
鳥取県立中央病院

開催日 名　　称 開催場所 参加人数 内　　容 院外参加者

平成26年4月14日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 43名（うち院外1名） 病理解剖症例検討 市立病院研修医1名

平成26年7月4日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 49名（うち院外0名） 病理解剖症例検討

平成26年10月10日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 36名（うち院外0名） 病理解剖症例検討

平成26年12月17日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 42名（うち院外0名） 病理解剖症例検討

平成27年2月12日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 43名（うち院外2名） 病理解剖症例検討

平成26年4月18日 整形外科症例検討会
とりぎん文化会館会議
室

16名（うち院外11名）
講演会　関節鏡視下の膝関節治療－手術のコツと
ピットフォールー

鳥取大学　日赤・岩美病院　ウェルフェ
ア病院　整形外科開業医の医師

平成26年6月11日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 12名（うち院外8名） 症例検討 日赤・岩美病院　開業医の医師

平成26年8月20日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 10名（うち院外7名） 症例検討 日赤・岩美病院　　   開業医の医師

平成26年10月17日 整形外科症例検討会
とりぎん文化会館会議
室

15名（うち院外11名）
講演会　骨軟部腫瘍のＡＢＣーここだけは知っておき
たいポイント（疼痛管理を含めて）ー

鳥取大学　日赤・岩美病院　開業医の
医師

平成26年12月10日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 13名（うち院外6名） 症例検討 日赤・岩美病院　 開業医の医師

平成27年2月18日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 12名（うち院外6名） 症例検討 日赤病院　 開業医の医師

平成26年4月8日 新人看護職員研修 中央病院会議室 38名（うち院外5名） 感染対策の基本 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年4月10日 新人看護職員研修 中央病院会議室 38名（うち院外5名） スキンケア　ポジショニング　移動の介助 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年4月15日 新人看護職員研修 中央病院会議室 38名（うち院外5名） 採血　静脈内注射 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年4月18日 新人看護職員研修 中央病院会議室 38名（うち院外5名） 口腔ケア　吸引　酸素吸入　浣腸 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年4月22日 新人看護職員研修 中央病院会議室 38名（うち院外5名） シリンジポンプ　輸液ポンプの操作 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年5月9日 新人看護職員研修 中央病院会議室 38名（うち院外4名） 褥瘡予防対策 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年5月16日 医療安全研修 中央病院会議室 39名（うち院外5名） 安全確認の方法 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年5月23日 新人看護職員研修 中央病院会議室 39名（うち院外5名） 導尿　経管栄養 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年5月23日 新人看護職員研修 中央病院会議室 39名（うち院外5名） 心電図モニター　12誘導心電図 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年6月13日 フィジカルアセスメント研修 中央病院会議室 39名（うち院外5名） フィジカルアセスメント 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年8月28日 医療安全研修 中央病院会議室 39名（うち院外5名） 転倒転落の予防 尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師

平成26年8月28日 救急看護 中央病院会議室 41名（うち院外7名） 救急看護医術
尾﨑病院看護師　鳥取産院看護師
岩美病院看護師

平成26年5月11日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 8名（うち院外7名） 新生児蘇生講習会（Ａ）
タグチレディースクリニック看護師、厚
生病院看護師、助産師

平成26年6月15日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 7名（うち院外5名） 新生児蘇生講習会（Ａ）
みやもと産婦人科助産師、鳥取市立
病院助産師、看護師

平成26年9月7日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 2名（うち院外0名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成26年11月2日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 4名（うち院外1名） 新生児蘇生講習会（Ａ） 鳥取赤十字看護師

平成27年1月24日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 7名（うち院外7名） 新生児蘇生講習会（Ａ） 倉吉看護学校助産学生

平成27年1月31日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 8名（うち院外8名） 新生児蘇生講習会（Ａ） 倉吉看護学校助産学生

平成27年2月28日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 9名（うち院外3名） 新生児蘇生講習会（Ａ） 倉吉看護学校助産学生

平成26年8月31日 糖尿病療養指導講習会 中央病院会議室 51名（うち院外36名） 糖尿病療養指導をブラッシュアップしよう
医師　看護師　栄養士　薬剤師　歯科技工
士

平成26年7月10日 感染管理コース研修 中央病院会議室 32名（うち院外10名） 尿路感染対策について
尾﨑病院、吉野･三宅ＳＣ、ウェルフェ
ア看護師

平成26年8月1日 感染管理コース研修 中央病院会議室 28名（うち院外8名） 血流感染対策について
尾﨑病院、吉野･三宅ＳＣ、ウェルフェ
ア看護師

平成26年10月9日 感染管理コース研修 中央病院会議室 27名（うち院外7名）
ＩＣＭＴによる細菌検査検体（血液培養、抗酸
菌検査、膿培養等）の品質管理について

尾﨑病院、吉野･三宅ＳＣ、ウェルフェ
ア看護師

平成26年11月13日 感染管理コース研修 中央病院会議室 40名（うち院外16名） 標準予防策と感染経路別予防策について
尾﨑病院、吉野･三宅ＳＣ、鹿野温泉
病院、ウェルフェア看護師、老健看護
師

平成26年12月11日 感染管理コース研修 中央病院会議室 30名（うち院外6名）
ＩＣＤによる耐性菌と抗菌薬の適正使用につい
て       抗菌薬使用時の看護師の役割

吉野･三宅ＳＣ、ウェルフェア看護師

平成26年5月23日 がん公開セミナー 中央病院会議室 50名（うち院外4名） 名医を越えるか？手術支援ロボット”ダ・ヴィンチ” 医療従事者

平成26年10月22日 がん公開セミナー 中央病院外来待合 67名（うち院外15名）
造血器腫瘍診療の進歩～白血病や悪性リンパ腫を
中心に～

医療従事者

平成27年2月27日 がん公開セミナー 中央病院外来待合 99名（うち院外1名） テイラーメイドのがん診療が求められる時第 医療従事者

平成26年6月30日 緩和医療研修会 中央病院会議室 68名（うち院外2名） 緩和ケアの概要 看護師　OT

平成26年7月6日 市民講座 とりぎん文化会館 60名（うち院外45名） 中央病院のがん治療のいま 一般市民　　医療関係者

平成26年9月27日 市民講座 とりぎん文化会館 84名（うち院外64名） 肺がん治癒を目指して！ 一般市民　　医療関係者

平成26年12月7日 市民講座 とりぎん文化会館 99名（うち院外79名） 意外と知らない心臓の病気 一般市民　　医療関係者

平成27年2月21日 市民講座 とりぎん文化会館 39名（うち院外29名） 大切なお子さんお孫さんのためにできること 一般市民　　医療関係者

平成27年1月10日・
1月11日

鳥取県立中央病院緩和ケア研
修会

鳥取県立福祉人材研
修センター研修室

27名（うち院外8名）
がん診療に携わる医療従事者のための研修
（がん対策推進基本計画）

医師　　看護師　薬剤師

平成27年3月14日 東部地域がん医療フォーラム さざんか会館 160名（うち院外78名） 「緩和ケア」ってなんだろう？ 医療従事者

平成26年9月9日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス
鳥取医療センター会議
室

リハビリの症例検討
鳥取医療センターＮｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ
ＯＴ

平成26年11月11日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス 中央病院会議室 55名（うち院外21名） リハビリの症例検討
鳥取医療センターＮｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ
ＯＴ

平成27年3月10日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス
鳥取医療センター会議
室

リハビリの症例検討
鳥取医療センターＮｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ
ＯＴ

平成26年7月22日 尾﨑病院との合同カンファレンス 中央病院会議室 77名（うち院外44名） リハビリの症例検討
尾﨑病院Ｄｒ　Ｎｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ　ＯＴ
ＳＴ　介護福祉士

平成27年1月27日 尾﨑病院との合同カンファレンス 尾﨑病院会議室 リハビリの症例検討
尾﨑病院Ｄｒ　Ｎｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ　ＯＴ
ＳＴ　介護福祉士

平成26年4月21日 救急症例検討会 中央病院会議室 91名（うち院外68名） 症例検討　4題 東部消防

平成26年10月2日 救急症例検討会 中央病院会議室 68名（うち院外56名） 症例検討　4題 東部消防

平成27年1月21日 救急症例検討会 中央病院会議室 54名（うち院外44名） 症例検討　4題 東部消防

平成27年1月16日 臓器提供シミュレーション 中央病院会議室 57名（うち院外5名） 18歳未満の脳死か臓器提供シミュレーション
鳥取警察署・福祉保健部・福祉相談セン
ター各職員

平成26年7月24日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 28名（うち院外15名）
患者に寄り添うコミュニケーションのコツ
－思いを引き出す看護とは？－

院外看護師（病院・施設）

平成26年8月7日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 43名（うち院外33名）
緩和ケア：ここがポイント！家族へのグリーフケアに
つながるエンゼルケア

院外看護師・介護士（病院・診療所・施設・
訪問）

平成26年9月25日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 26名（うち院外23名） 集中ケア：もう一度バイタルサイン 院外看護師（病院・施設）

平成26年10月17日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 14名（うち院外4名） 新生児集中ケア：NICUってどんなところ？ 院外看護師（病院・診療所）　市保健師

平成26年11月27日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 49名（うち院外47名）
感染管理：冬の感染症対策（インフルエンザ、ノロウィ
ルス）

院外看護師（病院・診療所・施設・訪問）
介護士、事務職員

平成26年12月9日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 55名（うち院外53名）
皮膚・排泄ケア：こうしたら治る!褥瘡の局所ケア・看護
ケア

院外看護師（病院・診療所・施設・訪問）

平成26年9月5日 PICCセミナー 中央病院会議室 47名（うち院外23名） PICC管理と演習 院外看護師（市立・生協・鹿野病院）

平成26年度　研修実績（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
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