
 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第４４回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年４月２５日（水）１３：２４ ～ １３：５０ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ５階 共用第４会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、津戸臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、仁熊審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年４月２３日付中厚発０４２３第１８号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった島根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 ２２件（医科１６件、歯科 ４件、薬局 ２件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第４５回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年５月２５日（水）１３：２８ ～ １３：５７ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、津戸臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、仁熊審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年５月２１日付中厚発０５２１第６号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった島根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 ２３件（医科１０件、歯科 ６件、薬局 ７件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第４６回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年６月２５日（月）１３：２５ ～ １３：５５ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、津戸臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、仁熊審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年６月２１日付中厚発０６２１第１９号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった島根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 ２件、歯科 ２件、薬局 ６件） 

      更新保険医療機関等 １７件（医科 ９件、歯科 ６件、薬局 ２件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第４７回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年７月２５日（水）１３：２５ ～ １３：４２ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第２会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、津戸臨時委員 

（公益委員） 米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、仁熊審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年７月２３日付中厚発０７２３第２１号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった島根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 ２７件（医科１５件、歯科 ８件、薬局 ４件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第４８回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年８月２７日（月）１３：２５ ～ １４：３５ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、津戸臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、仁熊審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年８月２３日付中厚発０８２３第２０号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった島根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、歯科 １件、薬局 ３件） 

      更新保険医療機関等 ２１件（医科１３件、歯科 ５件、薬局 ３件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第４９回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年９月２５日（火）１３：２４ ～ １３：５０ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、津戸臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、仁熊審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年９月２１日付中厚発０９２１第５号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった島根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、薬局 ６件） 

      更新保険医療機関等 ２１件（医科１２件、歯科 ５件、薬局 ４件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第５０回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年１０月２５日（木）１３：２５ ～ １３：５０ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第２会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、陶山臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、仁熊審査課長 

   

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２４年１０月２２日付中厚発１０２２第２号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった島根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  ２件（医科 １件、歯科 １件） 

      更新保険医療機関等 １８件（医科 ９件、歯科 ２件、薬局 ７件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第５１回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年１１月２６日（月）１３：２８ ～ １３：４４ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、陶山臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、田房審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年１１月２０日付中厚発１１２０第１９号により、中国四国厚生局

長から諮問のあった島根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  ２件（薬局 ２件） 

      更新保険医療機関等  １件（薬局 １件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第５２回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２４年１２月２５日（火）１３：２２ ～ １３：４６ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、陶山臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、田房審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２４年１２月２０日付中厚発１２２０第１号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった島根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 ４件、薬局 １件） 

      更新保険医療機関等 １１件（医科１１件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第５３回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２５年１月２５日（金）１３：２０ ～ １３：４０ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）森委員、三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、陶山臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、田房審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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１月２１日付中厚発０１２１第２０号により、中国四国厚生局長

から諮問のあった島根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  ０件 

      更新保険医療機関等  ５件（医科３件、薬局２件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第５４回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２５年２月２５日（月）１３：２５ ～ １３：４５ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）三谷臨時委員、林臨時委員 

（診療側委員）森本委員、仲佐臨時委員、陶山臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、田房審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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２月２２日付中厚発０２２２第５号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった島根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  １３件（医科６件、歯科１件、薬局６件） 

 

                               ～以上～ 



 

中国地方社会保険医療協議会島根部会（第５５回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２５年３月２５日（月）１３：２０ ～ １４：００ 

 

２ 場所 松江地方合同庁舎 ２階 共用第３会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）三谷臨時委員、森委員 

（診療側委員）森本委員、陶山臨時委員 

（公益委員） 井上委員、米田臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  織田中国四国厚生局島根事務所長、田房審査課長、野々村審査課管理係長 

   

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３月２１日付中厚発０３２１第７号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった島根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２件、薬局５件） 

      更新保険医療機関等  １３件（医科９件、歯科２件、薬局２件） 

 

                               ～以上～ 


