
中国地方社会保険医療協議会広島部会（第５５回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年４月２５日（木）  １４：００ ～ １４：３８ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）新井卓夫委員、西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員 

（公益委員） 田邊 誠委員 

 ＜事務局＞ 

  岩本指導監査課長補佐、橋田医療指導監視監査官、北村指導監査第二係長 

 

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 

 ○ 平成２５年４月２４日付中厚発０４２４第１２号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった広島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  ３０件（医科１５件、歯科 ６件、薬局 ９件） 

       更新保険医療機関等  ５７件（医科２８件、歯科１８件、薬局１１件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第５６回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年５月２８日（火）  １３：５９ ～ １４：２６ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）新井卓夫委員、西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２５年５月２８日付中厚発０５２８第６号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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  １８件（医科１２件、歯科 ２件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等  ２９件（医科１４件、歯科１２件、薬局 ３件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第５７回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年６月２７日（木）  １４：００ ～ １４：２３ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、北村指導監査第二係長、橋本係員 

 

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 

 ○ 平成２５年６月２７日付中厚発０６２７第３号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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 ５件、歯科 ２件、薬局 ３件） 

       更新保険医療機関等  ２６件（医科１１件、歯科 ３件、薬局１２件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第５８回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年７月３０日（火）  １３：５５ ～ １４：２３ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  岩本指導監査課長補佐、橋田医療指導監視監査官、北村指導監査第二係長 

 

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 

 ○ 平成２５年７月３０日付中厚発０７３０第３号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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  １１件（医科 ２件、歯科 ４件、薬局 ５件） 

       更新保険医療機関等  １０件（医科 ４件、歯科 ２件、薬局 ４件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第５９回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年８月２９日（木）  １３：５５ ～ １４：２０ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  岩本指導監査課長補佐、橋田医療指導監視監査官、北村指導監査第二係長 

 

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 

 ○ 平成２５年８月２９日付中厚発０８２９第６号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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  １７件（医科 ７件、歯科 ４件、薬局 ６件） 

       更新保険医療機関等  ２７件（医科 ８件、歯科 ９件、薬局１０件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６０回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年９月２７日（金）  １４：００ ～ １４：３５ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２５年９月２７日付中厚発０９２７第５号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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  ２４件（医科１２件、歯科 ４件、薬局 ８件） 

       更新保険医療機関等  ５２件（医科３５件、歯科 ５件、薬局１２件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６１回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年１０月２９日（火）  １３：５７ ～ １４：３５ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２５年１０月２９日付中厚発１０２９第２号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった広島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  ２９件（医科１１件、歯科１０件、薬局 ８件） 

       更新保険医療機関等  ２７件（医科 ９件、歯科 ８件、薬局１０件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６２回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年１１月２８日（木）  １４：１３ ～ １４：４０ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）宇都宮健委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員 

（公益委員） 井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２５年１１月２８日付中厚発１１２８第１１号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった広島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  ２４件（医科 ５件、歯科１１件、薬局 ８件） 

       更新保険医療機関等  ２１件（医科 ７件、歯科 ４件、薬局１０件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６３回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２５年１２月２６日（木）  １４：００ ～ １４：２９ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）宇都宮健委員、西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２５年１２月２６日付中厚発１２２６第１２号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった広島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  １７件（医科 ６件、歯科 ５件、薬局 ６件） 

       更新保険医療機関等  ２６件（医科１４件、歯科 ７件、薬局 ５件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６４回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年１月２９日（水）  １３：５４ ～ １４：１０ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）宇都宮健委員、新井法博委員 

（診療側委員）片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２６年１月２９日付中厚発０１２９第５号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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  １４件（医科 ５件、歯科 ３件、薬局 ６件） 

       更新保険医療機関等  １５件（医科 ２件、歯科 ５件、薬局 ８件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６５回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年２月２６日（水）  １３：５８ ～ １４：２１ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）宇都宮健委員、西田志都枝委員、新井法博委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２６年２月２６日付中厚発０２２６第４号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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 ５件、歯科 ２件、薬局 ３件） 

       更新保険医療機関等  １４件（医科 ７件、歯科 １件、薬局 ６件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６６回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年３月２７日（木）  １４：００ ～ １４：４１ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）宇都宮健委員、西田志都枝委員 

（診療側委員）檜谷義美委員、片山 巖委員、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊 誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  上山指導監査課長、岩本指導監査課長補佐、橋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 

 ○ 平成２６年３月２７日付中厚発０３２７第６号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった広島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  ３１件（医科１４件、歯科 ５件、薬局１２件） 

       更新保険医療機関等  ７８件（医科３９件、歯科 ７件、薬局３２件） 

   

                                 ～以上～ 

 


