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平成２９年３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 

 

議決事項 

１ 平成 29 年度事業計画について 

 事業計画の最終協議を行い、決定した。 

 

２ 平成 29 年度予算について 

 事業計画に基づき、予算編成の最終協議を行い決定した。 

 

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 

 本会が中国四国ブロックの当番県であることから、日本医師会代議員会「議事運営

委員会決定事項」に則って、ブロック内の代表・個人質問を決定した。 

 

２ 平成 29 年度山口県事業予算（県医師会委託分）について 

 平成 29 年度山口県事業予算のうち、本会の受託事業に係る予算について、2月 22

日に県議会に上程され、要望どおりの予算額との説明が行われた。 

 

３ 母体保護法による指定医師研修機関の認定について 

 光市の（医）三生会みちがみ病院より、母体保護法による指定医師研修機関の認定

申請があった。「母体保護法指定医師審査委員会」は、本会会長より諮問を受け審査

にあたり、指定医師研修機関として認定する旨の審査結果を答申し、承認された。 

 

４ 平成 29 年度山口県医師会表彰について 

 本会表彰規程により、生涯教育委員会及び警察医会において選考した被表彰者につ

いて協議を行った。 

 

人事事項 

１ 労災保険医療委員について 

 労災保険指定医部会が 28 年度末をもって解散し、新たに労災保険医療委員会を設

置することから、4名を委員として委嘱することが決定した。 

 

報告事項 

１ 山口県がん対策協議会「がん登録部会」（2月 16 日） 

 平成 27・28 年度の「全国がん登録」の主な取組状況及び平成 29年度の取組みにつ



いて、平成 27・28 年度の「山口県地域がん登録」の取組状況及び平成 27 年度のがん

登録の届出状況等について協議した。（藤本） 

 

２ 全国高等学校総合体育大会山口県実行委員会第5回実行委員会総会（2月 16日） 

 標記大会が平成 28年 7月 28 日～8月 20 日に開催されたことから事業報告、収支

決算見込み、山口県実行委員会の解散等が審議された。（事務局） 

 

３ 日医女性医師支援事業連絡協議会（2月 17 日） 

 女性医師支援センター事業ブロック別会議の開催報告では、6ブロック（北海道・

東北、関東甲信越・東京、中部、近畿、中国四国、九州）6府県医師会（秋田、千葉、

静岡、京都、山口、沖縄）から各ブロック会議の総括や特徴的、先進的な取組みが紹

介された後、各医師会の取組みに対する質疑応答と総合討論が行われた。女性医師バ

ンクの新たな取組みについては、専任コーディネーターからホームページの刷新等、

同バンクの 4つの新たな取組みが説明された。（今村、前川） 

 

４ 緑の募金運営協議会（2月 17 日） 

 平成 28 年度緑の募金事業決算見込み、平成 29 年度緑の募金推進方法（案）及び事

業計画（案）について協議し、承認された。（事務局長） 

 

５ 顧問弁護士・医事案件調査専門委員合同協議会（2月 18 日） 

 28 年度に発生した事案及び過去に発生し係争中の事案について、各弁護士からの

経過報告と今後の検討を行った。（中村） 

 

６ 第 2 回山口県難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医研修会（2 月 19 日） 

 専門医資格を有しない医師を対象に、難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医の申

請に際して、受講要件となる標記研修会の第 2 回目を開催した。当日は、県内外から

104 名の出席があった。（藤本） 

 

７ 日医母子保健講習会（2月 19 日） 

 日本医師会の今村定臣 常任理事による「母子保健対策 10年の歩み」、東京大学医

学部附属病院女性診療科・産科の能瀬さやか先生による「思春期女性アスリートの健

康管理」と題した基調講演 2題が行われ、引き続き、「思春期の子どものこころとか

らだを健やかに育むために」をテーマとして、3名の講師による講演が行われた。 

（前川） 

 

８ 福岡県医師会との懇談会（2月 19 日） 

 医師会立看護学校の現状と課題等について意見交換を行った。（沖中） 

 

９ 日医医療事故調査制度トップセミナー（2 月 20 日） 

 各医療機関の管理者が医療事故調査制度の理念と基本的事項を正しく理解し、院内



事故調査を適切に遂行するための基本的事項の習得を目的にセミナーが開催され、

「医療事故報告における判断」の演習及び「調査実務担当者の視点」の報告等が行わ

れた。（中村） 

 

10 県民の健康と医療を考える会第 3回世話人会（2 月 20 日） 

 平成28年度事業である県民公開講座の報告及び平成29年度事業計画について協議

を行った。（今村） 

 

11 山口県肝炎対策協議会（2 月 21 日） 

 肝炎対策基本指針の改正、肝炎ウイルス検査事業、陽性者フォローアップ事業、肝

炎治療特別促進事業、肝疾患コーディネーター養成事業等の報告及び平成 29年度山

口県肝疾患専門医療機関の指定について協議が行われた。（河村） 

 

12 山口大学第 50回学長選考会議（2月 22 日） 

 学長の業務執行状況の評価の実施等について協議を行った。（今村） 

 

13 山口大学第 77回経営協議会（2月 22 日） 

 学長選考会議委員の選考、平成 29 年度予算編成方針等について審議された。（今村） 

 

14  中国地方社会保険医療協議会山口部会（2 月 22 日） 

 医科では、新規 1件（交代 1 件）が承認された。（河村） 

 

15  第 3 回禁煙推進委員会（2 月 23 日） 

 県内の禁煙推進の取組状況を把握するため、昨年 12月に郡市医師会を対象に実施

したアンケート調査結果の報告が行われた。また、平成 29年 12 月 17 日（日）に県

総合保健会館で開催予定の「第 1回山口県禁煙フォーラム」の企画内容について協議

した。（藤本） 

 

16 自賠責医療委員会・山口県自動車保険医療連絡協議会（2月 23 日） 

 交通事故医療における医師死亡後の保険請求等の問題について、損保会社 10 社及

び料率算出機構と協議を行った。（清水） 

 

17 新規個別指導「山口市」（2月 23 日） 

 病院 11 機関について実施され立ち会った。（萬、舩津、前川、山下） 

 

18 医療事故調査制度支援団体統括者セミナー（2月 23 日） 

 日本医師会が日本医療安全調査機構（医療事故調査・支援センター）から委託を受

け、各都道府県の支援団体統括者を対象に標記セミナー（後期）が開催され、研究事

例についての発表・まとめ、論点整理等が行われた。受講者 141 名。（中村） 

 



19 日医第 2回医療政策会議（2月 23 日） 

 大阪大学社会経済研究所の小野善康 特任教授による講演「成熟社会の経済と処方

箋」の後、意見交換を行った。（河村） 

 

20 山口県医療勤務環境改善支援センター運営協議会（2月 23 日） 

 医療勤務環境改善支援センターの平成28年度活動報告及び29年度活動計画につい

て協議を行った。（沖中） 

 

21 都道府県医師会事務局長連絡会（2月 24 日） 

 平成 28 年度に退職又は退職を予定している、秋田、埼玉、長野、静岡、三重、大

阪、徳島、福岡、佐賀、長崎各府県医師会事務局長に対して、感謝状と記念品が贈呈

された。その後、「医師年金のさらなる活用に向けて」「日本医師会女性医師バンクと

都道府県医師会との連携について」の説明が行われた。（事務局長） 

 

22 介護職員等医療的ケア研修事業実施委員会（2月 24 日） 

 平成 28 年度研修実施状況報告後、29 年度研修実施予定等について協議を行った。 

（河村） 

                                                                          

23 山口県医師会 ITフェア（2月 25 日） 

 日本医師会 ORCA 管理機構の上野智明 代表取締役社長による「ORCA プロジェクト

の現状と今後について」、日本医師会総合政策研究機構の矢野一博 主任研究員による

「医師資格証、医療等 ID等について」の講演 2題が行われた。（今村、中村） 

 

24 第 4 回生涯教育委員会（2 月 25 日） 

 医学功労賞及び平成31年度の山口県医学会総会開催地の選考、29年度開催の第100

回山口県医学会総会の企画等について協議を行った。（加藤） 

 

25 第 143 回生涯研修セミナー（2月 26 日） 

 九州大学大学院医学研究院成長発達医学の大賀正一 教授による「こどもの発熱～

自己炎症疾患から川崎病まで～」、徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学の

西良浩一 教授による「発育期腰部疾患の確定診断と低侵襲治療～非特異的腰痛の病

態～」の特別講演 2題が行われた。（加藤） 

 

26 勤務医部会総会・シンポジウム（2月 26 日） 

 総会では、平成 28年度事業報告及び平成 29 年度事業に対する要望について審議し

た。 

 その後、「医療事故調査制度－医療安全のために－」をテーマに本会の林 弘人 専

務理事の基調講演、岩国医療センター、山口県立総合医療センター、山口労災病院、

下関医療センターからのシンポジストによりシンポジウムを開催した。（加藤） 

 



27 山口県看護教員養成講習会閉講式（2月 28 日） 

 平成 28 年度標記講習会の閉講式が開催され、会長代理で祝辞を述べた。修了生 18

名に修了証書の授与が行われた。（沖中） 

 

28 地域医療構想調整会議「下関」（2月 28 日） 

 28 年度 2 回目となる会議では、これまでの「高度急性期・急性期専門部会」の検

討内容の報告が行われた。（弘山） 

 

29 都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会（3 月 1日） 

 「平成 29年度介護報酬改定等について」（厚生労働省老健局 鈴木健彦 老人保健課

長）、「高齢者の自動車運転と認知症を持つ人を地域で支える取り組み～改正道路交通

法への対応を中心に～」（鳥取県医師会 渡辺 憲 副会長）の講演等が行われた。 

（清水） 

 

30 広報委員会（3月 2 日） 

 会報主要記事掲載予定（4～6月号）、新郡市医師会長インタビュー、県民公開講座

等について協議した。（今村） 

 

31 会員の入退会異動 

 入会 4 件、退会 4件、異動 5件。（3月 1 日現在会員数：1号 1,287 名、2号 869 名、

3 号 416 名、合計 2,572 名） 

 

 

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１８１８１８１８回回回回    

１ 山口県国民健康保険団体連合会第 6 回理事会について（2月 20 日） 

 3 月 9 日開催の通常総会に付議する、平成 28年度補正予算及び平成 29 年度予算等

の議案について協議した。（河村） 

 


