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中国地方社会保険医療協議会総会（第 22 回） 
 

日時：平成 30 年 10 月 22 日（月）13:30～ 
会場：広島合同庁舎２号館６階 共用第７会議室 

○本山（企画調整課長） 
本日は、お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。皆さま、お

そろいになりましたので、会議を始めさせていただきます。 
 ただいまから、第 22 回中国地方社会保険医療協議会総会を開会致します。 
 まず、本日の会議の成立についてご報告致します。 
委員 20 名の皆さまに出席をお願いしました結果、支払側委員の山坂委員、診療側委員の

浅野委員、公益委員の中田委員の３名がご欠席でございます。 
 従いまして、定数 20 名中 17 名の委員のご出席により、社会保険医療協議会令第２条第

２項に定める定足数を満たしており、本日の会議が成立しておりますことをご報告申し上

げます。 
 続きまして、開会にあたり、中国四国厚生局長の中野よりご挨拶を申し上げます。 
 
○中野（厚生局長） 
 本年６月 20 日付けで前任の片岡局長の後を受けて着任しました中野でございます。よろ

しくお願い申し上げます。 
開会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 
委員の皆さまにおかれましては、大変ご多用のところ、遠い所も含め、皆さま、お集ま

りいただきまして誠にありがとうございます。また日頃より、医療保険行政、厚生行政全

般にわたりまして、皆さまのご理解とご協力を賜っております。この場をお借りして御礼

を申し上げます。 
既に３カ月余り過ぎたところでございますが、７月の豪雨災害の時期におきましては、

関係者の皆さまから、さまざまなご協カ、ご支援を賜りました。併せて御礼を申し上げる

ところでございます。 
このたびの災害への対応につきましては、ここ中国四国厚生局に厚生労働省の現地対策

本部が設置されたところでございまして、それに伴い、霞が関の厚生労働省本省から、広

島県、岡山県、愛媛県に対して 90 名を超える職員が派遣されてまいりました。この職員の

方々ともども、私ども厚生局では、県・市町村との連携を密にしまして、会議等への出席、

現地視察を通じて被災状況の早期確認を行い、また現地での厚生行政関係の要望等を踏ま

えて対応してまいりました。 
加藤前大臣におかれましても、７月 12 日には広島県三原地区の本郷取水場等を、２日後

の７月 14 日は愛媛県大洲市の介護老人保健施設等を視察に参りました。 
今後も、私ども厚生局は、地域の皆さまの身近な行政窓口として、関係者の皆さまのご
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協力をいただきながら、医療保険行政の円滑な実施に努めてまいります。 
本日の議題は、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。 
まず議題１ですが、９月末まで会長職をお務めいただきました田邊委員が任期満了とな

ったことを踏まえまして、新しい会長の選出をお願いするものでございます。 
議題２につきましては、10 月１日付けで新任又は再任されました委員の皆さまの所属す

る部会につきまして、この協議会で承認いただき、引き続き、会長による指名をお願いす

るものでございます。 
議題３は「保険医療機関の指定の取消について」、議題４は「保険薬局の指定の取消及び

保険薬剤師の登録の取消について」のご審議を賜ることとしております。 
本日の会議は長時間にわたるかと思いますが、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 
 
○本山（企画調整課長） 
 続きまして、本日お配りしております資料の確認を致します。お手元の資料をご覧くだ

さい。 
 まず「議事次第」がございます。次に「座席表」、続きまして「中国地方社会保険医療協

議会委員及び臨時委員名簿」。議題２の資料としまして「総－１ 部会に属すべき委員及び

臨時委員の承認・指名について（案）」。 
続きまして、青いファイルに綴じておりますが議題３及び議題４の資料がございます。

中を見ていただきますと、議題３の資料としまして、まず「保険医療機関の指定の取消に

ついて（諮問）」、諮問書の写しがございます。続きまして「総－２－１ 保険医療機関の

指定の取消について」「総－２－２ 保険医療機関の指定の取消について（参考１）」「総－

２－３」、同じく「（参考２）」。 
続きまして議題４の資料です。「保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消につ

いて（諮問）」という諮問書の写し、「総－３－１ 保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師

の登録の取消について」「総－３－２ 保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消

について（参考１）」、「総－３－３」としまして同じく「（参考２）」となります。これが青

いファイルの中に綴じられていようかと思います。 
 あと、お手元に参考資料としまして「関係法令・通知集＜地方社会保険医療協議会関係

＞」をお配りしております。過不足等、ございませんか。 
 なお、お配りした資料のうち、議題３「保険医療機関の指定の取消について」と議題４

「保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消について」に係る資料一式につきま

しては、会議終了後に回収させていただきますのでよろしくお願い致します。 
 続きまして、平成 30 年４月 24 日に開催しました前回の総会以降に、委員が５名、臨時

委員が３名、新たに委嘱されておりますのでご報告致します。 
 お配りしております「中国地方社会保険医療協議会委員及び臨時委員名簿」をご覧くだ
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さい。 
氏名に下線のある方が、今回新たに委嘱されました委員、臨時委員の方でございます。

お名前を申し上げましたら、恐れ入りますが、簡単な自己紹介をいただければと存じます。 
 まず委員では、石本健一委員が退任され、後任として仲野康弘委員でございます。 
 
◯仲野委員 
 はじめまして。全国健康保険協会鳥取支部企画総務部長の仲野と申します。今後ともよ

ろしくお願い致します。 
 
○本山（企画調整課長） 
 ありがとうございました。 
 続きまして、兼永幸也委員が退任され、後任として木谷博郁委員でございます。 
 
◯木谷委員 
 皆さま、こんにちは。株式会社サタケで取締役人事部長をしております木谷と申します。

公職でもないですが、広島県社会保険協会の理事を務めております。どうぞよろしくお願

い致します。 
 
○本山（企画調整課長） 
 ありがとうございました。 
 続きまして、魚谷純委員が退任され、後任として渡辺憲委員でございます。 
 
◯渡辺委員 
 渡辺でございます。この６月から魚谷前会長から引き継ぎまして、鳥取県医師会会長を

務めさせていただいております。この会の委員としても着任させていただきました。これ

からもよろしくお願い致します。 
 
○本山（企画調整課長） 
 ありがとうございました。 
 続きまして、檜谷義美委員が退任され、後任として豊田秀三委員でございます。 
 
◯豊田委員 
 広島県医師会の副会長をしております豊田でございます。檜谷先生が退任して病院協会

の会長になられましたので、私が代わりに出てまいりました。よろしくお願い致します。 
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○本山（企画調整課長） 
 ありがとうございました。 
 続きまして、田邊誠委員が退任され、後任として森邊成一委員でございます。 
 
◯森邊委員 
 ご紹介にあずかりました森邊成一でございます。広島大学社会科学研究科、法学部で政

治学を講義しております。よろしくお願い致します。 
 
○本山（企画調整課長） 
 ありがとうございました。 
 続きまして、本日ご出席いただいておりませんが、臨時委員では松村政宏臨時委員が退

任され、後任として弘中克治臨時委員が、徳吉公司臨時委員が退任され、後任として下田

宗人臨時委員が、井上さつき臨時委員が退任され、後任として益田佐和子臨時委員がそれ

ぞれ発令されています。 
 それでは、議題に移らせていただきたいと思いますが、田邊前会長が任期満了を迎えら

れましたので、この後の議題で会長が選出されるまでの間は、森廣会長代行に議事の進行

をお願いしたいと存じます。よろしくお願い致します。 
 
 
【議題１】 
会長の選挙について 
 
○森廣会長代行 
 それでは、議題に入らせていただきます。 
 本日最初の議題は、「会長の選挙について」でございます。 
 本協議会の会長につきましては、社会保険医療協議会法第５条第１項の規定により、「公

益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長一人を置く」こととされております。 
 どなたか、「この委員に会長をお願いしてはどうか」という方がおられましたら、ご発言

をお願い致します。 
 
◯佐々木委員 
 はい。 
 
◯森廣会長代行 
 佐々木委員、お願いします。 
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○佐々木委員 
 井戸委員に会長をお願いしてはいかがかと思います。 
 
○森廣会長代行 
 ただいま、佐々木委員から「井戸委員に会長をお願いしてはどうか」とのご発言があり

ましたが、委員の皆さま、いかがでしょうか。 
 
「異議なし」の声あり 
 
○森廣会長代行 
 ありがとうございます。ご異議なしということで、井戸委員に会長をお願いしたいと思

います。 
 それでは井戸会長、会長席にお移りいただきまして、一言ご挨拶をお願い致します。 
 
◯井戸会長 
 ただいま会長に選任されました井戸でございます。長年会長を務められました田邊前会

長の後ということになりまして、今回の総会が初めての職務となります。不慣れなところ

もあると思いますが、皆さま、よろしくお願い致します。 
 
◯森廣会長代行 
 ありがとうございました。 
 それでは、ここからは井戸会長に議事の進行をお願い致します。 
 
○井戸会長 
 それでは、まず議事録署名人として私のほかに２名必要ですので、僭越ながら私のほう

で支払側委員から佐々木委員を、診療側委員から豊見委員を指名させていただきたいと思

います。 
 お二方には後日、事務局から連絡がいきますので、確認の上、署名をお願い致します。 
 
 
【議題２】 
部会に属すべき委員及び臨時委員の承認・指名について 
 
○井戸会長 
 それでは、議題に入らせていただきます。 
 次の議題は、「部会に属すべき委員及び臨時委員の承認・指名について」でございます。 
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これは本年 10 月１日付けで新任又は再任された委員及び臨時委員につきまして、社会保

険医療協議会令第１条第３項に基づき、その所属する部会について本協議会での承認及び

会長による指名を行うものです。 
それでは、事務局から説明をお願い致します。 

 
○本山（企画調整課長） 
それでは、私から議題２の「部会に属すべき委員及び臨時委員の承認・指名について」

ご説明をさせていただきます。 
資料「中国協議会 総－１」の「部会に属すべき委員及び臨時委員の承認・指名につい

て（案）」と参考資料「関係法令・通知集」をご覧ください。 
まず、中国地方社会保険医療協議会の委員の任期についてですが、参考資料「関係法令・

通知集」の２ページになります。社会保険医療協議会法第４条第１項の規定によりまして、

「委員の任期は、二年とし、一年ごとに、その半数を任命する」と規定されております。 
また、本議題の委員及び臨時委員の所属部会の承認・指名につきましては、参考資料「関

係法令・通知集」の３ページ、社会保険医療協議会令第１条第３項におきまして、「地方協

議会の部会に属すべき委員、臨時委員は、地方協議会の承認を経て、会長が指名する」と

規定されております。 
本年９月末をもちまして、委員及び臨時委員の半数にあたる皆さまが任期満了となりま

した。10 月１日付けで厚生労働大臣から新たに委嘱の発令を受けられた新任又は再任の皆

さまが所属いただく部会について提案をさせていただき、協議会としてのご承認と会長の

ご指名をお願いする次第でございます。 
資料「中国協議会 総－１」の１ページ及び２ページに委員及び臨時委員の名簿がござ

います。氏名に下線のある方々が今回の改選により新任又は再任となった皆さまです。 
順にご紹介させていただきます。 
まず、１ページの委員の方々ですが、仲野委員、佐々木委員、富永委員、高橋委員、木

谷委員、佐藤委員、豊田委員、河村委員、錦織委員、森邊委員の 10 名です。 
次に２ページの臨時委員の方々ですが、弘中臨時委員、三谷臨時委員、花原臨時委員、

渡邊臨時委員、下田臨時委員、陶山臨時委員、出石臨時委員、藤田臨時委員、益田臨時委

員、源田臨時委員の 10 名です。 
この 20 名の委員及び臨時委員の皆さまにつきまして、名簿の備考欄にございます各県部

会への所属について、ご承認をお願いする次第です。 
なお、３ページから７ページまでにつきましては、各県部会の構成を再掲しております。 
簡単ではございますが、私からの説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願い致し

ます。 
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○井戸会長 
ただいまの説明につきまして、ご質問等ありましたらお願い致します。 

 
（質疑なし） 
 
○井戸会長 
特にございませんでしたら、今ご説明のありましたとおり、資料「中国協議会 総－１」

の名簿に基づき、今回改選のあった委員及び臨時委員の所属部会については本協議会でご

承認いただき、会長の私がこの名簿をもって指名をしたということとさせていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 
 
「異議なし」の声あり 
 
○井戸会長 
 ご異議なしということで、本件につきましては以上とさせていただきます。 
 
○本山（企画調整課長） 
 この後の会議につきましては、「公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を

及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、会議を非公

開とすることができる」との中国地方社会保険医療協議会議事規則第２条第１項ただし書

きの規定により、会議を非公開としておりますことをご報告申し上げます。 
 
 
【議題３】 
保険医療機関の指定の取消について 
※議題３については、中国地方社会保険医療協議会議事規則第７条第３項の規定に基づき、

要旨を公開する。 
＜議事要旨＞ 
 議題３として、保険医療機関の指定の取消について、委員 17 名で審議を行った。 
事務局からの事案の説明及び質疑を行った後の採決の結果、17 名全員の賛成により、保

険医療機関の指定の取消を定めた健康保険法第 80 条第１号、第２号、第３号及び第６号に

該当するとされ、保険医療機関の指定を取消すべきものと議決された。 
 
 
【議題４】 
保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消について 
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※議題４については、中国地方社会保険医療協議会議事規則第７条第３項の規定に基づき、

要旨を公開する。 
＜議事要旨＞ 
 議題４として、保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消について、委員 17 名

で審議を行った。 
事務局からの事案の説明及び質疑を行った後の採決の結果、保険薬局については、17 名

全員の賛成により、保険薬局の指定の取消を定めた健康保険法第 80 条第１号、第２号及び

第３号に該当するとされ、保険薬局の指定を取消すべきものと議決された。 
また、保険薬剤師については、17 名全員の賛成により、保険薬剤師の登録の取消を定め

た健康保険法第 81 条第１号に該当するとされ、保険薬剤師の登録を取消すべきものと議決

された。 
 
 
◯井戸会長 
委員の皆さまから、その他、何かありましたらお願い致します。 

 事務局から、その他ありましたらお願い致します。 
 
◯本山（企画調整課長） 
 事務局からは特にございません。 
 
○井戸会長 
 以上をもちまして、本日予定した議題は全て終了致しました。 
 今後の予定につきまして、事務局から説明をお願いします。 
 
○本山（企画調整課長） 
 本日、答申をいただいた案件の今後の予定につきましては、明日、10 月 23 日に報道発表

を行う予定としております。 
 本日の議事内容について外部から問い合わせがあった場合には、「中国四国厚生局にお問

い合わせいただきたい」というふうにお答えいただきますよう、よろしくお願い致します。 
 本日の会議のうち、非公開で開催致しました「保険医療機関の指定の取消について」及

び「保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消について」に係る資料一式と「答

申書案」につきましては、その場にお残しくださいますようお願い致します。 
 なお、後日委員の皆さまに議事録及び議事要旨の原案をお送り致しますので、内容確認

のご協力をよろしくお願い致します。 
また、次回の総会の時期が近づきましたら、委員の皆さまと日程を調整の上、ご案内さ

せていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 
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事務局からは以上でございます。 
 
○井戸会長 
 それでは、本日の総会はこれにて閉会致します。長時間にわたり、ご協力ありがとうご

ざいました。 
（終了） 


