
鳥取県立中央病院

開催日 名　　称 開催場所 参加人数 内　　容

平成25年4月22日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 37名（うち院外3名） 病理解剖症例検討

平成25年6月27日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 33名（うち院外1名） 病理解剖症例検討

平成25年8月29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25年11月21日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 35名（うち院外0名） 病理解剖症例検討

平成26年2月7日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 32名（うち院外0名） 病理解剖症例検討

平成25年4月10日 整形外科症例検討会
とりぎん文化会館会議
室

20名（うち院外15名）
講演会　手の外科の基本手技－外傷のプライマリーケ
ア

平成25年6月12日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 12名（うち院外７名） 症例検討

平成25年8月7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

平成25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

18名（うち院外13名）
講演会　骨粗鬆症治療における骨代謝回転健常化の意
義

平成25年12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

平成26年2月12日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 14名（うち院外5名） 症例検討

平成25年4月10日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外4名） ポジショニング　車椅子移乗　ストレッチャー移送

平成25年4月17日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外4名） 採血　静脈内注射　他

平成25年4月23日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外4名） シリンジポンプ　輸液ポンプ　バイタルサイン

平成25年5月17日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外4名） 感染管理の基本　麻薬と看護　褥瘡予防対策

平成25年5月24日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外4名） 医療事故防止　看護倫理　糖尿病看護　災害時の心得

平成25年8月22日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外5名） ＢＬＳ　と　ＡＥＤ

平成25年10月15日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外4名） 看護倫理　事例検討　医療安全研修

平成25年11月25日 新人看護職員研修 中央病院会議室 25名（うち院外5名） コミュニケーションの基本　「きく」スキル　演習

平成25年4月21日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 6名（うち院外4名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成25年6月2日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 5名（うち院外1名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成25年7月28日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 5名（うち院外5名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成25年9月8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25年11月27日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 6名（うち院外5名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成26年1月12日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 6名（うち院外2名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成26年2月22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）

平成26年3月1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）

平成25年8月20日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 35名（うち院外29名）
リンクスタッフ講座①（院内感染とは　感染管理組織とリンクス
タッフの役割）

平成25年9月17日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 25名（うち院外22名） リンクスタッフ講座②（標準予防策　洗浄･消毒･滅菌）

平成25年10月15日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 １9名（うち院外14名）
リンクスタッフ講座③（院内感染に関連した微生物の基礎知識
感染経路別予防策）

平成25年11月19日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 11名（うち院外8名） リンクスタッフ講座④（抗菌薬の基礎知識　職業感染防止）

平成25年12月17日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 12名（うち院外9名） リンクスタッフ講座⑤（医療処置・器具別感染防止技術）

平成25年7月4日 がん公開セミナー 中央病院会議室 81名（うち院外1名） 緩和ケアに活かせるオピオイド鎮痛の相互作用

平成26年3月11日 がん公開セミナー 中央病院会議室 52名（うち院外1名） ロボット手術の基礎とがん治療における役割

平成25年7月12日 緩和医療研修会 中央病院会議室 72名（うち院外3名） 緩和ケアとは

平成25年6月29日 市民講座 とりぎん文化会館 40名（うち院外19名） お腹を切らない胃がんの内視鏡治療

平成25年9月7日 市民講座 とりぎん文化会館 68名（うち院外59名）
こんなにあるの？糖尿病の合併症～合併症予防のコツ教え
ます～

平成26年1月13日 市民講座 とりぎん文化会館 46名（うち院外29名）
脳卒中になったらどうするの？中央病院チーム医療の取り組
み

平成26年2月8日 市民講座 とりぎん文化会館 43名（うち院外28名） 肺の病気について学んでみませんか？

平成26年3月9日 鳥取県がんフォーラム とりぎん文化会館 134名（うち院外65名） 放射線治療を含めたがんの集学的治療

平成26年1月18日・19
日

鳥取県立中央病院
緩和ケア研修会

鳥取県立福祉人材セ
ンター研修室

27名（うち院外8名）
がん診療に関わる医師･看護師に対する研修会
（がん対策推進基本計画）

平成25年6月11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

平成25年9月10日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス 中央病院会議室 47名（うち院外21名） リハビリの症例検討

平成26年2月18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

平成25年7月30日
尾﨑病院との合同カンファ
レンス

中央病院会議室 60名（うち院外31名） リハビリの症例検討

平成26年1月28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

平成25年4月16日 救急症例検討会 中央病院会議室 67名（うち院外55名） 症例検討

平成25年7月16日 救急症例検討会 中央病院会議室 52名（うち院外45名） 症例検討

平成25年10月9日 救急症例検討会 中央病院会議室 76名（うち院外60名） 症例検討

平成26年1月29日 救急症例検討会 中央病院会議室 76名（うち院外56名） 症例検討

平成25年7月31日 認定看護師公開セミナー 中央病院会議室 23名（うち院外2名） がん化学療法：経口抗がん剤の特徴と看護

平成25年8月27日 認定看護師公開セミナー 中央病院会議室 41名（うち院外30名）
緩和ケア：看取りの時期の看護　患者家族にどう寄りそ
う？

平成25年9月24日 認定看護師公開セミナー 中央病院会議室 32名（うち院外30名） 集中ケア：やっぱりバイタルサイン

平成25年10月21日 認定看護師公開セミナー 中央病院会議室 32名（うち院外18名） 新生児集中ケア：新生児の呼吸の理解　

平成25年11月12日 認定看護師公開セミナー 中央病院会議室 62名（うち院外60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）

平成25年12月3日 認定看護師公開セミナー 中央病院会議室 45名（うち院外42名） 皮膚・排泄ケア：褥瘡局所ケア

平成26年1月24日 認定看護師公開セミナー 中央病院会議室 31名（うち院外28名） 救急看護：アナフィラキシーについて学ぼう

平成25年度　研修実績（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
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