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平成３０年３月１日(木) 午後５時～午後７時４９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 山口県医師会役員等の選挙について 

 本会役員及び裁定委員は 6 月 14 日、日本医師会代議員及び同予備代議員は 6 月 22

日をもって任期満了になることから、選挙日程を協議し、4月号の会報において公示す

ることを決定した。 

 

２ 第 181 回山口県医師会臨時代議員会について 

 5 月 17 日（木）に開催、本会役員等の選挙及び報告事項 2 件を審議することが決定

した。 

 

協議事項 

１ 平成 30 年度事業計画（案）・行事予定（案）について 

 前回提案分以降、新規事業の再協議により修正した事業計画（案）及びそれに伴う

行事予定（案）について協議を行った。 

 

２ 平成 30 年度予算（案）について 

 事業計画変更に伴う修正部分を含め、全事業予算について再協議を行った。 

 

３ 第 8 回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして」について 

 日本医師会より参加要請があった 4月 26日開催の標記ワークショップの出席者につ

いて協議を行った。 

 

４ 「第 14 回日本司法精神医学会大会 in YAMAGUCHI」の名義後援について 

 司法精神医学・医療の充実と拡大、人材の養成を含めた専門教育の確立、司法精神

医学・医療の研究の発展を期すために設立された「日本司法精神医学会」の第 14 回大

会が 6 月 1・2 日に山口市において開催されるにあたり、大会の兼行浩史 会長より名

義後援の依頼があり承認された。 

 

５ 三種混合ワクチンの個別接種標準料金（案）について 

 三種混合ワクチンについては、四種混合ワクチンの供給量が確保されている等の理

由から販売が中止されていたが、このたび販売が再開されたことから、広域における

個別接種料金（案）について協議し、平成 28 年度と同額とすることが決定した。 

 

 



６ 次期役員改選について 

 河村会長より、日本医師会役員改選に対する中国四国ブロックの対応状況及び本会

役員改選に関わる近況報告が行われた。 

 

人事事項 

１ スポーツ医・科学サポート委員会委員について 

 標記委員の任期満了に伴い、山口県体育協会より現委員の継続就任の依頼があり、

引き続き濱本副会長、香田理事を推薦することが決定した。 

 

報告事項 

１ 第 2 回山口県医療対策協議会（2月 15 日） 

 医師数等の現状、第 7 次山口県保健医療計画（地域の保健・医療を担う人材の確保

と資質の向上・へき地医療）、平成 30 年度医師修学資金貸与者の勤務医療機関につい

て審議した。（河村） 

 

２ 新規個別指導「山口市」（2月 15 日） 

 診療所 6機関について実施され立ち会った。（山下） 

 

３ 日医医療政策シンポジウム（2月 16 日） 

 「国際社会と医療政策」をテーマに講演 3 題「グローバルヘルスの潮流－これから

どこへ流れていくのか？」「社会正義と国際保健（Social justice and global Health）」

「日本の医療；課題と将来」が行われ、その後パネルディスカッションが行われた。 

（中村） 

 

４ 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（2月 16 日） 

 日本医師会役員改選に対する中国四国ブロックの方向性及びブロック推薦の理事、

監事等について協議を行った。（河村） 

 

５ 日本医師会 横倉義武 会長・世界医師会長就任祝賀会（2月 16 日） 

 安倍晋三 内閣総理大臣、サー・マイケル・マーモット元世界医師会長、オトマー・

クロイバー世界医師会事務総長、髙久史麿 前日本医学会長の来賓祝辞並びに横倉会長

の謝辞の後、久野梧郎 日医代議員会議長の音頭により乾杯を行い、今村 聡 副会長の

閉会の辞で閉会した。（林） 

 

６ 第 4 回生涯教育委員会（2 月 17 日） 

 医学功労賞及び平成 32（2020 年）年度の山口県医学会総会開催地の選考、平成 30

年度のセミナーの企画等について協議を行った。（加藤） 

 

７ 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 17 日） 

 平成 29 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、今後の検討を行った。（林） 



８ 医師事務作業補助者研修会（2月 17 日） 

 山口赤十字病院の尼崎正路 薬剤部長による「薬事関係法規・制度と薬剤関連業務上

の注意点」、山口県立総合医療センター中央検査部の室谷里見技師長による「検査部と

ドクターズクラークのコミュニケーションの実際」の講演 2 題が行われた。参加者 90

名。（中村） 

 

９ 第 147 回生涯研修セミナー（2月 18 日） 

 山口大学大学院医学系研究科小児科学講座の長谷川俊史 教授による「食物アレルギ

ーについて～予防と対策～」、産業医科大学医学部産業衛生学の川本俊弘 教授による

「環境・産業中毒の歴史と生物学的モニタリング」の特別講演 2題が行われた。（加藤） 

 

10 勤務医部会総会・シンポジウム（2月 18 日） 

 総会では、平成 29 年度事業報告及び平成 30 年度事業に対する要望について審議し

た。 

 その後、「感染対策について」をテーマに国立国際医療研究センター病院の大曲貴夫 

副院長の基調講演、山口県環境保健センター、周東総合病院、山口赤十字病院、山口

大学医学部附属病院、長門総合病院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） 

 

11 日医母子保健講習会（2月 18 日） 

 基調講演では、北澤 潤 厚生労働省子ども家庭局母子保健課長による「子育て世代

包括支援センターの目指すもの」、岡野禎治 三重大学保健管理センター大学院医学系

研究科教授による「周産期メンタルヘルス支援を目指して」が行われ、その後「多職

種連携による子育て支援を目指して」をテーマとした講演 3題が行われた。（藤本） 

 

12 第 23 回山口県立病院機構評価委員会（2 月 19 日） 

 山口県立病院機構業務方法書の変更及び業務の実績に関する評価の実施要領の一部

改正について審議された。（河村） 

 

13 第 2 回山口県医療費適正化推進協議会（2 月 20 日） 

 本県の実情に応じた医療費適正化を推進するために策定する「第三期山口県医療費

適正化計画（平成 30年度～35年度）」及び「第二期山口県医療費適正化計画（平成 25

年度～29年度）の進捗状況」について審議した。（弘山） 

 

14 山口県肝炎対策協議会（2 月 20 日） 

 本県における肝炎対策について報告の後、平成 30年度山口県肝疾患専門医療機関の

指定について協議した。（河村） 

 

15 日医第 6回医療政策会議（2月 21 日） 

 平成 28・29 年度医療政策会議報告書（案）について協議を行った。（河村） 

 



16 認知症サポート医フォローアップ研修会に関する検討会（2月 22 日） 

 平成 30年度以降の認知症サポート医フォローアップ研修会の形式及びオレンジドク

ター制度の創設について、研修会講師及び山口県健康福祉部長寿社会課と協議を行っ

た。（清水） 

 

17 有床診療所部会第 4 回役員会（2月 22 日） 

 正木康史 部会長から「平成 29 年度全国有床診療所連絡協議会中国四国ブロック会

第 9 回総会」及び「平成 30 年度診療報酬改定」について、河村康明 会長から「都道

府県医師会長協議会（1/16）」及び「県高齢者保健福祉推進会議（2/22）」について、

それぞれ報告が行われた。その後、「第 31 回全国有床診療所連絡協議会総会『山口大

会』」及び次期有床診療所部会役員について協議した。（弘山） 

 

18 第 3 回学校心臓検診検討委員会（2月 22 日） 

 平成 28 年度「山口県学校心臓検診報告書」及び「心電図判定基準」（平成 30年 3月

改訂）について報告が行われた。その後、平成 30 年度事業について協議した。（藤本） 

 

19 医事案件調査専門委員会（2月 22 日） 

 病院 1 件の事案について審議を行った。（中村） 

 

20 第 4 回山口県高齢者保健福祉推進会議（2 月 22 日） 

 「第六次やまぐち高齢者プラン（案）」（平成 30 年度～32 年度）について審議した。

その後、平成 30年度健康福祉部予算案の概要について報告が行われた。（河村） 

 

21 個別指導「山陽小野田市」（2 月 22 日） 

 病院 1 機関について実施され立ち会った。（萬、清水） 

 

22 山口大学第 83回経営協議会（2月 22 日） 

 平成 29年度財政見通し、平成 30年度一般入試志願状況等の報告が行われた。（今村） 

 

23 山口大学第 55回学長選考会議（2月 22 日） 

 学長の業務執行状況の評価等を行った（今村） 

 

24 都道府県医師会事務局長連絡会（2月 23 日） 

 平成 29 年度に退職又は退職を予定している千葉、神奈川、石川、愛知、大阪、和歌

山、愛媛の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、

労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所統括研究員による講演「働き方改革につ

いて」が行われた。（事務局長） 

 

25 第 2 回山口県医療審議会（2月 23 日） 

 第 7次山口県保健医療計画（平成 30 年度～35 年度）の策定、地域医療構想の推進状

況等について審議した。（河村） 



26 山口県医療審議会第 96 回医療法人部会（2月 23 日） 

 医療法人の設立認可 5 件、解散認可 2 件について審議を行った。また、医療法人設

立登記等完了状況（前回諮問分）について報告が行われた。（河村） 

 

27 第 3 回山口県障害者施策推進協議会（2月 23 日） 

 「やまぐち障害者いきいきプラン（平成 30 年度～35年度）」の最終案、「山口県障害

福祉サービス実施計画（第 5期障害福祉計画及び第 1 期障害児福祉計画）」の最終案に

ついて審議した。また、平成 30年度障害者支援課関連予算（案）の概要について報告

が行われた。（今村） 

 

28 山口県災害医療コーディネーター会議（2 月 23 日） 

 災害発生時に県庁に登庁し、DMAT 等の医療チームの派遣や患者の受入医療機関・県

外搬送等に関して助言・調整を行う「山口県災害医療コーディネーター」の主な業務

について、二次医療圏で活動する「地域災害医療コーディネーター」の主な業務、人

選、養成等について協議した。（弘山） 

 

29 第 3 回育児支援 WG・保育サポーターバンク運営委員会合同委員会（2月 24 日） 

 3 月 11 日に開催する保育サポーター研修会の内容及びサポーターバンク運営に係る

注意事項等について確認を行った。（今村） 

 

30 男女共同参画部会第 3回理事会（2月 24 日） 

 3 月 11 日に開催する部会総会及び講演会、30年度事業計画、女子医学生インターン

シップ、部会活動ホームページ、次期役員等について協議を行った。（前川） 

 

31 第 20 回中国地方社会保険医療協議会総会（2月 27 日） 

 保険医の登録の取消及び元保険医療機関への対応等について審議した。（河村） 

 

32 広報委員会（3月 1 日） 

 会報主要記事掲載予定（4月号）、平成 30年度の県民公開講座の特別講演講師等につ

いて協議した。（今村） 

 

33 会員の入退会異動 

 入会 2 件、退会 4件、異動 11 件。（3 月 1日現在会員数：1号 1,281 名、2号 867 名、

3 号 439 名、合計 2,587 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 19191919 回回回回――――    

１ 「高額医療費資金貸付規程」及び「出産費資金貸付規程」の廃止について 

 2 月 15 日に開催された第 2 回通常組合会において、規約の一部改正により保健事業

のうち貸付事業を廃止し、平成 30 年 4月 1日から施行することが議決された。これに

伴い、平成 30年 3月 31 日をもって標記 2規程を廃止することを議決した。    


