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平成 30年度
郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事協議会

・関係者合同会議
と　き　平成 30年 9月 6日（木）15：00 ～ 15：45

ところ　山口県医師会 6階会議室

[ 報告 : 常任理事　藤本　俊文 ]

開会挨拶
河村会長　本日はお集まりいただき、感謝申し上
げる。風しんが都市部を中心に流行している。風

しんは、妊婦への注意が必要なのはもちろん、リ

スクを抱えた子どもは感染症などに弱いため、同

様に注意しなければならない。予防接種の広域化

に際しては何度も会議を重ねて、結論に至るまで

1年かかったのを覚えている。これからもさまざ

まな課題があると思われる。本日はよろしくお願

いする。

協議事項
1. 健康増進課からの情報提供
健康増進課　平成 28年度の麻しん予防接種実施
率は第 1期・2期ともに 97％程度で、2期は全

国でも 1位となった。29年度は 95～ 98％程度

である。関東地方で風しんの流行があり、全国に

広まる恐れがあることから厚生労働省からも注意

喚起が通知されている。定期予防接種の高い接種

率を保つのはもちろんのこと、先天性風しん症候

群を防ぐためにも妊婦への感染を防ぐことも大切

となる。風しんにかかっていない方、予防接種歴

のない方、妊娠を希望する女性や周囲の方へのワ

クチン接種の推奨についても協力をお願いした

い。

2. 平成 31 年度妊婦・乳幼児健康診査における
参考単価（案）について
藤本　平成 31年度の妊婦・乳幼児健康診査にお
ける参考単価（案）を県医師会で作成し、山口県

産婦人科医会及び山口県小児科医会にも検討いた

だいた上で、事前に郡市医師会及び市町に提示し

た。乳幼児については来年度は診療報酬改定はな

く、委託費については変更ない。各郡市医師会・

行政からも特別な意見・質問なく承認。

　妊婦健康診査については、今年度診療報酬改定

で妊娠していると診療科を問わず妊婦加算 38点

が加わり、また、採血量が変更となったことで、

総合計で 5,500 円の増額となることから、いく

つかの市町行政より、財政上の問題から保留との

回答があった。また、妊婦健康指導料は特定疾患

療養指導料相当となっていることから、月 2回

が原則で、36 ～ 39 週の 4回を 2回の加算に変

更してほしいとの要望があった。全会一致となら

ず、市町からの返答は県医師会へお願いした。今

回の提案で合意とならないときは、市町と郡市医

師会での合意となる。

3. 平成 30 年度広域予防接種における高齢者    
インフルエンザ予防接種について
藤本　県医師会から市町に対し、高齢者インフル
エンザ予防接種の料金、期間等を調査した。接種

期間はほどんどの市町が 10 月 1 日から 2月 28

日まで、周防大島町のみ 10 月 1 日から 3月 31

日まで。接種料金は全市町が 4,860 円、自己負

担額は 1,460 円となっている。阿武町では今年

度から 75歳以上で後期高齢者の被保険者は無料

になっている。インフルエンザの予診票（県内統

一様式）は昨年度と同様。

4. 平成 31 年度広域予防接種における個別接種
標準料金（案）について
藤本　平成 31年度の広域予防接種における個別
接種標準料金（案）を事前に県医師会から郡市医
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山口県健康福祉部健康増進課

　　　主査　宮下　洋一

　　　主任　川﨑加奈子

山口県健康福祉部こども・子育て

　応援局こども政策課

　　　主任　藤井久美子

県医師会

　会　　長　河村　康明

　常任理事　藤本　俊文

　理　　事　伊藤　真一

　理　　事　吉水　一郎

　理　　事　河村　一郎

　　　　

山口県産婦人科医会

　会長　藤野　俊夫

山口県小児科医会

　会長　田原　卓浩

　理事　藤原　元紀

　

オブザーバー

　　　　岡田　和好

下関市　主任　　　　　小橋　昭弘　　　　　　　柳井市　　　　 主査　　　　　　杉谷　明子

　　　　主査　　　　　金子　紀枝　　　　　　　　　　　　　　 課長補佐　　　　吉村　美幸

宇部市　係長　　　　　縄田　敦志　　　　　　　美祢市　　　　 主事　　　　　　太田　浩史

　　　　係長　　　　　盛重　利恵　　　　　　　　　　　　　　 係長　　　　　　末永　直美

山口市　副主幹　　　　磯崎　　修　　　　　　　周南市　　　　 係長　　　　　　國重　早苗

　　　　主幹　　　　　末岡　昭子　　　　　　　　　　　　　　 係長　 　   　　　宮崎　優子

萩　市　課長　　　　　河上屋里美　　　　　　　山陽小野田市　 主任主事　　　　田中　裕介

　　　　主任保健師　　藤井　紀子　　　　　　　　　　　　　　 主任　　　　　　末永　久美　

防府市　予防係長　　　松田　聡子　　　　　　　周防大島町　　 主査　　　　　　西村　寿海　

　　　　保健係長　　　野村　美和　　　　　　　　　　　　　　 主査（保健師）　中本　奈美

下松市　課長補佐　　　中山　知美　　　　　　　和木町　　　　 保健師　　   　　三國真莉菜

　　　　課長補佐　　　鬼武　美香　　　　　　　上関町　　　　 係長　　    　　　上杉　美和

岩国市　班長　　　　　富岡　　聰　　　　　　　田布施町　　　 係長　　   　　　吉光　恵美

　　　　主査　　　　　岡崎　由紀　　　　　　　平生町　　　　 主任主事      　　 関永　幸枝

光　市　係長　　　　　小熊紀美恵　　　　　　　阿武町　　　     主任  　　　   　  亀山梨恵子　

長門市　主査　　　　　桑原　紀聖　　　　　　　

　　　　主任　　　　　中田あゆみ　　　　　　　

市町

出席者

大 島 郡

玖 　 珂 

熊 毛 郡

吉　　南

厚 狭 郡

美 祢 郡

下 関 市

嶋元　　徹

松井　晶子

廣島　　淳

鈴木千衣子

吉武　和夫

竹尾　善文

神田　　岳

郡市担当理事

岩 国 市

小 野 田

光　　市

柳　　井

長 門 市

美 祢 市

宇 部 市

山 口 市

萩　　市

徳　　山

防　　府

下　　松

川上　初美

山縣　俊彦

岩谷　　一

大城　研二

村田　　敦

井上　　保

藤本　　誠

砂川　新平

北川　博之

志熊　徹也

須田　博喜

横山　幸代
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師会・市町へ提示し、来年度は特に変更もなく、

了承いただいた。なお、平成 31 年 10 月に消費

増税が予定されているため、料金案として 2通

りの消費税により提示した。

5. その他
①平成 30 年度児童虐待の発生予防等に関する研
　修会
藤本　今年度は平成 30年 10月 21日（日）開催。

藤野産婦人科医会長　今年度は2つの講演を行っ
ていただく。1つは「産婦人科で遭遇する育児困

難事例　新生児特別養子縁組について」と題し、

（医）社団諍友会田中病院の田中泰雅 先生にご

講演いただき、2つ目は「大分県における周産期

メンタルヘルスケア体制の整備事業『大分トライ

アル』－妊産婦のメンタルヘルスケア　産科・行

政・精神科の連携―」と題し、大分県周産期医療

協議会専門部会長／大分県産婦人科医会副会長の

岩永成晃 先生にご講演いただく。医師だけでな

く、看護師や保健師など多くの方にご出席いただ

きたい。

②平成 30 年度山口県医師会学校医研修会・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
藤本　今年度は平成 30年 12月 9日（日）開催。
プログラムが確定したら郡市医師会を通じてご案

内させていただく。

③その他
藤野産婦人科医会長　新生児聴覚スクリーニング
検査については、厚生労働省から市町での積極的

な実施と一般財源化に関する通知が出されている

が、1町だけが公費検査を実施している。各市町

において、新生児スクリーニング検査を検討いた

だきたい。また、産科医等確保支援事業が実施さ

れていないところは実施していただきたい。

田原小児科医会長　冒頭に健康増進課から報告の
あった風しんについて、30 ～ 40 代の男性の抗

体価の低下が話題となっている。小児科に限らず

内科を含めた全科及び関係機関で、男性も含めて

予防接種についての啓発をしていただきたい。

　医師に関する求人の申込を受理します。

　なお、医師以外に、看護師、放射線技師、栄養士、医療

技術者、理学療法士、作業療法士も取り扱います。

　最新情報は当会HPにてご確認願います。

　問い合わせ先 : 山口県医師会医師等無料職業紹介所

　　　〒 753-0814　山口市吉敷下東 3-1-1

　　　　山口県医師会内ドクターバンク事務局

　　　　　TEL：083-922-2510　FAX：083-922-2527

　　　　　　E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp

山口県ドクターバンク


