
鳥取県立中央病院

開催日 名　　称 開催場所 参加人数 院外参加人数 内　　容 院外参加者

1 平成27年4月26日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 43 2 病理解剖症例検討 福祉保健局医師　 開業医の医師

2 平成27年7月7日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 39 1 病理解剖症例検討 開業医の医師

3 平成27年9月18日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 31 2 病理解剖症例検討 医療センター医師　他1名

4 平成27年11月17日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 42 1 病理解剖症例検討 市立病院医師

5 平成27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

24 21 講演会　東部地区整形医療の25年の歩み
日赤・市立・岩美病院　整形外科開
業医の医師

6 平成27年6月10日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 12 8 症例検討 日赤・岩美病院　開業医の医師

7 平成27年8月19日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 7 4 症例検討 日赤病院　　   開業医の医師

8 平成27年10月23日 整形外科症例検討会
とりぎん文化会館会
議室

16 13 講演会　腰椎診断のピットホール
ウェルフェア・日赤・三朝病院　開業
医の医師

9 平成27年12月9日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 10 5 症例検討 日赤・岩美病院　 開業医の医師

10 平成28年2月10日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 13 9 症例検討 日赤病院　 開業医の医師

11 平成27年4月8日 新人看護職員研修 中央病院会議室 58 3 感染対策の基本
尾﨑病院・岩美病院　看護師
さとに田園クリニック看護師

12 平成27年4月9日 新人看護職員研修 中央病院会議室 58 3 スキンケア　ポジショニング　移動の介助
尾﨑病院・岩美病院　看護師
さとに田園クリニック看護師

13 平成27年5月8日 新人看護職員研修 中央病院会議室 58 3 褥瘡予防対策
尾﨑病院・岩美病院　看護師
さとに田園クリニック看護師

14 平成27年9月29日 再就職支援研修会 トレーニングラボ室 1 1 看護技術研修 米子の看護師

15 平成27年10月30日 訪問看護職員養成講習会 中央病院会議室 4 4 病棟実習　地域連携センターの役割　排泄ケア
日赤　厚生病院　松下内科　看護協
会訪問看護ＳＴ

16 平成27年10月9日
平成27年度第1回医療安全推
進

中央病院大会議室 152 3 薬剤インシデント　-誤薬防止への取り組み- 赤十字病院2名　生協病院1名

17 平成27年8月20日 救急看護 中央病院会議室 57 4 救急看護医術
尾﨑病院・岩美病院　看護師
さとに田園クリニック看護師

18 平成27年5月10日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 8 6 新生児蘇生講習会（Ａ）
救急救命士、厚生病院助産師、看護師、
タグチレディースクリニック助産師

19 平成27年8月2日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 4 1 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、

20 平成28年1月9日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 7 7 新生児蘇生講習会（Ａ） 倉吉看護学校助産学生

21 平成28年1月23日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 7 7 新生児蘇生講習会（Ａ） 倉吉看護学校助産学生

22 平成28年3月4日
新生児蘇生法2015アップデー
ト説明会

大会議室 81 42 新生児蘇生法2015アップデート説明会

倉吉看護学校助産学生、鳥取市立病
院、鳥取赤十字病院、みやもと産婦人
科、タグチレディースクリニックの医師、助
産師、看護師

23 平成28年2月11日 内科救急・ＩＣＬＳ講習会 図書室・第6回議室 24 8 日本内科学会認定救急講習会 医師 　救急救命士

24 平成27年11月3日 糖尿病週間記念講演会2015 中央病院会議室 31 3 ここまで来ている１型糖尿病治療の最前線 医療者

25 平成27年5月21日 がん公開セミナー 中央病院会議室 48 10 胃癌治療の最近の話題 医療従事者

26 平成27年6月17日 がん公開セミナー 中央病院会議室 41 6 禁煙治療の基礎知識 医療従事者

27 平成28年3月17日 がん公開セミナー 中央病院会議室 43 10 陽子線治療　－がん治療の新しい選択肢－ 医療従事者

28 平成27年7月24日 中央病院緩和医療研修会 中央病院会議室 75 3 緩和ケアとは 看護師

29 平成27年12月7日 中央病院緩和医療研修会 中央病院会議室 74 24 非がん患者の緩和ケア
医師　看護師.　PT　介護福祉士　CM　管
理栄養士　薬剤師　MSW　歯科衛生士

30 平成28年3月25日 中央病院緩和医療研修会 中央病院会議室 86 37 非がん患者の緩和ケア
医師　看護師.　PT　　介護福祉士　CM
MSW　歯科衛生士　教員　生活相談員

31 平成27年7月25日 市民講座 鳥取県立図書館 74 46 肝・胆・膵の治療 一般市民　　医療関係者

32 平成27年9月12日 市民講座 鳥取県立図書館 12 104 骨粗鬆症を予防しよう！ 一般市民　　医療関係者

33 平成27年11月29日 市民講座 鳥取県立図書館 100 73 大腸がんについて 一般　　医療関係者

34 平成28年2月6日 市民講座 鳥取県立図書館 157 132 脳卒中・認知症について 一般　　医療関係者

35 平成28年1月9日,10日緩和ケア研修会
鳥取県立福祉人材研
修センター

24 7 緩和ケア概論　がん患者の体験　他 医師　看護師　歯科衛生士　薬剤師

36 平成28年3月25日 緩和医療研修会 中央病院会議室 86 37 非がん患者の緩和ケア 医師　看護師　管理栄養士　薬剤師他

37 平成28年3月13日 東部地域がん医療フォーラム さざんか会館 179 131 知っておきたいがん薬物療法 一般　医療従事者

38 平成27年11月10日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス 中央病院会議室 62 28 リハビリの症例検討
鳥取医療センターＮｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ
ＯＴ

39 平成27年7月28日 尾﨑病院との合同カンファレンス 鳥取保健所 会議室 76 44 リハビリの症例検討
尾﨑病院Ｄｒ　Ｎｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ　ＯＴ
ＳＴ　介護福祉士

40 平成27年4月21日 救急症例検討会 中央病院大会議室 95 72 症例検討3題 東部消防

41 平成27年7月8日 救急症例検討会 中央病院大会議室 53 38 症例検討3題 東部消防

42 平成27年10月7日 救急症例検討会 中央病院大会議室 76 58 症例検討　3題 東部消防

43 平成28年1月13日 救急症例検討会 中央病院大会議室 85 75 症例検討　4題 東部消防

44 平成27年10月9日
第6回臓器提供シミュレーショ
ン

中央病院会議室 44 8 脳死下臓器提供シミュレーション
院外臓器移植コーディネーター・鳥取警
察署・福祉相談センター各職員

45 平成28年2月5日 第5回臓器提供施設研修 中央病院会議室 83 2 臓器移植の実際と臓器移植に教えられたこと 院外臓器移植コーディネーター

46 平成27年7月17日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 12 8 感染管理：その熱その下痢おかしくないですか？？ 院外看護師（病院・施設）

47 平成27年11月11日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 24 24
感染管理：備えよう冬の感染症（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）
看護学校教員

48 平成27年9月9日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 18 12
がん看護：現場で役立つコミュニケーションスキル―
患者の思いを引き出すコツ―

院外看護師（病院・診療所・施設・訪問）

49 平成27年8月6日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 33 29
緩和ケア：エンドオブライフケア－いのちの終わりの
ケアを考えよう－

院外看護師・介護士（病院・診療所・施
設・訪問）

50 平成27年12月2日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 26 5
感染管理・新生児集中ケア：赤ちゃんを感染から守
るためにわたしたちにできること

院外看護師（病院・診療所）　保健師

51 平成28年1月15日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 17 17
感染管理：やっぱり手指衛生（ＷＨＯ手指衛生ガイド
ライン）

院外看護師（病院・診療所・施設・訪問）

52 平成28年2月17日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 6 6
がん化学療法の有害事象、皮膚障害対策及び脆弱
な皮膚の基礎的理解・対策

院外看護師（病院・訪問）

平成27年度　研修実績（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
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