
中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第８１回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年 ４月２７日（月）１３：２７～１３：５５ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ 

 

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、堀瀬幸弘臨時委員、荒木雷太臨時委員 

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、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＞ 

  野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、 

小林審査課長補佐、森田調査係長 

   

   

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２７年 ４月２４日付中厚発０４２４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  １４件（医科  ４件、歯科 ３件、薬局 ７件） 

       更新保険医療機関等  ２０件（医科  ８件、歯科１１件、薬局 １件） 

 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第８２回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年 ５月２６日（火）１３：３０～１４：３３ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ 

 

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、堀瀬幸弘臨時委員、荒木雷太臨時委員 

（診療側委員）佐藤正浩委員、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＞ 

  野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、 

小林審査課長補佐、森田調査係長 

   

４ 欠席者 

 ＜委員及び臨時委員＞ 

 （診療側委員）西岡宏樹臨時委員 

 

５ 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 

 

６ 議事の概要 

○ 平成２７年 ５月２５日付中厚発０５２５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  １２件（医科  ３件、歯科  ４件、薬局 ５件） 

       更新保険医療機関等   ８件（医科  ３件、歯科 ３件、薬局 ２件） 

 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第８３回）議事要旨

１ 日時 平成２７年６月２４日（水）１３：３０～１４：０１

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ

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、堀瀬幸弘臨時委員、荒木雷太臨時委員

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、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＞

野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、

小林審査課長補佐、森田調査係長

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２７年６月２３日付中厚発０６２３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 ７件（医科 ２件、歯科 ２件、薬局 ３件）

更新保険医療機関等 １０件（医科 ４件、歯科 ３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８４回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年７月２７日（月）１３：３１ ～ １４：４３ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ 

 

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、堀瀬幸弘臨時委員、 

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、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＞ 

  野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、 

小林審査課長補佐、森田調査係長 

   

４ 欠席者 

 ＜委員及び臨時委員＞ 

 （支払側委員）荒木雷太臨時委員 

 

５ 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 

 

６ 議事の概要 

○ 平成２７年 ７月２４日付中厚発０７２４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   ８件（医科  ４件、歯科  １件、薬局 ３件） 

       更新保険医療機関等   ８件（医科  ２件、歯科 ４件、薬局 ２件） 

 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第８５回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年８月２５日（火）１３：３２ ～ １３：５８   

 

２ 場所 岡山地方合同庁舎 ３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）斉藤隆男委員、堀瀬幸弘臨時委員、荒木雷太臨時委員 

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、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＞ 

  野藤中国四国厚生局岡山事務所長、小林審査課長補佐、 

森田調査係長 

   

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２７年８月２４日付中厚発０８２４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  １５件（医科  ８件、歯科  １件、薬局 ６件） 

       更新保険医療機関等  ２０件（医科  ６件、歯科 ７件、薬局 ７件） 

 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第８６回）議事要旨

１ 日時 平成２７年９月２８日（月）１３：３０ ～ １３：４６

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、堀瀬幸弘臨時委員、

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、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＞

野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、

小林審査課長補佐、森田調査係長

４ 欠席者

＜委員及び臨時委員＞

（支払側委員）荒木雷太臨時委員

５ 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

６ 議事の概要

○ 平成２７年９月１８日付中厚発０９１８第１２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 ９件（医科 ５件、歯科 ２件、薬局 ２件）

更新保険医療機関等 １５件（医科 ８件、歯科 １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８７回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年１０月２６日（月）１３：３２ ～ １４：０５ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ 

 

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、堀瀬幸弘臨時委員、松尾一昌臨時委員 

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 森廣伸之委員、井上さつき臨時委員 

 ＜事務局＞ 

  野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、 

小林審査課長補佐、森田調査係長 

   

４ 議事次第 

（１） 部会長の選挙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) 部会長の選挙を行い、森廣伸之委員が部会長に選出された。 

       部会長が井上さつき臨時委員を部会長代理に指名した。 

(２) 平成２７年１０月２３日付中厚発１０２３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  ２２件（医科  ３件、歯科  ４件、薬局１５件） 

       更新保険医療機関等  １４件（医科  ３件、歯科 ４件、薬局 ７件） 

 

 

                                 ～以上～ 

   



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第８８回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年１１月２４日（火）１３：３０ ～ １３：４６ 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ 

 

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、堀瀬幸弘臨時委員、松尾一昌臨時委員 

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 森廣委員 

 ＜事務局＞ 

  野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、 

小林審査課長補佐、森田調査係長 

   

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２７年１１月２０日付中厚発１１２０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   ７件（医科  ２件、歯科  １件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等  ４８件（医科 ２４件、歯科１３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８９回）議事要旨

１ 日時 平成２７年１２月２２日（火）１３：３１ ～ １３：４５

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ

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、堀瀬幸弘臨時委員、松尾一昌臨時委員

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員

（公益委員） 森廣伸之委員、井上さつき臨時委員

＜事務局＞

野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、

小林審査課長補佐、森田調査係長

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２７年１２月２１日付中厚発１２２１第７５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 ２件、歯科 １件、薬局 ３件）

更新保険医療機関等 ７１件（医科 ３４件、歯科２２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９０回）議事要旨

１ 日時 平成２８年１月２６日（火）１３：３０ ～ １３：４６

２ 場所 岡山第２合同庁舎 ２階共用第２会議室Ｄ

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、堀瀬幸弘臨時委員、松尾一昌臨時委員

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、赤澤昌樹臨時委員

（公益委員） 森廣伸之委員、井上さつき臨時委員

＜事務局＞

野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、

小林審査課長補佐、森田調査係長

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２８年１月２２日付中厚発０１２２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 １１件（医科 ４件、歯科 ４件、薬局 ３件）

更新保険医療機関等 ２２件（医科 ６件、歯科１１件、薬局 ５件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第９１回）議事要旨

１ 日時 平成２８年２月２４日（水）１３：３０ ～ １３：４６

２ 場所 岡山地方合同庁舎 ３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）斉藤隆男委員、堀瀬幸弘臨時委員、松尾一昌臨時委員

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、赤澤昌樹臨時委員

（公益委員） 森廣伸之委員、井上さつき臨時委員

＜事務局＞

野藤中国四国厚生局岡山事務所長、光永審査課長、

小林審査課長補佐、森田調査係長

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２８年２月２３日付中厚発０２２３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 ４件、薬局 ２件）

更新保険医療機関等 ３３件（医科 １０件、歯科 ８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９２回）議事要旨

１ 日時 平成２８年３月２５日（金）１３：３０ ～ １４：３０

２ 場所 岡山第２合同庁舎 共用第２会議室Ｄ

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、堀瀬幸弘臨時委員、松尾一昌臨時委員

（診療側委員）佐藤正浩委員、西岡宏樹臨時委員、赤澤昌樹臨時委員

（公益委員） 井上さつき臨時委員

＜事務局＞

中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、小林審査課長補佐、

森田調査係長

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２８年３月２３日付中厚発０３２３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 １１件（医科 ２件、歯科 ２件、薬局 ７件）

更新保険医療機関等 １１１件（医科４０件、歯科４８件、薬局２３件）

～以上～


