
一般社団法人山口県医師会平成２一般社団法人山口県医師会平成２一般社団法人山口県医師会平成２一般社団法人山口県医師会平成２８８８８年度第年度第年度第年度第２２２２２２２２回理事会回理事会回理事会回理事会    

 

平成２９年２月２日(木) 午後５時～午後８時８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 139 回日本医師会臨時代議員会における質問について 

 3 月 26 日に開催の標記代議員会における質問の提出について協議を行った。 

 

２ 中国四国医師会連合常任委員会の議題について 

 3 月 25 日に開催の標記委員会における質問の提出について協議を行った。 

 

３ 第 2 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要望 2題について協議を行った。 

 

４ 平成 29 年度事業計画（総論）案について 

 第 20 回理事会で決定した基本方針に則り、18 事業を実施することが決定した。 

 

５ 平成 29 年度事業計画（案）について 

 各常任理事より担当事業の重点項目を説明し、事業計画（案）及びそれに伴う行事

予定（案）について協議を行った。 

 

６ 事務事業の見直し及び新規事業について 

 医事・保険課の 1事業、医療課の 5事業及び 6委員会について見直しを検討した。

また、地域医療、地域保健、広報・情報、医事法制、勤務医・女性医師、医業の 6

事業区分において 13の新規事業が提案され、事業計画に掲げることが承認された。 

 

７ 平成 29 年度予算（案）について 

 事業計画（案）に基づき予算編成し、協議を行った。 

 

８ 日本准看護師連絡協議会への賛助会員としての入会について 

 日医から標記協議会の平成 29年度会員募集等について協力要請があった。昨年（1

月）は暫く動向を見ることとしたが、日本医師会の見解等からも同協議会の活動方針

の内容に賛同できると判断したことから、協力することが決定した。 

 

報告事項 

１ 医事案件調査専門委員会（1月 19 日) 

  病院 2 件の事案について審議を行った。（林） 

 

２ 山口県自動体外式除細動器（AED）普及促進協議会・郡市医師会救急医療担当理

事合同会議（1月 19 日） 

 山口県防災保安課から「平成 27 年度山口県の救急搬送の現況」について、山口県



医療政策課から「AED の普及啓発及び平成 28 年度の取組み」について、山口大学医

学部附属病院・先進救急医療センター及び県医療政策課から「ドクターヘリの運航状

況」について報告が行われた。また、本会から AED 資器材の貸出状況報告、除細動器

及び AED の設置状況調査結果及び「JMAT やまぐち」の登録状況について報告を行っ

た。（弘山） 

 

３ 新規指定時集団指導（1月 19 日） 

 新規指定の 13医療機関について実施され立ち会った。（萬） 

 

４ 第 23 回毒物劇物安全管理研究会（1月 20 日） 

 毒物劇物による事故や危害を未然に防止するため、事業所における安全管理技術の

向上及び毒物劇物の取扱いに携わる者の資質の向上を図ることを目的に開催された。

毒物劇物危害防止標語入選作品の表彰式後、事例発表及び特別講演等が行われた。（林） 

 

５ 「JMAT やまぐち」災害医療研修会（1月 21 日） 

 「JMAT やまぐち活動マニュアル」に基づき、通常時の準備の一環として、標記研

修会を開催した。最初に、昨年の熊本地震で出動した 3チームから活動報告が行われ

た。引き続き行った「JMAT やまぐち活動シミュレーション」では、県内で確認され

ている主要な活断層のうち、大原湖断層系（山口盆地北西縁断層）により、山口市を

中心に大規模地震が発生したとの想定でグループワークを行い、災害医療に関する知

識を深めた。（弘山） 

 

６ 花粉測定講習会（1 月 22 日） 

 本会の沖田敏宜 花粉情報委員による講演「花粉の時期を楽しく過ごそう」の後、

花粉測定の実技講習が行われた。（今村） 

 

７ 県民公開講座 花粉症対策セミナー2017「これでバッチリ花粉症対策」 

（1月 22 日） 

 本会の沖中芳彦 常任理事による「山口県の花粉情報システムと平成 29年のスギ花

粉飛散予測」、菅原一真 花粉情報委員による「花粉症に効く食品」の講演後、岡山大

学大学院医歯薬学総合研究科の岡野光博 准教授による「スギ・ヒノキ花粉症を考え

る」の特別講演及びシンポジウムが行われた。参加者 148 名。（今村） 

 

８ 全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会第 8回総会（1月 22 日） 

 齋藤義郎 会長（徳島県医師会長）挨拶の後、議事に入り、平成 26・27 年度事業報

告及び収支決算報告、日医等の役員改選に合わせるための会則変更について協議し、

承認された。引き続いて、岡山県備前保健所長より「地域医療構想で目指すもの」と

題した基調講演、日本医師会の中川俊男 副会長より「最近の医療情勢とその課題」

と題した特別講演が行われた。（河村） 

 

９ ジェネリック医薬品勉強会（1月 22 日） 

 山口県 JA ビルにおいて、日本ジェネリック医薬品学会の緒方宏泰 理事による講演

「ジェネリック医薬品の基礎知識」、日東メディック（株）及び日医工（株）よりメ

ーカーの取組みが紹介され、その後、質疑応答が行われた。（林） 



10 女性医師部会座談会「周南」(1月 23 日) 

 周南地区女性医師部会の 5名の先生方において、「医師を続けてきて良かったこと、

困っていること」「後輩の女性医師へのアドバイス」をテーマに座談会を行った。 

（今村） 

 

11 第 2 回山口県高齢者医療懇話会（1月 24 日） 

 保健事業の実施状況、後期高齢者医療制度の改正概要についての説明及び道路交通

法の一部改正等について意見交換を行った。（萬） 

 

12 中国地方社会保険医療協議会山口部会（1 月 25 日） 

 医科では、新規 7件（移転 1件、交代 4件、組織変更 2件）が承認された。（河村） 

 

13 有床診療所部会第 3 回役員会(1月 26 日) 

 河村会長から、昨年 10月に中国四国各県医師会を対象に行った「有床診療所協議

会・部会活動の状況」調査の結果が報告された。正木部会長からは、全国有床診療所

連絡協議会中国四国ブロック会総会、病床機能報告制度（有床診療所分）の結果、平

成 28 年度診療報酬改定の評価（日医診療報酬検討委員会へ提出）について報告があ

った。引き続き、平成 30年度に本県で開催される「第 31回全国有床診療所連絡協議

会総会・山口大会」に係る「実行委員会の設置」、「メインテーマ」、「プログラム」、

「チラシの作成」について協議を行った。（弘山） 

 

14 第 4 回学校心臓検診検討委員会（1月 26 日） 

 「平成 27 年度学校心臓検診報告書」完成の報告があった。一定の知識と経験を有

する者が使うことを目的とした「養護教諭のための学校生活管理指導表の診断（所見

名）から見たリスク早見表」を試用の結果、来年度からすべての学校で使用すること

となった。また、平成 28年 12 月 4日に開催した「学校心臓検診精密検査医療機関研

修会」の際に行ったアンケート調査は、試用の結果は概ね良好であったことが報告さ

れ、その後、平成 29年度の委員会活動について協議を行った。（藤本） 

 

15 日医第 2回母子保健検討委員会（1月 26 日） 

 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課の神ノ田昌博 課長から「母子保健行

政の動向」について説明の後、会長諮問に関するフリートーキングを行った。（濱本） 

 

16 個別指導「病院」（1月 26 日） 

 病院 1 機関について実施され立ち会った。（萬、清水） 

 

17 岩国市医師会理事会訪問（1月 27 日） 

 今期、会長交代のなかった郡市の理事会を訪問し、意見交換を行った。（河村） 

 

18 第 67 回山口県産業衛生学会・山口県医師会産業医研修会（1月 29 日） 

 「職域健康データを活用した産業保健の原点の模索～地域社会の活力を生み出す

『疾病対策』から『活力増進』の産業保健へ～」をメインテーマに行われた。午前は、

教育講演「地域医療の将来構想と健康寿命延伸のための産業保健の役割」（産業医科

大学医学部公衆衛生学教授 松田晋哉）、午後は、特別講演「最近の労働衛生（産業保



健）の動向について」（山口労働局労働基準部健康安全課長 藤村祐彦）及びシンポジ

ウム「地域の健康活力増進に向けた行政、職域、医療機関の取り組みについて」にお

いて、シンポジストによる 4題の講演後、総合討議、質疑応答が行われた。参加者は

157 名。（藤本） 

 

19 第 63 回体験学習「消化器・腫瘍外科」（1月 29 日） 

 山口大学医学部第二外科の協力により、「症例からひもとく最新の消化器癌、乳癌

治療～安心して紹介できる大学病院をめざして～」をテーマに、消化器 3講義、乳癌

1 講義、体験学習のプログラムにより行われた。受講者 9名。（加藤） 

 

20 「平成 28年度在宅医療関連講師人材養成事業」研修会（1月 29 日） 

 全国の都道府県医師会から推薦された受講者が、地域において在宅医療に関する推

進活動における講師となることを目的に開催された。主催は日本在宅ケアアライアン

ス（厚生労働省委託事業）。参加者は 320 名。（弘山） 

 

21 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・総会（1月 28・29 日） 

 平成 27 年度事業活動報告・収支決算案、平成 29年度事業計画案・収支予算案等に

ついて審議が行われた。総会では、前記議案の承認のほか、ワークショップ「岡山県

での小児生活習慣病への取り組み」や「小児心臓外科」、「小児肥満」、「子どもの心臓

病」に関する特別講演が行われた。（今村） 

 

22 なんでもトーク in 宇部・小野田（1月 31 日） 

 部会の活動状況を説明後、救急医療、新専門医制度等について意見交換を行った。 

（加藤） 

 

23 日医第 2回社会保険診療報酬検討委員会（2月 1 日） 

 平成 30 年度診療報酬改定に向けて、日医会長からの諮問事項「①平成 28年度診療

報酬改定の評価」について答申の準備を行った。（萬） 

 

24 広報委員会（2月 2 日） 

 会報主要記事掲載予定（3～5月号）、来年度県民公開講座の特別講演講師等につい

て協議を行った。（今村） 

 

25 会員の入退会異動 

 入会 4 件、退会 7件、異動 9件。（2月 1 日現在会員数：1号 1,287 名、2号 868 名、

3 号 417 名、合計 2,572 名） 
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1 第 2回通常組合会について 

 2 月 16 日（木）に開催する通常組合会の次第及び 4 議案について協議、議決した。 


