平成３０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

2019/3/24 鳥取市地域ささえ愛フォーラム

鳥取市・鳥取市社会福祉協議会

2019/3/17 第３回 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

東部医師会

2019/3/6

東部在宅医療・介護連携研究会第16回事例検討会 東部地区在宅医療介護連携推進協議会

2019/3/3

わかさの保健医療を考える集い

若桜町

地域包括ケアシステムシンポジウム
～住み慣れた街で暮らすために～

鳥取市立病院

主な内容・テーマなど
講演：みんなでつくる福祉のまち
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：
住民主体の生活支援活動をどう進めていくか

③ 終末期支援「看取りの時期」

講演
講演

「多職種連携による排便コントロール」
「生き方を尊重しつつ訪問看護師として迷い
葛藤しながら関わった事例」
グループワーク・発表
認知症とともにみんなで笑って支えあうわかさ
寸劇：「やっぱり若桜がええでなぁ～認知症編～」
講演：「若桜版地域で支える認知症」
① 地域包括ケア病棟って知っていますか？

2018/12/16

2018/12/9 H30年度 第3回鳥取食支援研修会（第５日）

東部歯科医師会

東部医師会

2018/12/5 東部在宅医療・介護連携研究会第15回事例検討会 東部地区在宅医療介護連携推進協議会

2018/11/29 Live Symposium 医療連携2018（ＷＥＢ講演会）

第一三共

2018/11/19 脳卒中予防と抗凝固療法を考える会

東部医師会
第一三共（共催）

2018/11/18 H30年度 第3回鳥取食支援研修会（第４日）

東部歯科医師会

2018/11/13 Live Symposium for かかりつけ医（ＷＥＢ講演会）

第一三共

② 地域包括ケア病棟の支援の実際
～在宅療養生活へ移行するために～
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：⑨摂食・嚥下機能に影響を与える薬剤
⑩多職種連携と臨床倫理教育

講演

「在宅医療で困ったこと」

備

考

講師：NPOたすけあい平田 熊谷美和子 理事長
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：地域でくらす会 竹本匡吾 副理事長
鳥取医療生協 井上明美 組織部課長
オアシス宝木 本部享司 代表
事例によるグループワーク、補足講義
ｱｲｽﾌﾞﾚｰｸ：金谷佳寿子
認知症地域支援推進員（地域で暮らす会）
講師 足立誠司 副会長（鳥取市立病院医師）
講師 山根綾香 看護師（鳥取市立病院）

講師：訪問看護ステーションえん 看護師2名

寸劇：若桜町の保健医療福祉の関係者有志
講師：認知症の人と家族の会 吉野立 氏

講師：
① 鳥取市立病院
地域医療総合支援センター長 足立誠司 先生
② 鳥取市立病院 ５階西病棟 岡本由美 看護師長
講師：
⑨ひまわり薬局・県薬剤師会東部支部 中嶋直己 薬剤師、
⑩鳥取市立病院生活支援室総合診療科 懸樋英一 医師

講師：栄町クリニック 松浦喜房 院長
（東部医師会長）

認知症の人の心をつなぐ地域連携
①認知症こそ地域包括ケア
②Dementia Friendly Communityの創生

①講師：山形県立こころの医療センター
三原美雪 看護主査
②講師：京都橘大学健康科学部作業療法学科
小川敬之 教授

①嚥下困難者に対する薬剤投与現場への心配と工夫
②摂食嚥下障害の評価と訓練の実際

①講師：鳥取赤十字病院薬剤部 國森公明 部長
②講師：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
老化制御学系口腔老化制御学講座高齢者歯科学分野
戸原 玄 准教授

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：⑦咀嚼嚥下と液体嚥下
⑧摂食嚥下障害の原因疾患と病態

講師：
⑦講師：鳥取市立病院生活支援室歯科リハビリテーション部
目黒道生 歯科医師
⑥鳥取生協病院 リハビリテーション科
岩田勘司 医師

①connect8の挑戦 八戸地域の取り組み

①講師：はちのへファミリークリニック
小倉和也
②講師：向日葵会 日横クリニック
鈴木悦朗

②横浜市港北区の多職種協同

院長
院長

平成３０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

事例によるグループワーク、補足講義
研修ディレクター・講師 足立誠司 副会長
講師 草刈美鈴 鳥取県立中央病院 看護師
山根綾香 鳥取市立病院 看護師

2018/11/11 第３回 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

2018/11/5 鳥取県東部心不全チーム医療セミナー

東部医師会
バイエル薬品（共催）

明日から実践！心不全のチーム医療
～人生の最終段階における医療も含めて～

座長：宍戸医院 宍戸英俊 院長
講師：鳥取大学医学部病態情報内科学講師
衣笠良治 先生

鳥取市立病院
岡山大学病院ほか

長引く痛みから抜け出そう・もう１人で悩まない！

座長： 鳥取市立病院 森下嗣威 副院長
講師： 鉄永倫子 岡山大学病院整形外科 助教ほか

2018/10/14 H30年度 第3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：⑤栄養
⑥摂食嚥下障害患者の姿勢、摂食と排痰法

講師：
⑤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
⑥さとに田園クリニック リハビリテーション科
北浦拓也 理学療法士

2018/10/13 鳥取市 認知症フォーラム２０１８

鳥取市長寿社会課

講演「みんなが笑顔になる認知症のはなし」
発表「認知症とよもに自分らしくくらす」

講師：竹田信也 鳥取大学大学院臨床心理学専攻准教授
発表：藤田和子さん、澤野しのぶさん、西村聖子さん

2018/9/24 第３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」

2018/9/15 第３７回山陰救急医学会

第37回山陰救急医学会 会長 皆木真一
（事務局：鳥取生協病院）

テーマ ： 地域包括ケアと救急医療

2018/10/31

厚生労働省「からだの痛み相談・支援事業」
市民公開講座

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
研修ディレクター・講師 足立誠司 副会長
講師 山本 満 ウェルフェア北園渡辺病院 ＭＳＷ
秋田和秀 東部医師会在宅医療介護連携推進室

演題発表、特別講演

東部医師会

2018/9/12 東部在宅医療・介護連携研究会第14回事例検討会 東部地区在宅医療介護連携推進協議会

①看取りの場所について考える
②在宅看取りの当事者になって
演題発表、グループディスカッション

（併設企画）
日本臨床救急医学会「第1回鳥取PEECコース」
①にしまち診療所悠々 岸清志 院長
②ガーデンハウスはまむら 三橋由希子 介護福祉士
講師：
③岡山市立市民病院口腔ケアサポートセンター
中山良子 歯科衛生士
④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

2018/9/9

H30年度 第3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：③摂食嚥下患者の口腔ｹｱ、
④言語聴覚士が行う摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

2018/9/8

第３７回救急医療講習会

東部医師会
東部消防局

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

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：①摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ総論、②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

2018/8/26 H30年度 第3回鳥取食支援研修会（第１日）

平成３０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

2018/7/27 第11回循環器疾患に関する医療連携の会

2018/7/26 地域医療を考える会

主催者
東部医師会
第一三共、日本メドトロニック（共催）

主な内容・テーマなど
①講師：宍戸医院

②心電図の読み方と不整脈治療

②講師：県立中央病院

①急性期病院から見た地域連携、脳卒中連携パスから始まって

座長：鳥取市立病院 足立誠司 医師
①講師：県立中央病院 中安弘幸 先生
②講師：芳珠記念病院 仲井培雄 理事長

②最大で最強の地域包括ケア病棟
東部歯科医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

2018/7/12 Live Symposium 医療連携2018（ＷＥＢ講演会）

第一三共

ＡＣＰの考え方、進め方の理解（我が家に帰りたい）
①入退院支援の実態から考える

2018/7/10 Live Symposium for かかりつけ医（ＷＥＢ講演会）

考

①日常臨床における弾性ストッキング使用のコツ

東部医師会 ・ 第一三共（共催）

2018/7/22 第14回地域支援口腔ケア・食支援研究会

備
宍戸英俊
管

院長
敏光

先生

講演とグループワーク
講師 足立誠司 副会長（鳥取市立病院）
久保克行 住民啓発ＷＧ委員長（智頭病院）

②在宅療養支援診療所でのMSWの役割

①講師：神戸市立西神戸医療センター
板東由美 地域医療課長
②講師：向原クリニック 福岡光陸子 ＭＳＷ

①ＣＯＰＤ・肺炎などの呼吸器疾患を在宅で診るコツ

①講師：GPｸﾘﾆｯｸ自由が丘

②心不全の在宅医療

②講師：東京大学在宅医療講座

「生きる」老いを生き、病も生きて、死も生きる

講師：社会医療研究所 岡田玲一郎 所長

斉藤康洋

院長

第一三共

2018/6/24 こうほうえん特別講演会

社会福祉法人こうほうえん

2018/6/24 第２回 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」

山中崇

特任准教授

事例によるグループワーク、補足講義
研修ディレクター・講師 足立誠司 副会長
講師 阪本亜百美 小規模多機能型居宅介護木守舎管理者
村上志奈 訪問看護ステーションおざき看護師

①県東部におけるＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の取り組み
②当院（精神科診療所）の老年期精神医療の実際

①講師：鳥取市立病院
地域医療総合支援センター長 足立誠司 先生

演題発表、グループディスカッション

②講師： 高田医院 髙田耕吉 院長

バイエル薬品

①県東部における地域包括ケアシステムの取組みの現状と課題
②心房細動と戦う、攻める治療・護る治療

座長：県立中央病院心臓内科 菅敏光 先生
講師：①鳥取市立病院 足立誠司 医師
②大阪医科大学 宮村昌利 先生

2018/4/25 鳥取県東部医師会学術講演会

東部医師会 ・ 第一三共（共催）

①認知症初期集中支援チームの活動について
②認知症の評価と治療

①座長：栄町クリニック 松浦喜房 院長
講師：乾医院 乾俊彦 院長
②座長：渡辺病院 渡辺 憲 院長
講師：香川大学 中村祐 精神神経医学教授

2018/4/22 第２回 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

2018/6/8

東部在宅医療・介護連携研究会第13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
（認知症研究会第48回症例検討会と合同開催）

2018/5/31 鳥取県東部血栓症予防カンファレンス

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
研修ディレクター・講師 足立誠司 副会長
講師 雪正美和子 さんびる健康福祉部管理栄養士
平井慎哉 河原あすなろ介護支援専門員
尾坂明紀 若桜町包括支援センター社会福祉士

