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米子市
文化ホール

５月１７日（金）１０時　　令和元年度開講式
特別講演「鳥取県における訪問看護の現状」
　訪問看護ステーションはまゆう　有田恭子　氏
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米子市
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米子市
文化ホール

6月28日（金）13時～15時40分
第２回集合研修
「患者中心の地域資源を用いた訪問看護の実際」
・講師：智頭病院
　　　　智頭町保健医療福祉総合センター
　　　　　看護部長　谷口祐子　氏
・グループ討議「退院事例を通して地域における社
会資源を知る」

倉吉市未来中心
セミナー５

6月19日（水）13時
第２回集合研修（講義・グループ討議）
　「地域を基盤とした看護実践を知る」
・講師：訪問看護リハビリステーションのじま
　　　　　所長　小村　裕美子　氏
・グループ討議
　「地域を基盤にした看護を今、実践するには」

倉吉市未来中心
セミナー５

７月～１1月
実習
　訪問看護ステーション実習（５日間）
　地域包括支援センター実習（１日）
　訪問診療同行実習（１日）

各実習先

６月～１０月
退院後家庭訪問実習

７月

６月～９月
「受けもち患者へ外来受診時インタビュー」

６月～１０月
退院支援実習
　自部署の退院支援ナースと共に退院支援・退院後
訪問を行い退院支援への視点を養う

７月～１１月
実習
　訪問看護ステーション実習（３～５日間） 各実習先

７月～１１月
実習
　訪問看護ステーション実習（２～３日間）
　地域包括支援センター実習（１日）

各実習先

８月

１０月

１０月２５日（金）１３時～１６時
外来受診時インタビュー後の意見交換会
テーマ：「今後必要となる退院支援は」
アドバイザー：各病院の地域連携担当

＊研修会後に退院後外来インタビューの
　３事例目を提出する

鳥取大学医学部
記念講堂

１０月１８日(金）１３時～１５時３０分
　　　　　　　　　　　（Ⅲコースと合同）
第３回集合研修（講義・グループ討議）
「地域包括ケアシステムでの看護の役割と
　　　　　　　　　　　　　　機能を考える」
・講師：日南町国民健康保険
　　　　日南病院名誉院長　　高見　徹　氏
・グループ討議
　　「これまでの学び、実習、経験から
　　　　　　　　　訪問看護師の役割を考える」

鳥取大学医学部
アレスコ棟

６階
２６1号室

１１月

１１月２６日（火）　１３時～１６時
第５回集合研修（講義・グループ討議）
「在宅生活志向による病院看護師と訪問看護師との
連携」
・講師:訪問看護ステーションゆりはま
　　　  　訪問看護師　湖山英恵　氏
・グループ討議：「これまでの学びから今後の病院
看護師としての退院支援の視点について」

鳥取大学医学部
記念講堂

１１月７日（木）１３時～１５時３０分
「実習の振り返り」
・グループ討議
　　「実習での経験をどう看護実践に活かすか」
アドバイザー：はまなす訪問看護ステーション
　　　　　　　　　管理者　小林　美江　氏

鳥取大学医学部
アレスコ棟

６階
２６１号室

１１月１４日（木）１３時～１５時３０分
　集合研修
　　「実習の振り返り」
・グループ討議
　　「実習での経験をどう看護実践に活かすか」
　アドバイザー：
　　　鳥取県看護協会 訪問看護支援センター
　　　　所長　鈴木　妙　氏

鳥取大学医学部
アレスコ棟
医療スタッフ
研修センター

講義室

１２月

第２回集合研修
西部地区12月 6日（金）13 時～15時30分
東部地区12月13日（金）13 時～15時30分

「訪問看護ステーションの出向から見えた在宅生活
の視点での退院支援」

・講師：訪問看護ステーション出向経験看護師
　鳥取大学医学部附属病院　山城由佳・勝部貴也

【西部地区】
鳥取大学医学部
アレスコ棟６階
２６１号室

【東部地区】
鳥取県立
　中央病院　７階
カンファレンス室２

　

2020年
１月

１月３１日（金）１３時３０分～１７時
第３回集合研修　「退院支援に必要な視点」
・講師：全国新卒新人訪問看護師の会
　　　　 会長　小瀬文彰　氏 他
・グループ討議
「病院から在宅への継続看護のための
                    看護連絡票とは」

鳥取大学医学部
第２中央診療棟
会議室３・４

（打合せ室３）

２月

２月１４日（金）１３時～１７時
第３回集合研修（講義・グループ討議）
「実習の振り返り」
「在宅生活志向の看護の実践に向けて」
・講師：ウィル訪問看護ステーション江戸川
　　　　　所長　岩本　大希　氏
・学びのグループ共有
　「在宅生活成功へStep by Step」
 在宅生活志向を取り入れた看護体験を共有する

鳥取大学医学部
アレスコ棟４階
医療スタッフ
研修センター

講義室

２月　最終面談

３月

３月７日(土）
令和元年度 修了式
第９回　Ｔ－ＨＯＣ特別セミナー
・講演（未定）
・講師（未定）
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令和元年度 在宅医療推進のためのプログラム年間計画

令和元年５月～令和２年２月までの間
「在宅医療・看護についての講義・演習」
＊受講したい講義を３０講義以上選択し受講
＊必須講義（２講義）含む
＊「Ⅰ在宅医療の社会システム」「Ⅱ在宅医療に必
要な病態学」「Ⅲ.訪問看護に必要な技能」の各分野
から１講義以上を受講

5月30日（木）
第１回集合研修（講義）
　「在宅療養に必要な知識を深める」
１０時
・講師：北栄町福祉課地域包括支援センター
　　　　　　　　センター長　池田伸夫氏
１３時
・講師：鳥取県看護協会 訪問看護支援センター
　　　　　　　　所長　鈴木　妙　氏

５月３０日（木）１３時
第１回集合研修
「訪問看護制度、訪問看護師の役割・機能・特性」
・講師：鳥取県看護協会　訪問看護支援センター
　　　　 所長　鈴木　妙　氏
　

５月

５月１７日(金）１０時　　　令和元年度開講式
特別講演「鳥取県における訪問看護の現状」
　訪問看護ステーションはまゆう　有田恭子　氏

日野町
文化センター

９月６日（金）１３時
第５回　Ｔ－ＨＯＣひのセミナー
・講演「訪問看護と総合診療医との連携」
   講師　鳥取大学医学部地域医療学講座
　　　　助教　李　瑛（り よん）氏
法話「幸せと不幸せとは」
　講師　日野町瑠璃光山泉龍寺
　　　　　住職　三島　道秀　氏
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第５回　Ｔ－ＨＯＣひのセミナー
・講演「訪問看護と総合診療医との連携」
   講師　鳥取大学医学部地域医療学講座
　　　　助教　李　瑛（り よん）氏
法話「幸せと不幸せとは」
　講師　日野町瑠璃光山泉龍寺
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　　　　助教　李　瑛（り よん）氏
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日野町
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９月６日（金）１３時
第５回　Ｔ－ＨＯＣひのセミナー
・講演「訪問看護と総合診療医との連携」
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　　　　助教　李　瑛（り よん）氏
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日野町
文化センター

６月

４月より訪問看護ス
テーションに出向

９月　中間面談

Ⅰ　在宅生活志向をもつ看護師育成コース

９月

第１回集合研修
西部地区　６月　７日（金）13時～15時30分
東部地区　６月１８日（火）13時～15時30分

テーマ
「患者を生活の場に戻すために
　　　　　　　　　　必要な視点を探る」
・講師：鳥取大学医学部附属病院
   医療福祉支援センター看護師長　木村公恵氏
　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤直子氏
　　　　　　　　   　各施設の地域連携担当者
・グループ討議
　「患者の意思や生活を尊重した支援を
　　　連携するために ～看護連絡票の活用～」

鳥取大学医学部
記念講堂

鳥取大学医学部
記念講堂

鳥取大学医学部
アレスコ棟
医療スタッフ
研修センター
講義室等

Ⅱ 在宅医療・看護体験コース Ⅲ 訪問看護能力強化コース

鳥取大学医学部
記念講堂

☆必須講義
・５月３０日（木）１３時
　　　（実践・Ⅱコースと合同）
　　「訪問看護制度、
　　　　　訪問看護師の役割・機能・特性」
　
　　講師：鳥取県看護協会
　　　　　訪問看護支援センター
　　　　 　　所長　鈴木　妙　氏

・５月２８日（火）　９時００分～１０時３０分
　「セルフケアの概念と意志決定支援」
　　講師：鳥取大学医学部　保健学科
　　　　　基礎看護学　教授　深田美香　氏

鳥取大学医学部
記念講堂

鳥取大学医学部
アレスコ棟
医療スタッフ
研修センター

講義室

6月20日（木）１3時～１6時
第４回集合研修
　　「退院後の生活と地域資源について」

・講師：鳥取県介護支援専門員連絡協議会会長
　　　　医療法人養和会
　　　　　総合管理者　石田良太 氏
・講師：鳥取大学医学部附属病院
　　　　医療福祉支援センター
　　　　　ＭＳＷ　　河村直美　氏
・グループ討議
　「在宅生活を行うための地域の資源について
　　　　　　　　　　（事例検討）」

９月６日（金）１３時～
第５回　Ｔ－ＨＯＣひのセミナー
・講演「訪問看護と総合診療医との連携」
   講師　鳥取大学医学部地域医療学講座
　　　　助教　李　瑛（り よん）氏
法話「幸せと不幸せとは」
　講師　日野町瑠璃光山泉龍寺
　　　　　住職　三島　道秀　氏


