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平成３０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３０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７回定例代議員会 

     平成３０年６月２５日 １９：００～ ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

     代議員総数３４名、出席代議員２７名、有効委任状提出６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２９年度会務・事業報告について 

決議事項：１ 平成２９年度決算（平成２９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、会員総会と意見交換会を開催し、相互の連携強化と親睦を図った。 

 

（２）第７回臨時代議員会 

平成３１年３月４日 １９：３０～ 西部医師会館 講堂 

代議員総数３４名、出席代議員２６名、有効委任状提出５名 

      報告事項：１ 平成３１年度事業計画について 

２ 平成３１年度収支予算、平成３１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 

 

Ⅱ 役員の選任 

  ・代議員会終結の時（平成３０年６月２５日）をもって任期が満了する役員の選任 

 １ 第７回定例代議員会（平成３０年６月２５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  根津  勝                      （敬称略） 

  （２）副 会 長  瀬口 正史 、安達 敏明 、小林  哲 

  （３）常任理事  辻田 哲朗 、藤瀬 雅史 

  （４）理  事  高田 照男 、吹野 陽一 、細田 明秀 、角  賢一 、長田 郁夫 

瀧田 寿彦 、越智  寛 、林原 伸治 、多喜 小夜 

  （５）監  事  小竹  寛 、長谷川真弓 

  （６）参  与  高見  徹 、中岡 明久 、伊藤 慎哉 、廣田  裕 、孝田 雅彦 、 
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南崎  剛 、面谷 博紀 、細田 淑人 、仲村 広毅 、佐々木祐一郎 、 

鎌澤 俊二 、廣江 ゆう 、山﨑 大輔 、來間 美帆 、松澤 充子 、 

服岡 泰司 、米川 正夫 、木村秀一朗 、三上 真顯 

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

  （８）裁定委員  中村 哲朗 、新田 晴生 、菅村 昭夫 、細田 庸夫 、井庭 信幸 、 

           清水 康之 、山内 教宏 

 

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１０日 西部医師会館、インストラクター１６名、受講者３５名 

１１月１５日 西部医師会館、インストラクター１４名、受講者３１名 

    ・小児救急地域医師研修会 ３月 ７日 米子ワシントンホテルプラザ 

 

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３０年度鳥取県西部圏域がん対策推進会議 

   ３１年２月２７日 西部福祉保健局、伊藤参与 

・胃がん部会・胃がん対策専門委員会 ３月９日 倉吉未来中心 伊藤参与 

・大腸がん部会・大腸がん対策専門委員会 ２月２３日 倉吉未来中心 細田理事 

・肺がん部会・肺がん対策専門委員会 ２月９日 県医会館 服岡参与 

・肝臓がん対策専門委員会 ２月１６日 西部医師会館 孝田参与 

・平成３０年度肝臓がん検診従事者講習会及び症例研究会 ２月１６日 西部医師会館 

  「これからの肝がん診療」 

講師：鳥取大学医学部附属病院 第 2内科診療科群助教 三好 謙一 先生 

・子宮がん部会・子宮がん対策専門委員会 

第１回：８月３０日 TV 会議 脇田 邦夫 先生 

第２回：２月１７日 県医会館 脇田 邦夫 先生 

・乳がん部会・乳がん対策専門委員会 

  第１回：８月２５日 西部医師会館 角理事 

第２回：１月３１日 県医会館 角理事 

    ・平成３０年度乳がん検診従事者講習会・第２６回検診発見乳がん症例検討会 

      「乳がん検診の要点」講師：鳥取大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科長 鈴木 喜雅 先生 

・平成３０年度西部地区乳がん症例検討会 ２月７日 西部医師会館  参加者：２０名 

・若年者心臓検診対策専門委員会 ７月２６日 TV 会議 瀬口理事 

・循環器疾患等部会・生活習慣病対策専門委員会 

  第１回：２月２８日 TV 会議 越智理事 

    ・がん登録対策専門委員会 ８月２日 TV 会議 安達副会長 

    ・臨床検査精度管理委員会 ２月７日 TV 会議 林原理事 
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④介護保険・在宅医療 

・米子市ふれあい健康フェスティバル 健康講演会（主催/米子市・共催/鳥取県西部医師会） 

     日時：平成３０年１０月１３日（土）午後１時３０分～午後４時 

場所：ふれあいの里 

      「骨と関節の日」特別講演会 

         「がんとロコモティブシンドローム」 

          講師：米子医療センター 整形外科 医長 遠藤 宏治 先生  参加者：２５０名 

 

・ホームページ 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－随時更新 

 

    ・西部圏域在宅医療・介護連携に係る市町村意見交換会 

  ①行政（西部福祉保健局・米子市・境港市・大山町・日吉津村・南部町・伯耆町・日南町・ 

日野町・江府町・南部箕蚊屋広域連合）の連携会議に６月より西部医師会事務局参加 

２月より西部歯科医師会事務局参加 

       【場所】ふれあいの里、西部福祉保健局 

      6/19、7/17(欠)、8/22、10/11(欠)、11/20、12/11、1/22、2/26、3/20 

       活動内容・「多職種向け啓発活動」、パンフレット配布など 

     ②平成３０年度医療介護連携の構築に係る研修会 

  平成３０年度医療介護連携体制の構築に係る「調整会議」12/18：米子コンベンションセンター 

 

    ・バイタルリンク平成３０年度導入 

    ・バイタルリンク説明会 ５月３０日 西部医師会館 参加者：２０名 

      ＜平成３０年度参加者・登録患者数＞ 

参加施設数 

【医療機関】   ７ヶ所 

【薬局】     ６ヶ所 

【介護事業所】 １７ヶ所 

【自治体】    ８ヶ所 

利用者アカウント発行数 53 人 

登録患者数 223 人 

 

    ・鳥取県在宅医療推進プロモーションビデオ作成協力（制作会社：カミナリ） 

       ・フォーラム・講演会にて配布  

         「多職種向け啓発活動」で DVD を用いての講演会実施・配布 

 

 ・鳥取県在宅医療 PR 動画「わたしのいきかた」 

 （配信場所）とっとり動画ちゃんねる 

ロングバージョン（約 32 分） https://www.youtube.com/watch?v=3lati-Scd7g 

ショートバージョン（約 7 分） https://www.youtube.com/watch?v=tm59-MZss08 

 

    ・フリーペーパー「カミナリ」へ『わたしのいきかた』掲載①～⑥監修（制作会社：カミナリ） 
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  ・在宅医療推進出前講座 

   １）「我が家で自分らしく生き、暮らし続けるために」 

西部医師会長 野坂 美仁 先生 

日時：平成３０年６月７日（木）午後１時３０分～午後３時 

       場所：巌公民館                 参加者：４８名 

 

２）「あなたの足腰から健康寿命を延ばそう～ロコモティブシンドロームの予防～」 

西部医師会長 根津 勝 先生 

日時：平成３０年７月１２日（木）午後１時３０分～午後３時 

       場所：河崎公民館                 参加者：５０名 

 

３）在宅医療と介護連携研修会 ～あなたのいき
．．

かたを支えるために～ 

     佐々木先生と竹久介護支援専門員のトークセッション 

         ささ木在宅ケアクリニック 院長 佐々木修治先生  

日時：平成３０年１０月１８日（木）午後１８時３０分～午後２０時３０分 

    場所：ふれあいの里                参加者：１１３名 

 

・西部在宅ケア研究会世話人会開催（例会月以外毎月第２水曜日：午後７時～ 西部医師会館講堂） 

世話人会 月日 参加人数 

第１４４回  ４月１１日 ３６ 

第１４５回  ５月 ９日 ３３ 

第１４６回  ６月１３日 ４３ 

第１４７回  ９月１２日 ３９ 

第１４８回 １０月１０日 ２８ 

第１４９回  １月 ９日 ２７ 

第１５０回  ２月１３日 ３８ 

 

   ・西部在宅ケア研究会「第７０回保健文化賞受賞」 

  贈呈式：平成３０年１０月１０日（水）：明治記念館（東京）代表者：寶意規嗣先生 

 

・西部在宅ケア研究会例会（場所：ぴあベール米子・ANA クラウンプラザホテル米子） 

    ・第６３回（平成３０年７月１１日（水）午後７時～午後９時）   参加者：１２５名 

      スタートアップ小児在宅！「生まれて初めて家に帰る」を地域で支えるために～ 

１）病院医師会から 

            鳥取大学医学部附属病院小児在宅支援センター 玉崎 章子 先生 

２）退院調整看護師から 

         鳥取大学医学部附属病院医療福祉支援センター 後藤 玉妹 氏 

３）訪問診療医から 

        米子中央クリニック 佐々木修治 先生 

４）訪問看護師から 

                  日野病院組合訪問看護ステーション 濱田 辰美 氏 

５）行政保健師から 

                 米子市健康対策課 真砂 佑子 氏 
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  ・第６４回（平成３０年１１月９日（金）午後７時～午後９時）      参加者：１２４名  

        （平成３０年度 第１回主治医研修会併催） 

【講 演】「在宅現場での意思決定支援 ～地域で ACP を紡ぐには～」 

   【演 者】北海道勤医協 総合診療・家庭医療・医学教育センター（GPMEC） 

            函館稜北病院 総合診療科科長    川口 篤也 先生 

 

   ・第６５回（平成３１年 ３月１３日（水）午後７時～午後９時）  参加者：１０２名 

「多職種による見える事例検討会」 

  ☆ファシリテーター 鳥取大学医学部地域医療学講座 井上 和興 先生 

             日野病院組合訪問看護ステーション 田中 武志 氏 

             日野町役場 吉原 尚志 氏 

 

    ・西部医師会介護保険委員会 ８月３日（金）役員６名 開催場所：西部医師会館 

    ・西部広域介護・障害認定審査会 医師推薦 

・西部医師会在宅医療講演会 

場所 西部医師会館講堂  参加者：３０名 

日時 平成３１年３月１２日（火）午後７時～ 

【講演】 

演題 『終末期心不全患者の治療に関する意思決定支援（ＡＣＰ）』 

                  ～ 現状と今後の課題 ～ 

講師 山陰労災病院 循環器科 中 村 研 介 先生 

 

      【報告】鳥取県西部医師会 顧問 野坂 美仁 先生 

○第 15 回 在宅医療推進委員会報告（H30.3.10 開催） 

       ○平成 30 年度介護保険関係対策事業及び鳥取県地域医療介護総合確保基金事業について 

       ○その他（31 年度の予定） 

        ・心不全パスを新規に 

        ・あんしん手帳改訂 

        ・新しく在宅医療に取り組む先生方への研修会 など 

 

⑤各種講演会・研修会の開催 

・西部医師会主治医研修会 

第１回（平成３０年１１月９日（金）午後７時～午後９時）  参加者：１２４名 

         （第６４回西部在宅ケア研究会併催） 

    【会 場】ANA クラウンプラザホテル米子 

「在宅現場での意思決定支援 ～地域で ACP を紡ぐには～」 

       【演 者】北海道勤医協 総合診療・家庭医療・医学教育センター（GPMEC） 

              函館稜北病院 総合診療科科長    川口 篤也 先生 

      「要介護認定における主治医意見書の重要性と書き方」「主治医意見書の早期提出について」 

         【説明者】西部医師会 顧問 野坂美仁 先生 

      第２回主治医研修会（平成３１年２月６日（水）午後７時３０分～午後９時） 参加者：８６名 

    【会 場】鳥取県西部医師会館 ３階講堂 
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  「高齢者における不眠・不安・せん妄治療。睡眠薬・抗不安薬の適正使用について」 

         【講 師】きのしたメンタルクリニック  院長 木下 智裕 先生 

      「要介護認定における主治医意見書の重要性と書き方」「主治医意見書の早期提出について」 

         【説明者】介護保険担当理事 細田明秀 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 

  第１回 １月１２日（“2018 心の医療ﾌｫｰﾗﾑ in 米子”との併催）（開催場所:米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ） 

   基調講演「職場におけるメンタルヘルス・心の危機への対応～産業医と精神科医との連携～」 

     講師：産業医科大学医学部精神医学教室 講師 堀 輝 先生  参加者：７５名 

  第２回 ２月２０日 西部医師会館 

   症例検討会 テーマ「様々な抑うつ ―症例を通して―」 

    講師：米子病院 森 拓 先生、養和病院 廣江 ゆう 先生、 

西伯病院 高田 照男 先生        参加者：８４名 

 

・かかりつけ医と精神科医との連携会議 ７月５日・２月２６日 高田理事・細田理事 

 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修会（開催場所：ふれあいの里） 

      第１回 ８月２３日 

     Ⅰ．講演 「認知症の診断と治療」 

             講師：鳥取大学医学部 脳神経学分野 助教 足立 正 先生 

      第２回 １０月１９日 

     Ⅰ．「高齢者の自動車運転に関する現状について」 

             講師：西部地区運転免許センター、地域包括支援センター（江府町・米子市弓浜）

       Ⅱ．意見交換、情報交換  

      第３回 １２月 ７日 

    Ⅰ．講演「認知症の在宅生活を支える医療とケアについて」 

          講師：片山内科クリニック 片山 禎夫 先生 

 

・かかりつけ医等依存症（アルコール等）対応力向上研修会 ３月２日 西部医師会館 

    講 演 １ 「アルコール健康障害支援拠点機関の取組みと連携事例」 

           講師：渡辺病院 副院長 山下 陽三 先生 

    講 演 ２ 「アルコール健康障害と地域医療連携の課題」 

           講師：北星学園大学 社会福祉学部 教授 田辺 等 先生 

    事例検討 「事例を通しアルコール依存症者への地域連携活動を考える」 

           講師（精神科）米子病院 森 拓 先生 

             （内 科）鳥取大学医学部附属病院 消化器内科 

                         岡野 淳一 先生 

             （保健所保健師）鳥取県西部総合事務所福祉保健局 

                      保健師 神庭 海優 氏 

体 験 談 （鳥取県断酒会より）          参加者：２８名（医師以外含む） 

 

・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４日 

 ①症例検討 「反省すべきＣＫＤの一例」 越智内科医院 院長 越智 寛 先生 

      「ミニレクチャー」 山陰労災病院 第三腎臓内科部長 山本 直 先生 
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②症例検討 「病診連携パス継続中に再入院が必要となった症例」 

           鳥取大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 

               科長・講師 大倉 毅 先生  参加者：５５名（医師以外含む） 

      第２回 ２月１４日 

症例検討 「急性冠症候群（ＡＣＳ）の二次予防を再考する 

            ～糖尿病合併ＡＣＳ症例を通して～」 

                鳥取大学医学部附属病院 循環器内科 渡部 友視 先生 

講  演 「冠動脈二次予防の脂質管理 －絶対負けられない戦いの治療戦略－」 

       山陰労災病院 循環器科 顧問 笠原 尚 先生 

                                  参加者：５２名（医師以外含む） 

 

・鳥取県糖尿病対策推進会議 ９月１３日・３月１４日 TV 会議 越智理事 

 （３月１４日は“鳥取県糖尿病療養指導士認定機構統括委員会”と合同会議） 

・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１６日  講演 「フレイルと糖尿病」 

         講師   山陰労災病院 糖尿病・代謝内科 部長 宮本 美香 先生 

  １２月１日  講演 「災害と糖尿病」 

         講師   鳥取県済生会境港総合病院 内科 副部長 木下 博司 先生 

・西部臨床糖尿病研究会 （６、１０、２月） 

・禁煙指導医講演医講習会 

  禁煙指導対策委員会 ３月２８日 県・中部・西部医師会館 TV 会議 

  禁煙指導医・講演医養成のための講習会 １２月７日 西部医師会館 

   講 演 「無理をしないタバコのやめ方と家庭での受動喫煙防止について」 

   講 師  河本医院 河本 知秀 先生 

・予防接種従事者講習会 

講 演 「予防接種の 近の話題」 

講 師： 島根県立中央病院 小児科部長 成相 昭吉 先生 参加者：６８名（医師以外含む） 

・平成３０年度鳥取県西部地区予防接種連絡協議会 

  ２月１９日 ふれあいの里 

    ・鳥取県西部医師会学術講演会～ＡＭＲ対策講演会～ ２月８日 西部医師会館 

    参加者：４３名（医師以外含む） 

    ・鳥取県西部医師会学術講習会 ３月５日 開催：西部医師会館 

      講演 「わかりやすい感覚器疾患」 

           講師：鳥取大学医学部付属病院 耳鼻咽喉・頭頸外科 教授 竹内 裕美 先生 

 

   ⑥新規開業医懇談会 

   ・新規開業（入会）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（入会）医 ８名 、西部医師会役員等１０名） 

      １２月３日 西部医師会館 

 

   ⑦保険診療等に関する座談会 

・開業（入会）２年未満の先生を対象とした、保険診療等に関することについて 

      医師会役員との座談会を開催（開業（入会）医２年未満 ９名 、西部医師会役員等 ６名） 

      １月２９日 西部医師会館 
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（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１６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９７回 １１，９２２件 

・米子市胃がん大腸がん検診報告会  

      ６月１４日 ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 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１１４回 ８，３８９件 

   ・乳がん検診（マンモグラフィー）読影会（２医療機関） 年間５２回 １，６１６件 

・平成３０年度鳥取県西部地区肺がん検診読影委員会協議会 

３月１３日 ＡＮＡクラウンプラザホテル米子（西部医師会１名参加、２２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 

４～３月 １テーマ放映 協力医師１２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 １，６４４名） 

開 催 日 演     題 講  師 参加者 

４月１９日 ピロリ菌と、慢性胃炎～胃がん 安部 良 先生 １０７名 

５月１７日 あなたのその頭痛、大丈夫ですか？ 佐久間 研司 先生 １１６名 

６月２１日 一番よくあるめまいと、危ないめまい 阿部 博章 先生 １７０名 

７月１９日 あれ？なにか触れる！ 石原 幸一 先生 ７８名 

８月 ９日 過活動膀胱をご存じですか 

～トイレを気にしない生活のために～ 
本田 正史 先生 １２３名 

９月２０日 白内障についてのお話 富長 岳史 先生 １３０名 

１０月１１日 全身が痛い、これって線維筋痛症ですか？ 瀧田 寿彦 先生 １４１名 

１１月１５日 生活習慣と皮膚病のおはなし 杉田 和成 先生 １１７名 

１２月２０日 腎臓について～腎臓が寿命を決める～ 福井 毅顕 先生 １８５名 

１月１７日 脳卒中の治療と予防 門脇 光俊 先生 １４５名 

２月２１日 身近な睡眠の問題 野村 哲志 先生 １８５名 

３月１４日 毎日の、おつうじは快調ですか？ 米川 正夫 先生 １４７名 
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・糖尿病予防講演会（「世界糖尿病デー」in 鳥取 2018 との併催） 

  １１月１４日 鳥取大学医学部 記念講堂 

   「糖尿病ってどんな病気？」 

講師：鳥取大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 角 啓佑 先生 

・世界禁煙デーイベント参加 

     ２月２３日  平成３０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１５日  平成３０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 

     ６月 ３日  世界禁煙デーin 米子 イオンモール日吉津店 東館２階 吹き抜け特設会場 

             禁煙相談、啓発コーナー 

② 学校保健、学校医 

   ・平成３０年度鳥取県医師会学校医・園医部会運営委員会 ５月２５日 TV 会議 

・平成３０年度中国地区学校保健・学校医大会 ８月１９日 松江市 瀬口理事 

・平成３０年度第４９回全国学校保健・学校医大会 １０月２７日 鹿児島市 瀬口理事 

   ・平成３０年度母子保健講習会 ２月１７日 日本医師会館 長田理事 

   ・平成３０年度学校保健講習会 ３月１７日 日本医師会館 瀬口副会長 

・平成３０年度母子保健講習会 ２月１７日 日本医師会館 長田理事 

   ・平成３０年度学校保健講習会 ３月１７日 日本医師会館 瀬口理事 

・平成３０年度鳥取県西部地域歯科保健推進協議会 ２月７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 ９月６日 西部医師会館 医師２名 計７名 

      協 議 会 ２月１日 米子コンベンションセンター 医師会１３名 計９５名 

・平成３０年度米子市乳幼児健診検討会 ８月２０日 ふれあいの里 

・５歳児健康診査研修会 １月３１日 TV 会議 

・アレルギー対策推進会議 １０月１８日、２月２８日 TV 会議 長田理事・笠木先生 

    ・母子保健対策小委員会（切れ目のない支援体制） 

７月１１日 TV 会議  

９月２６日 中曽先生・瀬口副会長・長田理事・廣江参与・笠木先生・伊藤先生 西医会館 

    ・平成３０年度母子保健対策協議会・母子保健対策専門委員会 

２月２１日 井田 尚志 先生 TV 会議 

    ・米子市要保護児童対策地域協議会平成３０年度研修会 

１０月２３日 ふれあいの里  

・平成３０年度鳥取県重症心身障がい児・者関係機関会議 

７月９日、３月１１日 長田参与 TV 会議 

 

（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：６３名、病院：６７名、大学：７名  

    ・米子医療センター ９月２７日 米子全日空ホテル 

出席者数 医師会：５１名、病院：４８名、大学：８名 

    ・山陰労災病院 １１月２９日 米子全日空ホテル 

出席者数 医師会：６７名、病院：５９名、大学：１０名 

    ・鳥取大学医学部附属病院 １月２４日 米子全日空ホテル 

出席者数 医師会：５８名、鳥大病院：１２６名、安来市医師会：１５名 
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   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 

８月 ７日 西部医師会館 第１８回脳卒中地域連携パス推進委員会 １２名 

１１月 ８日 西部医師会館 講演会「脳卒中患者の自動車運転再開判定実車評価の 

重要性～自動車学校との多職種連携を考える～」

 山陰中央自動車学校 教務課長 安田 正 先生 

５３名 

がん地域連携パス 

 ９月 ３日 西部医師会館 第１７回がん地域連携パス推進委員会 １１名 

１０月２５日 国際ファミリ

ープラザ 

講演会「開業医から見たがん診療地域連携パス」 

まつおかクリニック 院長 松岡正樹 先生 

２３名 

 ３月１１日 西部医師会館 第１８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３０日 西部医師会館 第１５回糖尿病地域連携パス推進委員会 １１名 

１０月 ４日 同 上 

症例検討 

「反省すべき CKD の一例」 

越智内科医院 院長越智寛先生 

「ミニレクチャー」 

山陰労災病院 第三腎臓内科部長 山本直先生  

「病診連携パス継続中に再入院が必要となった症例」 

鳥取大学医学部附属病院 内分泌代謝内科   

講師 大倉 毅 先生  

５５名 

１２月１３日 同 上 第１６回糖尿病地域連携パス推進委員会  ９名 

 ２月１４日 同 上 

※急性冠症候群地域連携パス併催 

症例検討 

「急性冠症候群（ACS）の二次予防を再考する 

～糖尿病合併 ACS 症例を通して～」 

鳥取大学医学部附属病院 循環器内科 渡部友視先生 

講演 

「冠動脈二次予防の脂質管理 

‐絶対負けられない戦いの治療戦略‐」 

山陰労災病院 循環器科 笠原 尚 先生 

５２名 

急性冠症候群地域連携パス 

 ６月 ６日 西部医師会館 第９回急性冠症候群地域連携パス推進委員会  ９名 

１１月２２日 同  上 第 10 回急性冠症候群地域連携パス推進委員会  ９名 

 ２月１４日 同 上 

※糖尿病地域連携パス併催 

症例検討 

「急性冠症候群（ACS）の二次予防を再考する 

～糖尿病合併 ACS 症例を通して～」 

鳥取大学医学部附属病院 循環器内科 渡部友視先生 

講演 

「冠動脈二次予防の脂質管理 

‐絶対負けられない戦いの治療戦略‐」 

山陰労災病院 循環器科 笠原 尚 先生 

５２名 

心不全地域連携パス 

 ９月１２日 鳥大附属病院 第１回心不全地域連携パス委員会  ８名 

１０月２４日 同  上 第２回心不全地域連携パス委員会 １１名 

２月１９日 同  上 第３回心不全地域連携パス委員会 １１名 
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③医療連携 

    ・平成３０年度鳥取県西部地区医療連携協議会（会場：鳥大医学部附属病院） 

      ７月１０日 第１回準備会 西部医師会 ８名参加 

    ・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 １１月２０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 ２０名 

   ④女性医師支援委員会西部支部 

・平成３０年度鳥取県医師会女性医師支援委員会 １２月１３日 TV 会議（西医会館）來間参与 

・第１回鳥取県女性医師支援委員会西部支部ミーティング     ２月４日 西医会館 ６名 

・平成３０年度女性医師支援セミナー ミニ講演会・懇親会   ３月１６日 琥珀月 １９名 

 演題「キラキラ輝く肌を取り戻そう！」講師 林原医院 林原伸治 先生 

 

（４）救急医療 

 ①西部医師会急患診療所の運営 

・平成３０年度患者数 年間計７，７２３人 

月 患者数（人） 月 患者数（人） 月 患者数（人） 月 患者数（人）

４ ６６４ ７ ６０３ １０ ３００ １ １７２８

５ ７１７ ８ ４９４ １１ ３５７ ２ ７９０

６ ４２２ ９ ３８３ １２ ７１３ ３ ５５２

・西部医師会急患診療所職員研修会 １月２６日 ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

  ・西部医師会急患診療所当直医総会 ３月 ７日 米子ワシントンホテルプラザ 

 

  ②救急医療体制 

 ・地域救急担当者ミーティング ８月２０日 救急担当役員 

                 １月２３日 救急担当役員 

・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 仲村参与 

  第２回 ２月２１日 西部福祉保健局 松澤参与 

③災害時の医療提供 

 ・平成３０年度感染症危機管理対策委員会 １１月２９日 TV 会議 長田理事 

 ・皆生トライアスロン 医療スタッフ派遣 ７月１５日 どらドラパークほか 多喜理事ほか１０名 

医療部反省会 ８月３１日 

    米子市役所 多喜理事、辻田常任理事、仲村参与、來間参与 

 ・鳥大病院における災害訓練(エマルゴ研修）見学 １０月１１日 仲村参与 

 ・労災病院 地域医療支援病院評議会 医療、救急医療、介護・福祉連絡部会合同会議  

３月５日 服岡参与 

 ・災害時対応強化セミナー １１月２９日 とりぎん文化会館 三上参与 事務局(西田) 

 ・関西広域連合 災害医療セミナー ３月１８日 国際ファミリープラザ 多喜理事 

 ・平成３０年度鳥取県災害医療コーディネーター研修 ３月２１日 西部総合事務所 

災害医療コーディネーター 楠見先生、山陰労災病院副院長 中岡参与 

 ・委員会活動 

  ・災害マニュアルの改訂 

  ・災害用非常食買い替え 

  ・輪番制病院調整 
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④航空機事故対策総合訓練 

     ・平成３０年度美保空港緊急時対応計画調整会議  

      ９月１３日 国土交通省美保空港事務所 來間参与、服岡参与、事務局(小林)  

     ・災害時の救急医療に関する講習会について 

            ９月２６日 西部医師会館講堂 参加者：２５名 

             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 

     ・平成３０年度第２回美保空港緊急時対応計画調整会議  

      １０月１１日 国土交通省美保空港事務所 來間参与、服岡参与  

         ・平成３０年度美保空港航空機事故対策訓練 

            １０月１８日 航空自衛隊美保基地 

               多喜理事、仲村参与、來間参与、服岡参与、事務局(西田、小林)  

        博愛病院４名、済生会病院５名、日南病院３名、ながい麻酔科クリニック１名 

        全体参加人数：１８０名（参観者含まず） 

 

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７日 西部医師会１名立会 新規４医療機関 更新４９医療機関 新規登録保険医３０名 

  ・集団的個別指導の立会 

６月７日 西部医師会１名立会 ６医療機関 

  ・社会保険医療担当者の個別指導の立会 

８月２日 西部医師会３名立会  ３医療機関 

１０月２６日   同  １名立会  １医療機関 

１１月１４日   同  ３名立会  ２医療機関 

・社会保険医療担当者の新規個別指導の立会 

１２月１４日 西部医師会２名立会  ２医療機関 

１月３１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１６日 西部医師会１名立会  １医療機関 

８月３０日   同  ２名立会  ２医療機関 

１１月１日   同  ２名立会  ２医療機関 

１１月１５日   同  １名立会  １医療機関 

１２月１３日   同  １名立会  １医療機関 

 １月１７日   同  １名立会  １医療機関 

 

４ 広報活動事業 

（１）対内広報 

  ・情報システム委員会 １０月１９日 ８名 

  ・鳥取医療連携ネットワークシステム（おしどりネット）運営協議会 鳥取大学医学部 瀧田理事 

  ・西部医師会ホームページ―更新中、ＭＬの運営 

  ・日本医師会医療情報システム協議会 ３月２,３日 文京シビックセンター 瀧田理事 事務局(小林) 

  ・委員会活動 

    ・理事会資料 PDF 化移行 

    ・おしどりネット、医師資格証の会員への推進 

    ・ＴＶ会議システム運営：７６回（別紙２） 
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（２）対外広報 

・対外広報委員会（開催場所：西部医師会館） 

７月３１日 一般公開健康講座・健康ぷらざについて  ５名 

３月 ５日 一般公開健康講座について 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 

  ６月１３日 西部医師会館 

     ８月 ８日 鳥取大学医学部附属病院 

 １０月１０日 西部医師会館 

 １２月１２日 鳥取大学医学部附属病院 

  ３月１３日 西部医師会館会議室 

・公衆衛生活動対策専門委員会 １月１７日 TV 会議 吹野理事 

 

５ 医政対策事業 

（１）三師会 

・西部三師会役員会（１０月１日 西部医師会館）           参加者：１５名 

・西部三師会親善ボーリング大会（２月１８日 クイーンボウル）    参加者：４１名 

・西部三師会総会・講演会・意見交換会 

  演題「糖尿病とがん」 講師 越智内科医院 越智 寛先生 

（２月２３日 米子ワシントンホテルプラザ） 参加者：３８名 

 

６ 部会活動に関する事業 

（１）勤務医部会 

・勤務医部会ニュース 発刊（７月、９月、１月 ） 

・勤務医部会役員会 

    ６月１４日 西部医師会館   ６名参加 

７月２４日 西部医師会館   ９名参加 

９月１１日 西部医師会館  １１名参加 

１１月２１日 西部医師会館   ７名参加 

 １月２２日 西部医師会館   ６名参加 

 ３月２６日 西部医師会館   ６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５日 県医師会館 越智参与、門脇参与 

・鳥取県医師会産業医研修会 ７月８日 西医会館 

・平成３０年度鳥取県産業保健協議会 １１月８日 県医師会館 越智理事 

・鳥取県医師会医療保険委員会 １１月２９日 鳥取県医師会館 安達副会長・山﨑参与 
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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６７回入学式  ４月 ４日 （入学生１２名） 西部医師会館３階講堂 

・１年生歓迎会   ５月 ２日 

・第６７回戴帽式 １０月２４日 （１１名） 

・２年生事例発表会 １月１５日 

・運営委員会    １月２２日   中曽学校長ほか４名、教務３名 

・准看護師資格試験 ２月 ８日 （受験者 ７名） 

・卒業生歓送会   ３月 １日 

・第６６回卒業式  ３月 ６日 （卒業生 ７名） 西部医師会館３階講堂 

・資格試験合格発表 ３月 ８日 （合格者 ７名） 

 

② 看護高等専修学校連絡協議会 １２月２７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９日 皆生つるや  ９１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 

米子洋漢統合医療研究会 
8 月 12 月除き毎月

開催 
小児診懇話会 8 月 1 月除き毎月開催

整形外科合同カンファレンス 4.5.6.9.10.11.12 山陰消化器研究会 4.6.9.11.2 

肝胆膵研究会 4.6.10.2 西部医師会臨床内科医会 12 月除き毎月開催 

鳥取県西部医師会 消化管研究会 4.5.6.1.2.3 鳥取県臨床皮膚科医会 5.6.11.1.2.3 

BLS（一次救命処置・AED 含む）講習

会 
5.11 消化器超音波研究会 9.1.3 

胸部疾患検討会 5.9.1 
鳥取県西部糖尿病療養指導研

究会 
6.12 

西部臨床糖尿病研究会 6.10.2 
鳥取県西部地区肺癌検診胸部

Ｘ線勉強会 
7.1 

NINAI Meeting 10 境港臨床所見会 6.10 

鳥取県西部腹部超音波研究会 7 
鳥取県臨床整形外科医会研修

会 
8.9（2 回）.10（2 回）. 

西部医師会糖尿病研修会 10 
境港市 胃および大腸がん検

診反省会・症例検討会 
7 

鳥取フレイル漢方セミナー 4 
心房細動と抗凝固療法を考え

る会 in 米子 
4 

鳥取臨床スポーツ医学研究会 4.3 水曜会 5.10 

西部医師会学術講演会 (15 回) Stroke Seminar In Yonago 6 

鳥取泌尿器疾患懇話会 6 第 2 回鳥腸の会 8 

第 20 回山陰認知症研究会 7 
高齢者トータルケア 寝たき

り予防を考える会 
7 

第3回鳥取県アレルゲン免疫療法研

究会 
7 

ストップ！NO 卒中プロジェ

クトエリア会議 in 米子 
7 

鳥取県西部 骨粗鬆症・顎骨壊死 医

歯薬連携研修会 
8.10.12.3 

西部医師会予防接種従事者講

習会 
9 

米子市学術講演会 9 第 36 回山陰膝関節研究会 9 

GASTROENTEROLOGY KAMPO 9 第 13 回山陰肩研究会 9 

第 19 回鳥取県西部糖尿病治療研究

会 
9 

心房細動トータルケアセミナ

ー 
9 

Onco-Cardiology（腫瘍循環器学）

を考える会 
9 便秘診療 UP to DATE 9 

災害時の救急医療に関する講演会

について 
9 

YONAGO KAMPO ONCOLOGY 

SEMINAR 
10 

便秘診療を考え直す 11 日野川流域生活習慣病研究会 10 

第7回鳥取県西部地区がん地域連携

パス講演会 
10 境港学術講演会 10 
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高齢者トータルケア 寝たきりを

予防するために～ 
10 

鳥取県西部地区脳卒中地域連

携研修会 
10 

介護保険制度 主治医研修会 11.2 
鳥取県西部関節リウマチセミ

ナー 
11 

中海糖尿病研究会 11 鳥取腎疾患懇話会 11 

山陰亜鉛補充研究会講演会 11 
第 52 回環中海耳鼻咽喉科セ

ミナー 
11 

インクレチンフォーラム in 米子～

糖尿病の高齢化対策を考える～ 
11 

第 19 回山陰ペイン研究会学

術講演会 
11 

第 15 回神経治療研究会 11 高齢者トータルケアセミナー 11 

呼吸器アレルギーフォーラム 2018 12 
明日から使える漢方実践セミ

ナー 
12 

禁煙指導講習会 12 
インフルエンザ診療 Up to 

Date 
12 

第 4 回中海整形外科セミナー 12 
医療安全管理研修会「外来に

おける院内感染対策」 
2 

山陰直腸肛門疾患セミナー 1 認知症診療 up to date 2 

平成 30 年度西部地区乳がん症例検

討会 
2 鳥取大学漢方セミナー 2 

認知症セミナー 2 第 24 回鳥取県脊椎研究会 2 

胃がん検診症例検討会 2 第 2 回糖尿病研修会  

第 2 回西部医師会糖尿病研修会 10.2 吸入指導カンファレンス 2 

第2回鳥取県西部医師会かかりつけ

医心の健康対応力向上研修会 
2 

かかりつけ医依存症対応力向

上研修会 
3 

鳥取県整形外科勤務医会学術講演

会 
3 社会保険伝達講習会 3 

平成 31 年度鳥取県眼科医会総会・

講習会 
3   
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別紙２ 

ＴＶ会議システム利用状況（情報システム委員会） 

5/10 （県医）医事紛争・医療安全に関する研修会 

5/24 （県）平成 30 年度鳥取県公衆衛生協会理事会 

5/25 （県医）学校医・園医部会運営委員会 

5/28 （その他）第１回てんかん治療医療連携協議会 

5/31 （県医）生涯教育委員会 

6/4 （その他）鳥取県臓器・アイバンク理事会 

6/6 （県）平成 30 年度第１回鳥取県地域医療対策協議会  

6/7 （県）第 82 回鳥取県医療審議会 

6/12 （県医）第１回鳥取県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 

6/25 （その他）鳥取県臓器・アイバンク評議員会 

7/4 （日医）外国人医療対策会議 

7/5 （県医）かかりつけ医と精神科医との連携会議 

7/9 （その他）第１回鳥取県重症心身障がい児者関係機関会議 

7/11 （健対協）産婦健康診査事業に関する打合せ 

7/12 （県）平成３０年度第１回鳥取県社会福祉審議会心身障がい福祉専門分科会指定医師等審査部会  

7/13 （県）平成 30 年度第 1回院内感染対策サーベイランス委員会ほか 

7/26 （健対協）若年者心臓検診対策専門委員会 

8/2 （健対協）がん登録対策専門委員会  

8/9 （健対協）胃がん対策専門委員会  

8/22 （その他）子どもの心の診療ネットワーク整備事業に於けるネットワーク会議 

8/23 （健対協）肺がん対策専門委員会 

8/23 （県医）第５回理事会  

8/30 （健対協）子宮がん対策専門委員会 

8/30 （健対協）大腸がん対策専門委員会 

9/6 （県）鳥取県麻しん対策会議 

9/7 （県）鳥取県地域医療対策協議会第１回がん診療連携拠点病院推薦検討部会 

9/13 （県医）糖尿病対策推進会議 

9/13 （県）平成３０年度第１回鳥取県精度管理専門委員会 

9/20 （県）平成３０年度第１回鳥取県周産期医療協議会 

10/4 （県医）第５回常任理事会 

10/10 （日医）情報システム担当理事連協-視聴 

10/16 （県）第 83 回鳥取県医療審議会 

10/17 （県）平成 30 年度第２回鳥取県地域医療対策協議会  

10/18 （県医）アレルギー対策推進会議 

10/18 （県医）第５回理事会 

11/2 （県）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業説明会  

11/8 （県医）母体保護法指定医師審査委員会 

11/15 （県医）医学会の在り方検討委員会 

11/19 （健対協）平成 30 年度全国がん登録研修会 

11/20 （県）ICT を活用した医療機関における情報化推進会議 

11/22 （県）第１回鳥取県看護職員確保対策検討部会（鳥取県地域医療対策協議会）  
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11/28 （県）第２回鳥取県社会福祉審議会心身障がい福祉専門分科会指定医師等審査部会 

11/29 （県医）感染症危機管理対策委員会 

12/7 （県医）勤務環境改善に向けたトップマネジメント研修会 

12/11 （県）平成 30 年度第 3回鳥取県地域医療対策協議会 

12/13 （県医）女性医師支援委員会  

12/14 （県）第 84 回鳥取県医療審議会 

12/20 （健対協）地域医療研修及び健康情報対策専門委員会 

1/17 （健対協）公衆衛生活動対策専門委員会 

1/24 （健対協）疾病構造の地域特性対策専門委員会 

1/24 （県医）第８回常任理事会 

1/30 （県医）糖尿病療養指導士研修委員会 

1/31 （健対協）５歳児健康診査研修会 

2/4 （その他）第 28 回鳥取県臓器・アイバンク理事会 

2/7 （県医）精度管理委員会 

2/8 （県）第２回鳥取県院内感染対策サーベイランス委員会 

2/21 （健対協）母子保健対策協議会・母子保健対策専門委員会 

2/26 （県医）かかりつけ医と精神科医との連携会議 

2/28 （健対協）循環器疾患等部会・生活習慣病対策専門委員会 

2/28 （県医）アレルギー対策推進会議 

3/4 （その他）鳥取県臓器・アイバンク評議員会 

3/7 （県）平成 30 年度第 2回鳥取県・鳥取市精度管理専門委員会 

3/8 （県）平成 30 年度第４回鳥取県地域医療対策協議会 

3/11 （その他）平成 30 年度第 2 回鳥取県重症心身障がい児・者関係機関会議 

3/12 （県）第 85 回鳥取県医療審議会 

3/13 （県）平成３０年度鳥取県臨床研修指定病院協議会 第１回連絡会議 

3/13 （県医）働き方改革関連の法改正に向けた説明会 

3/14 （県医）糖尿病対策推進会議 

3/17 （県）鳥取県難病指定医研修会 

3/19 （その他）第２回てんかん治療医療連携協議会 

3/19 （県医）入会申込書の統一化等に向けての検討 

3/20 （県）平成３０年度第３回鳥取県社会福祉審議会心身障がい福祉専門分科会指定医師等審査部会 

3/25 （県）平成３０年度第２回 ICT を活用した医療機関における情報化推進会議 

3/25 （県）平成３０年度鳥取県臨床研修指定病院協議会 第２回総会 

3/26 （県）平成３０年度第１回鳥取県死因究明等推進協議会. 

3/28 （県医）禁煙指導対策委員会 

 

 


