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平成２９年２月１６日(木) 午後５時２０分～午後６時５７分 

 河村会長、吉本・濱本副会長、林専務理事、弘山・萬・加藤・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 

 

議決事項 

１ 第 179 回山口県医師会臨時代議員会について 

 4 月 20 日（木）に開催し、報告事項 2 件を議事とすることが決定した。 

 

協議事項 

１ 平成 29 年度事業計画（案）について 

 前回理事会において検討課題とされた事項を修正、再協議を行い承認された。 

 

２ 平成 29 年度予算（案）について 

 事業計画の変更に伴う修正を行い、全事業予算について詳細に再協議を行った。 

 

３ 第 139 回日本医師会臨時代議員会における質問について 

 中国四国ブロックの質問案として、地域包括ケアにおいて在宅での特別な処置を必

要としない患者の「定期的な訪問」にかかわる質問を提出することが決定した。 

 

報告事項 

１ 山口県留置施設視察委員会（2月 1日） 

 公安委員会と、部外の第三者からなる「留置施設視察委員会」の両委員が一同に会

し、意見交換を行った。（香田） 

 

２ 社保・国保審査委員連絡委員会（2月 2日） 

 4 議題について協議を行った。協議結果は本号（ブルーページ）に掲載。（萬） 

 

３ 小児救急医療電話相談に関する検討会（2 月 2日） 

 本会が山口県から委託を受けている夜間（19時～23 時）と、民間事業者が委託を

受けている深夜（23時～翌朝 8 時）における対処法の統一、平成 28 年 11 月の電話

相談において実施した「繋がりにくさ」の調査結果、将来的な小児救急医療電話相談

事業の展望等について協議した。（弘山） 

 

４ 山口県介護保険関係団体情報交換会（2月 2日） 

 介護施設や在宅への歯科介入、管理栄養士・栄養士が在宅での生活を支えるための

在宅訪問食事指導への取組みと他職種連携等について情報交換を行った。18団体出

席。（香田） 

 

５ 三師会懇談会（2月 3日） 

 山口県健康福祉部の岡 紳爾 理事の講話「地域医療構想の推進について」及び情報

交換が行われた。（林） 



６ 山口県動物由来感染症情報関連体制整備検討会第 2回会合（2月 3日） 

 平成 28 年度動物由来感染症予防体制整備事業に係る調査結果及び同報告書（案）、

平成 28年度動物由来感染症啓発資料（案）について協議した。（今村） 

 

７ 医師事務作業補助者研修会（2月 4日） 

 周東総合病院の蔵多喜陽子 氏による「周東総合病院における医師事務作業補助業

務」、日本医師事務作業補助研究会の矢口智子 理事長による「医師事務作業補助者の

過去・現在・未来」の事例発表後、意見交換を行った。（加藤） 

 

８ 警察医会第 3 回役員会・総会・第 20回研修会（2月 4 日） 

 役員会では、県医師会表彰規程による平成 29年度被表彰者の推薦等について協議

した。引き続き開催された第 20回研修会では、山口県警察本部より報告・症例提示

があり、その後、山口大学大学院医学系研究科法医学講座の藤宮龍也 教授による講

演「死体検案特論―事例を中心に― （7）『中毒・環境異常 2』」が行われた。受講者

51名。（弘山） 

 

９ 男女共同参画部会第 3回理事会（2月 4日） 

 3 月 5 日に開催する部会総会及び講演会、平成 29年度事業計画について協議後、

男女共同参画・女性医師部会地域連携会議、女性医師ネットワーク連絡係の更新、保

育サポーターバンクの運営状況等の報告を行った。（前川） 

 

10 治験推進地域連絡会議（2 月 4日） 

 講演「『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』の見直しと臨床研究法制化

について」（厚生労働省医政局研究開発振興課 水谷玲子 先生）等、6つの講演が行

われた。（林） 

 

11 第 64 回体験学習「放射線腫瘍学」（2月 5日） 

 山口大学医学部放射線腫瘍学講座の協力により開催した。「放射線治療の実際」、「放

射線治療装置について」の 2講義及び実習が行われた。受講者 10名。（清水） 

 

12 かかりつけ医認知症対応力向上研修会（2 月 5日） 

 4 人の講師による、かかりつけ医の役割・診断・治療・連携と制度の講習及び症例

検討（ワークショップ）を開催し、受講修了者に修了証を授与し閉会した。受講者

38名。（香田） 

 

13 勤務医部会市民公開講座「小野田医師会」（2 月 5日） 

 「地域救急医療の現状と今後の在り方」をテーマに開催された。山口大学医学部教

授・先進救急医療センター長の鶴田良介 先生による基調講演「救急医療の現状と課

題」の後、宇部・小野田消防局、山口労災病院、山陽小野田市民病院、小野田赤十字

病院、小野田医師会、山陽小野田市健康福祉部、市民代表をパネリストに「宇部・山

陽小野田の緊急医療を考える」をテーマにパネルディスカッションが行われた。 

（加藤） 

 

 



14 日医医療政策シンポジウム（2月 8日） 

 「社会保障と経済の好循環～医療保障を中心に～」をテーマに開催された。「日本

医師会の医療政策」「2000 年代以降の医療政策と経済」「医療費と経済」の講演 3題

が行われ、その後、演者及び経済財政諮問会議の民間議員であるサントリーホールデ

ィングス（株）の新浪剛史 代表取締役社長等パネリスト 4人によるパネルディスカ

ッションが行われた。シンポジウムの内容は、「日医 Lib」に公表の予定。（吉本、林） 

 

15 社会保険診療報酬支払基金山口支部幹事会（2月 8日） 

 平成 29 年度一般会計収入支出予算等の手数料、レセプト電算処理システムに係る

未コード化傷病名の解消に向けた取組み等について報告が行われた。（河村） 

 

16 郡市医師会理事会訪問（萩市：2月 8日、厚狭郡：2月 14 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） 

       

17 郡市地域包括ケア担当理事会議・市町担当者合同会議（2月 9日） 

 在宅医療を推進するため、郡市医師会の地域の実情に沿った取組みについて本会が

20万円を上限に支援する「県医師会在宅医療推進事業」の実施状況を報告した。引

き続き、「在宅医療・介護連携」に係る相談支援の取組状況について、周南市、柳井

市、山陽小野田市から報告があった。また、県内の「在宅医療・介護連携推進事業」

取組状況の紹介が行われた。（弘山） 

 

18 診療情報提供推進委員会（2月 9 日） 

 平成 28 年 1月から 12 月までに本会に寄せられた 50件の相談事例について報告及

び協議を行った。（林） 

 

19 第 3 回糖尿病対策推進委員会（2月 9日） 

 平成 28 年度事業報告及び 29年度事業計画について協議した。（弘山） 

 

20 個別指導「山陽小野田市」（2 月 9日） 

 病院 1 機関について実施され立ち会った。（萬、清水） 

 

21 徳山医師会病院創立 50 周年記念祝賀会（2月 10 日） 

 徳山医師会病院の森松光紀 病院長から主催者代表挨拶が行われた後、羽鳥 裕 日

本医師会常任理事、村岡嗣政 山口県知事、羽生田 俊 参議院議員、河村康明 山口県

医師会長の来賓挨拶、祝電披露、邦楽の演奏等が行われた。（林） 

 

22 山口県緩和ケア医師研修会（2月 11・12 日） 

 山口県の主催、本会の共催で開催。講義のほかグループ演習、ロールプレイングが

行われた。受講修了者 23名。（弘山、前川） 

 

23 日医医療情報システム協議会（2月 11・12 日） 

 「日医 IT 化宣言 2016 さらなる医療 IT基盤をつくる」をテーマとして、2日間に

わたり開催された。1日目は（1）日医 IT戦略セッションでは 4つの発表と質疑応答、

（2）事例報告セッションでは 14 の事例報告と質疑応答が行われ、2日目は（3）シ



ンポジウム「医療等分野専用ネットワーク構想について」が行われた。次期担当は北

海道医師会。（中村） 

 

24 神奈川県医師会創立 69 周年記念式典・祝賀会（2月 11 日） 

 表彰式終了後、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森 喜朗 

会長による特別講演「2 大ワールドスポーツを迎える」が行われた。（河村） 

 

25 認知症サポート医フォローアップ研修会（2月 12 日） 

 「認知症サポート医の活動について」（山口県医師会 河村康明 会長）の報告及び

特別講演Ⅰ「サポート医に必要な認知症診療のポイント」（大阪大学大学院医学研究

科精神医学教室 池田 学 教授）、特別講演Ⅱ「認知症サポート医の役割とは？」（独

立行政法人国立病院機構柳井医療センター 宮路隆史 副院長）の講演等が行われた。

受講者 29名。（清水） 

 

26 第 3 回山口県医療審議会（2月 13 日） 

 下関市立市民病院の「地域医療支援病院」の名称使用について協議が行われた。ま

た、地域医療構想の推進状況について報告があった。（河村） 

 

27 山口県医療審議会第 93 回医療法人部会 

（2月 13 日） 

 医療法人の設立認可（5件）及び解散認可（2件）について審議した。（河村） 

 

28 日医第 2回地域医療対策委員会（2月 15 日） 

 「地域医療構想調整会議の各地の状況」、「地域医療構想における在宅医療」、「今後

の審議の進め方」について協議した。（弘山） 


