
 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 151回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年４月 28日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、小田村哲臨時委員、桑元和伸臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、坂宮審査課長、 

小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年４月 27 日付け中厚発 0427 第８号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ９件（医科３件、歯科３件、薬局３件） 

       更新保険医療機関等 ８件（医科３件、歯科１件、薬局４件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 152回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年５月 26日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、小田村哲臨時委員、桑元和伸臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、坂宮審査課長、 

小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年５月 25 日付け中厚発 0525 第３号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ４件（医科１件、歯科１件、薬局３件） 

       更新保険医療機関等 19件（医科２件、歯科２件、薬局 15件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 153回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年６月 23日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、小田村哲臨時委員、桑元和伸臨時委員 

（診療側委員）下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年６月 22 日付け中厚発 0622 第１号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 １件（歯科１件） 

       更新保険医療機関等 10件（医科３件、歯科２件、薬局５件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 154回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年７月 28日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、小田村哲臨時委員、桑元和伸臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 坂宮審査課長、小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年７月 27 日付け中厚発 0727 第２号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 １件（歯科１件） 

       更新保険医療機関等 23件（医科８件、歯科８件、薬局７件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 155回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年８月 25日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、小田村哲臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、坂宮審査課長、 

小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年８月 24 日付け中厚発 0824 第１号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ５件（医科２件、歯科１件、薬局２件） 

       更新保険医療機関等 23件（医科７件、歯科３件、薬局 13件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 156回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年９月 22日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、小田村哲臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 坂宮審査課長、小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年９月 21 日付け中厚発 0921 第３号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ８件（医科３件、歯科１件、薬局４件） 

       更新保険医療機関等 16件（医科６件、歯科３件、薬局７件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 157回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年 10月 27日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、植田均臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、坂宮審査課長、 

小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）部会長の選出及び部会長代理の指名について 

（２）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（３）その他 

 

５ 議事の概要 

（１）部会長には、委員及び臨時委員の選挙により、山下訓委員が選出された。 

部会長代理には、部会長が松原幸恵臨時委員を指名した。 

（２）令和３年 10月 26日付け中厚発 1026第５号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ６件（医科２件、薬局４件） 

       更新保険医療機関等 28件（医科 13件、歯科９件、薬局６件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 158回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年 11月 24日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、坂宮審査課長 

小野田医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年 11月 22日付け中厚発 1122第７号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ６件（医科３件、薬局３件） 

       更新保険医療機関等 45件（医科 24件、歯科 12件、薬局９件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 159回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和３年 12月 22日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、植田均臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 坂宮審査課長、遠藤係員 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和３年 12 月 21日付け中厚発 1221第 14号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審

議した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ３件（医科２件、薬局１件） 

       更新保険医療機関等 21件（医科５件、歯科５件、薬局 11件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 160回）議事要旨  

 

 

  第 160 回部会については、中国地方社会保険医療協議会議事規則第６条第

１項に基づき持ち回りにより裁決を実施 

 

１ 日時 令和４年１月 26日（水） 

 

２ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、植田均臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

  

３ 議事 

保険医療機関及び保険薬局の指定について 

 

４ 議事の概要 

令和４年１月 25 日付け中厚発 0125 第４号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議した

結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 ３件（医科２件、歯科１件） 

       更新保険医療機関等 32件（医科 12件、歯科 11件、薬局９件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 161回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和４年２月 22日（火） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、植田均臨時委員、林克之臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、坂宮審査課長、遠藤係員 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和４年２月 21 日付け中厚発 0221 第１号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 １件（薬局１件） 

       更新保険医療機関等 75件（医科 43件、歯科 19件、薬局 13件） 

 

                               ～以上～ 



 

 

中国地方社会保険医療協議会山口部会（第 162回）議事要旨  

 

 

 

１ 日時 令和４年３月 23日（水） 16：00～16：30 

 

２ 場所 山陽ビル５階会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、植田均臨時委員、林克之臨時委員 

（診療側委員）清水暢委員、下村明生臨時委員、吉田力久臨時委員 

（公益委員） 山下訓委員、松原幸恵臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局山口事務所 岩本事務所長、坂宮審査課長、遠藤係員 

 

４ 議事次第 

（１）保険医療機関及び保険薬局の指定について 

（２）その他 

 

５ 議事の概要 

令和４年３月 22 日付け中厚発 0322 第７号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口県下の保険医療機関及び保険薬局の指定について審議

した結果、原案のとおり指定すべきものと議決した。 

       新規保険医療機関等 10件（医科３件、歯科１件、薬局６件） 

       更新保険医療機関等 57件（医科 22件、歯科 19件、薬局 16件） 

 

                               ～以上～ 


