平成２８年４月～に開催された研修会・講演会など （Ｎｏ．４）
開催日

研修（講演）会名

主催者

主な内容・テーマなど

備

考

2017/3/24 第２回医療介護連携セミナー

こうほうえん

・介護予防・自立支援を踏まえたケアマネジメントと多職種連携
・にしまち幸朋苑（通リハ事業所報告）

講師：筑波記念会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業顧問
日本理学療法士協会副会長 斉藤秀之 氏

2017/3/23 鳥取赤十字病院第17回地域医療懇話会

鳥取赤十字病院

栄養管理～安心して在宅療養をすすめるために～

講師①鳥取赤十字病院 森下智佳 認定看護師
講師②
〃
田村裕子 管理栄養士
講師③
〃
山代 豊 医師

2017/3/22 第10回在宅リハビリ・ケア研究会

在宅リハビリ・ケア研究会

介護老人保健施設とのつながりを考える
ディスカッション「もっと知りたい介護老人保健施設」

介護老人保健施設４施設からの説明
及びディスカッション

2017/3/12 第12回地域支援口腔ケア・食支援研究会

東部歯科医師会

在宅高齢者の看取り－口蓋歯肉癌の母と娘の事例－

事例紹介とグループディスカッション
講師：訪問看護ステーション ナースくる
田中洋美 訪問看護師

2017/3/11 第23回ＣＢＭ研究会（幹事：渡辺病院）

東中部圏域地域医療推進機構

地域における心の医療・福祉連携の喫緊の課題
講演1：高齢者の自動車運転と改正道路交通法施行に関わる課題
講演2：アルコール健康障害対策の鍵となる動機づけ面接の実態
事例報告：独居のアルコール依存症高齢者のケース

講演、事例報告、グループワーク
講師１：渡辺病院 渡辺 憲 院長
講師２：渡辺病院 松村健司 精神保健福祉士
事例報告：渡辺病院 谷口宏幸 精神保健福祉士

平成２８年４月～に開催された研修会・講演会など （Ｎｏ．３）
開催日

研修（講演）会名

主催者

主な内容・テーマなど

備

考

2017/3/5

わかさの保健医療を考える集い

若桜町

笑いでつながろう わかさの包括ケア
寸劇：続やっぱり若桜がええでなぁ
講演：笑うから楽しくなる！人生泣き笑いが一番！

寸劇：若桜町内事業者連携会職員有志
講演：吉長孝衛 日本ｹｱﾘﾝｸﾞｸﾗｳﾝ協会代表

2017/3/3

東部在宅医療・介護連携研究会第８回事例検討会

東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

①訪問看護の課題～連携すればここまでできる～
②在宅医療をめぐる動向
～在宅医療関連講師人材養成事業研修会に出席して～
③食べられる口づくり

①訪問看護ステーションナースくる 田中洋美 看護師
②栄町クリニック 松浦喜房 医師（東部医師会長）
③いながき歯科 伊奈垣学 歯科医師

2017/3/2

第10回鳥取医療ｾﾝﾀｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研修会

鳥取医療センター

地域包括ケアシステムにおける回復期の役割
～利用者・住民の地域生活を支える意義と支援の視点～

講師：鳥取大学地域学部 竹川俊夫 准教授

2017/1/29 鳥取市地域包括ケア推進講演会

鳥取市・鳥取市社会福祉協議会

①地域包括ｹｱシステム構築に向けた取り組みについて
②笑いと健康・介護予防～1日何回笑っていますか？～

説明：①鳥取市長 深澤義彦
講師：②鳥取市医療看護専門学校教務部長
辻村肇 認定作業療法士

2017/1/27 認知症ケア 特別講演

鳥取医療センター

認知症ケア～優しさを伝えるｹｱ技術「ユマニチュードⓇ」～

講師：東京医療センター看護部 盛眞知子 看護師
ユマニチュードⓇインストラクター

2017/1/22 第1回鳥取食支援研修会（第５日）

東部歯科医師会

摂食・嚥下（食支援）の基礎知識・技術レベルの向上
全５日間、１０項目の研修
第５日：摂食嚥下に関する薬剤の影響、
多種職連携と臨床倫理教育

講師：ひまわり薬局 中嶋直己 薬剤師、
鳥取市立病院生活支援室総合診療科 懸樋英一 医師

2017/1/15 第1回鳥取食支援研修会（第４日）

東部歯科医師会

摂食・嚥下（食支援）の基礎知識・技術レベルの向上
全５日間、１０項目の研修
第４日：咀嚼嚥下と液体嚥下、摂食嚥下障害の原因疾患と病態

講師：鳥取市立病院生活支援室歯科 目黒道生 歯科医師、
鳥取生協病院リハビリテーション科 岩田勘司 医師

2016/12/25 第1回鳥取食支援研修会（第３日）

東部歯科医師会

摂食・嚥下（食支援）の基礎知識・技術レベルの向上
全５日間、１０項目の研修
第３日：摂食嚥下障害患者の口腔ケア、
摂食嚥下障害患者の姿勢、摂食と排痰法

講師：鳥取市立病院生活支援室歯科 中山良子 歯科衛生士、
さとに田園クリニックﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 北浦拓也 理学療法士

鳥取市立病院

東部地域における地域包括ケアシステムの実現を目指して パネルディスカッション（コーディネーター）
足立誠司 協議会副会長
・講演５題 ・パネルディスカッション

講演： 尾崎医院 尾﨑眞人 院長 他４名

地域包括ケアシステムシンポジウム
2016/12/11
（絆ノートってなあに？）

パネリスト： 尾﨑院長 他３名

2016/12/2 東部在宅医療・介護連携研究会第７回事例検討会

東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

①にしまち幸朋苑におけるＩＣＴ活用の現状
②社会との接点が乏しい要介護者への関わり

講演①②、グループディスカッション②
講師①にしまち診療所悠々 岸清志 先生
講師②あすなろﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 原田江利子介護福祉士

2016/11/27 地域包括ケアシステム研修会

鳥取県作業療法士会

地域包括ケアシステムの理解と作業療法士の役割

講師：①鳥取市（東部医師会） 橋本渉 参事
②創心會 二神雅一 代表取締役
③P-Create 松下香寿美 代表

平成２８年４月～に開催された研修会・講演会など （Ｎｏ．２）
開催日

研修（講演）会名

主催者

主な内容・テーマなど

備

考

・改定の方向性から見るこれからの医療介護連携～ケアマ
ネジャーの役割～
・にしまち幸朋苑（通リハ、訪リハ報告）
・これからの介護保険と地位包括ケアシステム
・H30年医療・介護保険同時改定を踏まえた医療・介護・福祉
経営の未来を探る
摂食・嚥下（食支援）の基礎知識・技術レベルの向上
全５日間、１０項目の研修
第２日：栄養、言語聴覚士が行う摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

講師：医療介護福祉政策研究フォーラム 中村秀一 理事長
シンポジスト： 足立誠司 協議会副会長ほか

鳥取県介護支援専門員連絡協議会東部支部

看取りについて

講師：寺岡医院 寺岡均 先生

2016/11/6 第1回鳥取食支援研修会（第１日）

東部歯科医師会

摂食・嚥下（食支援）の基礎知識・技術レベルの向上
全５日間、１０項目の研修
第１日：摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ総論、摂食嚥下機能の評価

講師：岡山大学病院ｽﾍﾟｼｬﾙﾆｰｽﾞ歯科ｾﾝﾀｰ
村田尚道 助教

2016/11/6 第22回ＣＢＭ研究会（幹事：岩美病院）

東中部圏域地域医療推進機構

地域と病院の切れ目のない医療・生活支援

事例報告、課題提示、グループワーク

大会事務局：鳥取医療センター

市民公開講座：摂食・嚥下障害といわれたら・・・

講師：高松医療センター 市原典子 臨床研究部長
講師：鳥取医療センター 橋本由美子 認定看護師

2016/10/14 鳥取県介護支援専門員連絡協議会研修会

鳥取県介護支援専門員連絡協議会

利用者主体を貫き、最後まで生きる支援の方法

講師：ＮＰＯ ホッとスペース中原 佐々木炎 代表

2016/10/2 第11回地域支援口腔ケア・食支援研究会

東部歯科医師会

連携に困った症例

事例紹介とグループディスカッション

2016/10/1 鳥取市認知症フォーラム２０１６

鳥取市

・講演「認知症に強いまちをつくろう～今日からできる認知症予防～」
・タッチパネル物忘れ検査、認知症カフェ体験

講演：東京都健康長寿医療センター研究所
宇良千秋 研究員（心理学博士）

2016/9/28 鳥取赤十字病院第16回地域医療懇話会

鳥取赤十字病院

看取り～安心して在宅療養をすすめるために～

講師①にしまち幸朋苑 岸 清志 先生
講師②鳥取赤十字病院 香河洋子 看護師
講師③
〃
米田栄子 薬剤師

2016/9/24 第４回鳥取医療センター病院フェスタ2016

鳥取医療センター

市民公開講座：認知症とうまくつきあうために
～認知症の方々への対応や家族支援について～

講師：金谷佳寿子 鳥取市認知症コーディネーター

2016/9/23 東部医師会認知症研究会第43回症例検討会

東部医師会

レビー小体型認知症

講師①渡辺病院 梶谷直史 先生
講師②渡辺病院 渡辺 憲 院長

2016/9/17 認知症及び虐待防止における研修会

株）BANG やまだや

認知症及び虐待防止における研修会

講師１：浦上典子 鳥取中央包括支援センター保健師
講師２：下田歩 〃 社会福祉士

2016/11/21 医療介護連携セミナー

こうほうえん

2016/11/20 地域包括ケア推進シンポジウム

鳥取県民間介護事業者協議会

2016/11/20 第1回鳥取食支援研修会（第２日）

東部歯科医師会

2016/11/11

2016/10/22

鳥取県介護支援専門員連絡協議会
第１回東部支部圏域別研修会

日本神経筋疾患、摂食・嚥下・栄養研究会
第12回学術集会 鳥取大会

講師：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾍﾙｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 湯原淳平氏

講師：特別養護老人ホーム若葉台 小山彰子 管理栄養士、
せいきょう訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝすずらん 坂出暁 言語聴覚士

平成２８年４月～に開催された研修会・講演会など （Ｎｏ．１）
開催日

研修（講演）会名

主催者
東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

2016/9/9

東部在宅医療・介護連携研究会第６回事例検討会

2016/9/3

第１３回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会大会長：早田俊司鳥取市立病院長

2016/9/3

第３５回救急医療講習会

2016/9/1

ケアマネ協・在宅リハビリ・ケア研究会合同研修会

主な内容・テーマなど

備

考

①鳥取市の地域包括支援センターについて
講演、グループディスカッション
②困難事例～アルコール依存症の夫が寝たきりの妻を介護 講師①市中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ 山本博久所長
しているケース～
講師②
〃
下山明宏主任ケアマネ
地域医療マネジメント
（パネルディスカッション：地域包括ケアシステム）

パネルディスカッション座長：足立誠司 副会長
〃
パネラー：橋本渉 推進室参事 他

東部医師会
東部広域消防局

普通救命講習Ⅰ

講義・実技指導：県立中央病院 吉田泰之先生

県ケアマネ協東部支部
在宅リハビリ・ケア研究会

回復期リハビリ病棟～連携室の退院支援～

回復期リハ病棟のある４病院からの説明
及びディスカッション

2016/7/31 第21回ＣＢＭ研究会

東中部圏域地域医療推進機構

急性期病院から地域へつなぐ生活支援

事例報告・課題提示、グループワーク

2016/7/24 第10回地域支援口腔ケア・食支援研究会

東部歯科医師会

薬剤性嚥下障害について

講演・課題提示：ひまわり薬局 中嶋直己薬剤師
症例報告：鳥取市立病院 久保克行歯科医師

鳥取県理学療法士会

リハビリ、介護予防などの相談。運動指導や杖などの点検。 商業施設での一般の方対象のイベント

鳥取県栄養士会

口腔機能に関する内容（講演・シンポジウム）

東部地区在宅医療介護連携推進協議会
「多職種連携ワールドカフェ」

東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

オープニング：地域包括ケアシステムについて
オープニングレク：中瀬香里ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ
ワールドカフェ：在宅医療介護連携のための多職種研修で必
カフェマスター：足立誠司副会長
要な知識、技術、態度

2016/6/24 東部在宅医療・介護連携研究会第５回事例検討会

東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

①定期巡回随時対応型訪問介護看護について
講演、グループディスカッション
②最後のさいごまで家で暮らしたい～その望みかなえます。 講師①市高齢社会課 濱田寿之係長
定期巡回随時対応型訪問介護看護の有効な利用方法
講師②のでらはまゆう 山根まゆみ看護師

2016/6/10 東部医師会認知症研究会第42回症例検討会

東部医師会

①訪問看護の立場から ②薬剤師の立場から

講師①県看護協会訪問看護ステーション
鈴木妙 所長
講師②徳吉薬局 徳吉淳一 薬剤師

2016/5/29 鳥取県栄養士会 県民公開講座

鳥取県栄養士会

地域包括ケアシステムと地域を結ぶ栄養支援

講師：協議会副会長 足立誠司

2016/5/14 福祉機器展グッドウェイ2016ｉｎ鳥取（春）

ウィードメディカル

ケアマネジャーの在り方、ポジショニングなど

福祉機器展示、講演、セミナー等

2016/5/13 医療・介護連携の意見交換会

訪問リハビリテーションこくふ

退院が決まった方に対する必要な支援

事例によるグループワーク

2016/7/17

2016理学療法週間全国一斉イベント
地域の皆さんを元気にします！In鳥取

2016/7/10 鳥取県栄養士会生涯教育研修会

2016/7/3

日本歯科医師会 高野直久常務理事

