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平成２９年５月２５日(木) 午後４時４分～午後６時３６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 28 年度決算について 

 事務局長より、平成 28年度決算の詳細と公益目的支出計画実施報告書について説明

を行い、承認された。また、労働保険事務組合については、平成 28 年度事業報告・決

算内容及び平成 29年度事業計画・予算について説明、承認された。 

 

２ 山口県医師会費の減免について 

 減免申請 112 件について協議を行い、申請全件を承認、議決した。 

 

 

協議事項 

１ 第 140 回日本医師会定例代議員会における質問事項について 

 中国四国ブロックとして、本会提案の「日本の医療が健全に発展するための提言」

を代表質問に、岡山県提案の 2 題を個人質問に提出することが決定した。 

 

２ 中国 5県連名「受動喫煙ゼロ宣言」の表明について 

 広島県医師会から、中国 5県の医師会連名による「『受動喫煙ゼロ宣言』～受動喫煙

のない明日を目指して～」の表明について賛同の依頼があり、承認された。なお、広

島県医師会に対しては、「中国四国医師会連合として取り組んではどうか」との意見を

付すこととなった。 

 

３ 第 100 回山口県医学会総会について 

 6 月 11 日開催の標記医学会総会の全日程、講師日程、役職員業務分担、参加予定者

数等の状況が説明され、引き続き広報活動を行うことが決定した。 

 

４ 「外国人医療サポート」に関する実態調査について 

 山口県国際交流協会が、県内在住の外国人が健康で文化的な生活を送るための支援

の一環として実施している医療サポート事業の充実を図るため、病院を対象としたア

ンケート調査を行うことについて、県医療政策課から協力依頼があり、質問項目の一

部を見直すことで承認した。 

 

 



報告事項 

１ 第１回学校心臓検診検討委員会（5月 11 日） 

 平成 29 年度の検診の進め方、精密検診・追跡検診の受診率の改善、平成 29 年度学

校心臓検診精密検査医療機関研修会、心電図判断基準の改訂、当委員会委員等につい

て協議を行った。（藤本） 

 

２ 警察医会平成 29年度第 1 回役員会（5月 11 日） 

 日医会館で開催された「平成 28 年度都道府県医師会『警察活動に関する医師の部会

（仮称）』連絡協議会・学術大会」について報告の後、平成 28年度事業報告案、平成

29年度事業計画案及び平成 29年度総会・研修会について協議した。（弘山） 

 

３ 日医第 1回医事法関係検討委員会（5月 12 日） 

 委員長・副委員長の選任後、日医会長から「医療行為と刑事責任の関係について」

の諮問が示され、引き続き諮問事項に関する論点等のフリートーキングを行った。（林） 

 

４ 臨床研修医交流会第 2回幹事打合会（5月 13 日） 

 特別講演講師、グループワークのテーマ等を決定した。（加藤） 

 

５ 中国四国医師会連合医療保険分科会（5月 13 日） 

 本会担当で、岡山グランヴィアホテルにおいて開催し、「次期（平成 30年度）診療

報酬改定に対する要望項目のまとめ」について協議を行い、選定した 10 項目を日医診

療報酬検討委員会へ提出することとなった。（萬） 

 

６ 山口県婦人教育文化会館・山口市働く婦人の家開館 30周年記念式典及び山口県女

性団体連絡協議会結成 35周年記念祝賀会（5月 13 日） 

 山口県婦人教育文化会館は昭和 34年に開館し、老朽化のため昭和 62 年に県内の婦

人団体の熱意と協力により、山口市働く婦人の家と合築して新会館に生まれ変わった。

県内の女性団体の代表からなる財団法人が運営主体となり、婦人の自立と社会参加を

進めるための学習等を実施している。式典及び祝賀会に出席した。（今村） 

 

７ 山口大学大学院医学系研究科放射線医学講座 松永尚文 教授退任記念講演会・祝

賀会（5 月 13 日） 

 会長代理として出席した。（沖中） 

 

８ 第 144 回山口県医師会生涯研修セミナー（5月 14 日） 

 山口大学大学院医学系研究科眼科学講座の木村和博 教授による「糖尿病眼合併症と

その治療」、山口大学大学院医学系研究科皮膚科学講座の下村 裕 教授による「毛髪疾

患の基礎研究と臨床」、川崎医科大学消化器外科学の上野富雄 教授による「消化管再



生医療－これまでの成果と今後の展望－」、琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血

液・膠原病内科学講座の益崎裕章 教授による「糖尿病・肥満症における個別化・精確

医療のアプローチ」の 4 講演が行われた。参加者 66名。（加藤） 

 

９ 一般社団法人霜仁会総会（5月 14 日） 

 来賓として、懇親会で挨拶を行った。（河村） 

 

10 医療事故調査委員会（5月 15 日） 

 日本医療安全調査機構へ報告となった事案について調査委員会を開催し、調査報告

書をまとめた。（林） 

 

11 第 1 回都道府県医師会長協議会（5月 16 日） 

 「新専門医制度」と「第 7次医療計画」について日医の見解が説明され、その後、

各県医師会から提出された質問・要望に対して各担当役員からの回答及び意見交換が

行われた。（河村） 

 

12 第 35 回全国都市緑化やまぐちフェア実行委員会第２回総会（5 月 17 日） 

 実行委員会会則の一部改正等の報告後、平成 28 年度事業報告・決算報告及び平成 29

年度事業計画・予算案等について審議し承認された。（事務局長） 

 

13 保険委員会（5月 18 日） 

 平成 29年度社会保険医療担当者指導計画の説明及び医療保険に係る諸問題について

協議を行った。（萬） 

 

14 郡市医師会成人･高齢者保健担当理事協議会（5 月 18 日） 

 県医療政策課から「胃内視鏡検診研修会」、「緩和ケア医師研修会」、「休日・夜間が

ん検診体制整備支援事業」、「全国がん登録の届出」について、県健康増進課から「肝

炎ウイルス検査事業」、「肝炎治療特別促進事業」について説明があり協議した。本会

からは、12月 17 日（日）開催予定の「第 1回山口県禁煙フォーラム」及び糖尿病対策

関係事業について説明を行った。（藤本） 

 

15 医事案件調査専門委員会（5月 18 日） 

 病院 2 件、診療所 1件の事案について審議を行った。（林） 

 

16 医療対話推進者養成セミナー「導入編」（5月 18 日） 

 「医療安全学概論」（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及び総論Ｂ＋医療と法」（早稲田大学大学院法務研究科 和田仁孝 教授）

等のセミナーが行われた。今後は、別日程でロールプレイを中心とした「基礎編」が



行われる。（林） 

 

17  山口県献血推進協議会（5 月 18 日） 

 平成 28 年度山口県献血推進計画とその実施状況の報告後、平成 29年度献血推進計

画及び推進事業等について協議を行った。また、今年度の感謝状受賞者の選考を行っ

た。（河村）    

                                                                       

18 山口県防災会議（5 月 19 日） 

 熊本地震を踏まえた防災対策及び国の防災基本計画改正を踏まえた「山口県地域防

災計画」の修正について協議した。（河村、今村） 

 

19 第 1 回生涯教育委員会（5 月 20 日） 

 第 100 回山口県医学会総会、日医生涯教育協力講座セミナー、平成 29 年度生涯研修

セミナーの企画、平成 29年度専門医「共通講習」の実施等について協議を行った。 

（加藤） 

 

20 在宅医療推進フォーラム「在宅医療をみんなでつくろう」（5月 21 日） 

 県民が安心して暮らせるための四師会協議会（広島県医師会、広島県歯科医師会、

広島県薬剤師会、広島県看護協会）等の主催、（公財）在宅医療助成勇美記念財団等の

共催により、特別講演「これからの在宅医療と地域包括ケアシステム」及び「さまざ

まな専門職種の在宅医療への取り組み」をテーマとしたシンポジウムが行われた。 

（弘山） 

 

21 山口県病院協会定時総会（5月 24 日） 

 来賓として、会長代理で祝辞を述べた。（濱本） 

 

22 各医療機関等における看護職員の需給状況に関する調査結果報告 

 本会会員の所属医療機関に老健施設、訪問看護ステーション等を含めた 1,204 機関

を対象にアンケート調査を行った。810 機関より回答があり（回答率 67.3％）、データ

を分析した結果報告を行った。（沖中） 

 

 

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４４４４回－回－回－回－    

１ 保険料減額免除について 

 内規第 1条による 4名の減額及び第 2 条による 179 名の免除について協議を行い、

全件を承認した。 

 

 



２ 全協中国･四国支部役員会・総会並びに委託研修会（5月 20 日） 

 岡山県医師国保組合の担当で岡山市において開催。役員会では、総会並びに委託研

修会の運営や会費、支部規程の一部改正等について協議した。総会では、平成 28 年度

事業・決算報告や平成 29年度事業計画・予算等について協議した。続いて、委託研修

会では、「国民健康保険組合を巡る現状と課題」（厚労省国民健康保険課 立石孝志課長

補佐）と「文化の力と美術館」（大原美術館 大原謙一郎 名誉理事長）の講演が行われ

た。（清水） 

 

３ 山口県国民健康保険団体連合会第 1 回理事会（5 月 23 日） 

 情勢報告や役員改選等が行われた。（河村） 

 

４ 全医連代表者会（5 月 24 日） 

 平成 29 年度会費及び徴収方法等についての協議、平成 29年度事業計画・予算につ

いての報告があった。続いて、慶応義塾大学総合政策学部 印南一路 教授の「再考・

医療費適正化 削る政策から守る政策へ」の講演が行われた。（河村） 

 

 

山福山福山福山福株式会社株式会社株式会社株式会社取締役会取締役会取締役会取締役会    

出席者 取締役 8 名 監査役 3 名 

１ 代表取締役、専務取締役及び常務取締役の選任に関する件 

 代表取締役に河村康明、専務取締役に林 弘人、常務取締役に市原栄一 が選任され

た。 

 

２ 役員報酬額の件 

 原案通り、前期と同額が承認された。 

 


