
中国地方社会保険医療協議会山口部会（第７９回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年 ４月２２日（水）１５：５９～１６：３０ 

 

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、吉本良夫臨時委員 

（診療側委員）小田悦郎委員、福田 豊臨時委員、中原靖明臨時委員 

（公益委員） 中田範夫委員、源田智子臨時委員 

      

 ＜事務局＞ 

  多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長 

 

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２７年 ４月２１日付中厚発０４２１第４号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 ７件、歯科 ３件、薬局 １件） 

       更新保険医療機関等 ２１件（医科 ８件、歯科  ３件、薬局１０件） 

 

～以上～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８０回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年 ５月２７日（水）１６：０５～１６：３０ 

 

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、中野博文臨時委員、吉本良夫臨時委員 

（診療側委員）福田 豊臨時委員、中原靖明臨時委員 

（公益委員） 中田範夫委員、 

      

 ＜事務局＞ 

  多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長 

 

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２７年 ５月２６日付中厚発０５２６第８号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 ３件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等  ９件（医科 ３件、歯科  １件、薬局 ５件） 

 

～以上～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８１回）議事要旨

１ 日時 平成２７年６月２４日（水）１６：００～１６：２１

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）中元直樹委員、中野博文臨時委員、吉本良夫臨時委員

（診療側委員）小田悦郎委員、福田 豊臨時委員、中原靖明臨時委員

（公益委員） 中田範夫委員

＜事務局＞

多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長

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２７年６月２３日付中厚発０６２３第１９号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 ３件、薬局 １件）

更新保険医療機関等 １８件（医科 １件、歯科 １件、薬局１６件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８２回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年７月２９日（水）１５：５５～１６：２６ 

 

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、吉本良夫臨時委員 

（診療側委員）小田悦郎委員、福田 豊臨時委員 

（公益委員） 源田智子臨時委員 

      

 ＜事務局＞ 

  多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長 

 

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２７年 ７月２８日付中厚発０７２８第１８号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口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 ０件、薬局 １件） 

       更新保険医療機関等  ８件（医科 ３件、歯科  １件、薬局 ４件） 

 

～以上～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８３回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年８月２６日（水）１５：５５～１６：３５ 

 

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、吉本良夫臨時委員 

（診療側委員）福田 豊臨時委員、中原靖明臨時委員 

（公益委員） 中田範夫委員、源田智子臨時委員 

      

 ＜事務局＞ 

  多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長 

 

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２７年８月２５日付中厚発０８２５第１８号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 ０件、薬局 ４件） 

       更新保険医療機関等  ２１件（医科 ８件、歯科  ７件、薬局 ６件） 

 

～以上～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８４回）議事要旨

１ 日時 平成２７年９月２４日（木）１５：５２～１６：１５

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）中元直樹委員、吉本良夫臨時委員

（診療側委員）小田悦郎委員、福田 豊臨時委員、中原靖明臨時委員

（公益委員） 中田範夫委員、源田智子臨時委員

＜事務局＞

多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長

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２７年９月１８日付中厚発０９１８第７号により、中国四国厚生局長から諮

問のあった山口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 ４件、歯科 ２件、薬局 １件）

更新保険医療機関等 ２３件（医科 ６件、歯科 ３件、薬局１４件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８５回）議事要旨  

 

 

１ 日時 平成２７年１０月２８日（水）１６：０２～１６：３５ 

 

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室 

 

３ 出席者 

＜委員及び臨時委員＞（順不同） 

（支払側委員）中元直樹委員、吉本良夫臨時委員 

（診療側委員）小田悦郎委員、中原靖明臨時委員 

（公益委員） 中田範夫委員 

      

 ＜事務局＞ 

  多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長 

 

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、中田範夫委員が部会長に選出された。 

部会長が源田智子臨時委員を部会長代理に指名した。 

（２）平成２７年１０月２７日付中厚発１０２７第６号により、中国四国厚生局長か 

ら諮問のあった山口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  １１件（医科 ５件、歯科  １件、薬局 ５件） 

 

～以上～ 

 

 



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８６回）議事要旨

１ 日時 平成２７年１１月２４日（火）１４：５８～１５：２２

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）中元直樹委員、吉本良夫臨時委員

（診療側委員）小田悦郎委員、小山茂幸臨時委員、中原靖明臨時委員

（公益委員） 中田範夫委員

＜事務局＞

多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長

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２７年１１月２０日付中厚発１１２０第９号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 ３件、薬局 ３件）

更新保険医療機関等 ３１件（医科１２件、歯科１０件、薬局 ９件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８７回）議事要旨

１ 日時 平成２７年１２月２４日（木）１６：０１～１６：２８

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）中元直樹委員、吉本良夫臨時委員

（診療側委員）小田悦郎委員、小山茂幸臨時委員、中原靖明臨時委員

（公益委員） 中田範夫委員、源田智子臨時委員

＜事務局＞

多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長

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２７年１２月２２日付中厚発１２２２第９号により、中国四国厚生局長か

ら諮問のあった山口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 ２件、薬局 ０件）

更新保険医療機関等 ５４件（医科２７件、歯科１４件、薬局１３件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８８回）議事要旨

１ 日時 平成２８年１月２７日（水）１５：５７～１６：１８

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）吉本良夫臨時委員

（診療側委員）小田悦郎委員、小山茂幸臨時委員、中原靖明臨時委員

（公益委員） 源田智子臨時委員

＜事務局＞

多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長

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２８年１月２６日付中厚発０１２６第６号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 ２件、歯科 ０件、薬局 ０件）

更新保険医療機関等 ２８件（医科 ８件、歯科 ７件、薬局１３件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第８９回）議事要旨

１ 日時 平成２８年２月２４日（水）１５：５５～１６：１８

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）高橋宏治委員、吉本良夫臨時委員

（診療側委員）小田悦郎委員、小山茂幸臨時委員、中原靖明臨時委員

（公益委員） 中田範夫委員、源田智子臨時委員

＜事務局＞

多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長

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２８年２月２３日付中厚発０２２３第９号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 １件、歯科 ０件、薬局 ３件）

更新保険医療機関等 ３２件（医科１２件、歯科１２件、薬局 ８件）

～以上～



中国地方社会保険医療協議会山口部会（第９０回）議事要旨

１ 日時 平成２８年３月２３日（水）１６：００～１６：２１

２ 場所 中国四国厚生局山口事務所 所外会議室

３ 出席者

＜委員及び臨時委員＞（順不同）

（支払側委員）高橋宏治委員、吉本良夫臨時委員

（診療側委員）小田悦郎委員、小山茂幸臨時委員、中原靖明臨時委員

（公益委員） 中田範夫委員

＜事務局＞

多田中国四国厚生局山口事務所長、佐藤審査課長

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２８年３月２２日付中厚発０３２２第６号により、中国四国厚生局長から

諮問のあった山口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 ４件、歯科 １件、薬局 ２件）

更新保険医療機関等 ８６件（医科４９件、歯科２３件、薬局１４件）

～以上～


