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令和２年 広島県医師会 新年互礼会
横倉日本医師会長、岸田政調会長をはじめ医療界・政界のリーダーが集結
と き 令和２年１月１３日（月・祝） 午後５時
ところ ANAクラウンプラザホテル広島

司会

平松執行部

オーキッド

広島県医師会

常任理事 水野

正晴

令和最初の新年のご挨拶

令和２年１月１３日（月・祝）午後５時より、ANAクラウンプラザホテル広島において、広島県医師
会新年互礼会を，横倉義武日本医師会長、岸田文雄自民党政調会長など多数を招き盛大に開
催され、３６１名の出席があった。
冒頭、平松会長は今春の診療報酬改定にご尽力をいただいた関係者にお礼を述べ、公立・
公的病院再編問題に対する協力をお願いし、解決に向けて意欲を示す新年の挨拶を述べた。

年頭のご挨拶
皆さま、改めまして、新年あけ
ましておめでとうございます。
皆さまには、「令和」という新
しい時代になって初めての輝かし
い新春を健やかにお迎えのことと
平松 恵一 心からお慶び申し上げます。令和
広島県医師会
２年の年頭に当たり、広島県医師
会 長
会員、約６，
９００人を代表して、一

言ご挨拶を申し上げます。
本日の広島県医師会新年互礼会には、お忙し
い中にもかかわりませず、本当に多くの方々に
お越しいただいております。誠にありがとうご
ざいます。こうして、横倉義武日本医師会会長、
岸田文雄自由民主党政務調査会長をはじめ、た
くさんの衆・参両院の本県選出国会議員の先生
方、湯﨑英彦広島県知事、松井一實広島市長、
県・市町行政の方々、県・市町議会の方々、そ
して、越智光夫広島大学長をはじめとする大学
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関係者、広島県の医療に関わる代表の皆さま方、
関連友好団体の方々、そして、市郡地区医師会
長をはじめ、役員・会員の皆さまにも揃ってご
出席いただきまして、改めてお礼申し上げます。

【会務運営の基本方針】
私たち、執行部は今年で４期８年を務めること
になります。長きにわたり皆さまのご支援ご厚
情を賜り感謝申し上げます。
現執行部として掲げたテーマは二つあり、一
つは、
「新しい発想による新しい医師会運営を」
、
もう一つは「ともに考え、ともに実行する医師
会を」でした。そして、会務運営には、常に
「公平・公正」
「透明性」
「説明責任」
「情報開示」
を基本理念とし、会務の推進に努めてまいりま
した。われわれ医療に携わる者として、患者の
意思を尊重した医療を第一とし、明るい健康長
寿社会を作り上げていくとともに、必要な医
療・介護を安心して受けられるよう、行政と連
携しながら体制整備に努めてまいります。会員
や県民市民から評価をいただけるよう、
「価値あ
る医師会の進化・深化」を引き続き目指します。
「令和」という新しい時代の新年を迎えて、役
職員一同、心機一転、新たな気持ちで一層会務
に励んでまいりたいと思いますので、皆さまの
ご協力・ご支援をよろしくお願い申し上げます。

【全世代型社会保障制度構築への対応】
次に、人生１００年時代を迎える中、政府・与
党においては、
「全世代型社会保障」制度の構築
に向けて、さまざまな検討が進められており、
去る１２月１
９日に全世代型社会保障検討会議が
「中間報告」を取りまとめ、今後、さらに来夏の
最終答申に向けて議論が進められています。
特に、医療に関しては、後期高齢者の自己負
担の引き上げ、外来受診時定額負担の導入や大
病院選定療養費の対象拡大、市販品類似薬保険
上の取り扱いなどの医療費の抑制策や患者に負
担を強いる厳しい論点が挙がっています。これ
らについては、本日ご出席をいただいておりま
す横倉会長も主張されているとおり、社会保障
はそもそも自助・共助・公助で成り立っており、
それぞれのバランスを取りながら、時代に対応
できる給付と負担のあり方という視点に立って
議論することが最も重要であります。目先の財
源にとらわれた細かい議論ではなく、将来の社
会保障のあり方として、国民の生命・健康を守
り、持続可能な社会をいかに創り上げていくか
という大所高所から議論していただくようお願
いしたいと思います。
もとより、われわれ医療界も、令和という新
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しい時代を迎え、まさに人生１
００年時代という
「健康長寿社会」を実現するためには、疾病予防
や健康づくり、早期発見・早期治療、重症化予
防など、県民の健康寿命の延伸に向けて、さま
ざまな課題に全力で取り組む必要があります。
そのため、県・市町行政はもとより、市郡地区
医師会さらには本日ご出席いただいております
関係団体の皆さまと総力を挙げて、取り組む必
要があると思いますので、ご支援・ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

【令和２年度政府予算案及び診療報酬改定】
また、年末に編成された令和２年度政府予算案
における厚生労働省全体のテーマでも「人生１００
年時代に対応した全世代型社会保障の構築」を
掲げて、今後も最重点課題として取り組まれる
こととされています。この中で、われわれが最
も関心を持っておりました令和２年度の次期診療
報酬改定率が決まりました。中長期的に社会保
障費の増大を懸念する財務省の非常に厳しい攻
勢の中、最終的に診療報酬本体は（働き方改革
への対応分プラス０．
０８％
を含んで）プラス０．
５５％
となりました。これについては、さまざまな見
方があると思いますが、ともあれ、前回並みの
増額改定ができましたことは、横倉会長はじめ、
国会議員の先生方のご尽力のお陰であり、あら
ためて、厚くお礼を申し上げます。

【公立・公的医療機関の再編を含む地域医療構想の実現】
さ て、「身 近 な 地 域 で 質 の 高 い 医 療・介 護
サービスを受け、住み慣れた地域で暮らし続け
ることができる広島県の実現」を基本理念とす
る広島県地域医療構想の実現に向け、関係団体
とも連携し、質の高い切れ目のない医療・介護
提供体制の整備に努めなければなりません。特
に昨年９月に厚生労働省は「再編統合の必要性に
ついて特に議論が必要な公立・公的医療機関」
として４
２４機関を突然公表し、広島県において
は、再検証要請対象医療機関として１３施設の実
名が公表されました。
これは、２０１７年度の病床機能報告データを踏
まえて判断したものであり、地域の実情が全く
反映されておりません。丁寧かつ十分な説明が
ないまま、実名で公表されたことは、そのまま
病院が廃止されると受け止められかねず、特に
地域住民をはじめ、医療機関で働く職員やその
家族の方々に大きな不安を招いているところで
す。
今回の公表による地域住民の不安の高まりや
地域医療の弱体化を防ぐためにも、今後の議論
の活性化に向けては、民間病院も含めて、各病
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院が果たしている役割について、各地域の実情
を踏まえ、地域住民の理解を得ながら丁寧な議
論を進め、地域医療構想の実現を図ることが重
要であると思います。広島県医師会としても、
全力でサポートに努める所存ですが、県・市町
行政や議会の先生方にもお力添えいただきたい
と存じますので、ぜひともご支援・ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

【東京オリンピック・パラリンピックと外国
人医療対策の充実など、直面する課題】
さらに、今年は、いよいよ東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催されます。本県にも
メキシコ選手団を始め、多くの外国人が訪れる
と予想されております。もちろん、オリンピッ
ク・パラリンピックだけの一時的なものではな
く、今後も永続的に訪日外国人が増加すること
が期待されています。そのための受け入れ体制
の一つとして、通訳の問題など外国人医療対策
の充実が喫緊の課題となっております。本会と
しても、関係団体と連携し、昨年から県行政に
要望しておりますが、どうか、万全の体制を整
えていただきますよう、関係各位のご支援をよ
ろしくお願いいたします。
併せて、本会はひろしま医療情報ネットワー
ク（HMネット）の推進、医師会立看護学校の
経営安定化、広島がん高精度放射線治療セン
ターの安定的運営など、本年もさまざまな課題
に直面しておりますが、本日ご出席の皆さまに
は、引き続きご理解・ご支援を賜りたく存じま
す。

【終わりに～干支（庚子）】
終わりになりますが、今年の干支は、
「子」年
ですが、さらに詳しくは、「庚子（かのえね）」、
または「（こうし）」と言われております。この
「庚（こう）」は金の兄（かのえ）で、結実、形
成、陰化の段階とされ、一つの状態にとどまる
ことなく、循環することで永遠が保たれていく
こととされています。また、
「ねずみ」は、子沢
山で成長も早いことから、子孫繁栄の意味があ
り、世代が引き継がれ、循環していくイメージ
と結びついているとも言われております。
本年が、県全体の発展と子孫繁栄が循環して
いく契機となり、皆さまにとって、実りあるす
ばらしい年となりますことを祈念し、私の開会
のご挨拶とさせていただきます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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新春のお言葉
明けましておめでとうございま
す。本日は令和２年の広島県医師
会新年互礼会がこのように盛大に
開催されましたことを心からお慶
び申し上げますとともに、お招き
横倉 義武 をいただきましたことに心から感
日本医師会
謝を申し上げる次第でございま
会 長
す。ありがとうございました。
さて、今年の新年の天皇陛下のお言葉の中に、
昨年のさまざまな自然災害の被災に遭われた方
へのお見舞いと同時に、それを支援をしていた
だいた皆さま方への感謝の言葉がありました。
そしてその上で、今年は自然災害の少ない年で
あるようにと祈りますとのお言葉がございまし
た。
広島県も平成２６年に大きな水害があり、また、
平成３０年にも大きな水害に見舞われております。
日本全体に大きな自然災害があるわけでありま
すので、何とか日ごろからしっかりと備えてお
かなければならない。特に大きな自然災害が起
きた場合には、J
MATにより被災され避難をさ
れた方の健康管理を重点的に取り組ませていた
だいています。
今年の正月は、非常に穏やかな正月でありま
したが、地球温暖化と関係あるのかもしれない
ということも考えておかないといけないわけで
すが、そういう温暖化をこれ以上進めないよう
に、われわれ自身も日頃からCO２の排出などに
十分注意をしておかなければならないと、今年
の正月に思ったところでございます。
さて、先ほど平松会長から昨年末のさまざま
なお話がございました。全世代型社会保障会議、
また診療報酬改定作業などでございますが、こ
れにつきましては、本日お見えの岸田政調会長
に大変なご尽力をいただいて、中間報告もあの
ような形である程度取りまとめができ、また診
療報酬改定につきましては、平口洋厚生労働部
会長、新谷正義先生はじめ、いろいろな厚生労
働に関係をする先生方のご努力の結果で、何と
か本体はプラス改定に持ち込むことできたとい
うことでありまして、岸田先生はじめ皆さまに
心からの感謝を申し上げる次第でございます。
今年は、オリンピック・パラリンピックが開
かれます。昨年は９月から１１月にかけて、ラグ
ビーワールドカップで大変な盛り上がりを見せ
ました。私も学生時代にラグビーをしておりま
したので、ラグビーファンが増えたことを大変
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うれしく思っておりまして、昨年の１２月、ちょ
うど診療報酬改定が決着を見た後に、大学選手
権の準々決勝がありましたので秩父宮ラグビー
場に見に行きました。
その前の年に行ったときはラグビー場の入場
客はスタンドの半分も埋まらない状況でしたが、
昨年は大変多いファンの皆さんでございまして、
先週の土曜日、決勝戦が行われて、早稲田と明
治の熱い戦いのもとで早稲田が優勝した。そし
て昨日はいよいよトップリーグがスタートし、
このラグビー熱が非常に高まっているわけでご
ざいますが、このスポーツへの熱の高まりと同
時に、オリンピック・パラリンピックが大成功
になるようにという思いを強く持っている次第
でございます。
私は福岡の出身でございますが、広島県医師
会には大変いろいろなことでご指導いただいて
おります。先ほどの公立・公的病院の４２４病院の
お話もございましたが、私がはじめて広島県の
医療機関を訪れたのは県立広島病院でございま
した。ちょうどがんの末期の在宅療養や緩和医
療について、福岡県でどう取り組むかというこ
とで、先進県である県立広島病院に見学に行こ
うということでお伺いしました。その後、福岡
の会長になる頃に、広島県には広島医学会が非
常に盛大にされていると。医師会と大学と協力
のもとで行われているということをお聞きして、
福岡県医師会でも同じようなものを作ろうでは
ないかということで、見学に来させていただい
たこともございました。
そういうことで、事あるたびに、広島県医師
会にはさまざまご指導いただいております。ど
うぞ今後ともよろしくお願いしたいと思います。
今年は大変大きないろんなイベントが控えてお
りますので、今年も、日本医師会、精いっぱい
国民の健康と生命を守るということで頑張って
まいりますので、ご支援をいただきますように
お願いをして、新年のお祝いの言葉とさせてい
ただきます。
紙

紙

紙

紙

皆さま、新年おめでとうござい
ます。本日は広島県医師会新年互
礼会ということで、平松会長をは
じめ、広島県医師会の先生方、ま
た関係者の皆さま方、こうしてお
岸田 文雄 そろいで健やかに新しい年を迎え
衆議院議員
になられましたことお喜びを申し
自民党政調会長
上げます。また、例年のようにこ
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の新年互礼会へ県選出の国会議員、そして政治
関係者を大勢お招きに預かりましたこと、心か
ら感謝を申し上げ、今年も貴重なご指導をいた
だきますことを心からお願いを申し上げる次第
でございます。
昨年を振り返りましても、政策の議論の中で
引き続き社会保障の議論はわが国の政策議論に
おける最重要課題の一つとして、さまざまな議
論が行われました。その中で特に年末にかけて
平松会長、横倉会長からもお話がありました全
世代型社会保障改革の議論や診療報酬改定の議
論が、大きな議論として激しいやりとりが行わ
れました。大変ご心配をおかけいたしまして、
日本医師会の横倉会長には自ら当本部の政調会
長 室 に 足 を 運 ん で い た だ き、貴 重 な プ レ ッ
シャーではなく、アドバイスをいただきまして、
何とか結論を出すことができました。いろいろ
評価はあるのかもしれませんが、次へつながる
結論をまずは出すことができたと心から感謝申
し上げる次第でございます。
そして新しい年を迎えましたが、全世代型社
会保障制度改革の議論はこの夏、最終結論に向
けて引き続き議論を行っていかなければいけま
せん。令和の時代、新しい時代を迎えてわが国
も人生１００年時代に突入するといわれています
が、日本人の一生が長くなくなればなるほど、
健康寿命をいかに長くしているのかが大きな課
題になるわけですし、また国民の安心・安全、
あるいは活力ということを考えますと、世界に
冠たるわが国の国民皆保険制度をしっかり維持
して、そして充実させていく、これは大変大き
な課題として私たちに突きつけられていること
も感じます。
こういったさまざまな課題を前にしまして、
医師会の先生方、国民の最も身近なところでお
仕事をされ、医療の最前線で実態を最もよく把
握されている先生方、こうした医師会の先生方
の役割、アドバイスはますます重要になってく
るのではないかと感じます。
今年、５６年ぶりの東京オリンピック・パラリ
ンピック後、新しい時代が本格的に動き出して
いくその際に、国民の健やかなそして活力ある
この社会、生活をしっかり維持するためにも、
医師会の先生方に引き続き貴重なご指導いただ
きますことを心からお願いを申し上げて、そし
て、令和２年新しい年が先生方にとりまして、実
りある年でありますことを心からお祈り申し上
げて、新年のご挨拶をさせていただきます。本
年もどうぞよろしくお願いいたします。
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皆さま改めまして、明けまして
おめでとうございます。平素から
広島県における保健医療行政の推
進に多大なるお力を賜っておりま
すことに対し心から敬意と感謝を
湯﨑 英彦 申し上げます。
広島県知事
先ほど横倉会長、岸田先生か
ら、社会保障という大きな枠組み
のお話がございました。われわれ県民の健康を
守る、現場を預かる者の観点から申しましても、
医師会の皆さま方には本当に多くの力をいただ
いております。高精度放射線治療センターの運
営、地対協での活動、地域包括ケア、女性のが
ん検診、日曜日の検診の実施など細かく言うと
これだけで１時間ぐらい使ってしまうので全部は
申し上げられませんが、大変感謝していること
をご理解賜ればありがたく存じます。
そ の 中 で 今 年 私 は 大 き な 転 機 と い う か、
ティッピングポイント、そういう年になるので
はないかと思っております。一つは、地域包括
ケア、広島県１
２５圏域の中で確立し運営を進めて
おりますけれども、まだまだ本当の意味での県
民の安心という観点から各医療、福祉の皆さん
が協力をしながら進化を遂げていかなければ、
２０２５年に間に合わないと感じております。
それから、地域医療構想です。なお、厚生労
働省の発表も含めてさまざまな動きがございま
すし、これについては医師会の先生方に本当に
ご協力をいただいて真摯な議論、さまざま調整
を行っていただいているところでございますが、
地域医療構想というとやや田舎におけるさまざ
まな調整という印象もありますが、それのみな
らず、基本的な観点としては、広島県の医療の
競争力を向上させながら、複雑化、専門化と同
時に相互化しなければいけない非常に難しい状
況の中で、広島県の医療の競争力を上げ、若い
医師を確保し、そしてそれを地域に配置できる
ようにし、病床も調整をすることをなし遂げて
いかなければならない。今の研修医についても
いろいろな動きがあるわけですが、２０２５年、
２０４０年、２０５０年を見据えた時、今年はティッピ
ングポイントになるのではないかと感じており
ます。
それともう一つはデジタル化でございます。
医療のデジタル化これはさまざまな形で医療技
術的にもそうですし、医療を管理する観点から
もデジタル化は大きく進んでまいりましたし、
進めなければならない。そういう年でもあると
思っております。
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こういった大きな課題であり、また難しいこ
とですけれども、広島県の医療関係者の皆さま
を含め、医師会の皆さま方には、本当にいつも
真正面から受けとめて取り組んでいただいてお
りますので、こういった大きな課題も必ずや解
決して、日本に誇る広島県の医療をこれからも
１０年、１５年、３０年と継続していけるものと確信
をしております。県からもいろいろな議論をお
願いすることになると思いますが、ぜひ引き続
きご協力を賜り、安心な広島県の実現にご協力
をお願いしたいと思っております。
最後になりましたが、広島県医師会のますま
すのご発展とご列席の皆さん方のご健勝とご多
幸を心からお祈り申し上げまして、お祝いのご
挨拶と代えさせていただきます。本日は誠にお
めでとうございます。
紙

紙

紙

紙

皆さま明けましておめでとうご
ざいます。広島県医師会の皆さま
方には新しい年、この幕開けを健
やかにお迎えのことと心からお慶
び申し上げます。また、平素から
松井 一實 本市の行政につきまして、とりわ
広島市長
け推進についてひとかたならぬお
力添えを賜っております。この場
をお借りし、厚くお礼申し上げます。
さて今年２０２０年、オリンピック・パラリン
ピック競技大会が東京で開催されます。これを
通じてこれまで以上に世界中から多くの方々が
この広島に来られると考えております。そう
いった中で、少しまちづくりについてのご紹介
をしたいと思います。
まずは、広島県医師会館があります広島駅周
辺地区では、J
R西日本のビルの立て替えと連携
いたしまして、南口広場の再編、整備などの工
事に着手することにしておりまして、活力とに
ぎわいのさらなる創出に取り組みたいと考えて
おります。また、今後ますます重要になります
地域の保健、福祉につきましては、保健師の地
区担当制を全区に展開いたしまして、課題を抱
えている家庭ごとに必要な支援が行える体制づ
くりを目指すとともに、高齢者いきいき活動ポ
イント事業の適用対象を拡大いたしまして、さ
らなる利用促進を図ることによりまして、地域
共生社会の実現を目指した取り組みを着実に進
めていきたいと考えております。
さらに本年が被爆７５周年という節目の年であ
ります。それを踏まえて、平和の祭典であるオ
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リンピック・パラリンピック競技大会を、広島
の心を世界に向けてアピールする絶好の機会と
とらえて、各国の選手あるいは役員などに広島
に来ていただく、そしてできればここからメッ
セージを発信していただくなどの取り組みをし
たいと思っております。
こういった取り組みの推進に関しましては、
県医師会をはじめとする関係者の皆さん、そし
て関係機関の方々との連携が不可欠と考えてお
ります。引き続きのご支援ご協力を賜りますよ
うにお願い申し上げたいと思います。わが広島、
持続可能な地域共生社会、これを確実に一歩進
めるそんな年にしたいと思っております。
今年の干支は「ねずみ」です。願いが必ず実
る年になるように、引き続き本市の行政の推進
に一層のご協力を賜り、お願い申し上げたいと
思います。
最後になりましたけれども、広島県医師会の
今後ますますのご発展と、本日お集まりの皆さ
ま方の一層のご活躍ご健勝を祈念いたしまして、
新年のご挨拶とさせていただきます。本日は誠
におめでとうございます。
紙

紙

紙

紙

皆さま、明けましておめでとう
ございます。平素は、広島大学な
らびに大学病院がここにおられま
す広島県医師会の先生方に大変お
世話になりまして、誠にありがと
越智 光夫 うございます。代表してお礼を申
広島大学
し上げたいと思います。
学 長
さて、大学のことを少し話させ
ていただきますと、大学の大学院の改組を昨年
の４月から踏み切っておりまして、今年の４月に
二つ新しい研究科ができます。１１ある研究科を
３つに取りまとめていこうと、少子高齢化ととも
に、社会の動きに対応できる人材の育成をして
おこうということであります。
一つは、新しい科学がイマージしております。
それに科学ができるだけ、あるいはある領域の
専門であるだけではなく、歴史観、倫理観に基
づいた科学の運用が必要になってきているとい
うことで、対応できる人材の育成を今から図っ
ていこうということです。
１月２２日㈬に祝賀会が開催されますが、ノーベ
ル賞受賞者の吉野彰先生に来ていただいて、ご
講演を賜ることになっております。ノーベル賞
の受賞者が日本から出た時は必ずスウェーデン
大使館で、歴代のノーベル賞の受賞者のご夫妻

２０２０年（令和２年）２月１５日（６）

など約５０名が招かれてパーティーがあります。
私は学長として出席しており、昨年は、吉野先
生、その前は本庶佑先生がノーベル賞を受賞さ
れましたので、直接お話をしてお願いをしまし
たところ、吉野先生がそれは行きましょうとい
うことで、７月２２日㈬にお越しになりますので、
時間がある方はぜひご出席いただきたいと思っ
ております。
もう一つは、松井市長からもありましたが、
被爆７５周年の節目の年です。ウィンストン・
チャーチルが言ったように、「遠くを見渡せな
い者は過去を振り返れない者は、未来を見渡す
ことができない」ということで、この被爆とい
うことを風化させてはいけないと思っておりま
して、８．
６には海外から１００人近い留学生が参加
するようにしておりますが、今年はファンドレ
イジングによりまして倍の留学生を参加させた
いと思っておりますので、どうぞご支援をいた
だければと思っております。
先ほど平松会長、岸田先生はじめ多くの方々
がサスティナブルな社会ということで、私自身
はジャック・アタリ氏、フランスの思想家です
けれども、彼のポジティブな社会を思い出しま
した。目先の利益のための社会ではなく、次世
代のための社会の構築が必要ではないかと思い
ます。
医療あるいは健康、福祉に関して、地対協と
いうすばらしい仕組みがありますので、これを
活用して、広島県にすばらしいに医療・福祉が
あるということを全国に示していく必要がある
と思っております。大学関係者一丸となって取
り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願いをいたします。
最後になりますけれども、今年が希望に満ち
た明るい年になりますように、心より祈念いた
しまして、私からのご挨拶とさせていただきま
す。お招きいただき、ありがとうございます。
紙

紙

紙

紙

皆さま方、改めまして新年あけ
ましておめでとうございます。会長
になりまして、初めての出席とい
うことでお招きいただきまして誠に
ありがとうございます。令和になり
甲野 峰基 ましてはじめての正月でございまし
広島県歯科医師会
たが、ご参集の皆さま方におかれ
会 長
ましては、つつがなく新年をお迎
えになられたこととお慶び申し上げます。
現在、超高齢社会の中におきまして、地域連
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携システムの一翼を担う事業を医師会の先生方
にリーダーシップを執っていただきまして、多
職種連携事業、さらに推進してまいりまして広
島県民２８０万人の方々の健康寿命の延伸に寄与
していきたいと考えておりますので、先生方の
ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
結びに広島県医師会のますますのご発展と、
ご参集の皆さま方のご健康とご活躍を祈念申し
上げ、甚だ簡単楚辞ではございますが、私の挨
拶とさせていただきます。本日はおめでとうご
ざいます。

乾
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杯

新年あけましておめでとうござ
います。
今年１年３６６日あるそうですが、
本年１年が皆さまにとって本当に
明るい良い年になりますように、
豊見 雅文 本当言うと診療報酬、調剤報酬に
広島県薬剤師会
ちょっと言いたいこともあるので
会 長
すが、今日はおめでたい席でござ
いますのでそれは置いておきまして、３
６６日かけ
て広島県民どこに行っても立派なケアが受けら
れるように、地域包括ケアの完成を目指して、
皆さまのご協力をお願いしたいと思っておりま
す。
それでは声高らかにご唱和ください。乾杯。

読売新聞社主催 第４８回医療功労賞
都道府県医療功労賞
大宇根

晃

雅

・医療法人晃全会

（２月６日㈭

氏

大宇根内科呼吸器科クリニック（呉市）

ホテルメルパルク広島にて表彰）

おめでとうございます。今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

厚生労働省版

禁煙支援マニュアル
厚生労働省（健康局総務課生活習慣病対策室）において、禁煙支援マニュアルがとりまとめら
れました。日常の禁煙指導にお役立て下さい。
なお、内容は厚生労働省ホームページ「たばこと健康に関する情報ページ」で閲覧することが
できます。
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