
 

 

平成２５年度 公益社団法人鳥取県西部医師会 会務・事業報告 

 

Ⅰ 会務報告 平成２５年度において下記の諸会議を行った。 

１ 定例常任理事会【構成：会長、副会長、常任理事、計６名】（毎月開催） 

   ・理事会又は会長から付議された事項及び業務を執行するにあたって必要な事項の決定を行い、理事会

に報告した。 

 

２ 定例理事会【構成：会長、副会長、常任理事、理事、監事、参与、看護学校長、代議員会正副議長、計

４０名】（１２月を除く毎月開催） 

  ・法令及び本会定款で定めるところにより、職務を執行した。 

 

３ 代議員会 

   ・以下の代議員会を開催し、下記事項について了承、承認決議された。 

（１）第２回定例代議員会 

     平成２５年６月２６日 １９：３０～ 西部医師会館  

     代議員総数３４名、出席代議員２２名、委任状提出６名 

      報告事項：１ 平成２４年度会務・事業報告について 

決議事項：１ 平成２４年度決算（平成２４年度財務諸表等）の承認について 

             監査報告 

           ２ 公益社団法人鳥取県西部医師会裁定委員会規則の決議について 

      承認事項 １ 魚谷 純先生を顧問に推薦することの承認について 

 

（２）第２回臨時代議員会 

平成２６年３月１９日 １９：３０～ 西部医師会館  

代議員総数３４名、出席代議員２５名、委任状提出５名 

      報告事項：１ 鳥取県西部医師会代議員選挙結果について 

２ 平成２６年度事業計画について 

３ 平成２６年度収支予算、平成２６年度事業費内訳について 

４ 資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

Ⅱ 代議員選挙報告 

  ・任期満了期日が平成２６年３月３１日である代議員の次期代議員を選出する選挙の実施 

 １ 代議員選挙管理委員会の設置（副議長（議長職務代理）指名による６名の委員） 

  （１）代議員選挙管理員会 平成２６年２月７日 西部医師会館  （順不同、敬称略） 

     委員長：岡空輝夫、副委員長：佐古博恒、委員：下山晶樹、中尾圭介、三上真顯、武地幹夫 

     ・選挙日程等協議決定 

 ２ 選挙日程 

  （１）会員への代議員選挙通知【選挙管理委員会広報】 ２月１７日 

  （２）代議員選挙投票用紙送付 ３月５日 

  （３）代議員選挙投票締切日、即日開票 ３月１４日 

  （４）第２回臨時代議員会選挙結果報告 ３月１９日 

 



 

３ 選挙結果（任期 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日）   （五十音順、敬称略） 

 

 

米子市 

（定数２２名） 

石川 直 石原政彦 井田尚志 岩本好吉 

上桝次郎 大賀秀樹 川谷俊夫 佐古博恒 

下山晶樹 田辺嘉直 中井一仁 永井琢己 

中尾圭介 中曽庸博 長田直樹 中村暢宏 

野口俊之 廣田 裕 本田 守 山縣 昇 

山本哲夫 脇田邦夫               

（次）野坂仁愛 （次）濱副隆一 (次〃)林原伸治        

境港市 

（定数６名） 

池淵滋雄 市場和志 稲賀 潔 岡空輝夫 

土江秀明 村上 功               

（次）上平 敦 (次〃)山崎純一               

西伯郡 

（定数４名） 

来海秀和 篠原一郎 富田昌宏 三上真顯 

（次）細田庸夫                      

日野郡 

（定数２名） 

武地幹夫 櫃田 豊               

（次）平岡 裕                      

 

Ⅲ 事業報告  

 １ 医師の生涯研修に関する事業 

  医学会・研究集会・講演会等を開催・後援し、医学・医術の研鑽と各種医療情報の提供・習得に努め

た。 

（１）医師の生涯教育及び医学・医術の向上を図る各種研修会の開催 

  ①救急対策 

    ・ＢＬＳ講習会 

５月３０日 西部医師会館、インストラクター１５名、受講者４０名 

１１月２８日 西部医師会館、インストラクター ９名、受講者１０名 

     ・小児救急地域医師研修会 ３月１３日 ホテルサンルート米子 

②生涯教育講座の開催 

    ＊詳細は別紙 

③学術講演会 

    ＊詳細は別紙 

④各種がん検診従事者講習会等 

・平成２５年度鳥取県西部圏域がん対策推進会議 

    ２６年２月６日 西部福祉保健局、越智 寛参与 

・平成２５年度大腸がん検診従事者講習会及び症例研究会 ８月２４日 西部医師会館 

    「大腸がん検診従事者に必要な医学知識」 講師：近畿大学医学部 樫田博史先生 

・平成２５年度肺がん検診従事者講習会及び症例研究会 ２６年２月８日 西部医師会館 

    「肺がん検診における胸部 X 線写真の読影と判定－判定基準の変更を踏まえて－」 

      講師：石川県立中央病院 小林 健先生 

・平成２５年度子宮がん検診従事者講習会及び症例検討会 ２６年２月１６日 西部医師会館 

    「子宮内膜細胞診は体癌の早期発見に有効か？」 講師：がん研究会有明病院 杉山裕子先生 

・平成２５年度西部地区乳がん症例検討会 ２６年３月２０日 西部医師会館 

 



 

・平成２５年度鳥取県出張がん予防教室 

開 催 日 対    象 講  師 参加者 

６月１３日 鳥取県高等学校の性教育の担当者（全県） 脇田邦夫先生  ３２ 

１１月２７日 米子市立弓ヶ浜小学校６年生、保護者、教員 岡田昭嗣先生 １２０ 

１２月１２日 米子市立大篠津小学校５年生・６年生 市場和志先生 ３４ 

１月 ９日 境港市立第三中学校１年生 市場和志先生 １０５ 

２月１３日 米子市立箕蚊屋小学校６年生 野坂美仁先生 ６０ 

 

⑤介護保険・在宅医療 

・西部医師会在宅医療推進委員会（開催場所：西部医師会館） 

６月２４日  第１０回委員会 ４１名 

７月２９日 第１１回委員会 ４４名 

８月２８日 チーム医療導入のための意見交換会 ２８名 

１０月２３日 在宅医療支援のための研修会「がん緩和ケア」講演会 ２５名 

１０月２４日 エンゼルノート作成プロジェクト会議 ７名 

１月１６日 在宅医療出前講座 PPT ファイル作成検討会 １０名 

２月 ４日       同   上             ９名 

     ３月２７日 在宅医療推進出前講座（JA 西部本所）４０名参加 

           「我が家で自分らしく生き、暮らし続けるために ～在宅医療とは ～」 

講師 野坂美仁会長 

     ・平成２５年度在宅医療・介護連携推進事業研修会 東京 伊田事務職員 

・西部在宅ケア研究会世話人会（４，５，６，８，９，１０，１２，１，２月場所：西部医師会館） 

・西部在宅ケア研究会例会（開催場所：ぴあベール・西部歯科医師会館） 

７月１０日 「これだけは押さえたい 最新の褥瘡管理の基礎知識」    参加者２１４名 

講師 鳥大医学部 陶山淑子先生 

      １１月１３日 「みんなで考えよう！新しい多職種連携の集い」       参加者 ５２名 

       ３月１２日 「口腔ケアが健康の分かれ道 どうか口の中もみてください！」参加者１１１名 

                            講師 西部歯科医師会 足立 融先生 

     ・鳥取県医師会介護保険対策委員会 ３月２７日 鳥取県医師会館 細田明秀理事 

・西部医師会介護保険委員会 

       平成２５年度第１回委員会 １１月２６日 ４名 

          同  第２回委員会  ３月１１日 ４名 

     ・平成２５年度認知症事業検討会 ６月１９日 西部医師会館、西部医師会４名参加 

・平成２５年度かかりつけ医と精神科医との連携会議 鳥取県医師会館 

９月１２日、３月４日 高田照男参与 

⑥各種講演会・研修会の開催 

・西部医師会主治医研修会（在宅ケア研究会例会併催 ７月１０日、３月１２日 ぴあベール米子） 

・西部医師会かかりつけ医心の健康対応力向上研修会（開催場所：西部医師会館） 

    第１回 ２６年２月２０日 「うつ病の多様な病態と実例」 

講師：鳥大医学部附属病院 松村博史先生 

第２回 ２６年３月１７日 「抑うつによる自殺の検討」 助言者：西伯病院 長渕忠文先生 

 

 



 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修（開催場所：西部医師会館） 

９月 ４日 第１回 講演 『日常診療で求められる認知症診療』 

鳥取大学医学部 脳神経内科学 講師 和田 健二 先生 

１０月 ５日 第２回 講演 『加古川における認知症にかかる多職種連携の経験』  

いるか診療所 院長 九鬼 克俊 先生 

１２月１２日 第３回 「話題提供」、「事例検討（グループ討議）」 

        「話題提供」地域包括支援センターの紹介と医療連携の取り組み 

～地域との関わりの事例から～ 米子市住吉・加茂地域包括支援セ

ンター 

                      「事例検討」地域に帰りたい～夫婦ともに理解力乏しく,夫は入院中

妻は在宅生活中のケース   

                   精神科医療機関 ソーシャルワーカー 

３月１３日 第４回 レクチャー 、グループ討議 

                 『鳥取県西部圏域における認知症医療と連携の現状』 

                     西伯病院認知症疾患医療センター センター長 高田照男先生 

                    『認知症施策推進５カ年計画と鳥取県の認知症対策』   

鳥取県長寿社会課  

     ・西部医師会糖尿病研修会（開催場所：西部医師会館） 

８月２９日 「歯周病って？～歯周病と糖尿病双方が互いに及ぼす影響～」（糖尿病パス併催） 

講師：鳥取県西部歯科医師会 足立 融先生 

２月 ６日 症例検討「糖尿病地域連携パスを用いた症例について」（糖尿病パス併催） 

・西部糖尿病療養指導研究会（開催場所：米子市ふれあいの里） 

       ６月１５日 「低血糖について考える」 講師：住吉内科眼科クリニック 池田 匡先生 

      １２月 ７日 「糖尿病治療の実際～ＤＰＰ－４阻害薬の位置付け～」 

               講師：越智内科医院 越智 寛先生 

・西部臨床糖尿病研究会 （５、８、１１、２月） 

  ・禁煙指導医講演医講習会 

禁煙指導対策委員会 ３月２７日 県・中部・西部医師会館テレビ会議、飛田副会長 

     禁煙指導医・講演医養成のための講習会 １０月１９日 西部医師会館 

    「伝え方で決まる禁煙支援と、最近の受動喫煙対策の動向」 講師：中瀬医院 中瀬勝則先生 

・予防接種講演会 

平成２５年度鳥取県西部地域予防接種連絡協議会 

２月１９日 ふれあいの里 西部医師会１０名参加 

平成２５年度西部医師会予防接種講演会 ９月７日 西部医師会館 

       「予防接種のスケジュールと最新の話題」 講師：育良クリニック 薗部友良先生 

   ・パソコン研究会（開催場所：西部医師会館） 

４月１７日 第１回 Filemaker Pro                   １４名 

       ５月１０日 第２回 iPad 入門             １１名 

      ６月１４日 第３回 Filemaker でソフトをつくる（１）  ６名 

      ７月１２日 第４回 Filemaker でソフトをつくる（２）  ７名 

９月１３日 第５回 Filemaker でソフトをつくる（３）   ５名 

１０月１１日 第６回 文書をスキャンして取り込む     ６名 

 



 

１１月 ８日 第７回 おしどりネット２参加募集のご案内 １１名 

２月１７日 第８回 iPad 入門（２）                １２名 

    ⑦新規開業医の先生方との懇談会 

     ・新規開業３年未満の先生を対象として、保険診療、医療事故防止、経営、医師会活動他について

の懇談会を開催（会場は西部医師会館） 

       第１回  ６月３日  新規開業医 ６名、西部医師会役員 １０名 

       第２回 １２月２日  新規開業医 ５名、西部医師会役員  ８名 

   ⑧診療報酬点数改定説明会 ３月２８日 米子市文化ホール 参加：医療機関２０９、老健施設１ 

      説明 米川正夫参与 

 

（２）西部医師会報の発刊 

①会報編集委員会（５、６、７、９、１１、１２、２、３月 開催場所：西部医師会館） 

②西部医師会報の発刊  

・定期発刊 ６・９・１２・３月 年４回 

 

２ 地域社会活動および地域医療の推進発展に関する事業 

 鳥取県西部の地域医療の充実のために、産官学一体となり努力し、且つ保健・医療・福祉の連携を一

層推進した。 

（１）各種健診（検診）事業や特定健診事業を行政と連携しながら実施した。 

 ①米子市各種健診検討会 ４月２６日 ふれあいの里 医師会６名参加 

②米子市５歳児健診在り方検討会 ふれあいの里 瀬口正史理事 

８月２９日、２月２６日 

③乳がん検診をはじめとした各種がん検診の実施及び読影委員会の開催 

   ・米子市胃がん大腸がん検診読影会 年間９９回 １１，９０５件 

・米子市胃がん大腸がん検診報告会  

       ６月６日 ホテルサンルート米子 医師会担当６名 参加者２６名 

・境港市胃・大腸がん検診読影会 ８～２月 計７回 

    ・肺がん検診読影会（ドック検診） 年間９４回 ５，６５９件 

    ・乳がん検診（マンモグラフィー）読影会（１医療機関） 年間４７回 １，５６９件 

・平成２５年度鳥取県西部地区肺がん検診読影委員会協議会 

３月１２日米子全日空ホテル、西部医師会２名参加、２０名参加） 

 

（２）地域保健活動として、母子保健・医療、少子化対策事業などに協力し、学校保健にも積極的にかか

わった。各種の予防接種事業に協力した。 

 ①地域住民の健康増進 

  ・広報委員会（開催場所：西部医師会館）４月１２日 出前講座・一般公開講座について １６名 

 ・西部医師会一般公開健康講座  

毎月１回開催、会場：米子市文化ホール、協力医師１２名、参加者１，１８２名 

開催日 演    題 講  師 参加者 

４月１８日 愛煙家＋喀痰→たばこ病 大賀秀樹先生 ４７名 

５月１６日 黄砂と PM2.5 の健康への影響 渡部仁成先生 １１４名 

６月２０日 大腸がん検診で陽性と言われたら 田辺嘉直先生 １１５名 



 

７月１８日 気になる「のど」の違和感・首のしこり・声

のかすれ 

中尾圭介先生 １２７名 

８月２２日 より良い睡眠のために 廣江ゆう先生 １１１名 

９月１９日 最近手がこわばり、指の関節が痛む。もしか

して私リウマチかも？－関節リウマチの最

新の診断から治療まで－ 

瀧田寿彦先生 １２７名 

１０月２４日 子供の目の病気からわかること 高木 茂先生  ４５名 

１１月２１日 乾癬ってどんな病気？手の平や足の裏が膿

む病は？ 

石原政彦先生 ９４名 

１２月１２日 診療に役立つ検査は受診者と医療側の協力

から 

猪川嗣朗先生 ７２名 

１月１６日 脳卒中のリハビリテーション～住み慣れた

町で暮らし続けるために～ 

角田 賢先生  ６３名 

２月２０日 我が家で自分らしく生き、暮らし続けるため

に～在宅医療とは～ 

神鳥高世先生 １３７名 

３月２７日 大腸がんについて“検診から診断、治療まで” 角 賢一先生 １３０名 

 

・平成２５年度米子市ふれあい健康フェスティバル２０１３健康講演会  

１０月１９日 ふれあいの里  

「ピロリ菌について」 講師 吹野陽一参与 

「ホクロ、アザ、シミの治療と化粧品による皮膚障害」 講師 林原伸治先生 

・糖尿病予防講演会 ２６年３月２７日 米子市文化ホール 

  「生活習慣病について－知っておきたい４つの病気とは－」 講師 山陰労災病院 徳盛 豊先生 

・世界禁煙デーイベント参加   

５月１６日 世界禁煙デーin 米子実行委員会 西部福祉保健局 飛田義信副会長 

６月 ２日 世界禁煙デーin 米子イベント イオン日吉津  

禁煙相談、啓発コーナー ５名の医師会員が協力 

       ３月１７日 平成２６年度「世界禁煙デーin 米子」第１回実行委員会 西部福祉保健局  

医師会３名参加 

②学校保健、学校医 

・平成２５年度鳥取県医師会学校医部会運営委員会 ５月１６日 県・西部医師会館ＴＶ会議 

西部医師会２名参加 

・平成２５年度米子市学校保健会専門部会合同研修会 １月３０日 米子市役所 瀬口正史理事 

・西部医師会学校医講習会 ２月１３日 西部医師会館 ２５名参加 

    講演 「学校現場における現状と課題～LD 児を中心として発達障がいの理解と支援～」 

         講師 米子市立明道小学校教諭 山本晶子先生 

    講演 「発達障がい児への支援－学校医の立場から－」 

         講師 石谷小児科医院院長 石谷暢男先生 

    ・第４４回学校保健・学校医大会 １１月９日、秋田市、瀬口正史理事 

    ・平成２５年度学校保健講習会 ２月２３日、東京日本医師会館、瀬口正史理事 

    ・平成２５年度鳥取県西部地域歯科保健推進協議会 ３月６日 西部福祉保健局、瀬口正史理事 

 



 

・鳥取県西部園保健協議会 

   運営委員会 ５月 ９日 西部医師会館 医師会 ２名 計６名参加 

協議会   ８月２２日 西部医師会館 医師会１２名 計８８名参加 

 

（３）診診・病診・病病連携に積極的に取り組み、医療連携の一層の充実を図った。 

  ①各病院との連絡協議会 

     ・博愛病院 ７月２５日 米子全日空ホテル  

出席者数 医師会：６９名、病院：６３名 大学：６名  

・米子医療センター ９月２６日 ホテルサンルート米子 

出席者数 医師会：６２名、病院：５３名、大学：９名 

     ・山陰労災病院 １２月１１日 ホテルサンルート米子 

出席者数 医師会：５４名、病院：７３名、大学：１０名 

     ・鳥取大学医学部附属病院 １月２３日 米子ワシントンホテルプラザ 

出席者数 医師会：５７名、鳥大病院：９３名、安来市医師会：７名 

   ②地域連携パス策定事業 

開催日 開催場所 会議名 参加者 

脳卒中地域連携パス 

９月１１日 鳥取大学 講演会「脳卒中の診断」「脳卒中の治療」「脳卒中の予防」 １７名 

１２月２６日 西部医師会館 第１３回脳卒中地域連携パス委員会  ９名 

 ３月 ５日   同上 講演会「脳梗塞慢性期抗血栓療法の病診連携－治療薬中

断の功罪‐」 

２８名 

がん地域連携パス 

 ７月３１日   同上 第７回がん地域連携パス委員会 １６名 

 ９月 ５日   同上 講演会「患者サービスとしての「医療連携」を考える」 ５２名 

糖尿病地域連携パス 

 ５月２９日   同上 第５回糖尿病地域連携パス委員会 １４名 

 ８月２９日   同上 講演会「歯周病って？～歯周病と糖尿病‐双方が互いに

及ぼす影響～」     

５２名 

１２月 ４日   同上 第６回糖尿病地域連携パス委員会 １２名 

 ２月 ６日   同上 症例検討「糖尿病地域連携パスを用いた症例について」 ４７名 

心筋梗塞地域連携パス 

 ９月３０日   同上 第２回心筋梗塞地域連携パス委員会 １４名 

 ３月 ３日   同上 説明会「地域連携パスと運用マニュアルの解説、説明」 ３３名 

 

③医療連携 

・平成２５年度鳥取県西部地区医療連携協議会（会場はいずれも鳥取大学医学部） 

４月２５日 第１回準備会 西部医師会５名参加 

１１月２６日 第２回準備会 西部医師会３名参加 

１月１７日 第３回準備会 西部医師会６名参加 

２月２７日 シンポジウム ２０１名参加 

       テーマ「高齢化社会の医療連携を考える」～２０２５年問題に向けて～ 

        ５題の演題の発表、総合討論 



 

     ・鳥取大学医学部４年生地域医療体験実習に係る意見交換会 ２月５日 ホテルサンルート米子 

       参加者 鳥大医学部 ５名、西部医師会 １６名 

 

（４）救急医療 

  ①西部医師会急患診療所の運営 

・平成２５年度患者数 年間計７，２２４人                 （人）  

月 患者数 月 患者数 月 患者数 月 患者数 

４ ５５０ ７ ４２９ １０ ３７０ １ ９０８ 

５ ８４４ ８ ３８４ １１ ５２１ ２ ７０５ 

６ ３６６ ９ ５２７ １２ ６６０ ３ ９６０ 

・西部医師会急患診療所職員研修会 １月２５日 米子ワシントンホテル 

    ・西部医師会急患診療所当直医総会 ３月１３日 ホテルサンルート米子 

②救急医療体制 

     ・西部圏域精神科救急医療体制整備事業連絡調整会議 ８月２２ 日西部福祉保健局 永井小夜参与 

・西部福祉保健医療圏地域保健医療協議会へき地・救急医療部会 １０月３日 西部福祉保健局  

西部医師会１名参加 

・鳥取県救急搬送高度化推進協議会 

協議会 第６回 ３月１１日 中部ふるさと広域連合消防局 面谷博紀参与  

専門委員会 第６回 ９月３日 中部ふるさと広域連合消防局 面谷博紀参与 

・平成２５年度鳥取県西部地区メデイカルコントロール協議会 ３月５日 西部消防局   

面谷博紀参与、永井小夜参与 

③災害時の医療提供 

・西部総合事務所災害時の医療救護訓練事前説明会 １２月２６日 西部福祉保健局 永井小夜参与 

・西部総合事務所災害時の医療救護訓練 １月３０日 西部医師会館他  

参加医療機関 ９病院、西部医師会（役員４名、事務局３名） 

・新型インフルエンザ西部圏域医療対応連絡協議会 １０月１０日 西部福祉保健局  

医師会３名参加 

・新型インフルエンザ特定接種に係る関係機関説明会 １２月１８日 西部福祉保健局  

阿部博章参与 

   ・平成２５年度感染症危機管理対策委員会実務者会議（ＴＶ会議） １２月５日 

県・中部・西部医師会館 阿部博章参与 

・平成２５年度第１回西部医療圏感染制御地域支援ネットワーク会議・研修会 ９月３０日  

西部福祉保健局 安達敏明常任理事 

    ・衛星携帯電話５台の配備 

      配備先（各自宅） 会長、副会長（２名）、担当役員、事務長 

     

３ 社会保障医療対策事業 

  ・集団的個別指導の立会   

７月 ５日 西部医師会１名立会 ８医療機関 

８月 ８日   同  １名立会 １医療機関 

８月２０日   同  １名立会 １医療機関 

・社会保険医療担当者の集団指導の立会 

７月１９日 西部医師会１名立会 新規４医療機関 更新１８医療機関 新規登録保険医１９名 



 

・生活保護法による指定医療機関の個別指導の立会 

１０月１７日 西部医師会１名立会 １医療機関 

１０月２８日   同  １名立会 １医療機関 

１１月２５日   同  １名立会 １医療機関 

 １月２７日   同  １名立会 １医療機関 

・社会保険医療担当者の個別指導の立会 

１１月２１日 西部医師会４名立会 ４医療機関 

・社会保険医療担当者の新規個別指導の立会 

２月１３日 西部医師会２名立会 ２医療機関 

 

４ 広報活動事業 

（１）対内広報 

    ・鳥取県医師会情報システム担当理事連絡協議会 １１月１７日 西部医師会館 左野喜實理事 

    ・鳥取県医師会医療情報研究会公開講演会 １１月１７日 西部医師会館 

      「地域医療連携の状況及びＯＲＣＡの取組み」 講師 日医総研主任研究員 秋元 宏氏 

      「日医認証局について」 講師 日医総研主任研究員 矢野一博氏 

 

（２）対外広報 

・中海テレビにて西部医師会健康啓発番組「健康ぷらざ」の放映 

１ヶ月２テーマ通年放映 協力医師２１名 

    ・地区公民館にて適正受診啓発のための出前講座「上手に医者にかかるには」実施 

４月２５日、永江公民館、講師 小酒 浩先生、参加者２４名 

 

５ 医政対策事業 

（１）三師会 

・西部三師会役員会（１０月２１日 西部医師会館） 

・西部三師会親善ボーリング大会（２月９日 クイーンボウル） 

・西部三師会総会・講演会（２月１５日 米子ワシントンホテルプラザ） 

 

６ 部会活動に関する事業 

（１）勤務医部会 

 ・勤務医部会役員会 

６月 ８日 西部医師会館  ６名参加 

９月２１日 西部医師会館 １２名参加 

１１月 ２日 西部医師会館 １０名参加 

１月１１日 西部医師会館 部会役員６名、鳥大医学部１名、西部消防局３名参加 

・日本医師会勤務医部会連絡協議会 １１月９日 岡山市 野坂勤務医部会委員長 

 

（２）その他 

  ・鳥取県医師会産業医部会運営委員会 ４月２５日 鳥取県医師会館 越智 寛参与 

  ・第３５回産業保健活動推進会議 １０月１０日 日本医師会館 門脇敬一参与 

・鳥取県医師会産業医研修会 １１月２４日 西部医師会館 

・鳥取県産業保健協議会 ２月２７日 鳥取県医師会館 越智 寛参与 



 

  ・鳥取県医師会医療保険委員会 １１月２８日 鳥取県医師会館  

神鳥高世副会長・安達敏明常任理事 

 

７ 准看護師養成事業 

   米子看護高等専修学校の運営を維持し、看護師不足の現状を改善するよう努めた。併せて准看護師の資

質の向上を図り、医療・福祉の現場で必要とされる人材を育成した。 

①米子看護高等専修学校諸行事 

・第６２回入学式（４月３日 西部医師会館３階講堂 入学生３３名） 

・１年生歓迎会（５月２日） 

・２年生事例発表会（１０月２１日～２５日） 

・第６２回戴帽式（１０月２３日 ３１名） 

・平成２６年度入学試験（２月２日 受験者８４名、合格者２７名） 

・運営委員会（２月２日 中曽学校長他４名、教務４名） 

・准看護師資格試験（２月１４日 受験者２３名） 

・歓送会（２月２８日） 

・卒業式（３月５日 卒業生２３名） 

・資格試験合格発表（３月１２日 合格者２３名） 

②看護高等専修学校連絡協議会 １２月２６日 鳥取県医師会館 中曽庸博学校長、福島美弥子教務主任 

 

８ 会員福祉対策事業 

 会員相互の連帯感を強化し、相互扶助と親睦を図った。 

 ・西部医師会忘年会 １２月８日 米子ワシントンホテル ９９名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

生涯教育講座、学術講演会の開催、 

開催月日 講座・講演会等 演     題 講   師 

毎月２回 消化管研究会                                   

毎月１回 小児診療懇話会                                   

１ ２ 月 を

除 く 毎 月

開催 

西部医師会 

臨床内科医会 

「例会」 

後期高齢者肺炎について 医療ｾﾝﾀｰ 冨田桂公先生 

日常よく診る動脈疾患の診断と治療 労災病院 黒田弘明先生 

インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）の状況 鳥大医学部 景山誠二先生 

膠原病について 鳥大医学部 岡崎亮太先生 

最近のペースメーカー治療 鳥大医学部 飯塚和彦先生 

こんな時どうする？（医療現場でのクレーム、

暴言等への対応について） 

第一三共株式会社 

小山克義 氏 

膵癌の外科治療 医療ｾﾝﾀｰ奈賀卓司先生 

膵癌をみつけるには 鳥大医学部 原田賢一先生 

食道癌の診断と治療 鳥大医学部 八島一夫先生 

在宅酸素療法のピットホール 

～新システムによる解決法の模索～ 

鳥大医学部 鰤岡直人先生 

心不全患者の再入院を予防する：チーム医療と

地域連携 

鳥大医学部 衣笠良治先生 

８・９・２

月 を 除 く

毎月開催 

西部医師会 

学術講演会 

糖尿病死亡ワーストワンからの脱却をめざし 徳島大医学部 松久宗英先生 

NSAID および抗血栓薬使用患者における消化

管障害とその予防 

鳥大医学部 河口剛一郎先生 

循環器専門医からみた糖尿病治療戦略 自治医科大 阿古潤哉先生 

判りやすい新規抗凝固薬・抗血小板薬の話し 

～心房細動を中心に～ 

天理よろず相談所病院 

中川義久先生 

積極的脂質低下療法の重要性～日本人のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽを基に 東大医学部 山崎 力先生 

MRI によるパーキンソン症候群の鑑別 広島市民病院 山脇健盛先生 

糖尿病における積極的脂質管理の意義 

～AGEｓを標的とした新しい考え方 

久留米大医学部 

山岸昌一先生 

鳥取県における内視鏡評価研究の成果報告 国立がん研究センター 

濱島ちさと先生 

倍返しの喘息長期管理 広島ｱﾚﾙｷﾞｰ呼吸器ｸﾘﾆｯｸ 

保澤総一郎先生 

C 型慢性肝炎の最新の話題 広島大病院 茶山一彰先生 

糖尿病患者における泌尿器感染症管理 鳥大医学部 本田正史先生 

 

以下 諸研究会・諸講演会等名、開催月を掲載 

研究会・講演会等名 開 催 月  研究会・講演会等名 開 催 月 

臨床内科研究会 ８・１２・１月を除く毎月 米子洋漢統合医療研究会 ８・１２月を除く毎月 

胸部疾患検討会 ５、７、９、１１、１、３ 山陰消化器研究会 ４、６，９、１１、２ 

米子消化器手術検討会 ７、９、１１、２、３ 肝・胆・膵研究会 ４、６、１０、１２、２ 



 

鳥取県臨床皮膚科医会 ４ 鳥取県臨床整形外科医会学術講演会 ８ 

鳥取県臨床整形外科医会研修会 ７、１０、１１ 消化器超音波研究会 ５、９、１１、１、３ 

境港臨床所見会 ６、１０、２ 水曜会 １２ 

境港市胃及び大腸がん検診

反省会・症例検討会 

７ Hypertension Forum 

（鳥取県西部地区） 

１０ 

日本整形外科勤務医会鳥取県支部・

鳥取県臨床整形外科医会合同研修会 

１１ 鳥取県臨床整形外科勤務医

会学術講演会 

２ 

山陰高尿酸血症・痛風関係

疾患研究会 

１ 鳥取県西部地区肺がん検診

胸部Ⅹ線勉強会 

５、７、９、１１、１、

３ 

ＰＥＧ－ＩＦＮ学術講演会 ３ 高血圧治療最前線 ８ 

社会保険伝達講習会 ３ 在宅医療支援のための研修会 １０ 

認知症治療最前線 ４ 米子漢方・代替医療研究会 ２ 

鳥取 Urology Forum2013 ６ 大気環境と気道疾患を考える会 １０ 

鳥取県臨床皮膚科医会講演会 ６、８、１２ 整形外科合同カンファレンス ４、５、６、７、９、 

１０、１１、１２ 

西部腹部超音波研究会 ７ 鳥取県西部高尿酸血症と臓器合

併症セミナー 

１０ 

鳥取めまい・難聴研究会 ９ 再生医療フォーラム in山陰 ４ 

鳥取県乳腺疾患研究会 ３ 山陰肝癌治療研究会 ２ 

腎臓・高血圧セミナー １１ 心不全学術講演会 １１ 

心房細動学術講演会 ２ 西部地区肝炎セミナー ４ 

神経治療研究会 ２ 山陰Ｂｏｎｅフォーラム ７ 

鳥取県緩和医療研究会 １ 中海消化器懇話会 ６ 

鳥取胃腸疾患研究会 ９ 山陰高血圧カンファレンス ２ 

山陰認知症研究会 ８ 山陰肝疾患治療研究会 ９ 

鳥取県脊椎研究会 １１ ATIS SUMMIT IN 鳥取 ２ 

地域医療マネジメント研究会 ３ 鳥取泌尿器疾患懇話会 ６ 

鳥取県糖尿病談話会 ７ 山陰消化器病セミナー １０ 

環中海耳鼻咽喉科セミナー ３ 西部地区乳がん症例検討会 ３ 

予防接種講演会 ９ 西部医師会糖尿病研修会 ８、２ 

鳥取県西部地区 

脳卒中地域連携研修会 

８、２ 急性冠症候群地域連携パス

説明会 

３ 

鳥取県西部糖尿病療養指導

研究会 

６、１２ 鳥取県西部地区がん地域連

携パス講演会 

９ 

鳥取県西部糖尿病治療研究会 ８ 禁煙指導者講習会 １０ 

脂質異常症治療ガイド 

2013 年版普及啓発セミナー 

１０   

 


