
中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第４４回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年４月２４日（火）１３：４５～１５：４０ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｃ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員 

 ＜事務局＞ 

  上山明輝中国四国厚生局岡山事務所長、大谷登審査課長、 

  原純司管理係長、坂本英子審査課係員 

  青江生郎岡山県長寿社会課副参事 

   

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２４年４月２３日付中厚発０４２３第２号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった岡山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  ５件、歯科  ２件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等 １０４件（医科５２件、歯科３７件、薬局１５件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第４５回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年５月２９日（火）１３：４５～１４：２０ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｃ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、荒木雷太臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

  青江岡山県長寿社会課副参事 

   

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２４年５月２８日付中厚発０５２８第３号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった岡山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  ４件、薬局 １件） 

       更新保険医療機関等  ５１件（医科１８件、歯科２３件、薬局１０件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第４６回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年６月２６日（火）１３：４５～１４：１５ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ａ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

  青江岡山県長寿社会課副参事 

   

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２４年６月２５日付中厚発０６２５第３号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった岡山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  ４件、歯科  ０件、薬局 ６件） 

       更新保険医療機関等  ８０件（医科２４件、歯科２９件、薬局２７件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第４７回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年７月２４日（火）１３：４５～１４：３０ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室 C 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

  青江岡山県長寿社会課副参事 

   

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２４年７月２３日付中厚発０７２３第１５号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった岡山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  ２件、歯科  ３件、薬局 ３件） 

       更新保険医療機関等  ６１件（医科３０件、歯科２３件、薬局 ８件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第４８回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年８月２８日（火）１３：４５～１４：１５ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｂ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

  青江岡山県長寿社会課副参事 

   

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２４年８月２７日付中厚発０８２７第３号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった岡山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  １件、歯科  ３件、薬局 ２件） 

       更新保険医療機関等  ８９件（医科５５件、歯科１９件、薬局１５件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第４９回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年９月２７日（木）１３：４５～１４：３５ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｃ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

     

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２４年９月２６日付中厚発０９２６第５号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった岡山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  １３件（医科  ５件、歯科  ３件、薬局 ５件） 

       更新保険医療機関等  ４６件（医科１７件、歯科１８件、薬局１１件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第５０回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年１０月３０日（火）１３：４５～１４：０５ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｂ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員、荒木雷太臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

     

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２４年１０月２９日付中厚発１０２９第４号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった岡山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  ４件、歯科  １件、薬局 １件） 

       更新保険医療機関等  ４４件（医科１６件、歯科１４件、薬局１４件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第５１回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年１１月２７日（火）１３：４０～１４：２０ 

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎 ２階共用会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）服部卓史臨時委員、荒木雷太臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

     

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２４年１１月２６日付中厚発１１２６第１号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった岡山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  ３件、歯科  ０件、薬局 ２件） 

       更新保険医療機関等  １０件（医科 ６件、歯科 １件、薬局 ３件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第５２回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年１２月２５日（火）１３：４５～１４：１０ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｃ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

     

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２４年１２月２１日付中厚発１２２１第３号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった岡山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  １件、歯科  １件、薬局 １件） 

       更新保険医療機関等  ２２件（医科１５件、歯科 ３件、薬局 ４件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第５３回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２５年１月２９日（火）１３：３０～１４：０５ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 １０階会議室Ａ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

     

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１月２８日付中厚発０１２８第７号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった岡山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   ７件（医科  １件、歯科  ２件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等   ９件（医科 ３件、歯科 ０件、薬局 ６件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第５４回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２５年２月２６日（火）１３：３０～１４：００ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｃ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員、荒木雷太臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 釜瀬司委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

   

   

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２月２５日付中厚発０２２５第５号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった岡山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  １件、歯科  ３件、薬局 ２件） 

       更新保険医療機関等   ８件（医科 ４件、歯科 １件、薬局 ３件） 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第５５回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２５年３月２６日（火）１３：３０～１５：２０ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｃ 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）斉藤隆男委員、服部卓史臨時委員 

（診療側委員）松山正春委員、伊丹義明臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  上山中国四国厚生局岡山事務所長、大谷審査課長、 

  原管理係長、坂本審査課係員 

   

   

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３月２５日付中厚発０３２５第１０号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった岡山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  ９件、歯科  １件、薬局 ８件） 

       更新保険医療機関等  ３８件（医科１９件、歯科１０件、薬局 ９件） 

 

                                 ～以上～ 

   




