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平成２９年４月６日(木) 午後５時～午後７時２０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 第 180 回山口県医師会定例代議員会について 

 6 月 15 日（木）に定例代議員会を開催し、報告事項 1件、議決事項 4件を審議する

ことが決定し、日程について協議した。 

 

２ 平成 28 年度事業報告について 

 実施事業別による事業報告について最終協議を行い、決定した。 

 

３ 平成 29 年度事務局体制及び事務分掌について 

 事務局体制及び職務分掌の変更が決定した。 

 

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 

 標記協議会の議題のテーマが①新専門医制度について、②第 7次医療計画（地域医

療構想を含む）について、に限定されており、提出議題の内容案を次回理事会で協議

することに決定した。 

 

２ 第 179 回山口県医師会臨時代議員会の質問について 

 予告質問 1件についての協議を行った。 

 

３ 学校におけるがん教育への学校医の協力について 

  文部科学省が、平成 29 年度から学校におけるがん教育を全国的に実施することに

伴い、県教育委員会から本会に対して、①学校医の協力、②郡市医師会への周知等に

ついて協力依頼があり、了承された。 

 

４ 山口県健康福祉部との懇話会について 

 5 月 11 日に開催することが決定し、協議項目を 4月 18 日までに事務局に提出するこ

ととした。 

 

５ 災害時緊急連絡体制の整備について 

 大規模災害の発生に備え、本会役職員への連絡を確実なものとするため、携帯電話

による緊急連絡網を整備することが了承された。 



６ 平成 29年度日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会受講者の推薦について 

 山口県体育協会から、標記講習会新規受講者の推薦依頼があり、郡市医師会から推

薦のあった 3名を推薦することが決定した。 

 

７ 平成 29 年度山口県優良看護職員知事表彰候補者の推薦について 

 山口県健康福祉部長より、県民の保健福祉の向上に顕著な功績があった保健師、助

産師、看護師又は准看護師に対する表彰の候補者推薦依頼があり、郡市医師会から推

薦のあった准看護師 1名を候補者として推薦することが決定した。 

 

８ 平成 29 年度山口県医師会表彰について 

 6 月 15 日（木）の第 180 回定例代議員会終了後に表彰式を行うこととし、被表彰者

について協議を行った。 

 

９ 第 7 回中四国臨床工学会の名義後援について 

 山口県臨床工学技士会より、11月 25・26 日に開催する標記学会の名義後援の依頼が

あり、了承することが決定した。 

 

10 裁判の調停手続きにおける医師の調停委員の選任について  

 現在、社会や経済の複雑化により紛争事案が多様化・困難化し、DVや児童虐待など

医師が関与せざるを得ない専門的な経験を要する事件も増加している。山口家庭裁判

所においては、紛争解決の実効性をより高めるため、県下の裁判所にできるだけ医師

の調停委員を配置したいとして、裁判所支部等から郡市医師会に対し調停委員選任依

頼を行いたい旨の要望があり、了承することが決定した。また、本会からも各郡市医

師会長宛に協力要請の通知を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（3月 16 日） 

 病院 3 件、診療所 2件の事案について審議を行った。（林） 

 

２ 山口県母子保健対策協議会（3月 16 日） 

 母子保健の動向及び母子保健事業実施状況、専門委員会報告が行われ、平成 29年度

母子保健事業について協議した。（濱本） 

 

３ 健康やまぐち 21「歯科保健分科会」（3月 16 日） 

 「やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画」の進捗状況、今後の取組について協議

した。本会からは、歯周病から糖尿病を疑った時の簡易血糖測定と、医科受診・禁煙

勧奨について依頼した。（藤本） 

 

 



４ 第 2 回地域医療構想調整会議 

         「長門」（3月 16 日）、「萩」（3月 21 日）、「山口・防府、周南」（3 月 23 日） 

 医療圏ごとの本年度 2 回目の会議が開催され、現況、課題、今後のスケジュール等

について協議した。（弘山） 

 

５ 都道府県医師会生涯教育担当理事連絡協議会（3 月 17 日） 

 日本医師会の羽鳥常任理事より生涯教育制度についての報告があり、続いて、日医

総研の矢野一博 主任研究員が「全国医師会研修管理システムの機能について」、日本

医師会生涯教育推進委員会の長谷川仁志 委員長より「卒前・卒後教育の一貫性から見

た日医生涯教育制度のあり方を考える―すべては 21世紀の患者安全のために―」、日

本医療機能評価機構の山口直人・今中雄一 両理事より「診療ガイドライン（Minds）

の活用促進について」、文部科学省高等教育局医学教育課の佐々木昌弘 企画官より「モ

デル・コア・カリキュラムの見直しについて」と題した講演及び協議が行われた。 

（加藤） 

 

６ 山口県周産期医療協議会（3月 17 日） 

 平成 28 年度周産期医療の取組状況についての報告があった。また、国の「周産期医

療体制のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、平成 29 年度の取組み等につい

て協議した。（藤野） 

 

７ 山口県生活習慣病検診等管理指導協議会「胃がん・大腸がん部会」（3月 17 日） 

 山口県のがんの状況、平成 27年度の市町胃がん・大腸がん検診の実施状況、「診断

症例調査票」、「山口県がん予防重点健康教育及び胃がん検診実施指針（案）」について

協議した。（加藤） 

 

８ レジナビフェアスプリング 2017 東京（3月 19 日） 

 17 大学から 19名の学生の訪問があった。（加藤） 

 

９ 日医学校保健講習会（3月 19 日） 

 午前中、「最近の学校保健行政」について、文部科学省初等中等教育局健康教育・食

育課長 和田勝行 氏の講演と、「運動器検診の円滑な実施を目指して」と題したシンポ

ジウムが行われた。午後からは、日本産婦人科医会常務理事・愛育病院副院長の安達

知子 氏による「性犯罪の現状と課題」と題した特別講演と、「学校管理下における事

故とその予防」についてのシンポジウムが行われた。（舩津） 

 

10 やまぐちスポーツ交流・元気県づくり推進会議（3月 21 日） 

 県民運動に関する取組みについての協議、平成 29年度県の主なスポーツ施策、世界

大会のキャンプ地誘致等についての報告が行われた。（事務局長） 

 



11 山口大学 COC＋事業 外部評価委員会（3月 22 日） 

 COC＋事業における平成 27年度実績に関する外部評価等について協議を行った。 

（今村） 

                                                                  

12 山口県健康福祉財団第 5回理事会（3月 22 日） 

 平成 28 年度収支補正予算、平成 29年度事業計画・予算、「組織規程」及び「決裁規

程」の一部改正等、6題の議題について協議を行った。（事務局長） 

 

13 第 2 回山口県臨床研修推進センター運営会議（3 月 23 日） 

 平成 28 年度事業報告、平成 29年度事業計画・予算、平成 30年度研修開始臨床研修

医の募集定員等について協議後、各病院の現状等について情報交換を行った。（加藤） 

 

14 山口県看護協会との懇談会（3月 23 日） 

 本会からは看護事業（看護学校）の取組み及び看護職員の確保対策等について、看

護協会からは准看護師の進学支援、在宅看取り等についての議題により意見交換を行

った。（沖中） 

 

15 山口県予防保健協会第 8回定例理事会（3 月 23 日） 

 平成 29 年度事業計画・収支予算、別館社屋の建替え、役職者の選定等について審議

を行った。（中村） 

 

16 山口県訪問看護推進協議会（3月 23 日） 

 平成 28 年度訪問看護師育成支援事業報告及び「山口県の地域医療連携における現

状・課題と訪問看護に期待すること～それぞれの立場から～」をテーマとした意見交

換等が行われた。（沖中） 

 

17 日医第 3回地域医療対策委員会（3月 24 日） 

  会長諮問「地域医療構想に基づく将来の医療提供体制に向けて」について意見交換

を行うとともに、今後のスケジュールについて協議した。（弘山） 

 

18 日本医師会代議員会議事運営委員会（3月 25 日） 

 議事日程、予告質問の順番等について協議した。（濱本） 

 

19 中国四国医師会連合常任委員会（3月 25 日） 

 中国四国医師会医事紛争研究会、JMAT 研修会、各種関係団体（有床診療所協議会、

警察医会、共同利用施設）のあり方等について協議を行った。（林） 

 

20 中国四国医師会連合連絡会（3月 25・26 日） 

 25 日は中国四国医師会連合常任委員会、日本医師会財務委員会、日本医師会議事運



営委員会の報告後、中国四国医師会連合選出の日本医師会役員から中央情勢報告が行

われた。26 日は日本医師会議事運営委員会の報告が行われた。（林） 

 

21 第 139 回日本医師会臨時代議員会（3月 26 日） 

 横倉会長の挨拶後、中川副会長より「平成 29年度日本医師会事業計画」、今村副会

長より「平成 29年度日本医師会予算」について報告が行われた。その後「第 1号議案 

平成 28年度日本医師会会費減免申請の件」が挙手多数で可決決定された。また、代議

員から代表質問 8 件、個人質問 12 件、会長挨拶への質問１件が寄せられ、それぞれ担

当役員からの答弁が行われた。本会の河村会長は、中国四国ブロックの代表として「医

療費削減のための ICT 診療（≒遠隔診療）について」の質問を行った。（林） 

 

22 勤務医部会市民公開講座「下松医師会」（3月 26 日） 

「地震災害時の医療活動について、体験から学び、考える」をテーマに下松中央公民

館（ほしらんどくだまつ）において開催された。熊本県医師会救急・災害医療担当理

事の西 芳徳 先生による講演「熊本地震を経験して」の後、パネルディスカッション

「熊本地震体験より、災害を人災にしないために」が行われた。参加者は約 120 名。 

（加藤） 

 

23 山口県病院協会との懇談会（3月 28 日） 

 昨今の医療情勢について意見交換を行った。（林） 

 

24 第 2 回山口県社会福祉審議会（3月 28 日） 

 平成 29 年度健康福祉部当初予算概要の説明と、地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律に関する法律（平成 28年法律第 47号）により

社会福祉法が改正（H28.5）され、社会福祉審議会の調査審議事項に精神障害者福祉に

関する事項が追加されたことが報告された。（弘山） 

 

25 山口大学第 51回学長選考会議（3月 29 日） 

 学長の業務執行状況の評価の確認結果等について協議を行った。（今村） 

 

26 山口大学第 78回経営協議会（3月 29 日） 

 平成 29 年度山口大学基金による学生支援事業、国立大学法人山口大学ダイバーシテ

ィ推進本部及び山口大学ダイバーシティ推進室の設置、大学院共同獣医学研究科の設

置等について協議を行った。（今村） 

 

27 日医第 3回母子保健検討委員会（3月 29 日） 

 会長諮問に関するフリートーキング、今後の委員会開催日程等について協議した。 

（濱本） 

 



28  中国地方社会保険医療協議会山口部会（3 月 29 日） 

 医科の新規はなかった。（河村） 

 

29 郡市生涯教育担当理事協議会（3月 30 日） 

 日医生涯教育制度と全国医師会研修管理システムの機能等についての報告後、平成

29年度生涯教育事業計画として生涯研修セミナー、山口県医学会総会、体験学習等に

ついて協議を行った。（加藤） 

 

30 山口県医療対策協議会（3 月 30 日） 

 医師数の現状と医師確保対策を巡る国の動向、平成 29年度医師修学資金貸与者の勤

務医療機関、平成 29年度県予算の概要について協議を行った。（河村） 

 

31 臨床研修医交流会第 1回幹事打合会（4月 1日） 

 交流会のプログラム、役割分担、特別講演の講師候補者等の協議を行った。（中村） 

 

32 日医第 3回社会保険診療報酬検討委員会（4月 5 日） 

 「平成 28 年度診療報酬改定の評価」についての協議、及び小委員会において「平成

28年度診療報酬改定に対する最重点要望項目の検証」を行った。（萬） 

 

33 山口大学医学部附属病院新規採用者研修（4月 5 日） 

 医療紛争及び医療安全について講義を行った。（林） 

 

34 広報委員会（4月 6 日） 

 会報主要記事掲載予定（5～7月号）、緑陰随筆、県民公開講座及びフォトコンテスト

等について協議した。（今村） 

 

35 会員の入退会異動 

 入会 10 件、退会 22件、異動 25 件。（4月 1 日現在会員数：1号 1,285 名、2号 865

名、3号 410 名、合計 2,560 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１１１１回回回回    

１ 傷病手当金支給申請について 

 1 件について協議、承認。 

 

 


