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１２月２０日 午後５時～６時３１分 

河村会長、林・今村両副会長、加藤専務理事、萬・藤本・沖中・中村・清水・前川各常任

理事、白澤・山下・伊藤・吉水・郷良・河村・長谷川各理事、藤野・篠原・岡田各監事 

 

協議事項 

１ 第 3 回都道府県医師会長協議会の議題について 

 「なし崩し的なオンライン診療拡大に歯止めを！」、「公的医療機関における控除対象外

消費税の問題」の 2題を提出することが決定した。 

 

２ 定款等検討委員会答申について 

 定款等検討委員会に諮問した「2020 年度山口県医師会費の賦課方法及び 2020 年度役員

等の報酬」については、いずれも前年度のとおり据え置く旨の答申が出され協議、承認さ

れた。 

 

３ 2019 年 10 連休対策に関するアンケートについて 

 日本医師会より、2019 年 4～5月の 10 連休に向け、さまざまな課題を把握して医療提供

体制の確保策を検討するため、①行政における危機意識、医師会との連携、②医療関係団

体、医療以外の分野の団体・事業者との連携等に関する内容のアンケート調査の依頼があ

り、回答案について協議を行った。現時点では、通常の年末年始、ゴールデンウィークと

同様であり、関係団体・事業者との連携は取っていないが、各地域の対応について情報収

集しながら今後協議していくことが決定した。 

 

４ 糖尿病性腎症重症化予防プログラム別冊資料の策定について 

 山口県健康福祉部長より、本会と山口県糖尿病対策推進委員会及び山口県の三者で策定

した「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の一部資料を別冊「県内市町の現状分析」と

して策定し、各市町及び各郡市医師会へ周知したい旨の依頼があり、承認された。 

 

５ 平成 31 年度妊婦健康診査の参考単価（修正案）について 

 本県の妊婦健康診査の参考単価については、診療報酬点数を参考に決定している。平成

31年度分の算定には、診療報酬改定時に新しく「妊婦加算」の考え方が導入されたことに

より、各健診ごとにこれを加算する案を各市町に提示していたが、最近、「妊婦加算」につ

いて制度の廃止を含めた見直しの議論が始まっていることから、平成 31 年度案については、

「妊婦加算」を算定しないこととし、各市町及び各郡市医師会へ周知することが決定した。 

 

６ 第 14 回医療関係団体新年互礼会について 

 平成 31 年 1月 5日（土）に開催する互礼会の次第及び役職員の担当等について協議を行

った。 

 

人事事項 

１ 山口県女性医師等キャリア支援連絡協議会の委員について 

 山口大学医学部は、一般社団法人全国医学部長病院長会議の依頼により、女性医師のキ



ャリア形成や就業維持等の支援方策の充実を図ることを目的とする「女性医師等キャリア

支援モデル全国展開事業」の実施に伴い、標記連絡協議会を設置した。男女共同参画の推

進に尽力し、学識経験豊富な委員での構成にするため、今村副会長、中村常任理事、前川

常任理事の 3名の委嘱依頼があり、承認することが決定した。 

 

報告事項 

１ 第 2 回都道府県医師会長協議会（11月 20 日） 

 テーマを「地域医療対策協議会の現状と問題点」及び「地域医療構想調整会議のあり方」

に絞って、各都道府県から提出された質問・要望に対して、各担当役員から回答を行った。 

（今村） 

 

２ 山口県福祉サービス運営適正化委員会第 111 回苦情解決部会（11 月 27 日） 

 平成 30 年 4～10 月分の苦情相談及びその解決事案等について協議した。（今村） 

 

３ 日医第 2回母子保健検討委員会（12月 5日） 

 乳幼児健康診査身体診察マニュアルの解説について協議後、会長諮問事項についてフリ

ートーキングを行った。（今村） 

 

４ 健康スポーツ医学実地研修会（11月 23 日） 

 下関市立彦島公民館において、倉敷芸術科学大学生命科学部健康科学科の松枝千尋 准教

授による「姿勢制御と歩行中のバランス調整」と題した特別講演が行われた。受講者 18名。

その後、老の山公園などを約 5 ㎞ウォーキングをした。（藤本） 

 

５ 第 3 回健康教育委員会（12月 6日） 

 平成 30 年度健康教育テキスト「関節リウマチ」の内容を確認し、来年度テキストのテー

マを協議した。（前川） 

 

６ 地域医療構想調整会議:検討部会｢萩｣（12 月 6日） 

 地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策への対応、各病院の具体的対応方針につい

て協議が行われた。その後、介護医療院への転換に係る支援及び在宅医療提供体制充実支

援事業の取組状況について情報提供が行われた。（前川） 

 

７ 第 6 回日本糖尿病対策推進会議総会（12月 6日） 

 宇都宮 啓 厚生労働省健康局長（代読）、日本糖尿病対策推進会議会長である日本医師会

の横倉義武 会長（代読）の挨拶後、（1）糖尿病診療データベースの構築について（①J-DREAMS

診療録直結型全国糖尿病データベース事業、②日本医師会かかりつけ医糖尿病データベー

ス研究事業「J-DOME」）、（2）糖尿病性腎症重症化予防に対する国の取組、（3）地域・団体

での取り組みについて（①埼玉県における糖尿病重症化予防プログラムの取り組み、②日

本糖尿病学会の糖尿病対策、③日本糖尿病協会における最近の取り組み、④日本腎臓学会

による糖尿病対策の取り組みについて）の 7講演が行われた。（藤本） 

 

８ 第 2 回山口県助産師出向支援導入事業協議会（12月 6日） 

 助産師出向支援の 2 事例について進捗状況の報告が行われ、その後、事業の普及方法に

ついて協議を行った。（沖中） 



９ 学校医研修会･学校医部会総会･予防接種医研修会･学校心臓検診精密検査医療機関研

修会（12月 9日） 

 学校医研修会では、ウエダ眼科（下関市）院長の植田喜一 先生から「何が起こっている

コンタクトレンズ問題」と題する講演が行われた。予防接種医研修会では、山口赤十字病

院第 2 小児科部長の門屋 亮 先生から「予防接種をされるすべての先生方へ～輸入が続く

麻疹風疹：国際的視野からの予防対策を～」、学校心臓検診精密検査医療機関研修会では、

本会学校心臓検診検討委員会委員長の砂川博史 先生から「不整脈を持つ児童生徒の管理」

の各講演が行われた。学校医部会総会では、平成 29 年度事業報告及び平成 30 年度事業計

画案が説明され、承認された。受講者 66名。（伊藤） 

 

10 日医女性医師支援担当者連絡会（12月 9日） 

 昨年度まで開催していた「大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会」と各都道府

県医師会におけるブロック別会議の全国版である「女性医師支援事業連絡協議会」が「女

性医師支援担当者連絡会」として合同で開催された。学会（日本肝臓学会、日本皮膚科学

会）、大学（広島大学、聖マリアンナ医科大学）、各ブロックから女性医師支援に関する取

組みについて発表が行われ、意見交換を行った。（前川） 

 

11 社会保険診療報酬支払基金山口支部幹事会（12月 12 日） 

 役員選任の認可、山口支部総合監査報告、審査充実のための医療機関訪問懇談の実施状

況等について報告が行われた。（河村会長） 

 

12 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会（12月 13 日） 

 日本医師会医師賠償責任保険の運営に関する経過報告に続いて、講演「医療紛争と民事

責任－医療過誤訴訟の審理構造と判断構造－」（甲南大学法科大学院 前田順司 教授）、「医

療紛争と刑事責任－『重大な医療事故』と『刑事責任』および『損害の填補』－」（日本医

師会参与 畔柳達雄 弁護士）及び質疑応答等が行われた。（林） 

 

13 山口県在宅医療推進協議会（12月 13 日） 

 標記協議会の目的を確認後、在宅医療提供体制充実支援事業の効果的な実施方法及び在

宅医療の後方支援体制構築に向けた圏域ごとの「在宅医療後方支援病院」の確保に向けた

取組み等について協議を行った。（清水） 

 

14 日医第 2回学校保健委員会（12月 13 日） 

 平成 30 年度学校保健講習会、「日本医師会学校医宣言（仮称）」等の協議後、諮問に対す

る意見交換を行った。（藤本） 

 

15 定款等検討委員会（12 月 15 日） 

 委員長を保田浩平 先生、副委員長を西村公一 先生に決定後、「2020 年度山口県医師会

会費の賦課方法及び 2020 年度役員等の報酬」の諮問事項について審議し、前年通りで据え

置くこととした。なお、フリートークにおいて、昨今、本会業務への役員出務が増加して

いることや昭和 59年より役員報酬が据え置かれていることから、増額の時期に来ているの

ではないかとの意見が委員よりあり、他県の状況及び今後の本会事業・予算面等を調査し、

総合的な判断ができるように検討していくこととした。（加藤） 

 



16 花粉測定講習会（12月 16 日） 

 日吉正明 花粉情報委員長による「春に飛ぶ花粉、不明な花粉について」の講演後、金谷

浩一郎 委員、菅原一真 委員による花粉測定の実技講習が行われた。（今村） 

 

17 県民公開講座：花粉症対策セミナー（12月 16 日） 

 「通年化する花粉症と子どもの発育障害」をテーマに実施した。本会の沖中芳彦 常任理

事による「山口県の花粉情報システムと平成 31年のスギ花粉飛散予測」、日吉正明 花粉情

報委員長による「子どもの花粉症と鼻の発育障害」の講演後、川崎医科大学耳鼻咽喉科学

の原 浩貴 主任教授による「鼻呼吸の障害と子供の発育・発達障害」の特別講演及びシン

ポジウムが行われた。参加者約 90 名。（今村） 

 

18 山口県医療費適正化推進協議会（12月 17 日） 

 第二期山口県医療費適正化計画の実績に関する評価（案）について協議を行った。（清水） 

                                                                           

19 日本医師会監事会（12 月 18 日） 

 会計の収支報告と医師年金の報告を受けた。（河村会長） 

 

20 日本医師会第 10回理事会（12月 18 日） 

 日本医学会公開シンポジウム、中医協、第 108 回厚生科学審議会科学技術部会等の報告

が行われた。（河村会長） 

 

21 山口大学第 58回学長選考会議（12月 18 日） 

 学長の業務執行状況の評価の実施等について協議を行った。（今村） 

 

22 山口大学第 87回経営協議会（12月 18 日） 

 就業規則、役員報酬決定規則、国立大学法人山口大学における授業料、検定料及び入学

料に関する規則の一部改正等について審議した。（今村） 

 

23 山口県感染症健康危機管理対策協議会（12月 18 日） 

 山口県感染症予防計画及び山口県結核予防対策行動指針の改正、麻しん・風しん対策等

について協議を行った。（藤本） 

 

 

医師国保理事会 第１５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。 

 


