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平成２８年１０月６日(木) 午後５時～午後７時１８分 

 河村会長、吉本副会長、弘山・加藤・藤本・今村・沖中常任理事、白澤・香田・ 

中村・舩津・山下理事、藤野・篠原・岡田監事 

 

協議事項 

１ 第 2 回都道府県医師会長協議会の議題について 

 次回理事会で協議することとなった。 

 

２ 平成 29 年度施策・予算に関する要望について 

 医療・介護の適切な財源確保、地域医療介護総合確保基金の充実強化、地域医療構

想と地域包括ケアシステム構築の実現に向けた取組み、予防接種対策、災害時救急医

療体制の整備等の 5項目について要望することが決定した。 

 

３ 第 1 回郡市医師会長会議の意見・要望について 

 郡市医師会から予告された 1 題について協議を行った。 

 

４ Ｂ型肝炎予防接種の公費助成に関する要望書について 

 Ｂ型肝炎予防接種については、本年 10月から 1歳未満の小児が対象となったが、

免疫を持たないすべての小児に接種することが望ましいとして山口県小児科医会が、

対象外である年齢の小児を全国に先駆けて公費助成導入を検討するよう、山口県知事

に対して要望書を提出するに当たり、本会と連名にしたい旨の申し出があったが、既

に本会独自で要望することが決定していることなどを総合的に判断し、それぞれ単独

で要望することを決定した。 

 

５ 日医かかりつけ医機能研修制度 平成 28年度応用研修会の開催について 

 5 月 22 日に開催した標記研修会の第 2 回目を 12月 11 日（日）に前回と同内容で

開催することが決定した。 

 

６ 第 25 回日本小児心身医学会中国四国地方会の名義後援及び助成について 

 平成 29 年 6月 4日（日）に下関市内で開催される標記地方会の名義後援及び助成

金申請が金原洋治 会長より提出され、名義後援と助成金の交付が決定した。 

 

７「平成 28 年度市民公開講座（COPD）」の名義後援について 

 世界 COPD（慢性閉塞性肺疾患）デーに合わせて、本年 11月 19 日に開催予定の「市

民公開講座」について主催者から後援申請があり、承認された。 

 

 



８ 家庭医療べんきょう会が実施する「YUME カフェ」の名義後援について 

 山口大学医学生・看護学生と山口県立大学看護学生を構成メンバーとする「家庭医

療べんきょう会」より、地域住民、医療従事者、医学生・看護学生が一堂に会し、認

知症について議論する交流会・意見交換会を目的とする事業「YUME カフェ」への名

義後援の依頼があり、承認された。 

 

報告事項 

１ 郡市妊産婦・乳幼児保健担当理事・関係者合同会議（9月 15 日） 

 山口県健康増進課から、Ｂ型肝炎ワクチンの概要、麻疹の予防接種状況と最近の発

生についての報告後、「Ｂ型肝炎定期予防接種の委託料」、「平成 29 年度妊婦・乳幼児

健康診査における参考単価（案）」、「妊婦健康診査」、「乳幼児健康診査」、「平成 28

年度広域予防接種における高齢者インフルエンザ予防接種」、「平成 29年度広域予防

接種における個別接種標準料金（案）」等について協議を行った。（藤本） 

 

２ 医療対話推進者養成セミナー「導入編」（9月 15 日） 

 日本医師会と日本医療機能評価機構との共催により開催された。「医療安全概論」

（日本医療機能評価機構 橋本廸生 執行理事）、「医療メディエーション総論Ａ」（早

稲田大学大学院法務研究科 和田仁孝 教授）等の講義及び患者家族から医療者へのメ

ッセージ及び病院の取り組み事例等が報告された。（中村） 

 

３ 山口県福祉サービス運営適正化委員会 本会議（9月 16 日） 

 地域福祉権利擁護事業の適正な運営を確保することなどを目的に、社会福祉法人山

口県社会福祉協議会が設置している標記委員会の正・副委員長選出、同委員会「運営

監視部会」、「苦情解決部会」委員の指名及び正・副部会長の選出が行われた。（今村） 

 

４ 第１回都道府県医師会長協議会（9月 20 日） 

 本会提出議題「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」ほか

各県から提出された 10 題の質問・要望に対して、担当役員から回答が行われた。 

（河村） 

 

５ 都道府県医師会 JMAT 担当理事連絡協議会（9月 21 日） 

 本年 4 月に発生した「平成 28年熊本地震」の活動報告・検証を行うため、標記会

議が開催された。日本医師会から活動全般についての報告の後、被災県の熊本県医師

会、九州医師会連合会幹事県の長崎県医師会、現地で活動した東京都医師会、静岡県

医師会、兵庫県医師会からそれぞれ活動報告が行われた。また、事前に各都道府県か

ら提出されていた質問・要望に対する回答・説明が行われた。（弘山） 

 

６ 中国四国医師会連合常任委員会（9月 24 日） 

 ブロック選出の日本医師会役員から中央情勢報告、平成 27年度事業・会計報告の

後、有床診療所連絡協議会、警察医会等の関係団体業務のあり方、中国四国医師会連



合医事紛争研究会の開催、次期当番県等について協議を行った。（河村） 

 

７ 第 48 回山口大学学長選考会議（9月 27 日） 

 次期学長選考へ向けての申し送り事項、学長の業務執行状況の評価等について協議

を行った。（今村） 

 

８ 第 74 回山口大学経営協議会（9月 27 日） 

 国立大学法人山口大学学則の一部改正、就業規則の一部改正、国立大学法人山口大

学 YU 国際シェアハウス規則の制定等について審議を行った。（今村） 

 

９ 病院勤務医懇談会「山口県立総合医療センター」（9 月 28 日） 

 医師の県内定着、医師の負担軽減、救急医療等について協議を行った。病院側から

は、新専門医制度に向けた取組みについて、山口県の地域医療を維持していくため、

新専門医制度構築に関する諸課題に対し県医師会と山口大学とが一体となって取り

組んでいただきたい旨の要望が出された。（加藤） 

 

10 山口県福祉サービス運営適正化委員会第 98回苦情解決部会（9月 28 日） 

 平成 28 年 4～8 月までの苦情相談等の受付状況及び 7月（12 件）、8月（11 件）の

苦情解決事案について審議が行われた。（今村） 

 

11 第 2 回学校心臓検診検討委員会（9月 29 日） 

 毎年度作成している『学校心臓検診報告書』の作成状況について報告が行われた。

「学校心臓検診生活管理指導表の診断（状態）から見たリスク早見表」については、

現在実施しているアンケートをもとに、次回委員会で修正を行うこととした。また、

「平成 28年度学校心臓検診精密検査医療機関研修会」の講師を、鹿児島医療センタ

ー小児科の吉永正夫 先生に決定したことが報告された。（舩津） 

 

12 郡市特定健診・特定保健指導担当理事及び関係者合同会議（9月 29 日） 

 平成 27 年度実施結果及び平成 28年度実施状況について報告の後、協議を行った。

また、平成 29年度の実施に向けて、標準単価が変わったことが報告された。（藤本） 

 

13 花粉情報委員会（9 月 29 日） 

 平成 29 年花粉情報システム事業及び平成 29年 1月 22 日（日）に開催する花粉測

定講習会、県民公開講座とする「花粉症対策セミナー2017：これでバッチリ花粉症対

策」について協議を行った。（今村） 

 

14 第 2 回郡市医師会看護学院（校）担当理事・教務主任合同協議会（9月 29 日） 

 日本医師会医療関係者検討委員会、平成 28 年度中四九地区看護学校協議会の報告

後、各郡市医師会・看護学院（校）の抱える諸問題、「講師派遣や実習施設の確保」、

「補助金の増額」、「実習施設や講師の確保」、「看護学校を運営しない郡市医師会の協



力」等について協議を行った。（沖中） 

 

15 第 2 回糖尿病対策推進委員会（9月 29 日） 

 山口県糖尿病療養指導士講習会 4回の終了（合格発表：11月 14 日）、やまぐち糖

尿病療養指導士レベルアップ講習会の開催（11月 20 日）、「やまぐち元気フェア」へ

の参加（11 月 5日）、世界糖尿病デー（11月 14 日）に合わせたライトアップイベン

ト、やまぐち糖尿病ウォークラリー大会の開催（10月 16 日）、歯科医師向け講習会

の開催（2 月 2日予定）が報告された。また、県が策定予定の「糖尿病性腎症重症化

予防プログラム」については、松谷委員が窓口となり検討を進めることとなった。 

（藤本） 

 

16 山口県小児救急医療電話相談事業研修会（10 月 2日） 

 電話相談を委託されている本会及び（株）法研から平成 27年度実績報告の後、「小

児救急電話相談スキルアップ研修会」の参加者 2名から参加報告が行われた。続いて、

「実例から学ぶ相談員の応対力」と題した電話相談研修が行われ、実際にかかってき

た電話の録音をもとに、問題点、課題などのグループワークを行った。（弘山） 

 

17 第 8 回山口県肝疾患診療連携協議会（10月 4日） 

 県、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会及び山口大学医学部附属病

院等の県内病院長で構成された標記会議が開催され、「山口県肝疾患コーディネータ

ー協議会の設置について」、「肝疾患センターの活動報告」、「山口県健康福祉部からの

報告」の後、意見交換を行った。（河村） 

 

18 広報委員会（10月 6日） 

 会報主要記事掲載予定（11～1月号）、歳末放談会、炉辺談話、県民公開講座及び

フォトコンテスト、tys「暮らしのハテナ」のテーマ等について協議した。（今村） 

 

19 会員の入退会異動 

 入会 4 件、退会 7件、異動 7 件。（10月 1日現在会員数：1号 1,302 名、2号 869

名、3号 412 名、合計 2,583 名） 

 

20 その他（情報提供） 

 病院訪問を行った萩市民病院及び山口県立総合医療センターの勤務医を対象に行

った「医師会に関するアンケート調査」の報告が行われた。 

 

医師国保医師国保医師国保医師国保理事会理事会理事会理事会    第第第第１１１１１１１１回回回回    

１ 傷病手当金支給申請について（再協議） 

 1 件について就業時期の調査結果を報告の上、再協議し、支給を決定した。（沖中） 

 


