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平成３０年４月５日(木) 午後４時５１分～午後６時５８分 

 河村会長、吉本・濱本両副会長、林専務理事、弘山・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 182 回山口県医師会定例代議員会について 

 6 月 14 日（木）に定例代議員会を開催し、報告事項 1 件、議決事項 7 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 30 年度事務局体制及び事務分掌について 

 新年度から入局職員 2 名を迎えたことにより、事務局体制及び職務分掌の変更が決

定した。 

 

協議事項 

１ 平成 29 年度事業報告について 

 事業別による事業報告について協議を行った。 

 

２ 平成 30 年度山口県医師会表彰式について 

 6 月 14 日（木）の第 182 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。 

 

３ 母体保護法による指定医師の申請について 

 光市のみちがみ病院より 1名の母体保護法指定医師の申請があった。「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、指定医師として承認

する旨の審査結果を答申し、承認された。 

 

４ 山口ゆめ花博への支援について 

 山口県から協力依頼があった協賛金及び前売り入場券の販売について、平成 30 年 3

月 20 日までの集計結果が報告され、協議の結果、承認された。 

 

５ 日本ユニセフ協会の団体賛助会員継続について 

 昨年度加盟した標記協会の「団体賛助会員」継続登録について依頼があり、引き続

き登録することが決定した。 

 

６ 山口県健康福祉部との懇話会について 

 5 月 10 日に開催することが決定し、提出された議題 1 題について協議を行った。な

お、議題項目の最終締切は 4月 17 日までとした。 

 



人事事項 

１ 会内委員会等の委員・役員について 

 会内の各種委員会委員及び部会役員について協議、承認された。 

 

報告事項 

１ 郡市医師会生涯教育担当理事協議会（3月 15 日） 

 平成 28 年度生涯教育制度集計結果（単位取得者総数、取得者率等）の報告、平成 29

年度末の日医への単位申請方法について説明を行った。続いて、平成 30 年度山口県医

師会生涯教育事業計画について説明の後、協議を行った。（山下） 

 

２ 郡市医師会介護保険担当理事協議会（3月 15 日） 

 平成 30 年度介護報酬改定について、改定内容の説明会及び山口県健康福祉部長寿社

会課介護保険班の釼物達文 主査から通知事項等の説明が行われた。（清水） 

 

３ 診療報酬改定説明会（3月 16・19・20・22・23・26・27 日） 

 平成 30 年度診療報酬改定に関する説明会を周南市、岩国市、下関市、山口市、柳井

市、萩市、宇部市の県内 7 会場で行った。なお、前回同様に中国四国厚生局の実施す

る「改定時集団指導」と同時開催した。出席者：全会場合わせて約 2,500 名（清水） 

 

４ 山口県生活習慣病検診等管理指導協議会「肺がん部会」（3月 16 日） 

 山口県のがんの状況（死亡状況、がん検診率）、平成 28 年度市町肺がん検診の実施

状況及び診断症例調査結果、市町肺がん検診の実施状況調査について報告の後、協議

を行った。また、「第 3 期山口県がん対策推進計画」、「山口県のがん対策」について報

告が行われた。（吉本） 

 

５ 山口県暴力追放運動推進センター定時評議員会（3月 16 日） 

 平成 30 年度事業計画（案）及び収支予算（案）、基本財産の運用（案）について審

議を行った。（事務局長） 

 

６ 第３回山口県糖尿病対策推進委員会（3月 17 日） 

 平成 29 年度事業報告、平成 30 年度事業計画、昨年 11 月に山口県、山口県医師会、

山口県糖尿病対策推進委員会の三者共同で策定し、市町へ配付した「糖尿病性腎症重

症化予防プログラム」のその後の動向について報告の後、協議した。（藤本） 

 

７ 日医治験推進地域連絡会議（3月 17 日） 

 （1）患者の気持ちを知る、（2）臨床研究・治験に関する今後の動向を知る、（3）臨

床研究法を知る、（4）ICH-E6（R2）に対応した治験を理解する、（5）統一書式の改訂

（予定）を理解する、のテーマで講演及び総合討論が行われた。（林） 

 

８ 「JMAT やまぐち」災害医療研修会（3月 17 日） 

 福岡県医師会の藤野隆之 常任理事から「平成 29 年 7 月九州北部豪雨の対応につい



て」、山口県防災危機管理課の見寄靖彦 主幹及び山口県医療政策課の花田尚幸 主査か

ら「平成 28年熊本地震を踏まえた山口県の防災対策について」、（医）神徳会三田尻病

院の豊田秀二 院長から「EMIS について」、産業医科大学医学部公衆衛生学の久保達彦 

講師から「J-SPEED について」講演が行われた。受講者 111 名。（弘山） 

 

９ 山口大学経済学部シンポジウム（3月 17 日） 

 「人口減少時代における医療・福祉の未来」をテーマに開催され、「10年後の山口県

の医療状況（医師会の取り組み・観点より）」の講演を行った。その後、山口大学経済

学部経済学研究科の中田範夫 教授の司会のもと、山口県健康福祉部の岡 紳爾 部長、

山口大学大学院経済学研究科非常勤講師の篠原栄二 氏とによるパネルディスカッシ

ョンを行った。（河村） 

 

10 福岡県医師会との懇談会（3月 18 日） 

 福岡県から「福岡県における在宅医療の現況と需要予測」、山口県から「山口県にお

ける在宅医療」の報告後、意見交換を行った。（林） 

 

11 臨床研修病院合同説明会（3月 18 日） 

 13 大学から 14名の学生の訪問があった。（中村） 

 

12 山口県生活習慣病検診等管理指導協議会「子宮がん部会」（3月 19 日） 

  山口県のがんの実情（死亡者数、がん検診受診率）、平成 28 年度市町子宮がん検診

の実施状況及び診断症例調査結果、市町子宮がん検診の実施状況調査について報告の

後、協議を行った。また、「第 3期山口県がん対策推進計画」、「山口県のがん対策」に

ついて報告が行われた。（藤野） 

 

13 第 2 回山口県医師臨床研修推進センター運営会議（3月 22 日） 

 平成 29 年度事業報告、平成 30 年度事業計画・予算（案）、平成 31 年度研修開始臨

床研修医の募集定員等について協議し、その後、各病院の現状等について情報交換を

行った。（中村） 

 

14 山口県予防保健協会定例理事会（3月 22 日） 

 平成 30 年度事業計画・収支予算、別館社屋の建替えに伴う借入金に係る抵当権の設

定、別館社屋の解体及び跡地の活用等について審議を行った。（中村） 

 

15 山口県訪問看護推進協議会（3月 22 日） 

 平成 29 年度訪問看護師育成支援事業の報告後、「山口県の訪問看護の実際と現状か

ら人材確保を考える～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） 

 

16 山口大学後援財団第 23 回理事会（3月 23 日） 

 山口大学後援財団解散後の清算事務等について審議が行われた。（河村） 



17 山口大学第 84回経営協議会（3月 23 日） 

 山口大学学則及び山口大学大学院学則の一部改正、平成 30 年度の年度計画等につい

て審議が行われた。（今村） 

 

18 山口大学第 56回学長選考会議（3月 23 日） 

 学長の業務執行状況の確認、学長候補者選考に係る今後の課題等について協議が行

われた。（今村） 

 

19 中国四国医師会連合常任委員会（会長会議）（3月 24 日） 

 次期日本医師会長候補者及び役員候補者の中国四国ブロック推薦について協議を行

った。（河村） 

 

20 中国四国医師会連合常任委員会（3月 24 日） 

 常任委員会（会長会議）で協議された「次期日本医師会役員の推薦」について報告

後、中国四国医師会ブロック内での「勤務医特別委員会」の立ち上げ、中国四国医師

会連合祝賀会等について協議を行った。（林） 

 

21 中国四国医師会連合連絡会（3月 24・25 日） 

 24 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。25日は、日本医師会議事運営委員会の報告が行われた。（林） 

 

22 第 141 回日本医師会臨時代議員会（3月 25 日） 

 横倉会長の挨拶後、中川副会長より「平成 30 年度日本医師会事業計画」、今村副会

長より「平成 31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 29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 14 件が寄せられ、それぞれ担当役員からの答弁が行わ

れた。本会の弘山常任理事が、中国四国ブロックの個人質問として「地域医療構想と

救急医療について」の質問を行った。（林） 

 

23 やまぐちスポーツ交流・元気県づくり推進会議（3月 26 日） 

 県民運動に関する取組み、2020 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組み

等について協議を行った。（事務局長） 

 

24 第 3 回山口県共同募金会評議員会（3月 28 日） 

 平成 29 年度補正予算（案）及び共同募金助成（案）、共同募金の運動性の再生 10年

方針（案）、平成 30年度事業計画（案）等について審議を行った。（事務局長） 

 

25 中国地方社会保険医療協議会山口部会（3 月 28 日） 

 医科では、新規 3件が承認された。（河村） 

 



26 診療情報提供推進委員会（3月 29 日） 

 平成 29 年（1 月～12 月）に本会に寄せられた 51 件の相談窓口受付事例について、

報告及び協議を行った。（林） 

 

27 第 3 回山口県助産師出向支援導入事業協議会（3 月 29 日） 

 助産師出向に関する取組みの実施状況報告及び助産師出向を推進する上での課題と

対策等について協議が行われた。（沖中） 

 

28 山口県助産師出向支援導入事業報告会（3 月 29 日） 

 助産師出向支援の実施 3事例について、報告が行われた。（沖中） 

 

29  第 1回健康やまぐち 21計画（第 2次）中間評価・見直し検討部会（3月 29 日） 

 山口県の健康づくりの指針である「健康やまぐち 21 計画（第 2 次）」の中間評価等

の実施体制、評価・見直しの方向性、スケジュール、計画の進捗状況について協議し

た。（藤本） 

 

30 広報委員会（4月 5 日） 

 会報主要記事掲載予定（5～7 月号）、新コーナー等、緑陰随筆（8 月号）、平成 30年

度の広報事業等について協議した。（今村） 

 

31 会員の入退会異動 

 入会 9 件、退会 35件、異動 26 件。（4月 1 日現在会員数：1号 1,281 名、2号 850 名、

3 号 430 名、合計 2,561 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。 


