
平成 30(2018)年度第１回県西地域医療構想調整会議 

 次第 

 

                 日時：平成 30(2018)年８月７日(火)19：00～ 

                 場所：上都賀庁舎５階大会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議事 

 

（１）地域医療構想調整会議等の進め方について 

 

（２）県西地域医療構想調整会議設置要綱の一部改正について 

 

（３）県西構想区域病院及び有床診療所会議の設置について 

 

 

４  情報提供 

 

（１）地域医療介護総合確保基金について 

 

 （２）病床機能報告結果について 

 

（３） 県西地域医療構想区域における医療機関の動向 

 

（４） 日光地域の医療連携に関する勉強会について 

 

 

 

５  その他    

 

６ 閉会 

 



県 西 地 域 医 療 構 想 調 整 会 議 設 置 要 綱 
 
 （設 置） 
第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、県西

地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた協議等

を行うため、「県西地域医療構想調整会議」（以下「調整会議」という。）を設置

する。 
 
 （協議事項） 
第２条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 
(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 
 （組 織） 
第３条 調整会議は、委員２５名以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者の中から県西健康福祉センター所長が委嘱する。 
 (1) 地域の医療関係団体等の代表 
 (2) 地域の介護福祉関係団体等の代表 
 (3) 学識経験者 
 (4) その他地域の関係機関・団体の代表 
 

（任 期） 
第４条 委員の任期は２年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は再任することができる。 
 

 （議 長） 
第５条 調整会議に議長を置く。 
２ 議長は、委員の互選により選出し、調整会議の進行にあたる。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、委員の合意を得て、委員以外の者の意見を

聴くことができる。 
 
 （会 議） 
第６条 調整会議の会議は、県西健康福祉センター所長が招集する。 
 
 （事務局） 
第７条 調整会議の事務局は、県西健康福祉センターに置く。 
 
 （その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、県西健

康福祉センター所長が別に定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２８年１０月１日から実施する。 



　

番号 選出区分 団　　　　体　　　　名 役職名 氏　　名 備　　　　　　考

1 一般社団法人　上都賀郡市医師会 会長 新沢　敏章 新沢外科

2 　　　〃 副会長 大久保　昌章 おおくぼみみはなのどクリニック

3 一般社団法人　鹿沼歯科医師会 会長 相馬　英人 相馬歯科医院

4 一般社団法人　日光歯科医師会 会長 中村　雅夫 中村歯科医院

5 一般社団法人　鹿沼薬剤師会 会長 下妻　和彦 つくも薬局

6 一般社団法人　日光市薬剤師会 会長 和貝　益男 フタバ快生堂薬局鬼怒川調剤センター

7
看護協会
地区支部

公益社団法人　栃木県看護協会 理事 駒場　悦子 森病院

8 上都賀総合病院（公的医療機関） 院長 十川　康弘

9 獨協医科大学日光医療センター
統　括
管理者

中元　隆明

10 御殿山病院 院長 波木　道夫

11 今市病院 院長 熊谷　眞知夫

12 鹿沼病院 院長 駒橋　　徹

13 老人福祉 鹿沼市特別養護老人ホーム連絡協議会 会員 福田　英夫 グリーンホーム

14 老人保健 栃木県老人保健施設協議会 会長 矢尾板　誠一 今市Ｌケアセンター

15
特定非営利活動法人
とちぎケアマネージャー協会

理事 飯野　範子

16
栃木県地域包括・在宅介護支援センター
協議会

理事 千葉　加代子 今市東包括支援センター

17 鹿沼市男女共同参画社会づくり実行委員会 会長 塩入　佳子

18 日光市手をつなぐ育成会 会長 柳田　友一

19 鹿沼市保健福祉部 部長 早川　綾子

20 日光市健康福祉部 部長 矢嶋　尚登

21 保険者 全国健康保険協会栃木支部
企画総
務部長

若林　卓成

22 学識経験者 獨協医科大学公衆衛生学講座 教授 小橋　　元

23 保健所長 栃木県県西健康福祉センター 所長 塚田　三夫

　県　西　地　域　医　療　構　想　調　整　会　議   委　員　

（平成２８年10月１日～）  
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【委員】 　 平成30(2018)年8月7日

選出区分 団　　　　体　　　　名 役職名 氏　　名 備考

郡市医師会 一般社団法人　上都賀郡市医師会 会長 新沢　敏章

郡市医師会 一般社団法人　上都賀郡市医師会 副会長 大久保　昌章

一般社団法人　鹿沼歯科医師会 会長 相馬　英人

一般社団法人　日光歯科医師会 会長 中村　雅夫 欠席

一般社団法人　鹿沼薬剤師会 会長 下妻　和彦

一般社団法人　日光市薬剤師会 会長 和貝　益男 欠席

看護協会
地区支部

公益社団法人　栃木県看護協会 理事 駒場　悦子

上都賀総合病院（公的医療機関） 院長 十川　康弘

獨協医科大学日光医療センター 統括管理者 中元　隆明

御殿山病院 院長 波木　道夫 （代）　山田　大介

今市病院 院長 熊谷　眞知夫

鹿沼病院 院長 駒橋　　徹

老人福祉 鹿沼市特別養護老人ホーム連絡協議会 会員 福田　英夫

老人保健 栃木県老人保健施設協議会 会長 矢尾板　誠一 欠席

特定非営利活動法人
とちぎケアマネージャー協会

理事 飯野　範子

栃木県地域包括・在宅介護支援セン
ター協議会

理事 千葉　加代子

鹿沼市男女共同参画社会づくり実行委員会 会長 塩入　佳子

日光市手をつなぐ育成会 会長 柳田　友一

鹿沼市保健福祉部 部長 早川　綾子

日光市健康福祉部 部長 矢嶋　尚登

保険者 全国健康保険協会栃木支部 企画総務部長 若林　卓成

学識経験者 獨協医科大学公衆衛生学講座 教授 小橋　　元 欠席

保健所長 栃木県県西健康福祉センター 所長 塚田　三夫

【事務局】

【オブザーバー】

会長 太田　照男

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　総務企画課副主幹 小林　明男

一般社団法人　栃木県医師会

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　総務企画課主任 癸生川　仁

栃木県今市健康福祉センター　主幹兼所長補佐（総括） 福田　亮人

一色　ミユキ

栃木県県西健康福祉センター次長 飯田　良雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　主幹　　　　　　　　　　　　 渡辺　晃紀

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　所長補佐兼総務企画課長　　　　　　　 大塚　良仁

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　所長補佐兼健康支援課長　　　　　 渡邊　悦子

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　所長補佐兼健康対策課長　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　係長 松島　靖幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　主査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　主査

田中　一齊

黒子　貴彦

平成30(2018)年度第１回県西地域医療構想調整会議　出席者名簿

所属・職 氏名

栃木県保健福祉部医療政策課長　 吉澤　敏広

市

地区
歯科医師会

地区
薬剤師会

医療機関

介護関係

住民・患者


