
鳥取県立中央病院

開催日 名　　称 開催場所 参加総人数 うち院外者数 内　　容 院外参加者

1 平成28年7月28日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 42 3 病理解剖症例検討 医学生

2 平成29年1月16日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 30 1 病理解剖症例検討 鳥取大学医学部付属病院医師

3 平成28年10月12日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 14 8 症例検討
日赤・尾﨑病院　整形外科開業医の
医師

4 平成29年1月11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・尾﨑病院　開業医の医師

5 平成28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

6 平成28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

7 平成28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

8 平成29年2月14日
看護局退院支援コース事例検
討会

中央病院会議室 53 5
退院支援事例から在宅支援･訪問看護との連携強
化のための事例検討

看護協会･尾崎病院訪問看護師

9 平成28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

10 平成28年6月12日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 12 7 新生児蘇生法講習会(A)
タグチレディースクリニック助産師、看護
師

11 平成28年8月21日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 4 3 新生児蘇生法講習会(A)
鳥取赤十字病院助産師看護師
鳥取市立病院研修医

12 平成28年9月4日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 7 6 新生児蘇生法講習会(A)
鳥取赤十字病院助産師看護師

13 平成28年12月18日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 6 5 新生児蘇生法講習会(S)
みやもと産婦人科助産師
さくらレディースクリニック助産師

14 平成29年1月14日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 8 新生児蘇生法講習会(A) 倉吉総合看護学校学生

15 平成29年1月28日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 8 新生児蘇生法講習会(A) 倉吉総合看護学校学生

16 平成29年3月5日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 5 新生児の蘇生法の講習
生協病院　タグチ　宮本産婦人科医院
看護師･助産師・医師

17 平成28年10月9日 小児救急初療コース 小児科外来 26 5 救急外来での小児の見方 医師　看護師

18 平成28年11月23日 糖尿病週間記念講演会2016 中央病院会議室 43 30
美味しくなければ続きません
ー本当はとても美味しい糖尿病食ー

地域の医療スタッフ　学生　一般市民

19 平成28年12月18日 第7回糖尿病療養指導講習会 中央病院会議室 51 34 高齢糖尿病患者の療養指導 地域の医療スタッフ

20 平成28年4月21日
循環器疾患に関する医療連携
の会

とりぎん文化会館 29 25 当科における病診連携の考え方 医師(病院･診療所・保健所） 薬剤師

21 平成28年6月30日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 65 53 症例報告　心電図の読み方 医師(病院･診療所・保健所）　看護師

22 平成28年8月30日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 41 35 症例検討　心電図の読み方②
医師(病院･診療所・保健所　）　看護師
臨床検査技師

23 平成28年11月29日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 21 17
心房細動を再考する　高齢者ＡＦの抗凝固療法を考
える

医師(病院･診療所・保健所）　臨床検査
技師

24 平成29年3月1日
循環器疾患に関する医療連携
の会

東部医師会館 24 9
MEによる当院のMEの役割に関しておよび心電図
勉強会

開業医

25 平成28年9月15日 がん公開セミナー 中央病院会議室 42 7 免疫チェックポイント阻害薬について 医療従事者

26 平成28年10月20日 がん公開セミナー 中央病院会議室 56 12 がんのリハビリテーションについて 医療従事者

27 平成29年2月2日 がん公開セミナー 中央病院会議室 53 1 肝臓がんについて 医療従事者

28 平成28年5月17日 中央病院緩和医療研修会 中央病院会議室 59 6 緩和ケア概論　他 看護師　歯科衛生士　医学生

29 平成29年3月10日 中央病院緩和医療研修会 中央病院会議室 128 38 終末期患者の鎮静について 医師　看護師　事務

30 平成28年7月24日 市民講座 鳥取県立図書館 56 31 女性のがん 一般市民　　医療関係者

31 平成28年10月15日 市民講座 鳥取県立図書館 61 36 胃がん：予防から治療まで 一般市民　　医療関係者

32 平成28年12月17日 市民講座 鳥取県立図書館 90 69 肺炎の予防から治療まで 一般　　医療関係者

33 平成29年1月21日,22日緩和ケア研修会
鳥取県立福祉人材研
修センター

28 13 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

34 平成29年3月12日 鳥取県がんフォーラム
とりぎん文化会館会
議室

183 183 がん治療のいま 一般　医療従事者

35 平成28年11月8日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス 中央病院大会議室 65 30 リハビリの症例検討
鳥取医療センターＮｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ
ＯＴ

36 平成28年7月26日 尾﨑病院との合同カンファレンス 中央病院大会議室 65 28 リハビリの症例検討
尾﨑病院Ｄｒ　Ｎｓ　　ＭＳＷ　ＰＴ　ＯＴ
ＳＴ　介護福祉士

37 平成28年4月13日 救急症例検討会 中央病院大会議室 61 47 症例検討3題 東部消防局職員

38 平成28年8月30日 救急症例検討会 中央病院大会議室 60 45 症例検討3題 東部消防局職員

39 平成29年3月14日 救急症例検討会 中央病院大会議室 75 60 当院に救急搬送された症例の検討会 東部消防局職員

40 平成28年11月30日
第7回臓器提供シミュレーショ
ン

中央病院会議室 42 7 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

41 平成29年2月27日 第6回臓器提供施設研修 中央病院会議室 45 1
終末期医療体制の整備に向けて－蘇生不要オー
ダーを含む院内体制整備の重要性

鳥取県臓器・アイバンク

42 平成28年8月31日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 38 35
今こそ考えよう！高齢者の終末期医療
－意志決定を支えるために知っておきたいこと－

院外看護師（病院・施設）　介護士

43 平成28年9月3日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 21 20
これだけは知っておきたいリンクナース向け感染対
策の基本

院外看護師（病院）

44 平成28年9月14日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 7 4
イキイキと看護ができるために私達ができること
―がんの予防･検診のお話し―

院外看護師（病院）

45 平成28年10月28日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 15 4
ここがポイント！術中体温管理
ここがポイント！手術部位感染予防

院外看護師（病院）

46 平成28年11月7日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 20 14
産科スタッフが知りたい！ベビーのこと
NICUスタッフが知りたい！ママのこと

保健師 助産師　助産学生

47 平成28年12月10日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 18 18 ベストプラクティスを作ってみよう 院外看護師（病院）

48 平成29年1月12日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 8 6 呼吸不全患者のフィジカルアセスメント 院外看護師（病院）

49 平成29年2月20日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 5 1
がん化学療法における性機能障害と妊孕性温存に
ついて

市立病院看護師

50 平成29年3月1日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 10 3
緊急度判定（トリアージ）に根拠を持たせる技術
－看護師の臨床推論を学ぶｰ

病院･施設看護師

51 平成29年3月7日 認定看護師地域公開講座 中央病院会議室 7 7
QOLに影響する排泄ケア
－たかが排泄されど排泄－

看護師

平成28年度　研修実績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
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