
平成２４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２４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

４１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、平成２３年度決算が承認決議されるとともに、下記報告事項について了承

された。 

（１）第１回定例代議員会 

     平成２４年６月２９日 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９名 

      報告事項：１ 平成２３年度事業報告について 

           ２ 平成２４年度変更事業計画について 

           ３ 平成２４年度一般会計補正収支予算について 

決議事項：１ 平成２３年度財務諸表等（平成２３年度諸会計決算）及びの承認について 

             監査報告 

 

（２）第１回臨時代議員会 

平成２５年３月１８日 西部医師会館 代議員総数３４名、出席代議員２６名、委任状提出３名 

      報告事項：１ 平成２５年度事業計画について 

２ 平成２５年度収支予算について 

３ 資金調達及び設備投資の見込みについて 

４ 鳥取県西部医師会・附属米子看護高等専修学校創立６０周年記念事業実績報告

について 

５ 米子看護高等専修学校教務職員、並びに西部医師会事務局職員の土曜日勤務時

間の変更について 

６ 公益社団法人鳥取県西部医師会に対する寄付について 

 

Ⅱ 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 

４月１９日 西部医師会館、インストラクター１９名、受講者３８名 

１１月 ８日 西部医師会館、インストラクター１５名、受講者２９名 

    ・小児救急地域医師研修会 ３月７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 

・平成２４年度鳥取県西部圏域がん対策推進会議 

第１回 ７月 ５日 西部福祉保健局、越智参与 ３５名参加、 

第２回 ２月２１日、西部福祉保健局、越智参与 

 ・鳥取県出張がん予防教室 

月  日 対    象 講  師 参加者（名） 

９月１１日 鳥取県金属熱処理協業組合職員 越智 寛先生 ３０ 

３月 ４日 米子市箕蚊屋小学校６年生、保護者、教員 野坂美仁先生 ７０ 

３月 ５日 米子市小中特別支援学級養護教諭 廣田 裕先生 ３７ 

３月１３日 米子ワークホーム利用者・職員 浦辺千晶先生 ８０ 

 

・平成２４年度肝臓がん検診従事者講習会及び症例研究会 ３月１日 西部医師会館 

 「肝細胞癌サーベイランスの現況と方策」 講師：鳥大医学部 岡野淳一先生 

・平成２４年度西部地区乳がん症例検討会 ３月２１日 西部医師会館 

  

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） 

第６回委員会 ５月１８日 ２０名、第７回委員会 ６月１４日 ３４名、 

第８回委員会 ７月２５日 ２５名、第９回委員会 ９月２１日 ３７名 

・平成２４年度中国ブロック在宅医療連携拠点事業活動発表会 １月２０日 広島市 寳意理事 

・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：ピアベール） 

７月１１日 「地域包括ケアシステム」どうする？どうなる？！どうつくる！ １１７名 

     １１月１４日 「介護の現場で大往生 その時スタッフはどう動く？」      ６４名 

      ３月 ９日 「地域医療連携と他職種協働が可能にする end-of-life-care 」      ７６名 

   ・西部医師会介護保険委員会 

     平成２４年度第１回委員会 １０月１９日 ４名 

        同  第２回委員会 １２月２１日 ４名 

   ・平成２４年度認知症事業検討会 ４月２５日 西部医師会館、西部医師会４名参加 

・平成２４年度第１回若年認知症ネットワーク会議 ８月９日 倉吉市 高田参与 

・平成２４年度第１回かかりつけ医と精神科医との連携会議 ７月・３月１２日 鳥取市 高田参与 

 

⑥各種講演会・研修会の開催 

・西部医師会主治医研修会 （２月１４日 西部医師会館、３月９日 米子全日空ホテル） 

・西部医師会かかりつけ医依存症対応力向上研修会 ２月２０日 

  「依存症者の初期対応を考える」 講師：渡辺病院 山下陽三先生 

 

 

 



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

  第１回 １１月２９日「うつ病の診断と対応のポイント」 講師：鳥大医学部 兼子幸一先生 

第２回  ２月 ６日「抑うつ関連疾患の医療連携」  助言者：鳥大医学部 兼子幸一先生 

  ・鳥取県西部認知症フォーラム ６月２２日 米子全日空ホテル 

 「リバスチグインパッチの使用経験と皮膚症状への対応」 講師：鳥大医学部和田健二先生 

 「認知症の人をいかに支えるか」 講師：国立長寿医療研究センター 鷲見幸彦先生 

・認知症症例検討会  

６月１４日 米子全日空ホテル 

    「抗認知症薬の使い方と効果判定のポイント」 講師：鳥大医学部 和田健二先生 

   １月３１日 養和病院 

    「かかりつけ医のための認知症連携パス運用ポイント」 講師：安佐市民病院山下拓史先生 

 ・かかりつけ医認知症対応力向上研修 

   第１回  ９月 １日 養和病院 ６０名 

「認知症の人を支えるネットワークつくりに必要なこと」  

「行政の立場から」 講師：熊本県認知症対策・地域ケア推進室 松尾伸吾氏 

     「地域での実践から」 講師：熊本県山鹿市介護保険課 佐藤アキ氏 

   第２回 １１月１５日 西部医師会館 ５４名 

    「認知症の医学的理解」 講師：養和病院 田部滋子氏 

   第３回 １２月２０日 西部医師会館 ３２名 

    「選択肢が増えた抗認知症薬を臨床でどう活かすか」 講師：鳥大医学部 和田健二先生 

  第４回  ２月１４日 西部医師会館 

「ＢＰＳＤ（行動心理症状）の捉え方と対応」 講師：高田照男先生    

   ・西部糖尿病療養指導研究会 ６月１６日 米子市ふれあいの里 

    「当地の糖尿病患者の寿命伸長のために」 講師：藤山勝己先生 

   ・西部糖尿病治療研究会 ８月１８日 米子全日空ホテル 

    「連携パスを軸に日本一の糖尿病モデル地区を構築する試み」 講師：赤司朋之先生 

   ・西部医師会糖尿病研修会  

９月１３日 西部医師会館 「最近の糖尿病について」 講師：鳥大医学部 木下博司先生 

３月２８日 西部医師会館 「緩徐進行１型糖尿病について」講師：労災病院 徳盛 豊先生 

・西部臨床糖尿病研究会 （１１、２月） 

・第１３回鳥取県西部糖尿病治療研究会 ３月１６日 米子ワシントンホテル 

 「糖尿病治療は「平均」から「変動」の時代へ」 講師：東京慈恵医科大 森 豊先生 

 ・禁煙指導医講演医講習会 

禁煙指導対策委員会 ３月７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 １１月２日 西部医師会館  

   「禁煙しやすくなる禁煙外来での工夫」 講師：安陪隆明先生 

 ・学校医講習会 

 ・予防接種講演会 

平成２４年度鳥取県西部予防接種連絡協議会 

１０月２６日 米子市福祉保健センター 西部医師会８名参加 

１月２５日 米子市福祉保健センター 西部医師会５名参加 

平成２４年度鳥取県西部医師会予防接種講演会 ９月２９日 西部医師会館 

     「明日から役に立つ予防接種の新しい知識」 講師：崎山 弘先生 

 

 



（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 

・臨時発刊 １２月 鳥取県西部医師会・附属米子看護高等専修学校創立６０周年特集号 

 

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平成２４年度特定健診従事者講習会 ９月１日 西部医師会館 

  「悩ましき自覚症状：労作時息切れ」 講師 鳥大医学部 山本一博先生 

 

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１０２回 １１，１９４件 

・米子市胃がん大腸がん検診報告会  

     ６月９日 ホテルサンルート米子 医師会担当７名 参加者２３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８６回 ４，８５８件 

  ・乳がん検診（マンモグラフィー）読影会（１医療機関） 年間５０回 １，５５３件 

・平成２４年度鳥取県西部地区はいがん検診読影委員会協議会 

３月１３日米子全日空ホテル、西部医師会３名参加、１６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 

 ・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１，１４７名 

開催日 演    題 講  師 参加者 

４月１９日 メタボってなに 面谷博紀先生 ８２名 

５月１７日 脳のおはなし 芦立 久先生 ９５名 

６月２１日 認知症かな、と思ったときに 高田照男先生 １２０名 

７月１９日 在宅医療のお話 安達敏明先生 ８０名 

８月１６日 タバコについてもっとよく知ろう 辻田哲朗先生 ４５名 

９月２７日 目の病気あれこれとイマドキの治療 船越泰作先生 １４０名 

１０月１１日 腰痛について学ぼう 山縣 昇先生 １３０名 

１１月１５日 国民的課題－糖尿病の予防と治療 富長将人先生 ７０名 

１２月２０日 私のアレルギーの原因は何ですか？ 左野喜實先生 ５７名 

１月１７日 いつか来る『その時』を考える 野坂美仁先生 １１２名 

２月２１日 増えている「胃食道逆流症」、ご存知ですか？ 飛田義信先生 １２４名 

３月２１日 静かなる国民病：慢性腎臓病 中岡明久先生 ９２名 

   

 



 ・西部医師会創立６０周年記念講演会 

１０月 ８日 米子市文化ホール、３００名参加、 

「がんで死なないためのがん予防と検診」  

講師：国立がん研究センターがん予防・健診研究センター長 森山紀之先生 

・平成２４年度米子市ふれあい健康フェスティバル２０１２健康講演会  

１０月１３日 米子市福祉保健センター  

「在宅医療は医療の宅配～我が家でも安心して療養」 講師 飛田副会長 

・糖尿病予防講演会 ３月２１日 米子市文化ホール 

 「糖尿病ってどんな病気」 講師：鳥大医学部 大倉 毅先生 

 ・世界禁煙デーイベント参加   

４月２７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 ３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１３日 平成２５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 医師会より

３名出席 

   

②学校保健会 

  ・平成２３年度学校保健講習会伝集会 ４月１１日 西部医師会館 

・平成２４年度学校医部会運営委員会 ８月２日 県・西部医師会館ＴＶ会議、瀬口理事 

  ・第４３回学校保健・学校医大会 １１月１０日、熊本市、瀬口理事 

  ・平成２４年度学校保健講習会 ２月２４日、東京日本医師会館、瀬口理事 

  ・「米子市学校給食におけるアレルギー対応」を考える会 ９月２０日、西部医師会館、 

西部医師会６名 

  ・平成２４年度西部地域歯科保健推進協議会 ８月２日、３月７日 西部福祉保健局、瀬口理事 

・平成２４年度鳥取県西部保育所・幼稚園嘱託医と施設長との懇談会運営委員会 

９月１３日 西部医師会館、西部医師会７名参加 

・鳥取県西部園保健協議会 

２月２８日 米子コンベンションセンター、西部医師会６名参加 計６８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２６日 米子全日空ホテル  

出席者数 医師会：５９名、病院：６０名 大学：８名  

   ・米子医療センター ９月２７日 米子ワシントンホテルプラザ 

出席者数 医師会：６３名、病院：６０名、大学：８名 

   ・山陰労災病院 １１月２８日 ホテルサンルート米子 

出席者数 医師会：６２名、病院：７５名、大学：９名 

   ・鳥取大学医学部附属病院１月３０日 米子ワシントンホテルプラザ 

出席者数 医師会：５８名、鳥大病院：１０３名、安来市医師会：１０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 

７月１３日 西部医師会館 講演会「脳卒中の拘縮予防と痙縮軽減について」 ３２名 

 １月１６日   同上 第１２回脳卒中地域連携パス委員会 １０名 

 ２月 ７日   同上 講演会「脳卒中の維持期リハビリテーション提供体制」 ３２名 

がん地域連携パス 

 ７月 ５日   同上 第５回がん地域連携パス委員会 １９名 

 ２月 ４日   同上 第６回がん地域連携パス委員会 ２２名 

 ２月２７日   同上 講演会「大阪府のがん診療地域連携クリテイカルパス」 ３０名 

糖尿病地域連携パス 

 ４月２６日   同上 第１回糖尿病地域連携パス委員会 １１名 

 ５月３１日   同上 第２回糖尿病地域連携パス委員会     １２名 

 ７月 ２日   同上 第３回糖尿病地域連携パス委員会 １３名 

 ８月 ６日   同上 第４回糖尿病地域連携パス委員会 １２名 

１０月２５日   同上 講演会「糖尿病地域連携パスの適応症例について」 ５６名 

心筋梗塞地域連携パス 

 ５月 ９日   同上 心筋梗塞地域連携パス委員会 ３名 

 ６月 ７日   同上 心筋梗塞地域連携パス委員会 １０名 

  

③医療連携 

  ・平成２４年度第２回西部保健医療圏地域保健医療協議会（健康づくり部会）１０月１１日 

西部福祉保健局 神鳥副会長 

   ・平成２４年度第２回西部保健医療圏地域保健医療協議会（医療提供部会） １０月２５日  

西部福祉保健局 西部医師会２名参加 

・平成２４年度鳥取県西部地区医療連携協議会準備会  

４月２４日 鳥大医学部 西部医師会５名参加 

１２月１３日、鳥大医学部 西部医師会３名参加 

１月３１日 鳥大医学部 西部医師会３名参加 

・平成２４年度鳥取県西部地区医療連携協議会シンポジウム ２月２８日 鳥大医学部 １９２名 

 ・医療を語る会 

９月２０日 西部福祉保健局、辻田常任理事 

９月２７日 伯耆町農村改善センター 飛田副会長 

 

（４）救急医療 

 ①西部医師会急患診療所の運営 

・平成２４年度患者数 年間計７，０２３人                     （人） 

月 患者数 月 患者数 月 患者数 月 患者数 

４ ５４８ ５   ６６６ ６ ３２３ ７ ４２９ 

８ ３６５ ９   ４６２ １０ ３８３ １１ ４３５ 

１２ ７０９ １ １，２１４ ２ ７９２ ３ ６９７ 

 

 

 



・西部医師会急患診療所職員研修会 １月２４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 ７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２８日 西部福祉保健局 安達常任理事 

第２回  ２月１４日 西部福祉保健局、永井参与 

・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 

第１回  ５月２５日 西部福祉保健局 西部医師会２名参加 

第２回 １０月１８日 西部福祉保健局 西部医師会２名参加 

第３回  ２月２１日 西部福祉保健局 西部医師会２名参加 

・救急搬送高度化推進協議会 

第４回  ７月１８日 中部ふるさと広域連合消防局 面谷参与  

第５回  ２月１９日 中部ふるさと広域連合消防局 面谷参与 

・平成２４年度鳥取県西部地区メデイカルコントロール協議会 ２月２８日 西部消防局  永井参与 

   

③災害時の医療提供 

・西部医師会災害マニュアル作成委員会（開催場所はいずれも西部医師会館） 

 第１回 ５月１０日 ７名、第２回 ６月１５日 ８名、第３回 ７月２７日   ８名、 

 第４回 ８月１０日 ７名、第５回 ９月１４日 ８名、第６回１０月 ２日  １０名、 

 第７回１１月 ６日１１名、第８回 ３月２９日 ８名、 

・平成２４年度美保飛行場消化救難訓練第１回調整会議 ８月９日 美保空港事務所 永井参与 

   ・平成２４年度美保飛行場消化救難総合訓練 １０１１日 美保飛行場 面谷参与、永井参与 

・被ばく医療機関の管理者向け研修会 ７月３０日 米子ワシントンホテルプラザ  

安達常任理事、面谷参与 

   ・島根原子力発電所事故に伴う入院患者避難等に係る打合会 ２月１４日 西部福祉保健局  

永井参与 

 ・平成２４年度第１回感染症危機管理対策委員会実務者会議（ＴＶ会議） ８月２日 

県・中部・西部医師会館 神鳥副会長、阿部参与 

 ・平成２４年度第１回西部医療圏感染制御地域支援ネットワーク ６月２７日 西部福祉保健局 

安達常任理事 

  ・衛星携帯電話の新設 

 

３ 社会保障医療対策事業 

  ・集団的個別指導の立会   

７月２５日 西部医師会１名立会 １４医療機関 

２７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 

９月 ５日 西部医師会１名立会 新規８医療機関 更新５２医療機関 新規登録保険医１３名 

・社会保険医療担当者の監査の実施に係る立会 

５月１７日 西部医師会２名立会 １医療機関 

１８日   同  ２名立会 １医療機関 

 

 

 



６月２０日   同  １名立会 １医療機関 

２１日   同  ２名立会 １医療機関 

７月１８日   同  ２名立会 １医療機関 

８月２３日   同  ２名立会 １医療機関 

９月１３日   同  ２名立会 １医療機関 

２０日 西部医師会３名立会 １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 

９月２４日 西部医師会２名立会 ２医療機関 

１０月２９日   同  １名立会 ２医療機関 

１１月２９日   同  ２名立会 ２医療機関 

・社会保険医療担当者の個別指導の立会 

１１月２０日 西部医師会３名立会 ４医療機関 

・社会保険医療担当者の個別指導の立会 

１月２８日 西部医師会４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 

３月１４日 西部医師会５名立会 ５医療機関 

・社会保険医療担当者の新規個別指導の立会 

３月２８日 西部医師会３名立会 ３医療機関 

 

４ 広報活動事業 

（１）対内広報 

   ・ＩＴを活用した地域医療連携ネットワークシステム運用事例報告会（ＴＶ会議） １１月１日  

東部・西部 左野理事 

 

（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 

２月２８日、啓成公民館、講師 神鳥副会長、参加者６７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１７日 クイーンボウル） 

・西部三師会総会・講演会（２月２３日 米子ワシントンホテルプラザ） 

 

６ 各種部会活動に関する事業 

（１）勤務医部会 

 ・勤務医部会役員会 

５月１２日 西部医師会館 ７名参加 

７月１４日 西部医師会館 ８名参加 

１０月１３日 西部医師会館 ６名参加 

１２月 １日 西部医師会館 ２名参加 

    

 



・日本医師会勤務医部会連絡協議会 １０月６日 松山市 野坂勤務医部会委員長 

 

（２）その他 

  ・鳥取県医師会産業医研修会 ９月２３日 西部医師会館 

・第３４回産業保健活動推進全国会議 １０月１１日 東京日本医師会館、門脇参与  

 ・医療保険委員会 １１月２９日 鳥取市 神鳥副会長・安達常任理事 

 ・鳥取県自動車保険医療連絡協議会 １２月１３日 鳥取市 瀧田参与 

・日本医師会医療事故防止研修会 １月２０日 東京日本医師会館 魚谷参与 

 

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。 

・第６１回入学式（４月４日 西部医師会館３階講堂 入学生３１名） 

・１年生歓迎会（５月２日） 

・２年生事例発表会（１０月２２日～２６日） 

・第６１回戴帽式（１０月２４日 ３１名） 

・教務主任会議（１１月２２日） 

・平成２５年度入学試験（２月３日 受験者７２名、合格者３４名） 

・運営委員会（２月３日 中曽学校長他４名、教務４名） 

・准看護師資格試験（２月１５日 受験者２６名） 

・歓送会（３月２日） 

・卒業式（３月８日 卒業生２６名） 

・資格試験合格発表（３月１３日 合格者２６名） 

 

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。 

・西部医師会並びに附属米子看護高等専修学校創立６０周年記念式典・記念コンサート・祝賀会 

１０月７日 米子全日空ホテル １２９名参加 

 ・西部医師会忘年会 １２月９日 華水亭 ９３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                                   

１２・３月

を除く毎

月開催 

西部医師会 

臨床内科医会 

「例会」 

内科医が知ってほしい乳がんの知識 鳥大医学部石黒清介先生 

血液内科学の進歩と現状   同  本倉 徹先生 

内科医のための今後の種々ワクチン 第一三共（株） 

腎不全と腎臓移植、糖尿病と膵移植 医療センター杉谷篤先生 

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 

Ｂ型肝炎に関する最近の話題とポルフィリン症 労災病院 前田直人先生 

肺癌について 鳥大医学部小谷昌宏先生 

最近の医療情報について 野島病院 細田庸夫先生 

４・１・２

月を除く

毎月開催 

西部医師会 

学術講演会 

糖尿病の新規治療薬 dpp4阻害薬の位置付け 鳥大医学部谷口晋一先生 

虚血性心疾患における高血糖管理の重要性 国立循環器研究センター 

石原正治先生 

痛風治療の歴史とフェブキソスタット 労災病院太田原 顕先生 

循環器領域における痛風・高尿酸血症 大阪医科大石坂信和先生 

患者さんと長く付き合う秘訣はクレアチニン・

尿検査とも長く向き合うこと 

鳥大医学部浜田紀宏先生 

腎機能を見据えた糖尿病治療戦略 岡大病院 四方賢一先生 

高血圧予防と治療のための減塩と上手な付合方 済生会呉病院松浦秀夫先生 

新薬を踏まえたＣ型肝炎の治療戦略 阪大医学部平松直樹先生 

内科医から見た骨粗鬆症 大阪市大 三木隆己先生 

末梢動脈疾患の血管治療と患者フォロー 鳥大医学部足立 憲先生 

便秘治療の最前線 島大医学部木下芳一先生 

実践 小児・思春期医療 西伯病院 片山 章先生 

１１月 鳥取県医師会 

秋季医学会 

学会長 博愛病院 院長 角 賢一先生 西部医師会館  

４２名参加 

 

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 ５・８・１２月を除く毎月 

胸部疾患検討会 ５、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、１、３ 肝・胆・膵研究会 ４、１０、１２、２ 

鳥取県臨床皮膚科医会 ２ 鳥取県臨床整形外科医会 ８ 

鳥取県臨床整形外科医会研修会 ８、１１、１２、１ 消化器超音波研究会 ５、９、１１、１、３ 

境港臨床所見会 ６、１０、２ 境港市循環器内科セミナー ６ 

境港医師協会学術講演会 １   

日本整形外科勤務医会鳥取

県支部研修会 

１２ 鳥取県臨床整形外科勤務医

会学術講演会 

２ 

第１１回鳥取臨床スポーツ ４ 鳥取県西部地区肺癌検診胸 ５、７、９、１１、１、 

 



医学研究会  部Ⅹ線勉強会 ３ 

ＰＥＧ－ＩＦＮ学術講演会 ４ 鳥取泌尿器疾患懇話会 ６ 

山陰眼科集談会・鳥取大学

眼科研究会 

５ 鳥取県西部糖尿病療養指導

研究会 

６ 

第１回認知症症例検討会 ６、１ 鳥取県眼科フォーラム ６ 

鳥取Ｕｒｏｌｏｇｙ Ｆｏ

ｒｕｍ 

６ 大気環境と気道疾患を考え

る会 

６ 

鳥取県臨床皮膚科医会講演会 ７ 整形外科合同カンファレンス ７、９、１０、１２ 

西部腹部超音波研究会 ７ 西部地区脳卒中地域連携研修会 ７ 

鳥取島根消化器病懇談会 ８ 山陰認知症研究会 ８ 

鳥取県胃腸疾患研究会 ９ 鳥取めまい・難聴研究会 ９ 

西部高尿酸血症と臓器合併

症セミナー 

９ 西部医師会・鳥取県薬剤師

会西部支部学術講演会 

９ 

山陰肝疾患治療研究会 ９ 漢方学術講演会 １０ 

鳥取大学眼科研究会 ９、２ 山陰消化器病セミナー １０ 

山陰ペイン研究会学術講演会 １０ 鳥取県臨床整形外科研修会 １０ 

鳥取県脊椎研究会 １０ 山陰肩研究会 １０ 

山陰老年病研究会 １１ 地域医療マネジメント研究会 １１ 

平成２４年度秋季医学会 １１ 漢方臨床懇話会２０１２ １１ 

西部小児科医学会学術講演会 １１ 米子漢方・代替医薬研究会 ２ 

ATIS SUMMIT IN鳥取 ２ 山陰高血圧カンファレンス ２ 

米子循環器セミナー ２ 鳥取臨床スポーツ医学研究会 ３ 

神経治療研究会 ３ 内科疾患研究会 ３ 

山陰肝癌治療研究会 ３ ＰＥＧ－ＩＦＮ学術講演会 ３ 

環中海耳鼻咽喉科セミナー ３ 西部小児科医会特別講演会 ３ 

鳥取県眼科医会総会・講習会 ３   

 


