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平成２７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２７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、代議員選挙結果が報告されたほか、下記事項について承認、了承された。 

（１）第４回定例代議員会 

    平成２７年６月２２日 １９：３０～ 西部医師会館 

    代議員総数３４名：出席代議員２７名、有効委任状提出６名 

     報告事項：１ 平成２６年度会務・事業報告について 

     決議事項：１ 平成２６年度決算（平成２６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入会金、会費及び特別会費賦課徴収規則 

            の一部改正について 

 

（２）第４回臨時代議員会 

    平成２８年３月２８日 １９：３０～ 西部医師会館 

代議員総数３４名：出席代議員２３名、有効委任状提出９名 

       報告事項：１ 代議員選挙投票結果報告について 

            ２ 平成２８年度事業計画について 

            ３ 平成２８年度収支予算、平成２８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 

  ・平成２８年３月３１日をもって任期が満了する代議員の、次期代議員選挙の実施 

 １ 代議員選挙管理委員会の設置 

  （１）代議員選挙管理委員会委員（議長指名による６名の委員）        （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 

 

  （２）代議員選挙管理委員会の開催  平成２８年１月１４日 西部医師会館 

     ・選挙日程、選挙人･被選挙人資格等について協議決定 

 

 ２ 選挙の実施 

   ・代議員選挙執行通知〔選挙管理委員会広報〕 ２月１６日 

   ・代議員選挙投票案内  ２月２９日 

   ・代議員選挙開票    ３月２３日 
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 ３ 選挙結果（任期：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日）    （５０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 川谷俊夫 神鳥高世 佐久間研司 

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 中村暢宏 

野口俊之 野坂仁愛 廣田 裕 福田幹久 

山口研一 脇田邦夫               

（次）左野喜實 （次）立木豊和 （次）加藤 卓        

境港市 

（定数６名） 

池淵滋雄 稲賀 潔 遠藤秀之 岡空輝夫 

土江秀明 松野充孝               

（次）市場和志 （次）村脇義和               

西伯郡 

（定数４名） 

木村 修 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）竹茂幸人                      

 

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 

６月２５日 西部医師会館、インストラクター１５名、受講者３３名 

１１月１２日 西部医師会館、インストラクター１３名、受講者２１名 

    ・小児救急地域医師研修会 ３月 ３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２７年度鳥取県西部圏域がん対策推進会議 

    ２８年２月２４日 西部福祉保健局、伊藤参与 

    ・平成２７年度特定健診従事者講習会 ８月１日 西部医師会館 

      「睡眠時無呼吸症候群」 

        講師：鳥取大学医学部 統合内科医学講座病態情報内科学 准教授 加藤雅彦先生 

・平成２７年度乳がん検診従事者講習会及び症例検討会 ８月２２日 西部医師会館 

      「乳がん検診 視触診法と自己検診指導」 

        講師：公益財団法人鳥取県保健事業団 参与 湯村正仁先生 

    ・平成２７年度肝臓がん検診従事者講習会及び症例研究会 ２月２０日 西部医師会館 

      「肝癌診療 ―最近の話題―」 

        講師：鳥取大学医学部附属病院 第二内科診療科群 助教 的野智光先生 

・平成２７年度西部地区乳がん症例検討会 ３月１７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） 
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       第１３回委員会 １１月２０日 ４０名 

      第１４回委員会  ３月１８日 ３０名 

・西部医師会学術講演会 参加者：３８名 

      演題：「隠岐島前病院の取り組み～離島医療はおもろいで～」 

      日時：平成２７年４月３０日（木）午後７時～午後８時３０分 場所：西部医師会館 

      講師：隠岐広域連合立隠岐島前病院 院長 白石 吉彦 先生 

    ・米子市在宅フォーラム（主催/米子市・共催/鳥取県西部医師会） 

     日時：平成２８年２月１１日（祝・木）午後１時～午後４時３０分  

場所：米子市文化ホール メインホール 

参加者：３９７名 

       「健康で安心して暮らせる米子のこれから」 

      第１部：「在宅医療推進フォーラム」 

        課題提起：「米子市の未来予想図２：在宅医療の課題」 

                     鳥取大学医学部地域医療学講座教授 谷口 晋一 先生 

        基調講演：「在宅医療～あなたは、どんな生き方を望みますか？～」 

         医療法人聖徳会小笠原内科院長・日本在宅ホスピス協会会長 小笠原 文雄 先生 

      第２部：「未来への取り組み」 

        講演：「とりだい病院の新たなチャレンジ」 

          鳥取大学医学部附属病院次世代高度医療推進センター長 講師 植木 賢 先生 

    ・「西部医師会在宅主治医・連携医調整室」設置 

      在宅主治医コーディネート室（仮称）設置の立ち上げに向けての検討委員会 

        ４月１５日  参加者：７名 

「西部医師会在宅主治医・連携医調整室」説明・意見交換会 

        ８月２６日  参加者：３２名 

「西部医師会在宅主治医・連携医調整室」開設 ― 医師会員・病院・連携室に向け案内発送― 

        １０月１日設置（２月２５日現在：稼働数３件） 

・「もしもの時のあんしん手帳」改訂版作成 

      プロジェクトチーム「もしもの時のあんしん手帳」作成委員会 

        １２月１１日  参加者：９名（米子市在宅フォーラムにて参加者へ配布（H28/2/11）） 

・ホームページ立ち上げ http://www.seibu.tottori.med.or.jp/isikai/zaitaku/0_home.html 

           西部医師会在宅医療推進委員会ホームページをアップ－更新中 

・医療・介護情報の連携体制構築事業準備会（西部総合事務所福祉保健局） 

     ①医療・介護情報の連携体制構築事業準備会 

       西部医師会館：８月６日    参加者：９１名 

     ②医療・介護情報の連携体制構築事業「調整会議」 

       県立武道館：１０月２２日   参加者：９６名  

     ③医療・介護情報の連携体制構築事業「調整会議」 

       西部医師会館：２月４日    参加者：１０４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 H27.9.10 五千石公民館 野坂美仁先生 27 名 

2 H27.9.13 伯耆町坂長公民館 仲村広毅先生 27 名 
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・西部在宅ケア研究会世話人会 

（４，５，６，７，８，１０，１２，１，２月 場所：西部医師会館） 

・西部在宅ケア研究会例会（開催場所：ぴあベール米子・国際ファミリープラザ） 

第５４回例会  ９月 ９日  

「がんと地域医療 わたしたちにできること Part1 急性期から在宅へ」 

コーディネーター 福田 幹久 先生           参加者１１４名 

       第５５回例会  １１月１１日 

「がんと地域医療 わたしたちにできること Part2 急性期から在宅へ」 

コーディネーター 福田 幹久 先生            参加者８１名 

       第５６回例会（主治医研修会併催） ３月 ４日  

        演題「治療が困難になった患者さん・家族への援助 

          ～無力感にさいなまれる医療者の自尊感情・自己肯定感～」 

               めぐみ在宅クリニック 院長 小澤 竹俊 先生（神奈川県横浜市） 

参加者：７９名 

    ・鳥取県医師会介護保険対策委員会 ３月１０日 鳥取県医師会館 寳意規嗣理事 

・西部医師会介護保険委員会 

      平成２７年度 委員会 ９月２８日 ５名 

    ・都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会「地域支援事業等の推進について」 

（ＴＶ会議） 野坂美仁会長 

    ・平成２７年度認知症事業検討会 ５月２６日 西部医師会館、西部医師会１３名参加 

    ・平成２７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） 

      ５月２８日、３月３日 高田参与、寳意理事 

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１１月２５日  演題「高齢運転者と運転免許について」 

         鳥取県警察本部 交通部監理官（運転免許課次席）鳥取県警部 山﨑 隆志 氏 

                                     参加者：１８名 

第２回 （在宅ケア研究会例会併催 ３月４日 米子国際ファミリープラザ） 

・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 １１月２１日（”2015 心の医療フォーラム in 米子”との併催） 

       基調講演『ｱﾙｺｰﾙ依存症治療の最近の考え方と地域ﾈｯﾄﾜｰｸ形成に向けて 

             ～ｱﾙｺｰﾙ健康障害対策基本法と鳥取県の取り組みを踏まえて～』 

          講師：渡辺病院 診療部長 山下陽三 先生 

      第２回 ３月２９日 『多彩な身体症状をみせる「うつ病」』 

          講師：鳥取大学医学部附属病院 精神科講師 岩田正明 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（平成２７年８月２１日（金）午後７時～午後９時）     参加者：８１名 

      「関わりを拒否している方への介入事例」 

       （ミニレクチャー）『認知症の方とのファーストコンタクトの重要性について』 

             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 

       （事例提供） 米子市住吉・加茂地域包括支援センター  

              境港市南地域包括支援センター 
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      第２回（平成２７年１０月２８日（水）午後７時～午後９時）   参加者：１４３名 

（情報提供） 認知症予防プログラムの実践報告 

       （講演会）「認知症予防の可能性とその実践」 

            東京医科歯科大学医学部特任教授 朝田 隆 先生 

      第３回（平成２８年１月２９日（金）午後７時～午後８時４５分）  参加者：７２名 

       「診断後、支援の空白期間を作らないための取り組みについて」 

        1.介護家族の話を聞く 

        2.事例報告 米子市ふれあいの里地域包括支援センター 

        3.情報交換（グループワーク） 

      第４回（平成２８年３月１６日（水）午後７時～午後９時）      参加者：６５名 

（講演会）「認知症疾患別の症状、診断、治療、ケアポイントについて」 

         鳥取大学医学部附属病院神経内科 和田 健二 先生 

    ・西部医師会糖尿病研修会（開催場所：西部医師会館） 

第１回 １０月８日 症例検討「糖尿病パス（循環型）運用の一例」 

                講  演「症例から学ぶ腎症の予防について」 

                      富長内科眼科クリニック 院長 富長将人 先生 

第２回 ２月２５日（併催：糖尿病パス研修会） 

症例検討「（仮）低血糖で入院となった一例」 

                講  演「糖尿病医科歯科連携の現況と展望 

―医科・歯科・患者アンケートを通じ―」 

                      鳥取県西部歯科医師会 学術委員会委員長 岡本和己 先生 

・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２０日  講 演 「超高齢化社会における糖尿病診療」 

             講 師  秋田大学大学院医学系研究科 病態制御医学系 

                   内分泌・代謝・老年内科学講座 教授 山田祐一郎 先生 

      １２月１２日 ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ「様々な１型糖尿病について」 

                  山陰労災病院 糖尿病・代謝内科部長 宮本美香 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 ３月３１日 県・中部・西部医師会館テレビ会議 

  禁煙指導医・講演医養成のための講習会 １月２８日 西部医師会館 

   「禁煙補助薬の選択、電子タバコについて」 

     鳥取大学医学部 薬物治療学分野 教授 長谷川純一 先生 

・予防接種講演会 

    平成２７年度鳥取県西部地区予防接種連絡協議会 

     ２月２３日 ふれあいの里 

    平成２７年度西部医師会予防接種講演会 ９月５日 西部医師会館 

     「なぜＢ型肝炎ワクチンの定期接種がひつようなのか」 

       講師：済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科 顧問 藤澤知雄 先生 

 米子市予防接種事故調査会 １２月２５日 瀬口理事 

  ・日医生涯教育協力講座セミナー（共催：日本医師会・鳥取県医師会） 

テーマ『適正体重を維持しながら血糖を管理する』８月３０日 西部医師会館 

基調講演「２型糖尿病における薬物治療」 

講師：住吉内科眼科クリニック 名誉院長 池田 匡 先生 



- 6 - 
 

  ⑥新規開業医懇談会 

   ・新規開業等２年未満の先生を対象とした、保険診療、医療事故防止、経営、医師会活動等について 

    医師会役員との懇談会を開催（新規開業医 ６名 、西部医師会役員 ６名） 

     １１月２６日 西部医師会館 

  

（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、２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２０日 ふれあいの里  

②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９３回 １２，５７７件 

・米子市胃がん大腸がん検診報告会  

      ６月４日 ホテルサンルート米子 医師会担当４名 参加者２０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１０７回 ７，２５５件 

   ・乳がん検診（マンモグラフィー）読影会（１医療機関） 年間４９回 １，６５２件 

・平成２７年度鳥取県西部地区肺がん検診読影委員会協議会 

３月１７日 米子全日空ホテル（西部医師会３名参加、１５名参加） 

   ③西部圏域乳幼児健診医師派遣に係る連絡会 

     １１月１８日 西部医師会館 西部医師会から４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

るとともに、各種の予防接種事業に協力した。 

 ①地域住民の健康増進 

  ・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２３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（３月のみ米子コンベンションセンター） 

                      （講師 １２名、参加者 １，１９８名） 

開 催 日 演     題 講  師 参加者 

４月１６日 知っておきたい救命処置 多喜 小夜先生  ８７名 

５月２１日 
なぜ高血圧を治療しなければ 

      ならないのでしょうか 
下山 晶樹先生 １２５名 

６月１１日 熱中症にかからないために 仲村 広毅先生  ９５名 

７月１６日 乳がん診療の最新情報 村田 陽子先生  ６１名 

８月２７日 注意したいこどもの感染症 瀬口 正史先生  ６７名 

    



- 7 - 
 

    

９月１０日 
肩の痛み 

 －五十肩って何？腱板損傷って？ 
永井 琢己先生 １３２名 

１０月２９日 
ドライアイ‐あなたは、 
 10 秒間瞬きせずにいられますか？‐ 

金田 周三先生  ９４名 

１１月１９日 「いいひふ」つくろう漢方医学 柳原 茂人先生 １４１名 

１２月１７日 
元気で長生き!! 
  ～高齢者肺炎にならないために～ 

冨田 桂公先生 １０８名 

１月１４日 
認知症の正しい理解 
     ～健やかに暮らすために～ 

和田 健二先生 １３６名 

２月１８日 スギ花粉症治療の最近の話題 竹内 裕美先生  ７８名 

３月１７日 
子どもからお年寄りまで健康な女性であ

るために～女性ホルモンの役割～ 
岩部 富夫先生  ７４名 

    ・平成２７年度米子市ふれあい健康フェスティバル２０１５ 健康講演会 

      １０月１７日 ふれあいの里 

      基調講演「平均寿命と健康寿命とは？健康寿命をのばすために必要なこと（ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ）」 

            鳥取大学医学部 薬物治療学分野 教授 長谷川純一 先生 

    ・糖尿病予防講演会（「世界糖尿病デー」in 鳥取２０１５ との併催） 

      １１月１４日 米子市文化ホール 

       「“知って得する!!糖尿病の話！”～健康幸福寿命の延伸をめざして～」 

         講師：村上内科クリニック 院長 村上 功 先生 

・世界禁煙デーイベント参加 

      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 

      ５月１９日 平成２７年度「世界禁煙デー in 米子」第２回実行委員会 西部福祉保健局 

      ５月３１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 

      ３月１４日 平成２８年度「世界禁煙デー in 米子」第１階実行委員会 西部福祉保健局 

   ②学校保健、学校医 

・平成２７年度鳥取県医師会学校医・園医部会運営委員会 ５月１４日 県・西部医師会館ＴＶ会議 

   ・西部医師会学校医講習会 ３月１７日 米子コンベンションセンター ２８名参加 

     講演 「子どもの頭痛 ～片頭痛と心が絡む慢性連日性頭痛～」 

          筑波学園病院小児科／東京クリニック小児・思春期頭痛外来 藤田光江 先生 

・平成２７年度中国地区学校保健・学校医大会 ８月２３日 山口市 細田淑人参与 

・第４６回全国学校保健・学校医大会 １２月５日 松山市 瀬口理事 

   ・平成２７年度母子保健講習会 ２月２７日 日本医師会館 長田直樹参与 

   ・平成２７年度学校保健講習会 ２月２１日 日本医師会館 長田郁夫参与 

・平成２７年度鳥取県西部地域歯科保健推進協議会 

第１回１０月１日、第２回２月２５日 西部福祉保健局 細田理事 

・鳥取県西部園保健協議会 

      運営委員会 ７月３１日 西部医師会館 医師会 ２名 計６名参加 

      協 議 会 ２月１７日 米子コンベンションセンター 医師会１２名 計７７名 

・平成２７年度乳幼児健康診査マニュアル講習会 

     第１回１０月２５日、第２回１１月１３日 メイン会場：西部医師会館（ＴＶ会議） 

・第２５回鳥取県医師会学校医・園医研修会、新任学校医・新任養護教諭合同研修会 

      １０月４日 西部医師会館より開催 
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（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２３日 米子全日空ホテル  

出席者数 医師会：５２名、病院：６０名、大学：１０名  

    ・米子医療センター ９月１６日 ホテルサンルート米子 

出席者数 医師会：５７名、病院：５８名、大学：１０名 

    ・山陰労災病院 １１月１６日 ホテルサンルート米子 

出席者数 医師会：５９名、病院：７１名、大学：９名 

    ・鳥取大学医学部附属病院 １月２０日 米子全日空ホテル 

出席者数 医師会：５８名、鳥大病院：１２５名、安来市医師会：１０名 

  ②地域連携パス推進事業 

開 催 日 開催場所 会    議    名 参加者

脳卒中地域連携パス 

７月 ７日 西部医師会館 第１５回脳卒中地域連携パス推進委員会 １０名 

１１月 ２日 全日空ホテル 講演会「急性期脳梗塞に対する挑戦」 ３３名 

 １月１４日 西部医師会館 講演会「６ヶ月後維持期状況連絡票について」「脳梗塞

急性期病像からみた“かかりつけ医”との医療連携」 
４１名 

がん地域連携パス 

 ６月１５日 西部医師会館 第１０回がん地域連携パス推進委員会 １６名 

 ９月１４日 同 上 第１１回がん地域連携パス推進委員会 １３名 

１０月２２日 同 上 講演会「がん診療地域連携クリティカルパスとがん医療

ネットワーク」 
２４名 

 ３月３０日 同 上 第１２回がん地域連携パス推進委員会 １３名 

糖尿病地域連携パス 

 ７月 ９日 西部医師会館 第９回糖尿病地域連携パス推進委員会 １１名 

１０月 ８日 同 上 
症例検討「糖尿病パス（循環型）運用の一例」 
講演「症例から学ぶ腎症の予防について」     

４１名 

 １月 ７日 同 上 第１０回糖尿病地域連携パス推進委員会  ８名 

 ２月２５日 同 上 
症例検討「低血糖で入院となった一例」 講演「糖尿病

医科歯科連携の現況と展望‐医科・歯科・患者アンケー

トを通じ‐」 
５０名 

急性冠症候群地域連携パス 

 ３月 ２日 西部医師会館 第４回急性冠症候群地域連携パス推進委員会  ７名 

③医療連携 

    ・平成２７年度鳥取県西部地区医療連携協議会（会場はいずれも鳥大医学部附属病院） 

       ５月２２日 第１回準備会 西部医師会 ８名参加 

      １０月 ６日 第２回準備会 西部医師会 ６名参加 

       １月 ６日 第３回準備会 西部医師会１０名参加 

２月１８日 シンポジウム ２３９名参加 

             テーマ「地域包括ケアシステムの構築に向けて～認知症の一事例を通して～」 

    ・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１７日 西部医師会館 

      参加者 鳥大医学部 １０名（うち、学生６名）、西部医師会 ２３名 
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（４）救急医療 

 ①西部医師会急患診療所の運営 

・平成２７年度患者数 年間計７，１１４人 

月 患者数（人） 月 患者数（人） 月 患者数（人） 月 患者数（人）

４ ５００ ７ ４１９ １０ ３７４ １ ７２２

５ ７１３ ８ ４４４ １１ ５７９ ２ ９２２

６ ３３１ ９ ６２６ １２ ５２９ ３ ９５５

・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 ３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 

  第１回 ６月１８日 西部福祉保健局 市場美帆 先生 

  第２回 ２月１８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 １１月２５日 西部福祉保健局 

  西部医師会２名参加 

・鳥取県救急搬送高度化推進協議会 

協議会   第９回   ２月１５日 中部ふるさと広域連合消防局     多喜小夜先生 

専門委員会 第１０回  ８月２８日 中部ふるさと広域連合湯梨浜消防署 多喜小夜先生 

      第１１回 １１月１９日 中部ふるさと広域連合湯梨浜消防署 多喜小夜先生 

 ・平成２７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２日 西部消防局 

                           林原伸治先生、多喜小夜先生 

③災害時の医療提供 

   ・平成２７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 

     １０月７日 西部福祉保健局 安達常任理事 

  ・平成２７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 

    ２月１６日 西部福祉保健局 安達常任理事 

・平成２７年度感染症対策協議会 ３月２４日 ＴＶ会議 長田郁夫先生 

 ・新型インフルエンザ等対策西部地区市町村担当者会議 １１月２６日 西部福祉保健局 瀬口理事 

 ・中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）対策連絡会議 ６月５日 西部総合事務所（ＴＶ会議）瀬口理事 

 

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 

６月３０日 西部医師会１名立会 新規２医療機関 更新１８医療機関 新規登録保険医７名 

  ・集団的個別指導の立会   

７月２８日 西部医師会１名立会  ８医療機関 

７月３１日   同  １名立会  １医療機関 

９月 １日   同  １名立会  １医療機関 

９月１５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   

１０月２３日 西部医師会２名立会  ２医療機関 

１１月１２日   同  ２名立会  ２医療機関 

１１月１７日   同  １名立会  １医療機関 

１２月２５日   同  ２名立会  １医療機関 
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・社会保険医療担当者の新規個別指導の立会   

１月２６日 西部医師会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２４日 西部医師会２名立会  ２医療機関 

１１月３０日   同  ２名立会  ２医療機関 

１２月 ３日   同  １名立会  １医療機関 

 ・診療報酬点数改定説明会（診療報酬改定時における集団指導）３月３１日 米子市文化ホール 

 

４ 広報活動事業 

（１）対内広報 

  ・医療情報システム委員会 ４月６日 ６名 

・おしどりネットに関する打合会（ＴＶ会議） ７月８日 西部医師会館  

  ・日本医師会医療情報システム協議会 ２月１３、１４日 日本医師会館 瀧田参与、事務局(小林) 

 

（２）対外広報 

・対外広報委員会（開催場所：西部医師会館） 

１月１２日  一般公開健康講座・健康ぷらざについて  ５名 

・西部医師会と鳥取大学医学部附属病院の広報担当者ミーティング（第１回） 

 ２月１０日 西部医師会館会議室 ６名 

 

５ 医政対策事業 

（１）三師会 

・西部三師会役員会（１０月５日 西部医師会館） 

・西部三師会親善ボーリング大会（２月７日 クイーンボウル） 

・西部三師会総会・講演会（２月１３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２４日 秋田市 野坂勤務医部会委員長 

 ・「勤務医同士、顔が見える会」KJ 法研修会 開催 ７月１５日 西部医師会館 

    テーマ「鳥取県西部地区における救急医療の課題とその対策」 

参加者：勤務医８病院１３名、オブザーバー２名 計１５名 

 ・勤務医部会ニュース 発刊（７月、１１月、２月） 

 ・労働環境調査実施 対象：１９病院 回収率：１００％ 

・勤務医部会役員会 

５月２０日 西部医師会館  １０名参加 

９月３０日 西部医師会館   ５名参加 

１１月２４日 西部医師会館   ６名参加 

 １月２６日 西部医師会館   ８名参加 

３月２４日 西部医師会館   ９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９日 鳥取県医師会館 越智参与 

・第３７回産業保健活動推進全国会議 １０月１５日 日本医師会館 門脇参与 
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・鳥取県医師会産業医研修会 ７月１２日 ふれあいの里 

 ・鳥取県医師会医療保険委員会 １１月２６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６４回入学式  ４月 ８日 （入学生３４名） 西部医師会館３階講堂 

・１年生歓迎会   ５月 １日 

・２年生事例発表会 １０月２６日～３０日 

・第６４回戴帽式  １０月２８日 （３３名） 

・平成２８年度入学試験 ２月７日 （受験者４５名、合格者２８名、補欠２名） 

・運営委員会    ２月 ７日   中曽学校長ほか４名、教務３名 

・准看護師資格試験 ２月１２日 （受験者２６名） 

・卒業生歓送会   ３月 ４日 

・第６３回卒業式  ３月 ９日 （卒業生２６名） 西部医師会館３階講堂 

・資格試験合格発表 ３月１２日 （合格者２６名） 

②看護高等専修学校連絡協議会 １２月２４日 鳥取県医師会館 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１３日 華水亭 ９７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 

ＢＬＳ講習会 ６・１１ 糖尿病治療講演会 ５ 

ＣＫＤ 

ﾄｰﾀﾙｹｱﾚｸﾁｬｰ in 米子 
１１ 

鳥取・島根地区 

在宅呼吸ケア研究会 
３ 

COPD Summit in 米子 ３ 鳥取 Urology Forum 2015 ９ 

Ｃ型肝炎学術講演会 １１ 
鳥取県整形外科勤務医会 

学術講演会 
２ 

NINAI Meeting ３ 
鳥取県西部医師会 

学術講演会 
１６回開催 

学術講演会 

～地域医療連携研修会 
７ 

鳥取県西部地区 

Hypertension Forum 
１２ 

感染対策研修会 ７ 
鳥取県西部地区 

Network Meeting 
６ 

環中海耳鼻咽喉科セミナー １１・３ 
鳥取県西部地区 

がん地域連携パス講演会 
１０ 

肝・胆・膵研究会 ４・６・１０・１２・２ 
鳥取県西部地区 

脳卒中地域連携研修会 
１ 

胸部疾患検討会 ５・７・９・１１・１・３
鳥取県西部地区肺がん検診 

胸部Ⅹ線勉強会 
６・９・１２・３ 

禁煙指導講習会 １ 
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 
５ 

鳥取県西部 

糖尿病療養指導研究会 
６・１２ 

境港医師協会学術講演会 ５ 
鳥取県西部 

腹部超音波研究会 
７ 

境港市胃及び 

大腸がん検診反省会・ 

症例検討会・講演会 

７ 鳥取県脊椎研究会 １０ 

境港臨床所見会 ６・２ 
鳥取県臨床整形外科医会 

研修会 
６・８・９ 

山陰ＡＦ 

 Total care Forum 
６ 

鳥取県臨床皮膚科医会 

講演会 
５・６・８・９・２・３ 

山陰肝癌治療研究会 ２ 
鳥取大学医学部附属病院 

がんセンター公開セミナー 
１ 

山陰感染症化学療法研究会 

学術講演会 
１１ 鳥取泌尿器疾患懇話会 ６ 

山陰消化器研究会 ４・６・９・１１・２ 
鳥取臨床スポーツ医学研究

会 
３ 

山陰心血管研究会 １１ 中海糖尿病治療講演会 ８ 

山陰認知症研究会 ８ なでしこフォーラム in米子 １０ 
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山陰膝関節研究会 ９ 
日本医療マネジメント学会 

鳥取支部学術集会 
９ 

山陰老年病研究会 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 

１０ 

酸関連疾患セミナー 

in yonago 
２ 

日野川流域 

生活習慣病研究会 
９ 

消化管研究会 毎月開催 
プライマリ・ケア研究に 

関する講演会 
３ 

消化器癌化学療法研究会 in

米子 
１２ 

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ医のための 

脳卒中セミナー 
５ 

消化器超音波研究会 ５・９・１１・１・３ 平成 27 年度主治医研修会 １１・３ 

小児診療懇話会 
８月と１月を除き 

毎月開催 

平成 27 年度 

西部医師会糖尿病研修会 
１０・２ 

静脈血栓塞栓症セミナー ２ 
平成 27 年度 

西部地区乳がん症例検討会 
３ 

神経治療研究会 １１ 米子ＶＴＥ治療フォーラム ４ 

心房細動治療の最前線 １２ 米子消化器手術検討会 ７・９・１１ 

ｽﾄｯﾌﾟ!NO 卒中ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ｴﾘｱ会議 in 米子 
１１ 米子便秘治療セミナー ９ 

西医臨床内科医会 
７月と１２月を除き 

毎月開催 
米子洋漢統合医療研究会 

８月と１２月を除き 

毎月開催 

整形外科 

合同カンファレンス 

４・５・６・７・９・１０・

１１・１２ 
米子臨床フォーラム ６・９ 

西部臨床糖尿病研究会 ６・８・１１・２ 予防接種講演会 ９ 

中海整形外科セミナー １１    

 


