
中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第91回）議事要旨

１ 日時 平成28年４月28日（木）14：30 ～ 15：00

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所 会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）石本健一委員、花原秀明臨時委員

（診療側委員）廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員

＜事務局＞

中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊所長、河野審査課長、栗林監査官

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28年４月26日付 中厚発0426第16号により、中国四国厚生局長から諮

問のあった鳥取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 27件 (医科10件、歯科10件、薬局７件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第92回）議事要旨

１ 日時 平成28年５月26日（木）14：30 ～ 15：00

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）花原秀明臨時委員、西谷若美臨時委員

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員

＜事務局＞

中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊所長、河野審査課長、栗林監査官

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28年５月24日付け中厚発0524第18号により、中国四国厚生局長から諮問

のあった鳥取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、薬局２件）

更新保険医療機関等 10件 (医科２件、歯科５件、薬局３件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第93回）議事要旨

１ 日時 平成28年６月23日（木）14：40 ～ 15：20

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）花原秀明臨時委員

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員

＜事務局＞

中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊事務所長、河野審査課長、

栗林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28年６月20日付け中厚発0620第20号により、中国四国厚生局長から諮

問のあった鳥取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、薬局１件）

更新保険医療機関等 32件 (医科22件、歯科８件、薬局２件）

～以上～



 

中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第94回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成28年７月28日（木）14：30 ～ 15：00 

 

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）花原秀明臨時委員 

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員 

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員 

 ＜事務局＞ 

   中国四国厚生局鳥取事務所  仁熊事務所長、河野審査課長、 

栗林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28年７月27日付け中厚発0727第１号により、中国四国厚生局長から 

諮問のあった鳥取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、薬局１件） 

更新保険医療機関等    20件 (医科15件、歯科４件、薬局１件） 

 

                               ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第95回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成28年８月25日（木） 14：30 ～ 15：00 

 

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）石本健一委員、西谷若美臨時委員、花原秀明臨時委員 

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員 

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員 

 ＜事務局＞ 

   中国四国厚生局鳥取事務所  仁熊事務所長、河野審査課長、 

上山医療指導監視監査官、森田係員 

    

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28年８月23日付け中厚発0823第14号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった鳥取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。   

更新保険医療機関等    19件 (医科９件、歯科８件、薬局２件） 

 

                               ～以上～ 

 



中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第96回）議事要旨

１ 日時 平成28年９月29日（木） 14：30 ～ 15：00

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）花原秀明臨時委員

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員

＜事務局＞

中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊所長、栗林医療指導監視監査監査官、

森田係員

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28年９月26日付け中厚発0926第６号により、中国四国厚生局長から諮

問のあった鳥取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。

更新保険医療機関等 54件 (医科34件、歯科17件、薬局３件）

～以上～



 

中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第97回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成28年10月27日（木） 14：30 ～ 15：00 

 

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）西谷若美臨時委員、花原秀明臨時委員 

（診療側委員）魚谷純委員、徳吉公司臨時委員 

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員 

 ＜事務局＞ 

   中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊事務所長、河野審査課長、森田係員 

    

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）部会長が藤田安一臨時委員を部会長代理に指名した。 

（２）平成28年10月25日付け中厚発1025第12号により、中国四国厚生局長から 

諮問のあった鳥取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 ４件（医科２件、歯科１件、薬局１件） 

更新保険医療機関等 16件 (医科10件、歯科３件、薬局３件） 

 

                               ～以上～ 



中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第98回）議事要旨

１ 日時 平成28年11月24日（木） 14：30 ～ 15：00

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）西谷若美臨時委員

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員

＜事務局＞

中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊事務所長、河野審査課長、森田係員

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28年11月22日付け中厚発1122第19号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった鳥取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（医科１件）

更新保険医療機関等 12件 (医科８件、薬局４件）

～以上～



 

中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第99回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成28年12月22日（木） 14：30 ～ 15：10 

 

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）西谷若美臨時委員、花原秀明臨時委員 

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員 

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員 

 ＜事務局＞ 

   中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊事務所長、河野審査課長、 

栗林医療指導監視監査官、森田係員 

    

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28年12月20日付け中厚発1220第25号により、中国四国厚生局長から 

諮問のあった鳥取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（医科１件） 

更新保険医療機関等    20件 (医科６件、歯科９件、薬局５件） 

 

                               ～以上～ 



中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第100回）議事要旨

１ 日時 平成29年１月26日（木） 14：30 ～ 15：10

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）西谷若美臨時委員、花原秀明臨時委員

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員

（公益委員） 磯田教子委員

＜事務局＞

中国四国厚生局鳥取事務所 仁熊事務所長、河野審査課長、森田係員

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29年１月24日付け中厚発0124第14号により、中国四国厚生局長から諮

問のあった鳥取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 27件 (医科12件、歯科６件、薬局９件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第101回）議事要旨

１ 日時 平成29年２月23日（木） 14：30 ～ 15：00

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）石本健一委員、西谷若美臨時委員

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員、徳吉公司臨時委員

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員

＜事務局＞

中国四国厚生局鳥取事務所 河野審査課長、上山医療指導監視監査官、

森田係員

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29年２月21日付け中厚発0221第８号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった鳥取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、薬局２件）

更新保険医療機関等 36件 (医科19件、歯科６件、薬局11件）

～以上～



 

中国地方社会保険医療協議会鳥取部会（第102回）議事要旨 

 

 

１ 日時 平成29年３月23日（木） 14：30 ～ 15：00 

 

２ 場所 中国四国厚生局鳥取事務所会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）石本健一委員、西谷若美臨時委員、花原秀明臨時委員 

（診療側委員）魚谷純委員、廣田吉明臨時委員 

（公益委員） 磯田教子委員、藤田安一臨時委員 

 ＜事務局＞ 

   中国四国厚生局鳥取事務所 河野審査課長、上山医療指導監視監査官、 

森田係員 

    

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29年３月21日付け中厚発0321第19号により、中国四国厚生局長から諮

問のあった鳥取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（歯科１件） 

更新保険医療機関等  17件 (医科10件、歯科４件、薬局３件） 

 

                               ～以上～ 


