
鳥取県医師会長 岡 本 公 男

学会長 藤井政雄記念病院 院長 荒 賀 茂

平成２３年度鳥取県医師会秋季医学会
（日本医師会生涯教育講座）

標記の秋季医学会を下記のとおり開催致しますので，ご案内申し上げます．
会員各位始め，多数の方々にご参集頂きますようお願い申し上げます．

鳥取県医師会医学会

日時 平成２３年１１月２３日（水・祝）午前９時３０分

場所 倉吉交流プラザ「視聴覚ホール」
倉吉市駄経寺町１８７―１ 電話（０８５８）４７―１１８１

日程 開会・挨拶● ９：３０

一般演題● ９：３５～１１：５０

特別講演● １２：００～１３：００
「放射線の健康影響とその対応の考え方」
鳥取大学医学部附属病院放射線部
准教授 小 谷 和 彦 先生

閉 会● １３：００

＊一般演題 １７題
＊日本医師会生涯教育講座
取得単位 ３．５単位
取得カリキュラムコード
１０チーム医療 １１予防活動 １６ショック ２９認知能の障害
５４便通異常（下痢、便秘）７５脂質異常症 ７６糖尿病

＊このプログラムは当日ご持参下さい。



プ ロ グ ラ ム

開会・挨拶 ９：３０ 鳥取県医師会長 岡本 公男

学会長 荒賀 茂（藤井政雄記念病院 院長）

一 般 演 題（口演５分）

１．循環器 ９：３５～９：５１ 座 長 安梅 正則（安梅医院）

１）出血性ショックを契機に逆タコつぼ型心筋症形態を示した急性心不全の一例

鳥取県立厚生病院 循環器内科 大田里香子 他

２）中枢神経症状を契機に発見された感染性心内膜炎３例

鳥取県立厚生病院 循環器内科 本田 聡子 他

２．糖尿病 ９：５１～１０：０７ 座 長 井東 俊彦（井東医院）

３）腎尿細管における尿酸転送機構を検討した腎性低尿酸血症を合併した糖尿病の１例

鳥取赤十字病院 健診センター 塩 宏

４）インスリン治療よりインクレチン製剤内服へ変更した不安定型２型糖尿病の２症例

老人保健施設ふたば，特定医療法人新生病院（長野県）内科 杉山 將洋

３．血液悪性腫瘍 １０：０７～１０：３１ 座 長 青木 哲哉（赤碕診療所）

５）MTX関連リンパ増殖性疾患（lymphoproliferative disorders：LPD）の３例

鳥取県立中央病院 内科 山� 諒子 他

６）当院における悪性リンパ腫診療の検討

鳥取県立中央病院 内科 小村 裕美 他

７）t（８；１４）とt（１４；１８）を伴ったDLBCLの１例

鳥取県立中央病院 内科 田中 孝幸 他

４．癌 １０：３１～１０：４７ 座 長 森下 透（もりしたクリニック）

８）急性腸炎様の下痢症状にて発見された盲腸癌による腸重積の１例

藤井政雄記念病院 内科 岸本 洋輔 他

９）肺癌取扱規約改定により手術療法を選択しえた�期肺腺癌例

鳥取県立中央病院 内科 陶山 久司 他

５．腎・泌尿器 １０：４７～１１：０３ 座 長 大山 行教（大山クリニック）

１０）CKD５Dの虚血性心疾患―スクリーニングの９０名から―

三樹会吉野・三宅ステーションクリニック 吉野 保之 他

１１）尿道留置カテーテルにより腫瘍マーカーの上昇を来した一例

鳥取県立中央病院 内科 楢� 晃史 他
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６．神経 １１：０３～１１：１９ 座 長 新田 辰雄（新田内科クリニック）

１２）全身性動脈硬化を背景に発症した脳梗塞の一例

鳥取県立厚生病院 神経内科 小椋 貴文 他

１３）アルツハイマー型認知症に伴う抑うつ状態にガランタミンが奏効した一例

倉吉病院 精神科 野口 壮士 他

７．健診 １１：１９～１１：４３ 座 長 西田 法孝（西田内科）

１４）原発性および二次性高脂血症症例における臨床的検討

鳥取赤十字病院 健診センター 塩 宏

１５）当院健診受診者における低尿酸血症例の検討

鳥取赤十字病院 健診センター 塩 宏

１６）ドック受診者における無症候性脳梗塞の発症頻度とその危険因子の検討

藤井政雄記念病院 内科 石飛 玲子 他

８．医療技術 １１：４３～１１：５０ 座 長 西山 聡（倉吉病院）

１７）医療現場に有効なコーチングスキルの検討

藤井政雄記念病院 緩和ケア科 井上 和興 他

特別講演 １２：００～１３：００ 座 長 荒賀 茂（藤井政雄記念病院 院長）

「放射線の健康影響とその対応の考え方」

鳥取大学医学部附属病院放射線部

准教授 小 谷 和 彦 先生
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一 般 演 題
１．循環器 ９：３５～９：５１ 座 長 安梅 正則（安梅医院）

１）出血性ショックを契機に逆タコつぼ型心筋症形態を示した急性心不全の一例

おお た り か こ

鳥取県立厚生病院循環器内科 大田里香子 森 正剛 澤口 正彦

同 内科 秋藤 洋一

症例は３０歳代，女性．平成２３年６月常位胎盤早期剥離に対し緊急帝王切開術を施行された．この際出血

性ショックを生じ輸血施行（濃厚赤血球１０単位，新鮮凍結血漿６単位）．術後呼吸苦増強し酸素投与で対

応困難となった．術後３日目当科紹介．レントゲンにて肺水腫，UCGにて逆タコつぼ型心筋形態・左室

収縮低下を認めた．非侵襲的陽圧換気療法，hANP持続，利尿剤投与による全身管理を行った．治療経過

良好，術後１５日目に軽快退院．術後１９日目UCGにて左室収縮能改善確認，術後４７日目drug freeにて心不

全再燃なし，UCGにて正常左室収縮能維持を確認している．逆タコつぼ型心筋症の可逆性変化を確認し

えた急性心不全症例を経験したので文献的考察も加え報告する．

２）中枢神経症状を契機に発見された感染性心内膜炎３例

ほん だ さと こ

鳥取県立厚生病院循環器内科 本田 聡子 森 正剛 澤口 正彦

同 神経内科 土井 浩二

症例１：５０歳代，男性．平成１９年１１月感染性髄膜炎にて入院．右中大脳動脈瘤，疣贅を伴った僧帽弁閉

鎖不全（MR）を認めた．症例２：６０歳代，女性．平成２２年２月感染性髄膜炎，脳梗塞にて入院．疣贅を

伴った大動脈弁閉鎖不全（AR）を認めた．症例１，２とも感染鎮静化・疣贅消失，神経症状改善も高度

弁膜症が残存し弁膜症手術施行（症例１は感染性脳動脈瘤を先行手術）し成功，術後も経過良好である．

症例３：９０歳代，女性．平成２３年４月多発性脳塞栓，播種性血管内凝固症候群にて入院．疣贅を伴った高

度ARを認めた．神経症状改善，感染鎮静化したが心不全増悪を繰り返した．厳しいAR残存も高齢にて手

術拒否．６月に心臓死された．結語：感染や全身状態不良の髄膜炎・脳梗塞症例を認めた場合，感染性心

内膜炎を念頭に入れた検討が必要である．

２．糖尿病 ９：５１～１０：０７ 座 長 井東 俊彦（井東医院）

３）腎尿細管における尿酸転送機構を検討した腎性低尿酸血症を合併した糖尿病の１例

しお ひろし

鳥取赤十字病院健診センター 塩 宏

目的：今回演者は腎性低尿酸血症を合併した糖尿病症例に，腎臓の尿酸輸送機構を検討した．症例：患

者；８０歳代，男性．主訴；口渇，低尿酸血症の精査．既往歴；尿路結石や運動後急性腎不全なし．家族

歴；糖尿病なし，低尿酸血症不明．現病歴；平成１年（７０歳代）糖尿病が見つかり，食事療法を行ってい

た．最近口渇，多飲が起こり，当院外来受診．血糖３１７�／d�で，血糖コントロールのため入院．現症；

BMI２０．２�／�，網膜症なし．検査所見；FPG３１７�／d�，HbA１c１１．２％，尿酸動態：SUA０．６�／d�，
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Uua６５０�／日，Cua３７．５m�／min，Cua／Ccr比６３．７％，尿酸代謝の検討：ピラジミナドにより抑制されず，

プロベネシドによってわずかに増加し，分泌前再吸収障害型と推定された．結語：腎性低尿酸血症を合併

した糖尿病の極めて興味深いまれな１例を報告した．

４）インスリン治療よりインクレチン製剤内服へ変更した不安定型２型糖尿病の２症例

老人保健施設ふたば，特定医療法人新生病院（長野県）内科 杉山 將洋

糖尿病患者は年々増加傾向にあり，その治療は，今日専門医が不足している中で，われわれ一般診療医

も分担して勉学と診療をすべき多くの問題を有すると考えられる．われわれは，整形外科治療のため入院

した糖尿病患者がいずれも専門医の診断でSMBGとインスリン自己注射をしていたが，血糖不安定にて内

科紹介となった症例にインクレチン製剤の内服へ変更した所，一日の血糖曲線が安定方向へ向い，比較的

良好の経過となった２症例を経験したので，検討を加えて報告する．

３．血液悪性腫瘍 １０：０７～１０：３１ 座 長 青木 哲哉（赤碕診療所）

５）MTX関連リンパ増殖性疾患（lymphoproliferative disorders：LPD）の３例

鳥取県立中央病院内科 山� 諒子 小村 裕美 田中 孝幸

杉本 勇二

同 病理診断科 中本 周

同 整形外科 山本 哲章

同 耳鼻咽喉科 鈴木 健男

岩美病院内科 神谷 剛

沢田医院（兵庫県） 澤田 博明

症例１：７０歳代，女性．慢性関節リウマチ（RA）でメトトレキセート（MTX）投与中に咽頭に潰瘍が

出現し，生検の結果Diffuse large B cell lymphomaと診断．前縦隔にも腫瘤を認めた．MTX継続のまま

化学療法を施行し病変は縮小したが，食道にDLBCLによる潰瘍が出現し，MTXを中止し放射線治療を行

い食道潰瘍は消失した．症例２：７０歳代，男性．RAでMTX投与中に発熱，多発皮下腫瘤が出現し，皮膚

生検でLPDと診断．胸水貯留，左肺，両側副腎，腎周囲にも腫瘤を認めた．MTXを中止すると胸水消失，

腫瘤は縮小傾向を示し経過観察中．症例３：７０歳代，女性．RAでMTX投与中に発熱，右口蓋扁桃腫大，

頚部リンパ節腫大が出現した．右口蓋扁桃生検でLPDと診断．MTX中止し経過観察すると病変は縮小し

経過観察中．今回われわれはMTX投与中のRA患者に発症したMTX関連リンパ増殖性疾患の３症例を経

験したので報告する．
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６）当院における悪性リンパ腫診療の検討

お むら ひろ み

鳥取県立中央病院内科 小村 裕美 山� 諒子 田中 孝幸

杉本 勇二 日野 理彦

同 病理診断科 中本 周

悪性リンパ腫はリンパ球を発生母体とする腫瘍であるが，由来細胞や腫瘍化の過程が単一でなく，極め

て多様な病態を呈する．このたび当院血液内科に２００１年４月から２０１１年３月の間に受診した悪性リンパ腫

患者について検討したので報告する．症例数は２３６例（男性１２７例，女性１０９例）で，年齢の中央値は７８歳

（１６～９１歳）であった．診断・相談のみの症例が１２例，前医で治療歴のある症例が１８例，治療後他院へ転

院となった症例が１８例あった．組織の内訳はホジキンリンパ腫１５例（６．３％），Ｂ細胞性リンパ腫１９０例

（８０．５％），T／NK細胞性リンパ腫３１例（１３．１％）であった．代表的な組織型であるびまん性大細胞型Ｂ

細胞リンパ腫は全体の５０％，ろほう性リンパ腫は２０％を占めるが，５年生存率はそれぞれ５７％，７９％で

あった．移植を行った症例は１４例（自家移植１２例，同種移植２例）あり，７名が生存中である．

７）t（８；１４）とt（１４；１８）を伴ったDLBCLの１例

た なか たかゆき

鳥取県立中央病院内科 田中 孝幸 小村 裕美 山� 良子

杉本 勇二 日野 理彦

同 病理診断科 中本 周

８０歳代，男性．糖尿病にて外来通院治療中，頸部リンパ腫大が出現．同部のリンパ節生検にてDLBCL

（瀰漫性大細胞Ｂ細胞性リンパ腫）と診断した．染色体検査にて，t（８；１４）（q２４．１；q３２），t（１４；１８）

（q３２；q２１．３）を含む複雑な異常を認めた．R―CHOP療法を施行し，リンパ節病変は縮小し，現在経過

観察中である．CD２０陽性のDLBCLの標準的治療はR―CHOP療法と確立している．しかしながらDLBCL

はheterogeneousな疾患であり，その治療はさらに層別化されるべきとも考えられている．報告されてい

る複数の予後不良因子のひとつに，８q２４．１（c―MYC）の再構成も含まれている．本病態について文献的考

察を加えて報告する．

４．癌 １０：３１～１０：４７ 座 長 森下 透（もりしたクリニック）

８）急性腸炎様の下痢症状にて発見された盲腸癌による腸重積の１例

きしもと ようすけ

藤井政雄記念病院内科 岸本 洋輔 足立 誠司 森 望美

井上 和興 荒賀 茂

８０歳代の女性で，下痢（１０行／日）・嘔気・発熱・食欲低下にて，外来受診され，急性腸炎の疑いで，経

口抗生剤，耐性乳酸菌整腸薬等を投与されたが，５日間経過しても下痢が続き，入院となった．抗生剤を

変更し，絶食・輸液で経過をみたところ，CRP低下（１１．６２→１．３６�／d�），下痢回数減少（４行／日），発

熱消失し，状態は改善傾向であったが，一向に食欲が回復しないことが，臨床的におかしいと感じさせる
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点であった．嘔気・嘔吐は一度もみられなかった．入院７日目に腹部造影CTを行ったところ，盲腸～上

行結腸に腸重積像がみられ，先進部は不整形の腫瘤で，癌が強く疑われた．腸重積部位の口側にイレウス

所見あり．当院には外科がないため，他院へ転院とし，結腸右半切除・回腸合併切除を行っていただいた．

盲腸癌による腸重積であったことが判明した．成人・高齢者における腸重積の特徴について，文献的に考

察を加え，報告する．

９）肺癌取扱規約改定により手術療法を選択しえた�期肺腺癌例

す やま ひさ し

鳥取県立中央病院内科 陶山 久司 澄川 崇 浦川 賢

杉本 勇二

同 呼吸器心臓血管外科 前田 啓之

肺癌取扱規約が第７版に移行した．新分類ではT４例に対する治療立案で混乱する可能性があると考え

られる．今回はT４非小細胞肺癌に対する治療戦略の問題点について症例を通じて提示する．症例は５０歳

代，女性．当院初診時は肺癌取扱規約（第６版）に従い�期肺腺癌としてがん薬物療法を導入した．原病

の増悪を認め２次治療としてエルロチニブを導入したものの，薬剤性間質性肺炎を疑い中止した．３次治

療導入にあたり以下のように考えた．臨床背景からEML４―ALK融合蛋白陽性肺癌の可能性が高いと考え

てクリゾチニブの適応者であることを確認すべく十分量の組織検体を必要とした．クリゾチニブ投与に際

し間質性肺炎を生じた可能性がある肺葉を排除したいと考えた．本患者治療中に肺癌取扱規約改定があり，

第７版で判定すると初診時から�期と考えられた．以上から右中下葉切除を行い術後病期は�Ｂ期だった．

５．腎・泌尿器 １０：４７～１１：０３ 座 長 大山 行教（大山クリニック）

１０）CKD５Dの虚血性心疾患 ―スクリーニングの９０名から―

よし の やすゆき

鳥取市 三樹会吉野・三宅ステーションクリニック 吉野 保之 中村 勇夫 三宅 茂樹

鳥取市 宍戸医院 宍戸 英俊

目的：透析患者（以下，CKD５D）の死因は心血管病が３２．７％と第一位で，透析患者の予後改善には心

血管病の対策が必須である．しかし，CKD５Dの心筋梗塞の主訴は息切れ，動悸などの特徴的な症状は少

なくスクリーニング（以下，スクリ）が重要である．そこで，スクリによる虚血性心疾患（以下，IHD）

を検討する．方法：Ｈ２１年１０月～Ｈ２３年６月のCKD５Dのスクリ９０名中１０名のIHDの主訴，糖尿病，年齢，

併発症，治療，透析期間を検討する．結果：主訴は胸痛３名，呼吸苦１名，なし６名であった．糖尿病は

６名で非糖尿病より高齢傾向，透析期間はそれぞれ３．１±２．０年，６．９±５．８年と糖尿病で短期間例が多かっ

た．併発症はASO４名，虚血性心筋症１名，弁膜症２名であった．治療はCABGとPTCAが各５件，PTA

３件，弁置換１件が行われた．結論：CKD５DのIHDに糖尿病が過半数を占め，CKD５D前の管理とスクリ

による早期診断・治療が重要である．
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１１）尿道留置カテーテルにより腫瘍マーカーの上昇を来した一例

ならさき こう し

鳥取県立中央病院内科 楢� 晃史 村尾 和良 田中 孝幸

杉本 勇二

同 心臓内科 那須 博司 吉田 泰之

同 神経内科 中安 弘幸

同 泌尿器科 眞砂 俊彦 渡邊 健志 根本 良介

症例は８０歳代，男性，胆管ガンの既往あり，高血圧症，発作性心房細動，脳梗塞後遺症にて他院フォ

ロー中であった．気分不良を主訴に前医受診，完全房室ブロックの診断にて当院に救急搬送となった．心

臓内科にて一時ペーシングを行い，冠動脈造影行うも，責任病変同定出来ず，Pildicainide中毒を疑われ，

経過観察とした．その後に徐脈は改善し，Aprindine投与にて洞調律を回復した．その間にCEA，PSAの

上昇みられたため画像診断にて検索．尿道カテーテルの留置位置異常による尿道損傷を認めた．尿道カ

テーテルを交換したところ，その後に腫瘍マーカーはいずれも正常化した．不慮のアクシデントによる腫

瘍マーカー上昇という比較的まれなケースであり，若干の文献的な考察を加え報告する．

６．神経 １１：０３～１１：１９ 座 長 新田 辰雄（新田内科クリニック）

１２）全身性動脈硬化を背景に発症した脳梗塞の一例

お ぐら たかふみ

鳥取県立厚生病院神経内科 小椋 貴文 土井 浩二

同 循環器内科 森 正剛

同 内科 秋藤 洋一

症例：６０歳代，男性．病歴：平成２３年８月中旬胸部絞扼感あり．翌日発症の左不全片麻痺で動けなくな

り，その翌日救急入院．現症・検査：血圧１５７／９５	Hg，脈不整なし．意識清明，左不全片麻痺あり．下

肢動脈触知低下．心原性酵素上昇なし．腎障害あり（補液で改善）．MRIでは右中大脳動脈領域を主とす

る新規脳梗塞所見あり．経過：アテローム血栓性脳梗塞としてアルガトロバン，エダラボン投与．禁煙，

薬物治療・リハビリ施行．身辺ADL自立まで回復した．末梢動脈・冠動脈疾患合併を検索したところ，

左内頚動脈・左総腸骨動脈起始部・左回旋枝中部の慢性完全閉塞を認め，高位側壁枝（HL），右冠動脈

（RCA）中枢に高度冠狭窄あり．HL，RCAに冠動脈血行再建を行った．下肢血行再建を検討中．結語：

脳梗塞では，治療・リスク管理に加え全身の動脈硬化疾患検索が必要である．

１３）アルツハイマー型認知症に伴う抑うつ状態にガランタミンが奏効した一例

の ぐち たけ し

倉吉病院精神科 野口 壮士 西山 聡 田中 潔

ガランタミンはアセチルコリンエステラーゼ（AChE）阻害作用とニコチン性アセチルコリン受容体

（nAChR）に対するアロステリックな増強（allosteric potentiating ligand；APL）作用とを併せ持つア

ルツハイマー型認知症（AD）治療薬である．APL作用でプレシナプスのnAChRを刺激すると，神経終末
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からのACh，ドパミン，グルタミン酸，γ―アミノ酪酸などの神経伝達物質の遊離が増加する．AD患者に

おいては，認知機能に関わるACh，情動に関わるドパミン，セロトニン，ノルアドレナリンが減少して

いることが報告されており，既に海外において軽度～中等度ADの標準的治療薬とされている同剤はこれ

らモノアミンの遊離にも促進的に働くため，認知機能のみならず周辺症状をも改善することが期待される．

今回，われわれはADに伴う抑うつ状態にガランタミンが奏効した１症例を経験したので報告する．

７．健診 １１：１９～１１：４３ 座 長 西田 法孝（西田内科）

１４）原発性および二次性高脂血症症例における臨床的検討

しお ひろし

鳥取赤十字病院健診センター 塩 宏

目的：ヘテロ型家族性高コレステロール血症（FH）および未治療糖尿病（DM），原発性甲状腺機能低

下症（甲低），原発性ネフローゼ症候群（ネ症）の二次性高脂血症を来たす疾患の血清脂質異常の頻度な

どを検討した．対象と方法：対象は１９８０年１月から１９９５年１２月までに鳥取県立中央病院に入院ないし，外

来受診したヘテロ型FH４０名，DM１４８名，甲低４５名，ネ症２６名であり，平均年齢はそれぞれ５４±１０歳，５２

±１２歳，５２±１２歳，４２±１８歳である．血清TC値が３００�／d�，４００�／d�以上を示す頻度を調べた．血清脂

質は酵素法で測定した．結果：TC≧３００�／d�を示す頻度はヘテロFH８９．０％，ネ症８４．６％，甲低２９．０％，

DM２．７％の順に高かった．TC≧４００�／d�を示す頻度はネ症３８．５％，FH１５％であった．TC≧５００�／d�を

示す頻度はネ症７．７％であった．結語：以上から，TC≧４００�／d�では尿蛋白を，TC３００～４００�／d�では

アキレス腱肥厚，甲状腺機能，尿糖，尿蛋白のチェックを行い，二次性高脂血症を鑑別することが必要で

ある．

１５）当院健診受診者における低尿酸血症例の検討

しお ひろし

鳥取赤十字病院健診センター 塩 宏

目的：低尿酸血症はまれな疾患とされ，臨床症状が乏しいため見逃されている．そこで当院健診受診者

における低尿酸血症症例の臨床的検討を行った．対象と方法：２００７年１月～２００８年３月に当院健診受診者

５，４００名（男性３，０５０名，女性２，３５０名）を対象とした．血清尿酸値はウリカーゼ・ペロキシダーゼ法で測

定した．血清尿酸値２．０�／d�以下を低尿酸血症と定義した．低尿酸血症の頻度，臨床像，合併症につい

て検討した．結果：５，４００名中１０名（０．２％）であった．その内訳は年齢４１～７３歳，男３名０．１％，女７名

０．３％，BMI２１．３で併発症として血清脂質異常は高TC血症３名，高LDL―C血症１名，高TG血症１名，低

LDL―C血症１名，高血圧２名，糖尿病および耐糖能異常３名，肝障害２名，心電図所見では２名に心筋

虚血を認めた．合併症としては，尿路結石２名，運動後急性腎不全１名であった．結語：低尿酸血症の頻

度は０．２％と比較的高率で，まれな疾患ではなく，女性に多かった．
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１６）ドック受診者における無症候性脳梗塞の発症頻度とその危険因子の検討

いしとび れい こ

藤井政雄記念病院内科 石飛 玲子 井上 和興 足立 誠司

岸本 洋輔 引田 亨

同 神経内科 森 望美 荒賀 茂

当院脳ドック受診者で，無症候性脳梗塞（SCI）の発症頻度および危険因子について検討を行った．対

象は平成２２年４月１日より平成２３年３月３１日の間に当院の脳ドックを受けた年齢３０代から８０代の男性３１９

人，女性２３８人である．SCIの判定には脳ドック学会のSCI判定基準を用いた．SCIの発生頻度は全体で

１１．８％．３０代では１．９％，４０代では１．４％，５０代では５．０％，６０代では２８．６％，７０から８０代では４２．２％で

あった．危険因子では男女とも高血圧の頻度が高かった．また脳ドックでSCIを認め，頚部エコーで内膜

中膜複合体厚（IMT）を測定した２３人（男性９人，女性１４人）のうち，２０人にIMTの肥厚を認めた．IMT

の平均は１．６	であった．近年IMTは動脈硬化性疾患の独立した危険因子として注目されており，今後よ

り積極的な検査が望まれる．

８．医療技術 １１：４３～１１：５０ 座 長 西山 聡（倉吉病院）

１７）医療現場に有効なコーチングスキルの検討

いのうえ かずおき

藤井政雄記念病院緩和ケア科 井上 和興 足立 誠司

同 内科 石飛 玲子 星野 映治 岸本 洋輔

引田 亨

同 神経内科 森 望美 荒賀 茂

江府町 江尾診療所 武地 幹夫

目的：コーチングは，人の自主性と行動力を引き出すことを重視した，目標達成のためのコミュニケー

ション法である．糖尿病・神経難病・緩和ケアなどの医療分野でもコーチングの効果が実証されている．

方法：今回，奥田らが提唱するメディカルサポートコーチングを基本としたワークショップ形式の研修会

を医療者対象で開催した．『聴く（ゼロポジション・頷き・相槌・反復）』『質問する（オープン型・未来

型・肯定型質問）』『伝える（Ｉメッセージ・承認）』のコアスキルを中心とした．アンケートをもとに医

療現場でどのようなスキルが有効か検討した．結果：有効なスキルは『聴く』（４４％），『伝える』（２８％），

『質問する』（２４％）の順であった．その中で，ゼロポジション，頷きと相槌，Ｉメッセージが特に有効

とされた．結論：傾聴は有効なスキルということが改めて認識された．今後は患者満足度向上につながる

ように検討していきたい．
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特 別 講 演

１２：００～１３：００ 座 長 荒賀 茂（藤井政雄記念病院 院長）

「放射線の健康影響とその対応の考え方」

鳥取大学医学部附属病院放射線部 准教授 小 谷 和 彦 先生

放射線被ばくについてさまざまな情報が飛び交っていますが，適切な対応のために重要なポイントを述

べる予定です．まず人は生きていく限り土壌，宇宙など自然から年間１ミリシーベルト程度の放射線を受

けています．この自然被ばくと医療被ばくは規制から除外されていますが，一部の環境測定値には自然被

ばくの値も含まれている場合もあり報道されている種々の測定値の意義を解釈するためには色々な要素を

考えておく必要があります．１００ミリシーベルト以下のように少量の放射線を浴びた場合の影響で実際起

こり得るのは癌の誘発のみですが，癌の自然発生率以下であるため科学的検証不可能です．「少量被ばく

での影響」とされているのはリスクゼロと証明する事が出来ないため，リスクがあるものとして種々の仮

定を元に主として集団防護の観点で推測されたものである事を意識する必要があります．事故などによる

人為的被ばくは医療被ばくと異なり無益なものですが，一方では人は被ばくゼロの環境を求める事は不可

能です．対応を考える場合の目安はやはり自然被ばく量との比較が現実的と思います．放射線は色々な有

害な影響を与えるのも事実ですが，その過程は単純ではなく，何が起こり得るかを理解した上で種々の要

素を総合的に判断する事が必要です．物理，生物学的な簡単な原理も交え，注目を浴びている内部被ばく

を中心に放射線被ばくの情報をどう解釈し対応すれば良いか述べたいと思います．

鳥取県医師会報 ２０１１．１０ 付録

11



至岡山 至関金・岡山 

至東伯・国道９号 

打吹公園 

至関金・岡山 至三朝 

至鳥取 

至国道９号 至国道９号 

国道313号 

鳥取短大 

小鴨川 

国府川 

倉吉市役所 
中国電力 

赤瓦 白壁土蔵群 

倉吉郵便局 

厚生病院 中部総合事務所 

国道179号 

天神川 

JR山陰線 
倉吉駅 倉吉パークスクエア 

倉吉未来中心 
20世紀梨記念館 
男女共同参画センター 
倉吉交流プラザ 
温水プール 
食彩館 

「倉吉パークスクエア」案内図

鳥取県医師会報の全文は，鳥取県医師会ホームページでもご覧頂けます．

http:／／www.tottori／med.or.jp／

鳥取県医師会報 付録・平成２３年１０月１５日発行

会報編集委員会：渡辺 憲・米川正夫・清水正人・山口由美・秋藤洋一・中安弘幸・松浦順子

�発行者 社団法人 鳥取県医師会 �編集発行人 岡本公男 �印刷 勝美印刷�
〒６８０―８５８５ 鳥取市戎町３１７番地 TEL０８５７―２７―５５６６ FAX０８５７―２９―１５７８ 〒６８２―０７２２東伯郡湯梨浜町はわい長瀬８１８―１
E-mail：kenishikai@tottori.med.or.jp URL：http:／／www.tottori.med.or.jp／

定価 １部５００円（但し，本会会員の購読料は会費に含まれています）



TOTTORI －KENISI
KA
I

鳥取県医師会報 第６７６号 平成２３年１０月１５日発行〔付録〕

社団
法人 鳥 取 県 医 師 会

URL：http:／／www.tottori.med.or.jp／



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


