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平成２６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２６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１回開催） 

   ・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、定款第

４８条第５項の規定に基づく業務執行報告として理事会に報告した。 

 

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３９名】（１２月を除く毎月１回開催） 

  ・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 

   ・代議員会を開催し、新たな正副議長を選任するとともに、会長をはじめ理事、監事等の役員の選任の

ほか、下記事項について承認、了承された。 

（１）第３回定例代議員会 

     平成２６年６月２８日 １９：００～ ホテルサンルート米子 

     代議員総数３４名、出席代議員１７名、有効委任状提出１０名 

      議長・副議長の選任 … 議長：岡空輝夫  副議長：佐古博恒  （敬称略） 

      報告事項：１ 平成２５年度会務・事業報告について 

決議事項：１ 平成２５年度決算（平成２５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役員の選任について 

           ３ 公益社団法人鳥取県西部医師会裁定委員の選任について 

           ４ 公益社団法人鳥取県西部医師会参与及び顧問の承認について 

      ＊本会議終了後、会員総会を開催し、会員相互の連携強化と親睦を図った。 

 

（２）第３回臨時代議員会 

平成２７年３月２３日 １９：３０～ 西部医師会館 

代議員総数３４名、出席代議員２１名、有効委任状提出７名 

      報告事項：１ 平成２７年度事業計画について 

２ 平成２７年度収支予算、平成２７年度事業費内訳について 

３ 資金調達及び設備投資の見込みについて 

      ＊本会議終了後、代議員懇談会を開催し、会務活動に資するため意見交換を行った。 

 

Ⅱ 役員の選任 

  ・代議員会終結の時（平成２６年６月２８日）をもって任期が満了する役員の選任 

 １ 第３回定例代議員会（平成２６年６月２８日）において、会長・副会長・常任理事・理事・監事・ 

   参与・顧問、及び裁定委員の選任決議と承認   … 上記、３－（１） 

  （１）会  長  野坂 美仁                      （敬称略） 

  （２）副 会 長  高見  徹 、根津  勝 、小林  哲 

  （３）常任理事  辻田 哲朗 、安達 敏明 

  （４）理  事  野坂 康雄 、瀬口 正史 、寳意 規嗣 、高田 照男 、吹野 陽一 、 

           阿部 博章 、角  賢一 、細田 明秀 、藤瀬 雅史 
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  （５）監  事  小竹  寛 、長谷川真弓 

  （６）参  与  都田 裕之 、伊藤 慎哉 、長田 直樹 、木村秀一朗 、長田 郁夫 、 

           瀧田 寿彦 、面谷 博紀 、細田 淑人 、越智  寛 、林原 伸治 、 

           仲村 広毅 、永井 小夜 、廣江 ゆう 、市場 美帆 、丸山 茂樹 、 

           門脇 敬一 、南崎  剛 、笠木 正明 、米川 正夫 

  （７）顧  問  長田 昭夫 、栗原 達郎 、富長 将人 、魚谷  純 

  （８）裁定委員  高田貢太郎 、中村 哲朗 、安部 喬樹 、小松原孝介 、井田 拓夫 、 

           篠原顕一郎 、富永 晄子 

  

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 

７月１０日 西部医師会館、インストラクター１３名、受講者１８名 

    ・小児救急地域医師研修会 ３月 ５日 ホテルサンルート米子 

②生涯教育講座・学術講演会の開催 

   ＊詳細は別紙 

③各種がん検診従事者講習会 

・平成２６年度鳥取県西部圏域がん対策推進会議 

    ２７年２月１２日 西部福祉保健局、伊藤参与 

・平成２６年度胃がん検診従事者講習会及び症例研究会 ２月２８日 西部医師会館 

   「胃がんリスク評価ＡＢＣ分類の利点と課題」 

講師：広島大学保健管理センター 教授 吉原正治先生 

    ・平成２６年度西部地区乳がん症例検討会 ３月１９日 西部医師会館 

④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） 

      １０月１７日  第１２回委員会 ３８名 

  ・在宅医療推進出前講座 

     「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 ～」 

    開 催 日 開 催 場 所 講  師 参加人数 

1 H26.4.17 淀江公民館大和分館 神庭 誠先生 39 名 

2 H26.4.25 崎津公民館 小田 貢先生 67 名 

3 H26.5.19 就将公民館 谷口晋一先生 56 名 

4 H26.6.5 春日公民館 野坂美仁先生 40 名 

5 H26.6.19 尚徳公民館 寳意規嗣先生 50 名 

6 H26.7.3 和田公民館 小田 貢先生 38 名 

7 H26.7.10 彦名公民館 廣田 裕先生 38 名 

8 H26.7.13 富益公民館 小田 貢先生 60 名 

9 H26.7.17 加茂公民館 福田幹久先生 33 名 

10 H26.7.17 成実公民館 飛田義信先生 50 名 

11 H26.7.24 淀江小波浜公民館 神庭 誠先生 27 名 
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12 H26.7.27 米子市皆生 天水 辻田哲朗先生 68 名 

13 H26.7.31 淀江公民館 安達敏明先生 30 名 

14 H26.8.18 米子市文化ホール 小田 貢先生 212 名 

15 H26.8.21 永江公民館 小田 貢先生 24 名 

16 H26.9.25 巌公民館 野坂美仁先生 40 名 

17 H26.9.25 溝口公民館 神鳥高世先生 62 名 

18 H26.11.13 大篠津公民館 廣田 裕先生 19 名 

19 H26.11.20 夜見公民館 小田 貢先生 34 名 

    ・第２回米子市在宅医療推進フォーラム 平成２７年３月２１日 ふれあいの里 参加者１５０名 

    ・在宅医療連携拠点事業合同会議 

       ４月２３日 第１回 鳥取大学医学部附属病院  野坂会長 

       ６月３０日 第２回 鳥取大学医学部附属病院  野坂会長 

      １２月１６日 第３回 鳥取大学医学部附属病院  野坂会長 

・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・国際ファミリープラザ） 

・西部在宅ケア研究会世話人会講演会（行政職員向け） 

２月 ９日 「地域包括ケアシステム構築への戦略」           参加者 ５５名 

      講師 日南病院 事業管理者 高見 徹 先生 

・西部在宅ケア研究会例会（開催場所：ぴあベール米子） 

７月 ９日 第５１回例会 

「プロに学ぼう第１弾 快適なおむつのあて方 まちがいだらけのおむつ選び」 

講師 鳥大医学部 陶山淑子先生 

おむつフィッター１級 西浦 伸忠 氏       参加者１２６名 

      １１月１２日 第５２回例会 

「プロに学ぼう第２弾 最新の褥瘡・摂食嚥下のシーティング あなたは知っていますか？」 

       講師 養和病院 主任 理学療法士 土中 伸樹 氏     参加者１４９名 

       ３月１１日 第５３回例会 

        「地域包括ケアシステム～構築への戦略～ 」 

                           講師 日南病院 事業管理者 高見 徹先生        参加者１０４名 

    ・鳥取県医師会介護保険対策委員会 ３月２６日 鳥取県医師会館 寶意規嗣理事 

・西部医師会介護保険委員会 

      平成２６年度 委員会 ９月１２日 ３名 

    ・平成２６年度認知症事業検討会 ８月１９日 西部医師会館、西部医師会７名参加 

・平成２６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（ＴＶ会議） 

９月２５日、３月３日 高田参与 

⑤各種講演会・研修会の開催 

・西部医師会主治医研修会 （開催場所：西部医師会館） 

  第１回 ２７年１月２８日 「特定疾病の症候・所見のポイント ～パーキンソニスムを中心に～」 

 講師 鳥取大学医学部 古和 久典 先生 

  第２回 （在宅ケア研究会例会併催 ３月１１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 １２月４日 「職場と精神疾患」 

講師：山陰労災病院 精神科部長 高須淳司先生 
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第２回 １月２４日（“2014 心の医療フォーラム in 米子”との併催） 

基調講演「現代社会における若い人のうつを考える」  

講師：独立行政法人理化学研究所 脳科学総合研究センター 

      精神疾患動態研究チーム シニア・チームリーダー 加藤忠史先生 

・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） 

第１回 ２６年８月２９日      参加者数 ８０名 

講演 『認知症克服のプロセスを考える』 

講師：東北大学加齢医学研究所脳科学研究部門老年医学分野 教授 荒井啓行 先生 

第２回 ２６年１０月２日      参加者数７３名 

講演 『道路交通法改正と認知症の方の運転等について』  

講師：鳥取県警察本部交通部運転免許課 管理官  山崎 隆志 氏  

鳥取県警察本部交通部運転免許課 課長補佐 柴田 英樹 氏 

第３回 ２７年１月１６日      参加者数６１名 

事例検討（グループ討議） テーマ「認知症があるかたの自動車運転について」 

事例提供：鳥取ふれあい共生ホーム照陽の家  管理者 柿本 和也 氏 

                  江府町地域包括支援センター  センター長 藤森 史子 氏 

                          認知症地域支援推進員 坂本 明美 氏 

          コメンテーター：鳥取県警察本部交通部運転免許課 

第４回 ２７年３月８日      参加者数 ６２名 

講演 『京都式オレンジプランと京都における認知症への取り組みについて』 

          講師：京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座臨床神経学 武地  一 先生 

    ・西部医師会糖尿病研修会（開催場所：西部医師会館） 

９月２５日 症例検討（糖尿病パス併催） 

（１）「地域連携パスを使用している一例」 

（２）「血糖コントロールが難しい高齢の糖尿病患者一症例」 

３月２６日 症例検討『“食生活習慣の問題”を考える』（糖尿病パス併催） 

   （１）「教育介入が困難な２型糖尿病の１例」 

   （２）「１泊２日糖尿病教育入院を行った１症例」 

・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） 

      ７月１９日 「新時代の糖尿病診療～厳格な血糖管理に向けて～」 

 講師：医療法人健清会 那珂記念クリニック 院長 遅野井 健先生 

     １２月１３日 「日常診療と糖尿病性腎症」 

 講師：博愛病院 代謝内分泌内科 部長 竹内龍男先生 

・西部臨床糖尿病研究会 （６、８、１１、２月） 

 ・禁煙指導医講演医講習会 

禁煙指導対策委員会 ２月２４日 県・中部・西部医師会館テレビ会議、面谷博紀先生 

    禁煙指導医・講演医養成のための講習会 １１月２７日 西部医師会館 

     「禁煙外来の進め方とポイント」 講師：安陪内科医院 安陪隆明先生 

・予防接種講演会 

平成２６年度鳥取県西部地区予防接種連絡協議会 

２月２４日 ふれあいの里  

平成２６年度西部医師会予防接種講演会 ９月１３日 西部医師会館 

      「予防接種～この数年で変わったこと、これから変わること～」 
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講師：川崎医科大学 小児科学教授 中野貴司先生 

 ・パソコン研究会  

４月１１日 第９回 iPad 入門（３）                 ８名 

 

（２）西部医師会報の発刊 

①会報編集委員会（４、６、７、９、１０、１２、１、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２１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 瀬口理事 

６月４日、８月２７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１００回 １１，７３９件 

・米子市胃がん大腸がん検診報告会  

      ６月５日 ホテルサンルート米子 医師会担当５名 参加者２８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９８回 ６，０７４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 １，７７１件 

・平成２６年度鳥取県西部地区肺がん検診読影委員会協議会 

３月１８日 米子全日空ホテル（西部医師会３名参加、２６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 

  ・対外広報委員会（開催場所：西部医師会館） 

１０月１６日  出前講座・一般公開講座について  ５名 

 １月２０日  一般公開健康講座・健康ぷらざについて ６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 （講師 １２名、参加者 １，１５８名） 

開 催 日 演     題 講  師 参加者 

４月１７日 “がん検診”と予防のはなし 大城 陽子先生 １０７名 

５月１５日 “健やか更年期” 脇田 邦夫先生  ８４名 

６月１９日 泌尿器疾患に見られる性差について 中下英之助先生 １０１名 

７月１７日 ｉＰＳ細胞の現状と展望 汐田 剛史先生  ８３名 

８月２１日 見つめてみよう、かけがえのない生命の営

みを・・ ‐女性の身体と妊娠力の神秘－ 
見尾 保幸先生  ９８名 

９月１８日 なぜ今、色覚検査が必要か？ 佐古 博恒先生  ８１名 

１０月１６日 ロコモと健康寿命  

 ‐あなたの健康寿命は大丈夫？‐ 
根津 勝先生 １４６名 



- 6 - 

 

１１月２０日 「床ずれ」の予防と治療 木村秀一朗先生 ７５名 

１２月１８日 貧血をそのままにしていませんか？ 

   －血液の病気のお話－ 
川谷 俊夫先生 ５０名 

１月１５日 食事と生活習慣病 ～健康寿命をのばす

ために今からできること～ 
藤原 朝子先生  ９９名 

２月１２日 食道がんの話 建部 茂先生  ９９名 

３月１２日 脂質異常症ってなんだろう？ 宮本 美香先生 １３５名 

・平成２６年度米子市ふれあい健康フェスティバル２０１４ 健康講演会  

１０月１８日 ふれあいの里  

「ここまで進んだ肺がん診療の最前線」 

 講師 鳥取大学医学部 胸部外科学分野 教授 中村廣繁先生 

・糖尿病予防講演会（「世界糖尿病デー」in 鳥取２０１４ との併催） 

 １１月１４日 米子市文化ホール 

    「糖尿病の予防と療養－できることから実践を－」 

   講師：住吉内科眼科クリニック 池田 匡先生 

・世界禁煙デーイベント参加 

５月１５日 世界禁煙デーin 米子実行委員会 西部福祉保健局 飛田副会長 

６月 １日 世界禁煙デー in 米子イベント イオン駅前店 １階吹き抜け広場 

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２７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  

②学校保健、学校医 

・平成２６年度鳥取県医師会学校医・園医部会運営委員会 ７月２４日 県・西部医師会館ＴＶ会議 

・西部医師会学校医講習会 ３月１２日 西部医師会館 ３０名参加 

   講演 「子どもとメディア－体や心への影響と関り方－」 

        中島こどもクリニック（益田市）院長 中島匡博先生 

   ・平成２６年度中国地区学校保健・学校医大会 ８月２４日 広島市 瀬口理事 

・第４５回全国学校保健・学校医大会 １１月８日 金沢市 瀬口理事 

   ・平成２６年度母子保健講習会 ２月２２日 東京日本医師会館 瀬口理事 

・平成２６年度学校保健講習会 ２月２８日 東京日本医師会館 長田郁夫先生 

   ・平成２６年度鳥取県西部地域歯科保健推進協議会 ２月５日 西部福祉保健局 細田明秀先生 

・鳥取県西部園保健協議会 

  運営委員会 ８月２０日 西部医師会館 医師会 ５名 計９名参加 

協議会   ２月 ４日 西部医師会館 医師会２０名 計４９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２４日 米子全日空ホテル  

出席者数 医師会：６３名、病院：５９名、大学：７名  

    ・米子医療センター ９月１９日 ホテルサンルート米子 

出席者数 医師会：６４名、病院：６１名、大学：９名 

    ・山陰労災病院 １１月１８日 ホテルサンルート米子 

出席者数 医師会：６３名、病院：８２名、大学：１３名 

    ・鳥取大学医学部附属病院 １月２２日 米子ワシントンホテルプラザ 

出席者数 医師会：４８名、鳥大病院：１１２名、安来市医師会：１１名 
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  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 １日 西部医師会館 第１４回脳卒中地域連携パス委員会  ９名 

９月２９日 全日空ホテル 講演会「予防が大切！脳卒中にならないために」「脳卒

中を見逃さない～初期診療のポイント～」「くも膜下出

血治療の最前線」 

２５名 

 ２月１２日 西部医師会館 講演会「脳塞栓症に対する急性期経皮的血栓回収術の経

験」 
１６名 

がん地域連携パス 

 ６月１６日 西部医師会館 第８回がん地域連携パス委員会 １５名 

１０月２３日 同 上 講演会「がん診療における地域連携～県立広島病院の取

り組み～」 
２７名 

 ２月 ２日 同 上 第９回がん地域連携パス委員会 １４名 

糖尿病地域連携パス 

 ６月２５日 西部医師会館 第７回糖尿病地域連携パス委員会 １１名 

 ９月２５日 同 上 症例検討「地域連携パスを使用している一例」「血糖コ

ントロールが難しい高齢の糖尿病患者一症例」     
４４名 

 １月１５日 同 上 第８回糖尿病地域連携パス委員会 １０名 

 ３月２６日 同 上 症例検討『“食生活習慣の問題”を考える』「教育介入が

困難な２型糖尿病の１例」「１泊２日糖尿病教育入院を

行った１症例」 

４５名 

心筋梗塞地域連携パス 

 ３月 ２日 西部医師会館 第３回心筋梗塞地域連携パス委員会  ８名 

③医療連携 

・平成２６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１８日 第１回準備会 西部医師会３名参加 

１１月 ６日 第２回準備会 西部医師会９名参加 

１月２９日 第３回準備会 西部医師会８名参加 

２月１９日 シンポジウム ２８３名参加 

      テーマ「地域包括ケアシステムの構築に向けて」～具体的事例を通して～ 

       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１６日 西部医師会館 

      参加者 鳥大医学部 １５名（うち、学生９名）、西部医師会 ２６名 

 

（４）救急医療 

 ①西部医師会急患診療所の運営 

・平成２６年度患者数 年間計８，２２７人 

月 患者数（人） 月 患者数（人） 月 患者数（人） 月 患者数（人） 

４ ５８０ ７ ５１９ １０ ３６１ １ １，８６３ 

５ ７４５ ８ ３８４ １１ ５２５ ２ ６５３ 

６ ４４１ ９ ４３５ １２ １，０２１ ３ ７００ 

・西部医師会急患診療所職員研修会 １月３１日 米子ワシントンホテルプラザ 

  ・西部医師会急患診療所当直医総会 ３月 ５日 ホテルサンルート米子 
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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  

第１回 ６月１９日 西部福祉保健局 安達常任理事 

第２回 ２月１９日 西部福祉保健局 仲村広毅先生 

・西部医療圏地域保健医療協議会へき地・救急医療部会 １０月３１日 西部福祉保健局 

西部医師会３名参加 

・鳥取県救急搬送高度化推進協議会 

協議会   第７回  ８月２６日 中部ふるさと広域連合消防局 永井小夜先生 

      第８回  ３月１８日 中部ふるさと広域連合消防局 永井小夜先生 

専門委員会 第９回 １１月１７日 中部ふるさと広域連合消防局 永井小夜先生 

・平成２６年度鳥取県西部地区メディカルコントロール協議会 ３月４日 西部消防局 

林原伸治先生、永井小夜先生 

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 １１月２０日 西部福祉保健局 仲村広毅先生 

・西部総合事務所災害時の医療救護訓練 １２月１８日 西部医師会館 

参加医療機関 ５病院、西部消防局、西部医師会（役員２名、事務局１名） 

・平成２６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２２日 

西部福祉保健局 安達常任理事 

・平成２６年度第２回西部医療圏感染制御地域支援ネットワーク研修会 １月２３日 

西部医師会館 安達常任理事 

  ・平成２６年度感染症対策協議会 ３月１９日 ＴＶ会議 長田郁夫先生 

  ・西アフリカにおけるエボラ出血熱流行に係る医療関係者連絡会議 

８月２７日 西部福祉保健局  事務局：西田 功 

  ・第２回エボラ出血熱医療関係者等連絡会議 １０月３０日 西部福祉保健局 瀬口理事 

④航空機事故対策総合訓練 

・第１回平成２６年度航空機事故対策総合訓練全体会議 ７月４日 国土交通省美保空港事務所 

 永井参与、事務局(西田) 

・平成２６年度航空機事故対策総合訓練に伴う救急医療分科会 ７月２４日 国土交通省美保空港事務所

永井参与、事務局(西田) 

・第２回平成２６年度航空機事故対策総合訓練全体会議 ９月４日 国土交通省美保空港事務所 

 仲村参与、事務局(西田) 

・総合訓練参加者のための災害時救急医療に関する講習会 ９月２４日 西部医師会館 永井参与ほか 

   講師：鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 救急・災害医学分野 教授 本間正人先生 

・美保飛行場（米子空港）平成２６年度航空機事故対策総合訓練 １０月９日 航空自衛隊美保基地 

永井参与、仲村参与、市場参与、面谷参与、事務局(西田、小林) 

・美保飛行場（米子空港）平成２６年度航空機事故対策総合訓練に伴う訓練評価会議 １１月１３日 

   国土交通省美保空港事務所 仲村参与、永井参与、事務局(西田) 

⑤鳥取県西部医師会「災害時行動指針」の策定 

・災害マニュアル作成委員会（委員長：永井参与、委員：野坂会長、安達常任理事、面谷参与、仲村参与、 

   林原参与、廣江参与、市場参与、事務局：亀尾、西田）を組織し、委員長原案を基に協議を重ね、 

本会の「災害時行動指針」を策定。 〔委員会開催：２月１７日 １０名 、３月１７日 ８名〕 
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３ 社会保障医療対策事業 

・社会保険医療担当者の集団指導の立会 

７月１５日 西部医師会１名立会 新規３医療機関 更新２１医療機関 新規登録保険医１５名 

  ・集団的個別指導の立会   

８月 ５日 西部医師会１名立会 １１医療機関 

９月１１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   

１２月 ５日 西部医師会１名立会  １医療機関 

１月１５日   同  ３名立会  ３医療機関 

・社会保険医療担当者の共同指導の立会   

２月１３日 西部医師会２名立会  １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２３日 西部医師会２名立会  ２医療機関 

３月２４日   同  ２名立会  ２医療機関 

・生活保護法による指定医療機関の個別指導の立会 

８月２５日 西部医師会１名立会  １医療機関 

９月２９日   同  １名立会  １医療機関 

１０月２０日   同  ２名立会  ２医療機関 

１０月２３日   同  ２名立会  ２医療機関 

 

４ 広報活動事業 

（１）対内広報 

   ・鳥取県医師会医療情報研究会公開講演会 ７月１２日 東部医師会館 野坂会長、事務局(小林) 

     「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 

     「日本電子認証センターと医師資格証」 講師 日医総研主任研究員 矢野一博氏 

     「まめネットにおける日本医師会医師認証の活用」 松江市医師会理事 小竹原良雄先生 

   ・おしどりネットに関する打合会（ＴＶ会議） ２月４日 西部医師会館 野坂会長、瀧田参与 

   ・日本医師会医療情報システム協議会 ２月１４、１５日 日本医師会館 瀧田参与、事務局(小林) 

 

（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 

 

５ 医政対策事業 

（１）三師会 

・西部三師会役員会（１０月６日 西部医師会館） 

・西部三師会親善ボーリング大会（２月８日 クイーンボウル） 

・西部三師会総会・講演会（２月２１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 

  ・全国医師会勤務医部会連絡協議会 １０月２５日 横浜市 野坂勤務医部会委員長 
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 ・勤務医部会役員会 

５月１０日 西部医師会館   ８名参加 

７月１９日 西部医師会館   ４名参加 

１１月 ８日 西部医師会館   ９名参加 

 １月２３日 西部医師会館  １１名参加 

３月１１日 西部医師会館   ５名参加 

 

（２）その他 

  ・鳥取県医師会産業医部会運営委員会 ４月２４日 鳥取県医師会館 門脇参与 

  ・第３６回産業保健活動推進会議 １０月９日 日本医師会館 門脇参与 

・鳥取県医師会産業医研修会 ９月２１日 西部医師会館 

・鳥取県産業保健協議会 １１月１３日 鳥取県医師会館 越智参与 

 ・鳥取県医師会医療保険委員会 １２月１１日 鳥取県医師会館 根津副会長・安達常任理事 

   

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。合わせて、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６３回入学式  ４月 ２日 （入学生２６名） 西部医師会館３階講堂 

・１年生歓迎会   ５月 ２日 

・２年生事例発表会 １０月２０日～２４日 

・第６３回戴帽式  １０月２２日 （２７名） 

・平成２７年度入学試験 ２月１日 （受験者４２名、合格者３４名） 

・運営委員会    ２月 １日   中曽学校長ほか４名、教務４名 

・准看護師資格試験 ２月１３日 （受験者２０名） 

・卒業生歓送会   ２月２７日 

・第６２回卒業式  ３月 ４日 （卒業生２０名） 西部医師会館３階講堂 

・資格試験合格発表 ３月１１日 （合格者２０名） 

②看護高等専修学校連絡協議会 １２月２５日 鳥取県医師会館 中曽学校長、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１４日 ホテルサンルート米子 １０３名参加 
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別紙 

生涯教育講座、学術講演会の開催、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 

AF Management Forum 

 In Yonago 

１１ 鳥取胃腸疾患研究会 ９ 

ＢＬＳ講習会 ７ 鳥取県整形外科勤務医会 

学術講演会 

２ 

ＨＰＶワクチンに関する 

学術講演会 

７ 鳥取県西部医師会 

学術講演会 

４、５、６、１０、１ 

６月を除き２回開催 

医療保険講習会 ３ 鳥取県西部高尿酸血症と 

臓器合併症セミナー 

１２ 

学術講演会 

～地域医療連携研修会～ 

４、９、３ 鳥取県西部地区 

Hypertension Forum 

１０ 

肝・胆・膵研究会 ４、６、１０、１２、２ 鳥取県西部地区がん地域 

連携パス講演会 

１０ 

環中海耳鼻咽喉科セミナー ５ 鳥取県西部地区抗凝固療法

Network Meeting 

１０ 

胸部疾患検討会 ５、９、１１、１、３ 鳥取県西部地区脳卒中地域

連携研修会 

２ 

禁煙指導講習会 １１ 鳥取県西部地区肺がん検診

胸部Ⅹ線勉強会 

６、９、１２、３ 

災害救急医療講習会 ９ 鳥取県西部 

糖尿病治療研究会 

８ 

再生医療学フォーラム 

in 山陰 

４ 鳥取県西部 

糖尿病療養指導研究会 

７、１２ 

境港市胃及び大腸がん検診 

反省会・症例検討会 

７ 鳥取県西部腹部 

超音波研究会 

７ 

境港臨床所見会 ６、１０、２ 鳥取県脊椎研究会 １０ 

山陰肩研究会 ９ 鳥取県臨床整形外科医会 

研修会 

８、９、１１ 

山陰肝癌治療研究会 ２ 鳥取県臨床整形外科研修会 ９ 

山陰肝疾患治療研究会 ９ 鳥取県臨床皮膚科医会 ４、６、１１、３ 

山陰感染症化学療法研究会 

講演会 

１１ 鳥取県臨床皮膚科医会 

講演会 

７、９、２ 

山陰産科婦人科 

内視鏡研究会 

５ 鳥取県ロコモ研究会 ５ 

山陰消化器研究会 ４、６、９、１１、２ 鳥取西部Ｃ型肝炎セミナー １２ 

山陰消化器病セミナー １０ 鳥取大学医学部附属病院 

がんセンター公開セミナー 

２ 

山陰心血管研究会 ２ 鳥取泌尿器疾患懇話会 ６ 

山陰腎疾患研究会 ３ 鳥取めまい・難聴研究会 ２ 
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山陰認知症研究会 ８ 鳥取臨床スポーツ医学 

研究会 

４、３ 

山陰膝関節研究会 ９ 中海消化器懇話会 ６ 

山陰ペイン研究会 

学術講演会 

１１ 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 

山陰老年病研究会 １０ 認知症ケア研修会 １ 

消化管研究会 毎月２回開催、 

９月・１２月は１回 

認知症フォーラム ３ 

消化器超音波研究会 ５、９、１、３ 日野川流域 

生活習慣病研究会 

１０ 

小児診療懇話会 ８月を除く毎月開催 不眠症治療セミナー ８ 

神経治療研究会 １０ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ医のための 

循環器疾患セミナー 

１１ 

水曜会 １２ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ医のための 

心房細動セミナー 

５ 

ストップ！NO 卒中プロジ

ェクトエリア会議 in 米子 

９ 平成 26 年度主治医研修会 １、３ 

西医臨床内科医会 １２月を除く毎月開催 平成 26 年度西部医師会 

糖尿病研修会 

９、３ 

生活習慣病研究会 １ 平成 26 年度西部地区 

乳がん症例検討会 

３ 

整形外科 

合同カンファレンス 

５、６、７、１０、１１、

１２ 

米子漢方・代替医薬研究会 ３ 

西部臨床糖尿病研究会 ６、８、１１、２ 米子消化器手術検討会 ７、９、１１、１、３ 

地域医療 

マネジメント研究会 

３ 米子洋漢統合医療研究会 ８、１２月を除く毎月開催 

疼痛治療研究会 in 米子 ７ 予防接種講演会 ９ 

糖尿病治療講演会 in 米子 ６ 臨床内科研究会 ４、５、６ 

鳥取 Urology Forum2014 １０     

 


