
中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第 93 回）議事要旨

１ 日時 平成 28 年４月 26 日（火）13：30 ～ 14：00

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室

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

（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＞

中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長

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４月 25 日付中厚発 0425 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 14 件（医科 ８件、歯科 ３件、薬局 ３件）

更新保険医療機関等 94 件（医科 44 件、歯科 40 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 94 回）議事要旨

１ 日時 平成 28 年５月 25 日（水）13：30 ～ 13：50

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室

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＞

中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長

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５月 24 日付け中厚発 0524 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 11 件（医科５件、歯科４件、薬局２件）

更新保険医療機関等 53 件（医科 27 件、歯科 17 件、薬局９件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第 95 回）議事要旨

１ 日時 平成 28 年６月 27 日（月）13：30 ～ 13：50

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室

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

（公益委員） 森廣伸之委員、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、光永審査課長

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６月 24 日付け中厚発 0624 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 ８件（医科 ２件、歯科 ４件、薬局 ２件）

更新保険医療機関等 64 件（医科 43 件、歯科 16 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 96回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 28年７月 26日（火）13：30 ～ 13：50 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室 

 

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）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＞ 

  中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長、 

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７月 25 日付け中厚発 0725 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    ９件（医科２件、歯科４件、薬局３件） 

       更新保険医療機関等  42件（医科 23件、歯科 11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 97 回）議事要旨

１ 日時 平成 28 年８月 24 日（水） 13：30 ～ 14：30

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室

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＞

中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長、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８月 23 日付け中厚発 0823 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 13 件（医科５件、薬局８件）

更新保険医療機関等 50 件（医科 19 件、歯科 20 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 98 回）議事要旨

１ 日時 平成 28 年９月 27 日（火） 13：30 ～ 14：50

２ 場所 中国四国厚生局岡山事務所会議室

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）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＞

中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長、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９月 26 日付中厚発 0926 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 13 件（医科６件、歯科４件、薬局３件）

更新保険医療機関等 89 件（医科 61 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 99回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 28年 10月 25日（火） 13：30 ～ 14：10 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）富永優子委員、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 

 ＜事務局＞ 

  中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長、森田調査係長 

    

４ 議事次第 

（１）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）部会長が井上さつき臨時委員を部会長代理に指名した。 

（２）平成 28年 10月 24日付け中厚発 1024第９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５件、歯科１件、薬局２件） 

       更新保険医療機関等 44件（医科 16件、歯科 17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 100 回）議事要旨

１ 日時 平成 28 年 11 月 28 日（月） 13：30 ～ 13：50

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）富永優子委員、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＞

中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長、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 11 月 25 日付け中厚発 1125 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２件、薬局４件）

更新保険医療機関等 62 件（医科 34 件、歯科 17 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 101回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 28年 12月 21日（水） 13：30 ～ 13：40 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）富永優子委員 

（診療側委員）佐藤正浩委員、赤澤昌樹臨時委員 

（公益委員） 森廣伸之委員、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、光永審査課長、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 12月 20日付け中厚発 1220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  ６件（医科３件、歯科２件、薬局１件） 

       更新保険医療機関等  71件（医科 37件、歯科 26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 102 回）議事要旨

１ 日時 平成 29 年１月 25 日（水） 13：30 ～ 14：40

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）富永優子委員、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＞

中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長、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 29 年１月 23 日付け中厚発 0123 第９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３件、歯科１件、薬局３件）

更新保険医療機関等 108 件（医科 62 件、歯科 22 件、薬局 24 件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第 103 回）議事要旨

１ 日時 平成 29 年２月 22 日（水） 13：30 ～ 13：50

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）富永優子委員、堀瀬幸弘臨時委員

（診療側委員）佐藤正浩委員、赤澤昌樹臨時委員

（公益委員） 森廣伸之委員、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、光永審査課長、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 29 年２月 21 日付け中厚発 0221 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１件、歯科２件、薬局２件）

更新保険医療機関等 101 件（医科 42 件、歯科 46 件、薬局 13 件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会岡山部会（第 104回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成 29年３月 28日（火）13：30 ～ 14：30 

 

２ 場所 岡山第２合同庁舎会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）富永優子委員、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、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＞ 

  中国四国厚生局岡山事務所 野藤事務所長、光永審査課長、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 29 年３月 27 日付け中厚発 0327 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 13件（医科５件、歯科３件、薬局５件） 

       更新保険医療機関等 95件（医科 46件、歯科 31件、薬局 18件） 

 

 

                                 ～以上～ 

   


