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７月５日 午後５時１０分～６時４０分 

河村会長、林・今村副会長、加藤専務理事、萬・藤本・沖中・中村・清水・前川常任

理事、山下・伊藤・吉水・郷良・河村・長谷川理事、藤野・篠原・岡田監事 

 

協議事項 

１ 中国四国医師会連合各種分科会について 

 第 1 分科会（医療保険・医療政策）は「審査事務の集約に向けた実証テストについ

て」、第 2 分科会（介護保険）は「認知症初期集中支援チームの活動状況について」、

第 3分科会（地域医療・医療環境）は「各県の初期研修医のマッチング定数、採用数、

後期研修医採用数の推移と医師確保対策について」を議題として提出することが決定

した。 

 

２ 第 31 回全国有床診療所連絡協議会総会「山口大会」について 

 7 月 28（土）・29（日）日に本会引受けで開催する標記協議会のスケジュール、出席

来賓等が概ね確定したことから現状説明が行われ、承認された。 

 

３ 福祉医療費の電子請求への対応について 

 山口県及び各市町が実施している医療費助成事業（「乳幼児医療」「ひとり親家庭医

療」「重度心身障害者医療」）に係る審査支払業務については、現在、各市町からの委

託を受けて山口県国民健康保険団体連合会が実施しているが、その請求方法が紙ベー

ス（手書き）であったため、以前より本会、山口県歯科医師会及び山口県薬剤師会の

三師会から電子請求への改善要請を続けてきた。今般、国保連合会から「福祉医療費

の電子請求への対応について」の計画案（インターネットを介した電子請求）が提示

され、その内容について協議を行い、概ね了承することとした。なお、計画どおりに

進めば、平成 31年 4月請求分から電子請求の実施となる予定。 

 

人事事項 

１ 県並びに関係機関各種委員について 

 本会の役員改選により会務分担の変更が行われたことから、県及び関係機関の各種

委員の担当について協議、承認された。 

 

報告事項 

１ 郡市医師会小児救急医療担当理事協議会（6月 21 日） 

 平成 29 年度小児救急関係事業報告及び平成 30 年度事業について説明を行った。 

（前川） 

 



２ 第 1 回学校医部会役員会（6月 21 日） 

 部会役員の変更、「学校医の手引き」の改訂、学校医研修会の講師等について協議を

行った。（藤本） 

 

３ 医事案件調査専門委員会（6月 21 日） 

 病院 1 件、診療所 2件の事案について審議を行った。（林） 

 

４ 第 1 回花粉情報委員会（6 月 21 日） 

 平成 29 年度事業報告の後、平成 30 年度事業計画について協議した。このうち、12

月 16 日（日）の午前に開催する「花粉測定講習会」の講演及び実技指導の講師につい

て、また、同日午後から開催する「県民公開講座 花粉症対策セミナー」のプログラム

や講師等についても協議した。（今村） 

 

５ 山口県予防保健協会定例評議員会（6月 21 日） 

 2017 年度事業報告・決算報告等について協議を行った。（今村） 

 

６ 労災診療費算定基準改定説明会（6月 21 日） 

 算定基準の改定に伴う説明会が下松中央公民館で開催され、山口労働局（主催者）

の依頼により来賓挨拶を行った。（清水） 

 

７ 中国四国医師会連合常任委員会（6月 22 日） 

 中国四国医師会共同利用施設等連絡協議会の負担金、中国四国医師会連合 JMAT 研修

会等について協議を行った。（加藤） 

 

８ 中国四国医師会連合連絡会（6月 22・23・24 日） 

 22 日：中国四国医師会連合常任委員会の報告、日本医師会議事運営委員会の報告、

中四国ブロック選出の日本医師会役員による中央情勢報告が行われた。23・24 日：日

本医師会議事運営委員会の報告が行われた。（加藤） 

 

９ 日本医師会第 142 回定例代議員会（6月 23 日） 

 代議員会議長及び副議長の選定が行われ、平成 29年度日本医師会事業報告の後、「第

1 号議案 平成 29年度日本医師会決算の件」について審議を行い、議案どおり承認され

た。続いて「第 2号議案 日本医師会役員（会長、副会長、常任理事、理事、監事）及

び裁定委員選任の件」、「第 3 号議案 日本医師会役員（会長、副会長、常任理事）選定

の件」が一括上程された。会長、副会長、常任理事、理事候補者は定数を超えていた

ため投票により選任され、監事及び裁定委員は定数内のため挙手により賛成多数で立

候補者全員が選任された。役員等の選任の後、挙手により賛成多数で各候補者が会長、

副会長、常任理事に選定された。代議員定数 368 名、出席 367 名、欠席 1 名。（加藤） 

 



10 日本医師会第 143 回臨時代議員会（6月 24 日） 

 横倉会長の所信表明、門田守人 日本医学会長の挨拶後「第 1号議案 平成 31年度日

本医師会会費賦課徴収の件」について審議が行われ、議案どおり承認された。その後、

ブロックからの代表質問 8題、個人質問 11題について、それぞれ担当役員が回答した。

本会からは、今村副会長が個人質問として地域包括診療加算・診療料についての質問

を行った。代議員定数 368 名、出席 357 名、欠席 3名、欠員 8 名。（加藤） 

 

11 第 43 回山口県下医師会立看護学院（校）対抗バレーボール大会（6月 24 日） 

 山口県スポーツ文化センターにおいて、宇部看護専門学校の引受けで開催され、13

チームの参加で熱戦が繰り広げられた。大会参加者 532 名。優勝は、女子の部が徳山

看護専門学校看護科Ａ、男子の部が徳山看護専門学校看護科Ａであった。また、若年

層の初回献血参加に協力するため、例年通り同会場において献血の協力が行われた。 

（前川） 

 

12 山口大学第 85回経営協議会（6月 26 日） 

 平成 29 年度決算、附属病院の平成 29年度経営実績及び平成 30 年度経営計画等につ

いて審議が行われた。（今村） 

 

13 第 1 回山口県共同募金会評議員会（6月 27 日） 

 平成 29 年度事業及び決算の報告、理事の選任、配分委員会委員の選任等について審

議を行った。（事務局長） 

 

14 郡市医師会救急医療担当理事協議会（6月 28 日） 

 県消防保安課から「本県の救急搬送の現況」、県医療政策課から「ドクターヘリの出

動状況」について報告の後、本会から「JMAT やまぐちの事前登録状況」、「AED 等の設

置状況調査結果」について説明し、協議を行った。また、転院搬送時の医師の同乗に

ついて意見交換を行った。（前川） 

 

15 第 1 回健康教育委員会（6 月 28 日） 

 今年度のテキスト「関節リウマチ～関節リウマチと上手につきあうために～」の素

案について協議を行った。（藤本） 

 

16 山口県緩和ケア医師研修会連絡会議（6月 28 日） 

 県医療政策課より本県における緩和ケア研修実施状況の報告がされ、その後、今年

度から行うｅラーニングを含めた研修の実施方法等について協議を行った。（藤本） 

 

17 社会保険医療担当者集団指導「下関市」（6月 28 日） 

 中国四国厚生局及び山口県の共同による各種集団指導と併せて本会が実施する、全

医療機関を対象とする集団指導（隔年出席制）を開催した。本年度も昨年同様、県内 3



か所（下関市、山口市、周南市）で開催する。（伊藤） 

 

18 第 2 回山口県糖尿病療養指導士講習会（7 月 1日） 

 開講式の後、食事療法、薬物療法等 4 題の講義が行われ、その後、確認テストが行

われた。受講者 182 名（前川） 

 

19 臨床研修病院合同説明会：レジナビフェア 2018 大阪（7月 1日） 

 本県からは、6 病院と山口県医師臨床研修推進センターが出展を行い、訪問学生は延

べ 86 名（うち、山口大学生：7％）であった。（加藤） 

 

20 第 1 回外国人医療対策会議（7月 4日） 

 都道府県医師会や関係省庁、関連団体・企業から担当者が出席し、日本医師会にお

いて開催された。東京大学医学系研究科国際保健政策学の渋谷健司 教授による「日本

の医療の国際化に向けて」の講演後、北海道・東京都・石川県・愛知県・沖縄県・千

葉県医師会より各地区における現況報告が行われた。その後、訪日外国人や在留外国

人の医療を巡る課題や対策について協議を行い、特に訪日外国人患者の保険加入や未

収金の問題が取り上げられた。（前川） 

 

21 広報委員会（7月 5 日） 

 会報主要記事掲載予定（8～10 月号）、新コーナー「新病院長に聴く」等の確認、緑

陰随筆、県民公開講座等について協議した。（今村） 

 

22 会員の入退会異動 

 入会 28 件、退会 4件、異動 6件。（7月 1日現在会員数：1号 1,280 名、2号 876 名、

3 号 453 名、合計 2,609 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６６６６回―回―回―回―    

１ 第１回通常組合会について 

 7 月 19 日（木）に開催する通常組合会の次第等について協議、議決した。 

 

２ 第 17 回「学びながらのウォーキング大会」について 

 平成 30 年 11 月 23 日（金・祝）に下関市で開催し、特別講演は彦島公民館で実施す

ることが決定した。 

 

３ 山口県保険者協議会委員について 

 本組合役員改選に伴う委員の交代について協議、承認した。 


