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平成２８年８月４日(木) 午後５時～午後７時３４分 

 河村会長、吉本・濱本副会長、林専務理事、弘山・萬・加藤・藤本・今村・沖中常

任理事、白澤・香田・中村・清水・舩津・前川・山下理事、藤野・篠原・岡田監事 

 

協議事項 

１ 第 1 回都道府県医師会長協議会の議題について 

 「かかりつけ医以外を受診した場合の受診時定額負担について」の議題を提出する

ことが決定した。 

 

２ 日本医師会女性医師支援センター事業中国四国ブロック会議について 

 平成 21 年度より日医の依頼により、日本女性医師支援センター事業の周知、県医・

日医双方向の情報伝達、各ブロック内での情報交換の機会として、標記の会議を毎年

開催している。平成 26 年度までは、日本女性医師支援センター西日本センターのコ

ーディネーター在籍の岡山県医師会が担当していたが、平成 27年度より持ち回りで

開催することが協議され、中国四国医師会連合の当番県が開催を担当することとなっ

た。本会が今年の当番県であることから、標記会議を 11月 5日（土）に岡山市で開

催することが承認された。 

 

３ Ｂ型肝炎定期予防接種の広域化について 

 Ｂ型肝炎の定期予防接種が、本年 10月 1日より定期接種に追加されることから、

現在、定期で実施されている他の予防接種と同様に広域化して実施することが決定し

た。 

 

４ 平成 29 年度広域予防接種における個別接種の標準料金（案）について 

 診療報酬改定に伴う注射技術料の変更、成人用肺炎球菌ワクチン料の変更に伴う、

標記標準料金の改定（案）が承認された。 

 

５ 平成 29 年度妊婦・乳幼児健康診査の参考単価（案）について 

 来年度の基本的な妊婦健康診査料金及び乳幼児健康診査の参考単価について協議

を行い、単価設定案が了承された。 

 

６ 社会保険指導者講習会の受講申込みについて 

 10 月 5日（水）・6日（木）、日本医師会において開催される標記講習会の受講者 

5 名を決定した。 

 

７ 日本医業経営コンサルタント協会「地域研究交流会」の名義後援について 

 日本医業経営コンサルタント協会山口県支部より、県内の医療・介護・福祉に関し

て活動される方々の交流の場として、医療供給体制・勤務環境改善等をテーマとした

セミナー及び交流会を開催するため名義後援の依頼があり、承認された。 

 



８ 読売新聞からの投稿依頼について 

 読売新聞山口総局より、「意見視点」のコーナーへの投稿依頼があり、投稿するこ

とが決定した。 

 

人事事項 

１ 日本医師会会内委員会委員の推薦について 

 日本医師会より、各ブロック当番県あてに日本医師会会内委員会委員の推薦依頼が

あったことから、本県希望の 4 委員会を決定した。 

 

報告事項 

１ 医療廃棄物：優良事業者育成支援事業検討会（7 月 21 日） 

 検討会設置の経緯について報告後、産業廃棄物の適正処理推進策、産業廃棄物優良

化推進フォーラム、優良産業廃棄物処理業者育成支援講習会等について協議を行った。 

（舩津） 

 

２ 山口県助産師出向支援導入事業協議会（7 月 21 日） 

 山口県の周産期医療の現状と課題、助産師出向支援導入事業の実施について協議を

行った。（沖中） 

 

３ 山口県中途失聴・難聴者協会との面談（7 月 21 日） 

 手話を使う聾者と、手話を知らない中途失聴・難聴者との違いについて、一般の人

たちの理解が不足していることから、特に医療機関受診に際して、困っていることや

配慮してほしい点などについて意見交換した。（弘山） 

 

４ 玖珂医師会との懇談会（7 月 22 日） 

 本会より、医師会への加入促進対策、在宅医療推進事業、医療保険上の問題点等に

ついて説明後、玖珂医師会より提出された、医療介護の連携ネットワーク、地域救急

医療の現状について意見交換を行った。（林） 

 

５ 第 2 回生涯教育委員会（7 月 23 日） 

 第 100 回山口県医学会総会及び生涯研修セミナーの企画について協議を行った。 

（加藤） 

 

６ 第７回山口県ドクターヘリ事例報告会（7 月 23 日） 

 平成27年度の山口県ドクターヘリの実績及び平成28年熊本地震における出動報告

に続き、「自宅屋根から落ちた高齢男性の搬送事例」と「現場進出を要した喘息発作

事例」についての発表があった。（弘山） 

 

７ 第３回山口県糖尿病療養指導士講習会（7 月 24 日） 

 4 題の講義が行われ、その後、確認テストが行われた。受講者 146 名。（前川） 

 

８ 生涯現役社会産学公推進協議会総会（7月 27 日） 

 平成 27 年度事業報告、平成 28年度事業計画、実務担当者会議の設置に伴う設置要 



綱第 8条の改正等について審議後、各団体の取組等について意見交換を行った。 

（事務局長） 

 

９ 医事案件調査専門委員会（7月 28 日）  

 病院 2 件の事案について審議を行った。（林） 

 

10 郡市地域医療担当理事協議会（7月 28 日） 

 山口県医療政策課から、①7 月 26 日に策定・公表した「山口県地域医療構想」に

ついて、②地域医療構想を推進するため、構想区域ごとに設置する「地域医療構想調

整会議」設置・運営について、③地域医療介護総合確保基金（医療分）について報告

があった。引き続き本会から、1郡市医師会当たり 20万円を上限に事業費を助成す

る「県医師会在宅医療推進事業」について説明し、積極的な取組みを依頼した。 

（弘山） 

 

11 第１回禁煙推進委員会（7 月 28 日） 

 委員会のこれまでの活動内容の紹介に引き続き、今後の活動方針について協議した。

また、松岡委員長から、一身上の都合により委員を辞任したいとの申し出があり了承。

後任の委員長に松永和人 委員が選任された。（藤本） 

 

12 第２回健康スポーツ医学委員会（7月 28 日） 

 9 月 4 日開催予定の「健康スポーツ医学実地研修会」及び 11月 23 日実施予定の「第

15回学びながらのウォーキング大会」の講師について協議を行った。（藤本） 

 

13  予防接種等に関する検討会（7月 28 日） 

 「Ｂ型肝炎定期予防接種の広域化」及び「平成 29年度広域予防接種における個別

接種料の標準料金（案）」について協議を行った。（濱本） 

 

14 第 91 回山口県医療審議会医療法人部会（7月 28 日） 

 医療法人の設立認可 4 件、解散認可 2件の審議後、医療法人設立登記等完了状況に

ついて報告が行われた。（河村） 

 

15 新規個別指導「山口市」（7月 28 日） 

 診療所 7機関について実施され立ち会った。（萬、清水、舩津、前川） 

 

16 山口市医師会との懇談会（7月 29 日） 

 本会より、医師会への加入促進対策、在宅医療推進事業、医療保険上の問題点等に

ついて説明後、山口市医師会より提出された、「JMAT やまぐち」のチーム編成につい

て意見交換を行った。（林） 

 

17 第 12 回日本医師会男女共同参画フォーラム（7 月 30 日） 

 栃木県医師会の担当により開催された。株式会社資生堂の前田新造 相談役による

基調講演「輝き続ける組織をつくる～資生堂の男女共同参画への取り組み～」、日医

男女共同参画委員会及び日医女性医師支援センター事業の報告、日本医師会 今村定



臣 常任理事による特別報告「産婦人科女性医師の現状とその支援～日本産婦人科医

会の取り組み～」が行われた。 

 続いて、「21 世紀の男女平等とは何か～社会における男女の互恵関係を築くために

～」をテーマにシンポジウムが行われ、4名のシンポジストがそれぞれの立場から講

演を行った。総合討論で会場の参加者とディスカッション後、「第 12 回男女共同参画

フォーラム宣言」が採択された。次期担当は愛知県医師会。（前川） 

 

18  第 29 回全国有床診療所連絡協議会総会 静岡大会（7月 30～31 日） 

 総会に先立ち、自見英子 参議院議員から選挙のお礼の挨拶があった。総会では、

鹿子生健一 副会長を新会長とする新執行部が承認され、「平成 27年度日本医師会有

床診療所委員会答申から」、「地域における有床診療所への期待」と題した報告が行わ

れた。続いて「今後の社会保障について～地域医療構想を中心として有床診療所への

期待～」、「健康長寿社会に向けた日本医師会の医療政策」の 2 つの講演が行われ、 

2 日目は、シンポジウム「これからの有床診療所～有床診療所を巡る諸問題、その改

善策を探る～」が行われた。（河村） 

 

19 下松医師会との懇談会（8 月 2日） 

 本会より、医師会への加入促進対策、在宅医療推進事業、医療保険上の問題点等に

ついて説明後、下松医師会より提出された、地域医療介護連携情報システム整備事業

について意見交換を行った。（林） 

 

20 第 3 回山口県専門医制度連絡会（8月 2日） 

 新専門医制度に関する専門医機構・学会の方針、新専門医制度の地域医療への影響、

専門医研修に関する情報発信等について協議を行った。（加藤） 

 

21 病院勤務医懇談会「萩市民病院」（8 月３日） 

 病院勤務医の確保、医師偏在の是正、医療過疎地域の医療に対する取組み等につい

て意見交換を行った。（加藤） 

 

22 広報委員会（8月 4 日） 

 会報主要記事掲載予定（9～11 月号）、炉辺談話、歳末放談、tys「スパ特」のテー

マ等について協議を行った。（今村） 

 

23 会員の入退会異動 

 入会 22 件、退会 9件、異動 7件。（8月 1日現在会員数：1号 1,300 名、2号 875

名、3号 408 名、合計 2,583 名） 

 

 

医師国保理事会医師国保理事会医師国保理事会医師国保理事会    第第第第８８８８回回回回    

１ 中国四国医師国保組合連絡協議会について（7月 23 日） 

 高知県医師国保組合の担当で高知市において開催。代表者会議では、全体会議の運

営等について、全体会議では、各県から提出された議題について協議等を行った。 

（河村、清水） 


