
平成２９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

2018/3/15 Live Symposium 医療連携（ＷＥＢ講演会） 第一三共
2018年診療報酬改定を踏まえた地域医療連携
「どう変わる、病院経営からみた地域医療連携」

講師：筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院 事務部 中山和則 氏

2018/3/7 東部在宅医療・介護連携研究会第12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

  介護サービス拒否「私は誰の世話にもなりません！！ 」に
  どう対応しますか？

演題発表、事例検討グループディスカッション
事例提示：鳥取市地域包括ケア推進課主幹 秋田和秀
講師：小規模多機能型居宅介護いくのさん家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野弘哲　施設長

2018/3/5 第６回　T-HOC特別セミナー 鳥取大学医学部附属病院
これからの在宅医療を見据えた人材育成のありかた
～芽吹き始めた在宅生活施行へ期待を寄せて～

シンポジスト：鳥取県訪問看護支援センター
　　　　　　　　　　鈴木　妙　所長（協議会副会長）　ほか

2018/3/4 第26回ＣＢＭ研究会（幹事：垣田病院） 東中部圏域地域医療推進機構

地域包括ケアシステムにおける自施設の役割
～心不全の増悪により入退院を繰り返している患者への各職種の役割を
考える～
事例報告、グループワーク

事例講師：垣田病院　坂本雅彦　院長
　　　　　　　　〃　病棟看護師、管理栄養士、作業療法士、
　　　　　　　訪問看護ステーション看護師
グループワーク進行：足立誠司（鳥取市立病院医師）

2018/2/25 鳥取県東部地区在宅医療介護連携講演会
東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

講演１：東部地区全体で取り組んだ3年間
特別講演：平成３０年度診療・介護報酬同時改定を踏まえた地域
医療計画及び地域包括ケアシステムの推進

講師１：鳥取市地域包括ケア推進課参事　橋本　渉
特別講演：兵庫県立大学大学院　筒井孝子　教授

2018/1/28 鳥取市地域包括ケアフォーラム 鳥取市・鳥取市社会福祉協議会
講演：みんなでつくろう助け合いのまち
実践発表：住民主体の福祉のまちづくりを目指して

講師：さわやか福祉財団　清水肇子　理事長
実践発表：ふそう、小倉、南大覚寺地域より
　　　　　　　鳥取西高1年生



平成２９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

2018/1/21 第２回　地域包括ケア専門職”絆”研修　①
東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

　①　退院支援「病院から在宅へ」

事例によるグループワーク、補足講義
研修ディレクター　足立誠司　副会長、近藤雄政　ＰＴ
　講師　金谷佳寿子　いくのさん家認知症地域支援推進員
　　　　　曽田　淳　デイサービスあらいぶ作業療法士
　　　　　山根綾香　鳥取市立病院看護師
ファシリテーションＷＧ、住民啓発ＷＧ

2018/1/21 わかさの保健医療を考える集い 若桜町
ひとりが笑って！みんなも笑って！輝くわかさで健康に♪
寸劇：「やっぱり若桜がええでなぁ～健康編～」
講演：「笑いは呼吸～若桜の空気を吸って元気になろう～」

寸劇：若桜町の保健医療福祉の関係者有志
講師：　吉野病院　院長　福岡篤彦　医師

2018/1/12 多職種で在宅医療を支えるための研修会 一般社団法人　日本薬局経営学会
講演：都市部と地方のそれぞれの在宅医療のあり方、
　　　地域における多職種連携のあり方
パネルディスカッション

講師：　医療法人悠翔会　理事長　佐々木淳　医師
パネリスト：　とくやま在宅クリニック　徳山直美　医師
　　　　　　きずな訪問看護リハビリステーション　福田篤　ＰＴ
コーディネーター：徳吉薬局　徳吉淳一　薬剤師

2017/12/10
地域包括ケアシステムシンポジウム
　　ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）
　　　　～この街であなたらしく暮らすために～

鳥取市立病院

特別講演：ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）
　　　　　　　　～もしもの時のために話し合いを始めよう～
シンポジウム：
　東部圏域における地域包括ケアシステムの実現を目指して

講師・コメンテーター：
　　　広島県緩和ケアセンター長　本家好文　先生
座長・コーディネーター：　足立誠司　協議会副会長
シンポジスト：　久保克行　協議会住民啓発ＷＧ委員長
　　　　　　西川秋夫　鳥取市西人権福祉センター所長
　　　　　　久野絵里子　鳥取市立病院看護師

2017/12/6 東部在宅医療・介護連携研究会第11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

薬剤師の役割についてと、服薬管理における限界事例の検討
演題発表、事例検討グループディスカッション
講師：鳥取県薬剤師会東部支部
　　　　徳吉薬局　　　　　　徳吉淳一　薬剤師

2017/12/3 第2回鳥取食支援研修会（第５日）最終日 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・嚥下機能に影響を与える薬剤、
　　　　　多職種連携と臨床倫理教育

講師：
　　ひまわり薬局・県薬剤師会東部支部　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

2017/11/12 第2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

2017/11/5 第25回ＣＢＭ研究会（幹事：智頭病院） 東中部圏域地域医療推進機構
地域包括ケアシステムにおける自施設の役割
　　　～認知症における各施設の取り組みと課題～
シンポジウム（事例３件）、グループワーク、ミニレクチャー

事例講師：八頭町地域包括支援ｾﾝﾀｰ　大石実津代　保健師
　　　　　　　老健はまゆう　川口眞由美　看介護部長
　　　　　　　ほのぼのケアセンター　谷内ゆか介護支援専門員
レクチャー：智頭病院　濱﨑尚文　院長

2017/11/2
東部地区
在宅医療・介護連携推進事業多職種研修会

東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会
鳥取県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会

地域包括ケアに求められる緩和ケア・在宅ホスピスの取り組み
～看取りを支える現場で考えた、医療と介護とのよりよい連携～

講師：斎藤内科クリニック　斎藤忠雄　院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新潟市）

2017/10/22 第2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：栄養、
　　　　　言語聴覚士が行う摂食嚥下リハビリテーション

講師：鳥取福祉会特別養護老人ホーム若葉台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山彰子　管理栄養士長
鳥取生協病院・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２９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

2017/10/22 講演会「あきらめない心」 鳥取県作業療法士会 右腕との別れと作業療法との出会い 講師：義手の看護師スイマー　伊藤真波　氏

2017/10/18 第１回東部支部圏域別研修会
鳥取県介護支援専門員連絡協議会
東部支部

訪問リハビリのそれぞれの役割 講師：さとに田園クリニック　PT・OT・ST・管理栄養士

2017/10/15 地域包括ケア専門職”絆”研修　③
東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

　③　終末期支援「看取りの時期」
事例によるグループワーク、補足講義
メインファシリテーター　　足立誠司　副会長
　　　講師　　　　山根綾香　鳥取市立病院看護師

2017/9/24 第１回地域看護交流会 鳥取県看護協会 2025年に向けて、人々を地域でまもり支える体制とは 地域交流会報告、グループ検討会

2017/9/23
鳥取市認知症フォーラム２０１７
　　　　　　（世界アルツハイマーデー記念）

主催：鳥取市
共催：認知症の人と家族の会鳥取県支部

・講演「聞こう！知ろう！認知症予防の最新情報」
・ワークショップ：笑顔でつながろう～ここから始まる地域づくり～
・認知症なんでも相談コーナー、認知症カフェ

講師：メモリークリニックお茶の水院長
　　　　東京医科歯科大学特任教授
　　　　　　　　　　　　　　　朝田　隆　医師

2017/9/21 鳥取赤十字病院第18回地域医療懇話会 鳥取赤十字病院
嚥下機能評価と胃ろうの管理
　　　～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　岡田智之　医師
講師②　　　　　〃　　　　 三橋耕平　医師
講師③　　　　　〃　　　　　山根陽子　認定看護師

2017/9/21 第11回在宅リハビリ・ケア研究会 在宅リハビリ・ケア研究会 通所リハビリとのつながりを考える
通所リハビリテーション４事業所からの説明
及びディスカッション

2017/9/15 東部医師会認知症研究会第46回症例検討会
東部医師会
東部認知症疾患医療センター（渡辺病院）
エーザイ

①認知症における八頭町の取り組み
②認知症における鳥取県薬剤師会の取り組み

講師１：八頭町地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　大石実津代　保健師
講師２：鳥取県薬剤師会　油谷章吉　薬剤師

2017/9/13 東部在宅医療・介護連携研究会第10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地域での理学療法士の活動～行政の立場から～
②メディカルフィットネスでのリハビリ継続

演題発表、グループディスカッション
講師１：鳥取市役所　山根伸亮　理学療法士
講師２：さとに田園クリニック、あるく・すたじお
　　　　　　　　　　　　　北浦拓也　理学療法士

2017/9/10 第2回鳥取食支援研修会（第２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２日：摂食嚥下障害患者の口腔ケア、
　　　　　姿勢摂食と排痰法の基本

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　浅田康恵　理学療法士

2017/9/9 第３６回救急医療講習会
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　吉田泰之副院長

2017/8/27 H29年度　第2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

2017/8/26 市民医療講演会 鳥取市立病院
・在宅医療をイメージしよう
・知って安心、介護保険

講師：鳥取市立病院　藤田良介　先生
　　　　　　〃　　　　　　河村恵美子　MSW



平成２９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 主な内容・テーマなど 備　　　考

2017/8/2 認知症　Web Live Meeting ノルバティスファーマ（株）
･地域で支える認知症ケアの多職種連携
・認知症初期集中支援チームが行う認知症ケア・治療の実際

桜新町アーバンクリニック　遠矢純一郎　院長
菜の花診療所　北村ゆり　理事長

2017/7/29 実践的栄養管理セミナー 鳥取県栄養士会
在宅での栄養管理を基礎から学ぶ
　　　　～多職種で支える地域栄養ケア～

講師：福島学院大学　田村佳奈美　先生
　　　　　　　（管理栄養士・ＮＳＴ専門療法士）

2017/7/23 第24回ＣＢＭ研究会（幹事：鳥取医療センター） 東中部圏域地域医療推進機構

地域包括ケアシステムにおける自施設の役割
　　　～難病患者等の「食べる」を支える～
・神経内科医師・歯科医師・ＳＴ・栄養士・摂食嚥下障害認定看護師
　の立場から（演題５件）

・鳥取医療センター　　金藤大三　診療部長
　　〃　　横田嘉子　言語聴覚士、幸田早苗　主任栄養士、
　　〃　　橋本由美子　看護師
・いながき歯科医院　伊奈垣学　院長

2017/7/19 鳥取県東部認知症医療連携講演会
第一三共
後援）東部医師会、県薬剤師会東部支部
他

①地域医療を支えるサポート医の立場から
②認知症ケア課さん取得病院としての取り組み
※ディスカッション・Closing Remarks

①岸本内科医院　岸本昌宏　院長
②鳥取赤十字病院　太田規世司　神経内科部長
座長：渡辺憲　先生　　CR：松浦喜房　先生

2017/7/2 地域包括ケア専門職”絆”研修　②
東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

　②　生活支援「在宅療養中」
事例によるグループワーク、補足講義
メインファシリテーター　　足立誠司　副会長

2017/6/30 鳥取県の地域医療を考える会 中外製薬
①鳥取県の保健医療計画の改定について
②地域医療構想から地域医療計画へ
　　　　　～求められる医療界のリーダーシップ～

講師１：鳥取県福祉保健部　藤井秀樹　部長
講師２：産業医科大学　松田晋哉　教授

2017/6/28 東部医師会認知症研究会第45回症例検討会
東部医師会
東部認知症疾患医療センター（渡辺病院）
エーザイ

①若年性認知症女性への心理的支援の経験
②鹿野温泉病院における認知症への取り組み

講師１：鳥取生協病院　池成早苗　臨床心理士
講師２：鹿野温泉病院　木村章彦　院長

2017/6/27 Live Symposium for かかりつけ医（ＷＥＢ講演会） 第一三共 地方での在宅医療－多職種連携と家庭医の養成－ 弓削メディカルクリニック　雨森正記　先生

2017/6/23 東部在宅医療・介護連携研究会第９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

「最期は病院で」と決めて退院されたが、
　　　　　　　　　　　　　　　自宅で看取れたケース

演題発表、グループディスカッション
講師：鳥取県看護協会訪問看護ステーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本万理所長

2017/6/22 循環器疾患に関する医療連携の会
第一三共、日本メドトロニック
後援）東部医師会ほか

ポリファーマシーと残薬問題（講演２題・ディスカッション）
座長：県立中央病院心臓内科　菅敏光　先生
講師：徳吉薬局　徳吉雄三　薬剤師
　　　　県立中央病院　淺井剛　薬剤師

2017/6/21 鳥取県東部喘息死をゼロにする会学術講演会
鳥取県東部喘息死をゼロにする会
アストラゼネカ、アステラス製薬
後援）東部医師会ほか

・鳥取県東部における吸入指導の医療連携の現状
・よりスマートで効果的な患者吸入指導をめざして
　　　　　　　　　　　　　～医療連携構築のこころみ～

座長：県立中央病院呼吸器内科　杉本勇二　先生
講師：鳥取生協病院　　　　菊本直樹　先生
　　　　東濃中央クリニック　大林浩幸　院長

2017/4/23 地域包括ケア専門職”絆”研修　①
東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

　①　退院支援「病院から在宅へ」
事例によるグループワーク、補足講義
メインファシリテーター　　足立誠司　副会長


