
平成２９年度　大田圏域　医療・介護連携推進研修一覧
H29.10月現在

大田圏域地域保健医療対策会議　医療・介護連携部会

月日 名称 会場 対象 内容 担当機関 電話

1 7月19日(水) 医療・介護多職種研修会 大田商工会館 医療介護従事者 在宅医療・介護連携、ワールドカフェ 県央保健所 0854-84-9813

2 1月ごろ 医療・介護多職種研修会 大田市内 医療介護従事者
大田圏域入退院連携マニュアルを踏まえた
内容

県央保健所 0854-84-9813

3 9月14日(木) 認知症対応力向上研修 公立邑智病院 病院従事者など 入院中の対応、多職種連携、事例検討 県央保健所 0854-84-9813

4 10月18日(水) 認知症対応力向上研修 大田市民会館 薬剤師など
認知症の基礎知識、薬学的管理、グループ
ワーク

県央保健所 0854-84-9813

5 11月1日(水) ご存知ですか？「認知症」のこと みさと館 住民等 認知症の予防、早期発見、接し方など 美郷町･県央保健所 0854-84-9813

6 1月ごろ 認知症多職種連携研修 大田市内
医療介護従事者、ボ

ランティア等
認知症を地域で支える仕組みづくり 県央保健所 0854-84-9813

7 11月8日(水) 石見地域医療トップセミナー
浜田ワシントンホテ

ル
市町長、病院長、医

師会長など
医師確保、地域包括ケアなど 県央保健所 0854-84-9813

8 1月14日(日) 邑智郡地域包括ケア推進シンポジウム 田所公民館 住民等 住民の助け合いによる地域包括ケア 県央保健所 0854-84-9813

9 2月ごろ 糖尿病地域包括ケア研修 大田市内 医療介護従事者 多職種による糖尿病対策 県央保健所 0854-84-9813

10
①7月6日(木)
②年明けごろ

大田邑智郡糖尿病研究会 あすてらす 医療関係者 糖尿病診療に関すること
大田邑智郡糖尿病研究

会
(共催:県央保健所)

0854-84-9820

11 11月～12月頃 糖尿病予防・管理研修会 邑南町 医師・医療従事者 邑南町･県央保健所 0854-84-9820

12 9月28日(木)
精神障がい者地域生活移行・地域定
着支援事業関係者研修会

あすてらす
医療従事者、障害福
祉関係者、介護関係

者、行政
障がい特性、事例検討

大田圏域精神障がい者地
域生活移行・地域定着支
援会議(県央保健所)、(共
催：市町自立支援協議会)

0854-84-9820

13 6月19日(月) 石見銀山がん哲学外来カフェ 大田市民会館
がん患者・家族・医
療従事者・住民等

対話をとおして、悩み・不安等の解消
緩和ケアネット

ワーク大田、大田
市、県央保健所

0854-84-9825

14
7月から12月の

間５回
石見銀山がん哲学外来ミニカフェ 大田市民会館

がん患者・家族・医
療従事者・住民等

対話をとおして、悩み・不安等の解消
緩和ケアネット

ワーク大田、大田
市、県央保健所

0854-84-9825

15 未定 石見銀山がん哲学外来カフェ研修会 未定 医療介護従事者等 がん哲学外来について
緩和ケアネット

ワーク大田、大田
市、県央保健所

0854-84-9825

16 11月5日(日) 難病フォーラム 未定 患者・家族、住民等 難病に関する普及啓発・情報共有等 県央保健所 0854-84-9825



月日 名称 会場 対象 内容 担当機関 電話

17 5月24日(水)
パーキンソン患者家族の会総会・研
修

大田市民会館
患者・家族、行政関

係者等
難病に関する普及啓発・情報共有等 県央保健所 0854-84-9825

18 9月29日(金)
難病患者・家族の集い
(パーキンソン病・膠原病)

悠々ふるさと会館
患者・家族、行政関

係者等
難病に関する普及啓発・情報共有等 県央保健所 0854-84-9825

19 10月15日(日)
難病患者・家族の集い
(膠原病)

県央保健所
患者・家族、行政関

係者等
難病に関する普及啓発・情報共有等 県央保健所 0854-84-9825

20 10月25日(水)
難病患者・家族の集い
(パーキンソン病)

仁摩保健センター
患者・家族、行政関

係者等
難病に関する普及啓発・情報共有等 県央保健所 0854-84-9825

21 2月15日(木) 結核研修 未定
医療従事者・福祉施
設職員・行政職員等

結核の知識と対応方法について 県央保健所 0854-84-9825

22 7月6日(木) 口腔機能向上研修 大田市民会館 医療・介護職等 摂食・嚥下について
大田市地域包括支

援センター
0854-83-7766

23 7月16日(日) 認知症重度化予防実践塾
ゆきみーる（大田市

内）
介護事業所・住民等

認知症ケアの知識と技術の習得（基礎理
論）※市民公開講座も併せて実施

大田市地域包括支
援センター

0854-83-7766

24 8月19日(土) 認知症重度化予防実践塾
ゆきみーる（大田市

内）
介護事業所等

認知症ケアの知識と技術の習得（事例検
討・まとめ）

大田市地域包括支
援センター

0854-83-7766

25 9月16日(土) 認知症重度化予防実践塾
ゆきみーる（大田市

内）
介護事業所等

認知症ケアの知識と技術の習得（事例検
討・まとめ）

大田市地域包括支
援センター

0854-83-7766

26 10月14日(土) 認知症重度化予防実践塾
ゆきみーる（大田市

内）
介護事業所等

認知症ケアの知識と技術の習得（事例検
討・まとめ）

大田市地域包括支
援センター

0854-83-7766

27 10月14日(土)
在宅医療と介護における訪問栄養食
支援について

サンレディ大田 医療・介護職等
在宅医療・介護に関係する多職種による食
事栄養支援の必要性について

島根県栄養士会、大田地
区栄養士会、大田市地域

包括支援センター

0854-82-1035
0854-83-7766

28 11月16日(木) 脳卒中予防に関する研修（仮） 大田市民センター 医療・介護職等 脳卒中予防に関すること（予定）
大田市地域包括支

援センター
0854-83-7766

29 8月1日(火) 摂食・嚥下に関する研修① すこやかセンター ケアマネ等 摂食機能障害～症状・評価・対応①～ 川本町健康福祉課 0855-72-0633

30 9月12日(火) 摂食・嚥下に関する研修② すこやかセンター ケアマネ等 摂食機能障害～症状・評価・対応②～ 川本町健康福祉課 0855-72-0633

31 7月20日(木) 高齢者の栄養と口腔ケア みさと館 医療介護従事者
高齢者の口腔ケアと咀嚼・嚥下障害のリハ
ビリの方法と実践について(講師：ＳＴ)

美郷町健康福祉課 0855-75-1231

32 未定
高齢者の機能訓練と住宅改修のポイ
ント

美郷町保健福祉センター ケアマネ等 高齢者の機能訓練と住宅改修のポイント 美郷町健康福祉課 0855-75-1231

33 未定
地域ケア会議(ケースアセスメント)
について

美郷町保健福祉センター 医療介護従事者
地域ケア会議(ケースアセスメント)につい
て

美郷町健康福祉課 0855-75-1231

34 １～２月 在宅医療・介護多職種連携研修会 田所公民館 医療介護従事者
「大田圏域入退院連携マニュアルを通じ
て、在宅医療介護連携を考える」

邑南町福祉課 0855-95-1115



月日 名称 会場 対象 内容 担当機関 電話

35 １～２月 地域住民への普及啓発講演会 田所公民館 一般住民
町民と専門職による「在宅医療・介護」意
見交換会(未定)

邑南町福祉課 0855-95-1115

36  5月18日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 医療安全について 大田市医師会 0854-82-1080

37  6月15日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 全身疾患と皮膚症状 大田市医師会 0854-82-1080

38  7月20日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 整形外科の内視鏡治療 大田市医師会 0854-82-1080

39  9月21日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 総合医の診療と教育について 大田市医師会 0854-82-1080

40 10月19日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 CKDと薬物療法について 大田市医師会 0854-82-1080

41 11月16日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 血管内ステント治療について 大田市医師会 0854-82-1080

42 12月21日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 虚血性心疾患の最近の動向 大田市医師会 0854-82-1080

43  1月18日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 嚥下リハビリについて 大田市医師会 0854-82-1080

44  2月15日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 呼吸器の吸入療法 大田市医師会 0854-82-1080

45  3月15日(木) 大田市医師会学術講演会 あすてらす 医師外医療従事者 地域医療における心療内科について 大田市医師会 0854-82-1080

46 4月19日(水) 邑智郡医師会学術講演会
公立邑智病院医療従事者

研修棟 医師・医療従事者 呼吸器領域COPDに関する内容
邑智郡医師会・日本ベー
リンガーインゲルハイム 0855-72-2529

47 5月17日(水) 邑智郡医師会学術講演会
公立邑智病院医療従事者

研修棟 医師・医療従事者 認知症とアパシー
邑智郡医師会・小野薬

品 0855-72-2529

48 6月14日(水) 邑智郡医師会学術講演会
公立邑智病院医療従事者

研修棟 医師・医療従事者 心不全治療について
邑智郡医師会・大塚薬

品 0855-72-2529

49 8月30日(水) 邑智郡医師会学術講演会
公立邑智病院医療従事者

研修棟 医師・医療従事者 リウマチ
邑智郡医師会・中外製

薬 0855-72-2529

50 9月20日(水) 救急の日・救急医療週間特別講演会 悠々ふるさと会館

医師・歯科医師・医療
従事者・救急救命士他
消防職員・養護教諭他

学校関係者

邑智郡医師会 0855-72-2529

51 10月11日(水) 邑智郡医師会学術講演会
公立邑智病院医療従事者

研修棟 医師・医療従事者 糖尿病と脂肪肝の密接な関係について
邑智郡医師会・アスト

ラゼネカ㈱ 0588-72-2529

52 11月15日(水) 邑智郡医師会学術講演会
公立邑智病院医療従事者

研修棟 医師・医療従事者
心房細胞患者さんへのカテーテルアブレー
ション治療について

邑智郡医師会・第一三
共㈱ 0855-72-2529

53 8月20日(日)
第1回邑智郡食事栄養支援協議会
全体会議・研修会

すこやかセンターか
わもと

大田圏域内事業所 運動による認知症予防
邑智郡食事栄養
支援協議会

0855-72-3040



月日 名称 会場 対象 内容 担当機関 電話

54 9月13日(水)
第2回邑智郡食事栄養支援協議会
全体会議・研修会

悠邑ふるさと会館 郡内事業所 高齢者の栄養管理
邑智郡食事栄養
支援協議会

0855-72-3040

55 11月12日(日)
第3回邑智郡食事栄養支援協議会
全体会議・研修会

公立邑智病院
医療従事者研修棟

郡内事業所 がん患者の周術期高機能管理について
邑智郡食事栄養
支援協議会

0855-72-3040

56 2月～3月
第4回邑智郡食事栄養支援協議会
全体会議・研修会

悠邑ふるさと会館 郡内事業所 食支援マニュアルについて
邑智郡食事栄養
支援協議会

0855-72-3040

57 １月ごろ 第4回邑智郡口腔ケアサポーター研修 悠々ふるさと会館 郡内事業所 口腔ケアに関する知識習得
邑智郡食事栄養
支援協議会

0855-72-3040

58 8月ごろ 医療連携研修 大田市民センター ケアマネ・医師
大田地域介護支援

専門員協会

59 12月ごろ 医療連携研修 大田市民センター ケアマネ・医師
大田地域介護支援

専門員協会

60 9月24日(日) 老人看護研修
公立邑智病院医療従

事者研修棟
医療従事者 看護倫理について 公立邑智病院 0855-95-2111

61 2月18日(日) 小児救急講演会及び研修会
公立邑智病院医療従事者

研修棟
医師・医療従事者・

住民
小児救急について 公立邑智病院 0855-95-2111

62 2月24日(土) 泌尿器講演会 矢上交流センター
住民、医療従事者、

行政関係者等
泌尿器疾患と治療について 公立邑智病院 0855-95-2111

63 未定
リハビリテーションテクニックにつ
いて

公立邑智病院医療従事者
研修棟 医師・医療従事者 リハビリテーションテクニックについて 公立邑智病院 0855-95-2111

64 未定
循環・呼吸フィジカルアセスメント
について

公立邑智病院医療従事者
研修棟 医師・医療従事者

シュミレータを用いた循環・呼吸フィジカ
ルアセスメントについて

公立邑智病院 0855-95-2111


