊野山石手寺 加藤俊生 住職）の講演が行われた。 

（小田、清水） 

４ 全医連代表者会について（5月 25 日） 

 平成 28 年度会費及び徴収方法等について協議、平成 28年度事業計画・予算につ

いて報告があった。続いて、元・駐スウェーデン日本国特命全権大使で日本赤十字

看護大学 渡邉芳樹 客員教授の「福祉国家スウェーデン（国際的視点から見た医療

介護の将来への示唆）」の講演があった。（小田） 

山福株式会社取締役会 

出席者：取締役８名、監査役３名 

１ 代表取締役の選任に関する件 

 代表取締役に、河村康明が選任された。 

２ 役員報酬額の件 

 原案通り、承認された。 

３ 退任役員に慰労金贈呈の件 

 原案通り、承認された。 


