
一般社団法人山口県医師会平成２７年度第一般社団法人山口県医師会平成２７年度第一般社団法人山口県医師会平成２７年度第一般社団法人山口県医師会平成２７年度第２２２２２２２２回理事会回理事会回理事会回理事会    

 

平成２８年２月１８日(木) 午後５時～午後８時１９分 

 小田会長、吉本・濱本副会長、河村専務理事、弘山・萬・林・加藤・藤本・今村

常任理事、武藤・沖中・香田・中村・清水・舩津理事、山本・武内・藤野監事 

 

協議事項 

１ 第 136 回日本医師会臨時代議員会における質問について 

 「医療における消費税問題解決に向けた質問と国への働きかけ」について提出す

ることに決定した。 

 

２ 平成 28年度中国四国医師会連合総会・分科会について 

 来年度本会が担当する標記総会・分科会について、特別講演の演者候補者、分科

会の区分等について協議を行った。 

 

３ 平成 28年度事業計画（案）・行事予定（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。 

 

４ 平成 28年度予算（案）について 

 事業計画（案）に基づき、予算編成を行い協議した。 

 

５ 日医かかりつけ医機能研修制度に関する実施意向調査について 

 日本医師会では、地域住民から信頼される「かかりつけ医機能」のあるべき姿を

評価し、その能力を維持・向上するための研修を実施する「日医かかりつけ医機能

研修制度」を平成 28 年 4 月 1 日より開始する。実施主体を都道府県医師会とする

ことから、実施に関する意向調査があり、時期は未定であるが実施する旨の回答を

することとした。また、実地研修の内容確認、署名による承認等、郡市医師会の負

担が大きいこと、日医がこの制度を実施するためには、全都道府県医師会が実施す

るべきである旨の意見を提出することとした。 

 

人事事項 

１「山口県医療勤務環境改善支援センター」運営協議会の委員選出について 

 医療法改正（平成 26 年 6 月）により、昨年 9 月 1 日、山口県健康福祉部医療政

策課内に「山口県医療勤務環境改善支援センター」が設置されたが、支援センター

事業を円滑かつ効果的に実施するために運営協議会を設置することとなった。医療

関係団体として委員選出の要請があり、1名を選出することが決定した。 

 

 



報告事項 

１ 郡市医師会地域包括ケア担当理事会議（2月 4日） 

 郡市医師会に行った「地域包括ケアシステムの構築」、「在宅医療・介護連携の推

進」の取組状況や課題・意見等のアンケート結果をもとに意見交換を行った。 

（河村） 

 

２ 診療情報提供推進委員会（2月 4日） 

 平成 27 年 1～12 月までに本会に寄せられた、相談窓口受付事例 45件の報告及び

協議を行った。（林） 

 

３ 新規個別指導「山口市」（2月 4 日） 

 病院 1 機関、診療所 6機関について実施され、立ち会った。（舩津） 

 

４ 山口県留置施設視察委員会（2月 4日） 

 次期委員長の選任後、平成 27年度の活動状況報告を行った。（香田） 

 

５ 医療事故調査制度に関する医療機関向け研修会（2月 5日） 

 福岡国際会議場において、「医療事故調査制度の概要について」（厚生労働省医政

局総務課医療安全推進室）、「医療事故調査制度の理念と医療事故調査・支援センタ

ーの役割」（日本医療安全調査機構）、「院内医療事故調査の具体的方法～事故の発

生と相談～」（日医医療安全対策委員会 上野道雄 副委員長）等の講演及び質疑応

答が行われた。（中村） 

 

６ 山口県衛生検査所精度管理専門委員会（2月 5日） 

 平成 27 年度に立入検査を実施した 9 衛生検査所の改善状況等の検査結果につい

て協議を行った。（加藤） 

 

７ 第 2 回山口県動物由来感染症情報関連体制整備検討会（2月 5日） 

 平成 27 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事業報告書案、

山口狂犬病対応マニュアル（案）について協議が行われた。（今村） 

 

８ 警察医会第３回役員会・第 18回研修会（2月 6日） 

 役員会では、本会表彰規程による平成 28 年度被表彰者の候補者の推薦、任期満

了に伴う次期役員について協議した。第 18 回研修会では、山口県警察本部より報

告・症例提示があり、引き続き、山口大学医学部法医学の藤宮龍也 教授による講

演「死体検案特論－事例を中心に－（6）『中毒・環境異常１』」が行われた。出席

者 89名。（弘山） 

 

９ 男女共同参画部会第３回理事会（2月 6日） 

 3 月 6日（日）にユウベルホテル松政において開催する、今年度の総会及び来年



度の部会事業計画等について協議を行った。（今村） 

 

10 第 66 回山口県産業衛生学会・山口県医師会産業医研修会（2月 7日） 

 「労働衛生の新たな潮流～ストレスチェック制度と化学物質リスクアセスメント

の義務化～」をテーマに開催した。午前は、特別講演「産業保健職のためのやさし

い化学物質管理～ヘップサンダルからリスクアセスメントまで～」（講師：三菱レ

イヨン（株）統括産業医 真鍋憲幸）、午後は、特別講演「最近の労働衛生行政につ

いて」（講師：山口労働局労働基準部健康安全課長 田中俊明）及び「メンタルヘル

ス対策におけるストレスチェック制度の実際」をテーマにシンポジウムが行われた。

基調講演は「企業のメンタル対策におけるストレスチェック制度の位置付け」（講

師：三井化学（株）本社健康管理室長統括産業医 土肥誠太郎）、シンポジストによ

る 3題の講演後、総合討論、質疑応答が行われた。参加者は 231 名。（藤本） 

 

11 第 2 回山口県高齢者医療懇話会（2月 8日） 

 平成 28・29 年度の保険料率について協議を行った。（萬） 

 

12 世界スカウトジャンボリー山口県支援委員会第 5 回総会（2月 8日） 

 平成 27 年度事業報告及び決算報告、標記支援委員会の解散が承認された。（小田） 

 

13 へき地医療支援機構：第 2 回へき地医療専門調査会（2月 8日） 

 山口県第 11 次へき地保健医療計画の見直しについて協議が行われた。現行計画

は平成 23～27 年度であるが、国の方針により、第 7次保健医療計画（平成 30年度

～）に、へき地保健医療計画に関する基本的な内容を記載することから、現行計画

を平成 28～29 年度の 2年間延長し、第 11 次へき地保健医療計画を引き続き実施す

ることとなった。（弘山） 

                                   

14 山口県肝炎対策協議会（2月 9日） 

 肝炎ウイルス検査事業及び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に関わる報告があり、続いて平成 28 年度山口県

肝疾患専門医療機関の指定について協議を行った。（小田） 

 

15 第 22 回毒物劇物安全管理研究会（2月 10 日） 

 「東ソー（株）南陽事業所における安全活動」、「試薬の安全管理」、「日産化学工

業（株）小野田工場における化学物質管理と保安防災への取組み」についての研究・

事例発表及び「プロセス災害防止のためのリスクアセスメント等の進め方」の特別

講演が行われた。（林） 

 

16 社会保険診療報酬支払基金山口支部幹事会（2月 10 日） 

 審査委員の委解嘱、平成 28 事業年度支払基金審査支払手数料等について報告が

行われた。（小田） 



17 三師会懇談会（2月 12 日） 

 山口県医療政策課の國光文乃 課長の講話「山口県の地域医療について」及び情

報交換が行われた。（河村） 

 

18 第 3 回山口県周産期医療協議会（2月 12 日） 

 山口県周産期医療システム基本構想（第 2次改訂）の見直しについて協議を行っ

た。（藤野） 

 

19 日本医師会第 5回学術推進会議（Ⅷ）（2月 12 日） 

 「遺伝子治療に関する企業の開発動向」、「遺伝子治療臨床開発のレギュラトリ

ー・サイエンス」の講演後、報告書の案について協議を行った。（小田） 

 

20 山口県医師会顧問弁護士・医事案件調査専門委員合同協議会（2月 13 日） 

 本年度発生した事案及び過去発生し係争中の事案について、各弁護士からの経過

報告、今後の検討を行った。（林） 

 

21 日本医師会医療情報システム協議会（2月 13～14 日） 

 「IT 時代における地域医療連携のあり方～『医療介護連携』『医療等 ID』につい

て～」をメインテーマに開催された。1 日目の「地域医療セッションでは、6 つの

事例報告と ICT を利用した多職種連携に関する調査報告の後、パネルディスカッシ

ョンが行われた。2 日目は、日医 IT 戦略セッション、スマートフォンのセキュリ

ティに関するランチョンセミナー、シンポジウム「マイナンバーと医療等 ID につ

いて」が行われた。（今村、沖中） 

 

22 日本医師会第 11回理事会（2月 16 日） 

 医師年金 ルシダス社グリーン TG2 ファンドの解約、医事法関係検討委員会臨時

答申、第 29回医療情報ネットワーク基盤検討会等について報告が行われた。（小田） 

 

23 病院勤務の医療従事者のための認知症対応力向上研修会（2月 17 日） 

 徳山医師会病院において、認知症の人や家族を支えるために必要な基本知識、医

療と介護の連携の重要性、認知症ケアの原則等について、医師・看護師等の医療従

事者を対象に研修会と質疑応答を行った。受講者 38名。（河村）  

 

24 第 90 回山口県医療審議会医療法人部会（2月 17 日） 

 医療法人の設立認可 3件、解散認可 2件が承認された。（小田） 

 

25 山口大学第 45 回学長選考会議（2月 17 日） 

 学長の業務執行状況の確認に関する規則（案）、学長選考基準等について協議を

行った。（今村） 

 



26 山口大学第 70 回経営協議会（2月 17 日） 

 国立大学法人山口大学学則及び山口大学大学院学則の一部改正、国立大学法人山

口大学職員の勤務時間、休暇等の規則の一部改正等について審議を行った。（今村） 

 

27 福岡県医師会第 2回ハートフル（自浄作用活性化）研修会（2月 17 日） 

 昨年 4月 30 日に日本医師会で開催された、第 5回ワークショップ「会員の倫理・

資質向上をめざして」において事例発表した「保険ピアレビューについて」の講演

を行った。（萬） 

28 医療等に係る消費税問題の抜本的解決のための請願等の提出について 

（2月 16 日） 

 前回理事会で協議を行った標記請願書を山口県知事及び山口県議会へ提出し、要

望説明を行った。（加藤） 

 

 

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 11118888 回―回―回―回―    

1 山口県国民健康保険団体連合会第 4回理事会について（2月 5日） 

 2 月 22 日開催の通常総会に提出する、平成 28年度予算等の議案について協議を

行った。（小田） 

 


