
中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６７回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年４月２４日（木）  １３：５５ ～ １４：５０ 

 

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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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４月２４日付中厚発０４２４第９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  ４２件（医科２２件、歯科１１件、薬局 ９件） 

       更新保険医療機関等  ３８件（医科２３件、歯科 ７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６８回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年５月２７日（火）  １４：００ ～ １４：３０ 

 

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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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５月２７日付中厚発０５２７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  ２０件（医科１０件、歯科 ７件、薬局 ３件） 

       更新保険医療機関等  ３１件（医科１０件、歯科 ５件、薬局１６件） 

   

                                 ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第６９回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年６月２６日（木）  １４：００ ～ １４：２５ 

 

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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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６月２６日付中厚発０６２６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  １３件（医科 ４件、歯科 ２件、薬局 ７件） 

       更新保険医療機関等  １８件（医科 ５件、歯科 ７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７０回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年７月２９日（火）  １４：００ ～ 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）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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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７月２９日付中厚発０７２９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  １２件（医科 ４件、歯科 ４件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等  ２７件（医科 ７件、歯科 ９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７１回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年８月２６日（火）  １４：００ ～ １４：２５ 

 

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）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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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８月２６日付中厚発０８２６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  １３件（医科 ２件、歯科 ６件、薬局 ５件） 

       更新保険医療機関等  ２５件（医科１３件、歯科 ２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７２回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年９月２９日（月）  １３：５５ ～ 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、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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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９月２９日付中厚発０９２９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  ２４件（医科 ７件、歯科 ３件、薬局１４件） 

       更新保険医療機関等  ４４件（医科２４件、歯科１５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７３回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年１０月２８日（火）  １３：５５ ～ １４：４０ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜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、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中医療指導監視監査官 

 

４ 議事次第 

（１）広島部会長の選挙について 

（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）広島部会長の選挙を行い、部会長に田邊誠委員が選出された。 

部会長が井戸陽子委員を部会長代理に指名した。 

（２）平成２６年１０月２８日付中厚発１０２８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  １３件（医科 ３件、歯科 ３件、薬局 ７件） 

       更新保険医療機関等  ２４件（医科 ９件、歯科 ５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７４回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年１１月２７日（木）  １３：５５ ～ １４：２５ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜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、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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１１月２７日付中厚発１１２７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  ２０件（医科 ９件、歯科 ５件、薬局 ６件） 

       更新保険医療機関等  １９件（医科 ８件、歯科 ２件、薬局 ９件） 

 

                                 ～以上～ 



中国地方社会保険医療協議会広島部会（第７５回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２６年１２月２５日（木）  １４：００ ～ １４：２５ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜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、渡邊英晶委員 

（公益委員） 田邊誠委員、井戸陽子委員 

 ＜事務局＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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１２月２５日付中厚発１２２５第１３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   ７件（医科 ３件、歯科 １件、薬局 ３件） 

       更新保険医療機関等  １７件（医科 ８件、歯科 ３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７６回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２７年１月２７日（火）  １３：５６ ～ １４：１１ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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２７年１月２７日付中厚発０１２７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   ８件（医科 ３件、歯科 ４件、薬局 １件） 

       更新保険医療機関等  １８件（医科 ９件、歯科 ５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７７回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２７年２月２６日（木）  １４：０５ ～ １４：３５ 

 

２ 場所 中国四国厚生局 会議室 

 

３ 出席者 

＜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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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２７年２月２６日付中厚発０２２６第７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   ９件（医科 ４件、歯科 ２件、薬局 ３件） 

       更新保険医療機関等  ２５件（医科１０件、歯科 ７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７８回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成２７年３月２６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＞（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＞ 

  竹本指導監査課長、松田指導監査課長補佐、田中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２７年３月２６日付中厚発０３２６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  ２０件（医科１０件、歯科 ６件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等  ７１件（医科３５件、歯科１３件、薬局２３件） 

 

                                 ～以上～ 


