
平成３１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

2020/2/27 東部神経難病等在宅支援連絡会 鳥取市保健所 在宅療養中の脊髄小脳変性症のリハビリについて

2020/2/26 東部在宅医療・介護連携研究会第20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

人生の最終段階における医療・ケアを考える
～「もしバナゲーム」での価値観コミュニケーション ～

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

2020/2/24 多職種連携講演会
東部医師会
東部地区在宅医療介護連携推進協議会

地域住民に還元する多職種連携活動のあり方

医療法人社団 小串医院 理事長
NPO法人三方よし研究会 代表 小串 輝男 氏

滋賀県東近江保健所 保健師 久保 亜紀 氏

2020/2/20 多職種心不全カンファレンス 大塚製薬
心不全ミニレクチャー
け0るカンファレンス
スモールグループディスカッション

進行担当
鳥取赤十字病院 副院長 萩野 和秀 氏
　　　〃　　　 慢性心不全認定看護師 濱本 奈未 氏

2020/2/2 美方郡 在宅医療介護連携推進事業 講演会

美方郡医師会
美方郡歯科医師会
新温泉町
香美町地域包括支援センター

 写真家が語る、いのちのバトンリレー
～看取り、在宅医療の現場から ～

写真家・フォトジャーナリスト　國森 康弘 氏

2020/1/19 第１５回 地域支援口腔ケア・食支援研究会 東部歯科医師会

①嚥下調整食を再確認し、食の地域連携を見直そう
　　～摂食嚥下障害者のための嚥下調整食を知ろう～
②嚥下調整食 東部地区の現状と課題
　　～（公社）鳥取県栄養士会の取り組み～

①鳥取赤十字病院
　　摂食・嚥下障害看護認定看護師　森下 智佳 氏
②尾﨑病院 栄養科
　　科長　河原 千明 氏



平成３１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

2019/12/15 第４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」
事例によるグループワーク、補足講義
研修ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ　足立誠司 副会長 鳥取市立病院医師
プレゼンター　間庭弘美 氏　鳥取市立病院看護師

2019/12/14
地域包括ケアシステムシンポジウム
いつまでも自分らしく生活していくために ～病病連携・病
在連携をとおして～

鳥取市立病院
①「地域医療構想・機能分化とは？地域包括ケアとは？」
②「病院連携・病在連携をとおした高齢者夫婦の支援」

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 氏
②鳥取中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ 所長　武田 恵子 氏
　 鳥取市立病院 看護師　坂根 愛里 氏
 　鳥取市立病院 MSW　長谷川 沙織 氏

2019/11/27 心不全の医療介護連携シンポジウム
鳥取市健康こども部鳥取市保健所
いなばハートフルネット

シンポジウム「 医療介護連携により心不全患者の療養生活を支えよう 」
全 体 討 論　「心不全、こんなときどうする？」

シンポジウム 座長
鳥取市健康こども部鳥取市保健所　所長 長井 大 先生
シンポジスト
宍戸医院　院長 宍戸 英俊 先生　ほか

2019/11/24 第36回 鳥取市民健康ひろば 鳥取市民健康ひろば実行委員会
・医科、歯科、薬、栄養の相談など。
・健康づくり講演会 「 猫女房　妻が愛したネコと……ボク。 」 講師： 俳優・コント赤信号　小宮 孝泰 氏

2019/11/14 第１回いなば心不全カンファレンス いなばハートフルネット
一般演題：心不全治療に対する多職種の取り組み
特別講演：心不全パンデミック：体液管理で再入院を防ぐ

一般演題：①鳥取県立中央病院、②鳥取赤十字病院

特別講演：岡山大学大学院生体制御学講座　伊藤浩　教授

2019/11/13 東部在宅医療・介護連携研究会第19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

講演
「自宅で生活を続けたい」本人と家族の意向に寄り添う

発表者：きずな訪問看護リハビリステーション
　　　　　鳥取福祉会 訪問介護ステーション
　　　　　鳥取福祉会 鳥取市東居宅介護支援センター

2019/11/9 第3回日本地域医療連携システム学会（in鳥取）
日本地域医療連携システム学会
鳥取県看護協会

すきまをつなぐ地域包括ケア
（シンポジウム）
現在の取組から在宅医療のすきまを考える

講演：４題

シンポジスト
鳥取市立病院診療局長　足立誠司　先生ほか

2019/10/26 第１９回 「心と体の健康つくり提唱のつどい」 鳥取県栄養士会
セミナー 「美容と健康につながる『正しい姿勢』の見つけ方」
講 演 会 「その食形態は対象者の口に合っていますか？」

セミナー：理学療法士 谷口貴昭 氏
講 演 会：愛知学院大学 心身科学部健康科学科
　　　　　　　　准教授 牧野 日和 氏

2019/10/10 Live Symposium 医療連携2019 （WEB講演会） 第一三共
① 薬剤師からの地域連携
② 地域ごと入退院支援の組織に組み込んでいこう

講師
①すまいる薬局　薬剤師　山中　泰幸 氏
②森ノ宮病院 診療部　医療社会事業部
　　　　　　　　副部長 藤井　由記代 氏

2019/9/29 第4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

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（鳥取市立病院医
師）
講師　橋本 渉　東部医師会在宅医療介護連携推進室

2019/9/7 第３８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



平成３１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

2019/8/31 認知症フォーラム2019
鳥取市
鳥取市立病院

講演「認知症とともに生きる」
対談「認知症になってもよりよく暮らしていける地域を創っていこ
う」

講師
おれんじドア実行委員会 代表 丹野 智文 氏
日本認知症本人ワーキンググループ
                                 代表理事 藤田 和子 氏

2019/8/21 東部在宅医療・介護連携研究会第18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

講演
「意外と知らない福祉用具活用術」
福祉用具の体験

講師：徳吉薬局福祉事業部
　　　　　　　　　　　　　　部長　門脇 総司 氏

2019/6/29
鳥取県栄養士会　県民公開講座／生涯教育基本研
修／実践的栄養管理セミナー

鳥取県栄養士会
公開講座「食の力で伸ばそう健康寿命！たっぷり野菜と減塩で」
セミナー「管理栄登・栄養士の仕事」向上術～実践マネジメント～」

公開講座：鳥取県栄登士会 会員 河原 子明 氏
セミナー：広島修道大学健康科学部健康栄登学科
　　　　　　　　　　　　 教授 藤井 文子 氏

2019/6/16 第4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（鳥取市立病院医師）
講師　坂本 一郎 氏　さとに田園クリニック 作業療法士
　　　　三橋 由希子 氏　ガーデンハウスはまむら 介護福祉士
　　　　山本 満 氏　青少年ピアサポート 相談員

2019/6/15
パーキンソン病セミナー
～みんなで支えるパーキンソン病～

鳥取医療センター

講演
①パーキンソン病といろいろな”ふるえ”
②パーキンソン病の接触嚥下について
　　　　　～姿勢と食事方法について考えよう～

講師
①鳥取大学医学部脳神経内科  教授　花島　律子 先生
②鳥取医療センター　作業療法士　加藤　伸一 氏
　　 　　　　　　　　　 　　言語聴覚士  小川　美由紀 氏

2019/6/13 Live Symposium 医療連携2019 （WEB講演会） 第一三共
①病院全体で取り組む入退院支援
②地域ごと入退院支援の組織に組み込んでいこう

講師
①日本地域統合人材育成機構 理事長 重田 由美 氏
②藤沢市民病院 副院長 阿南 英明 先生

2019/6/12 高齢者の脳疾患を考える会
東部医師会
第一三共

脳卒中その後の諸問題を考える

座長：太田 規世司 先生
　　　　鳥取赤十字病院第一神経内科部長
講師：久保田　有一 先生
　　　　TMGあさか医療ｾﾝﾀｰ 副院長
　　　　　　　　　　　　　脳卒中・てんかんｾﾝﾀｰ長
　　　　東京女子医科大学 脳神経外科 てんかん外来

2019/6/2 映画 「栞」 上映会
一般社団法人Psychoro
鳥取県理学療法士会

医療現場の理学療法士を題材に、対人援助職の実際、患者やそ
の家族のリアルを映し出す映画の上映会

2019/5/22 東部在宅医療・介護連携研究会第17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

講演
「訪問リハビリを通して利用者さんの役割を見出し 卒業に繋げら
れたケース」
グループワーク、発表

講師：さとに訪問リハビリテーション
　　　　理学療法士　米井 亮二 氏

2019/4/12 第１回 かかりつけ医認知症対応力向上研修会 東部医師会
①成年後見制度における診断書及び鑑定書の改定と本人情報
シート について
②新しい診断書が成年後見業務に与える影響

講師
①鳥取家庭裁判所 訟廷管理官 高月 昇 氏
　　　　　　　　　　　  主任書記官 藤田 伊津子 氏
②つくし野法律事務所　弁護士 寺垣 琢生 先生


