
鳥取県立中央病院

開催日 名　　称 開催場所 総数 内院外 内　　容 院外参加者

平成29年8月2日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 43 3 病理解剖症例検討 市立病院医師、開業医医師

平成30年1月30日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 44 1 病理解剖症例検討 鳥大医師

平成29年4月19日 整形外科症例検討会 鳥取市内 23 14 症例検討
鳥大・日赤・尾﨑病院
整形外科開業医

平成29年7月19日 整形外科症例検討会 鳥取市内 12 4 症例検討 日赤病院　整形外科開業医

平成29年11月15日 整形外科症例検討会 鳥取市内 17 8 症例検討 日赤病院　整形外科開業医

平成30年3月7日 整形外科症例検討会 鳥取市内 17 10 症例検討 日赤病院　整形外科開業医

平成29年4月8日 新人看護職員研修 中央病院会議室 33 4 感染対策の基本
尾崎病院・アスピオス鳥取産院・鳥取
県看護協会訪問看護ステーション

平成29年4月12日 新人看護職員研修 中央病院会議室 33 2 スキンケア　ポジショニング　移動の介助
尾﨑病院・鳥取県看護看護協会訪問
看護ステーション

平成29年10月18日 訪問看護職員養成講習会 中央病院会議室 5 5 病棟実習　地域連携センターの役割　排泄ケア
尾崎病院・鳥取市立病院・在宅・智頭
病院

平成29年8月18日 救急看護 中央病院会議室 33 5 救急看護医術
尾崎病院・アスピオス鳥取産院・鳥取
県看護協会訪問看護ステーション・岩
美病院

平成30年3月6日 退院支援コース事例報告会 中央病院会議室 23 4 退院支援事例報告
鳥取県看護看護協会訪問看護ステー
ション看護師

平成29年5月21日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 5 4 新生児の蘇生法の講習
鳥取産院助産師、鳥取生協病院研修医、
みやもと産婦人科助産師

平成30年1月6日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 8 新生児の蘇生法の講習 倉吉総合看護学校学生

平成30年1月27日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 8 新生児の蘇生法の講習 倉吉総合看護学校学生

平成29年11月19日 小児救急初療コース 小児科外来 30 5 救急外来での小児の見方 医師　看護師

平成29年12月17日 第8回糖尿病療養指導講習会 中央病院会議室 73 54 糖尿病療養指導士の可能性を探る 地域の医療スタッフ

平成29年11月30日 第8回臓器提供シミュレーション 中央病院会議室 41 2 脳死下臓器提供シミュレーション 院外移植コーディネーター、鳥取警察署

平成30年3月2日
第7回脳死下臓器提供施設研
修

中央病院会議室 85 1
脳神経外科医師の立場から見た日本の移植医療の
問題点

検査技師

平成29年6月22日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 73 51 当院のDOAC使用状況と今後の課題
医師(病院･診療所・特養）　薬剤師　看護
師

平成29年8月23日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 40 17
当院における循環器検査　心電図の読み方と不整
脈治療

医師(病院･診療所・保健所）　看護師
臨床検査技師

平成29年11月9日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 33 14 症例検討　カテーテルアブレーションについて
医師(病院･診療所・施設）　看護師　　臨
床工学士

平成30年3月8日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 77 50 事例検討　心電図の読み方と不整脈治療
医師(病院･診療所・施設）　看護師　　薬
剤師

平成29年8月6日 市民講座 鳥取県立図書館 92 61 口腔ケアで健康を守る＆食べるリハビリ 一般市民　　医療関係者

平成29年9月24日 市民講座 鳥取県立図書館 91 87 肺がん 一般市民　　医療関係者

平成29年11月12日 市民講座 鳥取県立図書館 159 141 あしの病気 一般市民　　医療関係者

平成30年1月20日 市民講座 鳥取県立図書館 144 132 すい臓がん 一般市民　　医療関係者

平成30年1月13日,14日緩和ケア研修会 県民ふれあい会館 37 24 緩和ケア概論　がん患者の体験　他 医師　看護師

平成30年3月7日 第27回緩和医療研修会 中央病院大会議室 72 13
医療の最前線－コミュニケ－シションは大丈夫です
か－

医師　看護師　介護士

平成29年11月10日 医療安全研修会 中央病院大会議室 202 3
コミュニケーションエラー防止を考える
－チームステップスー

医師

平成29年11月15日 糖尿病週間記念講演会2017 中央病院会議室 36 20
おいしく、たのしく、かしこく食べる
ー２つのお役立ちツールの活用法ー

地域の医療スタッフ　学生　一般市民

平成29年11月14日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス 中央病院大会議室 61 30 リハビリの症例検討
鳥取医療センターＮｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ
ＯＴ

平成29年7月25日 尾﨑病院との合同カンファレンス 中央病院大会議室 62 24 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29年9月1日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 23 11
エンド・オブ・ライフにおける意思決定支援
－コミュニケーションを中心に－

院外看護師（病院・施設）　介護士
理学療法士 医療ソーシャルワーカー

平成29年9月13日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 23 16
浮腫のケア
－リンパ浮腫から終末期の浮腫まで－

院外看護師（病院・看護学校・訪問看護）
理学療法士　作業療法士

平成29年9月16日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 7 7 新リンクナース向け感染対策 院外看護師（病院）

平成29年10月5日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 31 26
出生後のベビーに気をつけたいこと
－黄疸・低血糖・脱水－

院外看護師・助産師（病院・開業医）

平成29年10月23日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 24 16
帝王切開手術を受ける患者の看護
帝王切開手術時の看護

院外看護師・助産師（病院・開業医）
看護学生

平成30年2月22日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 1 1 乳がん術後補助化学療法と放射線治療の看護 生協病院看護師

平成30年3月27日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 28 21 高齢者の状態変化に対応しよう 施設の看護師・介護士

平成29年12月16日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 9 9 冬の感染症対策 看護師

平成29年11月17日 がん公開セミナー 中央病院会議室 38 2
・早期発見から内視鏡治療について
・進歩した大腸癌の手術と抗癌剤治療

医療従事者、一般

平成29年度　研修実績（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
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