
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

1 平成30年7月24日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院2階図書室 31 2 病理解剖症例検討 岩美病院医師、開業医医師

2 平成31年1月29日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院7階キャン
サーボード室

35 1 病理解剖症例検討 県医師

3 平成30年7月11日 整形外科症例検討会 鳥取市内 15 7 症例検討
鳥取市立・生協・日赤・尾﨑病院
整形外科開業医

4 平成30年11月7日 整形外科症例検討会 鳥取市内 20 13 症例検討
鳥取市立・生協・日赤・尾﨑病院
整形外科開業医

5 平成30年4月9日 新人看護職員研修 中央病院2階会議室 62 13 感染対策の基本
岩美・尾崎病院・はまゆう訪問看護ス
テーション・さとに・おか内科看護師

6 平成30年4月10日 新人看護職員研修 中央病院会議室 59 6 スキンケア　ポジショニング　移動の介助
尾崎病院・はまゆう訪問看護ステー
ション・さとに・おか内科看護師

7
平成30年9月4日～
11月29日

新卒訪問看護師病院研修 中央病院各部署 2 2 病棟実習
看護局会・はまゆう訪問看護ステー
ション看護師

8 平成30年8月16日 救急看護 中央病院会議室 54 6 救急看護医術
尾崎病院・はまゆう訪問看護ステー
ション・さとに・おか内科看護師

9 平成30年4月14日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 6 新生児の蘇生法の講習 鳥取市立病院

10 平成30年6月23日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 7 5 新生児の蘇生法の講習
タグチレディースクリニック・鳥取産院・大
阪市立総合医療センター

11 平成30年8月25日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 6 新生児の蘇生法の講習
みやもと産婦人科・東部救急救急救命士・
日赤・市立病院

12 平成30年12月1日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 8 4 新生児の蘇生法の講習
東部救急救急救命士・日赤病院・タグチレ
ディースクリニック

13 平成31年1月12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

14 平成31年1月26日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 7 7 新生児の蘇生法の講習 倉吉総合看護学校学生

15 平成31年3月2日 新生児蘇生法講習会 トレーニングラボ室 6 2 新生児の蘇生法の講習 助産師

16 平成30年4月17日 第34回救急症例検討会 中央病院会議室 78 70 救急症例検討 救急救命士

17 平成30年8月22日 第35回救急症例検討会 中央病院会議室 63 57 救急症例検討 救急救命士

18 平成31年1月22日 第36回救急症例検討会
中央病院多目的ホー
ル

74 66 救急症例検討 救急救命士

19 平成31年3月12日 第37回救急症例検討会
中央病院多目的ホー
ル

55 50 救急症例検討 救急救命士

20 平成30年6月1日 RST勉強会 中央病院会議室 63 4 ARDSの診断に至までのアプローチと呼吸管理 看護師・臨床工学士

21 平成30年5月18日
第10回循環器疾患に関する医
療連携の会

東部医師会館 66 45
当院での経皮的大動脈弁バルーン形成術の実際
他

医師(病院･診療所・特養）　薬剤師　看護
師

22 平成30年7月27日
第11回循環器疾患に関する医
療連携の会

東部医師会館 36 21 心電図の読み方と不整脈治療
医師(病院･診療所・特養）　薬剤師　看護
師

23 平成30年9月27日
第12回循環器疾患に関する医
療連携の会

東部医師会館 42 20 心電図の読み方と不整脈治療
医師(病院･診療所・特養）　薬剤師　看護
師

24 平成30年12月6日
第13回循環器疾患に関する医
療連携の会

東部医師会館 32 23
鳥取県立中央病院に新設する患者支援センターの
役割

医師(病院･診療所）　薬剤師　看護師

25 平成31年3月15日
第14回循環器疾患に関する医
療連携の会

とりぎん文化会館　第
4会議室

58 34 激変する心房細動治療の最前線 医師(病院･診療所）　理学療法士　看護師

26 平成30年6月16日 市民講座 鳥取県立図書館 89 66 認知症・歩行障害について 一般市民　　医療関係者

27 平成30年9月29日 市民講座 鳥取県立図書館 82 59 心臓疾患について 一般市民　　医療関係者

28 平成31年2月3日 市民講座
中央病院多目的ホー
ル

42 30 皮膚がんについて 一般市民　　医療関係者

29 平成31年3月6日
第9回鳥取県立中央病院脳死
下臓器提供シミュレーション

中央病院多目的ホー
ル

35 1 脳死下臓器提供シミュレーション　ドナー動線確認 鳥取県臓器移植コーディネーター

30 平成31年3月17日 糖尿病療養指導講習会
中央病院多目的ホー
ル

50 34
糖尿病腎症重症化予防プログラムを実践するため
に必要な基礎知識

医師　看護師　保健師　管理栄養士
薬剤師　臨床検査技師 非医療職

31 平成31年3月2日 第24回鳥取緩和ケア研究会
中央病院多目的ホー
ル

81 49 演題発表、症例検討 医療関係者

32 平成31年2月6日
北福部ブロック民生児童委員
協議会研修会

中央病院多目的ホー
ル

23 21 当院の退院支援について　他 民生児童委員

33 平成31年2月9日
医療通訳ボランティアフォロー
アップ講座（東部）

中央病院多目的ホー
ル

27 22 中央病院概要、整形外科の診療について 通訳者　県職員

34 平成31年1月18日 第2回がん公開セミナー
中央病院多目的ホー
ル

58 55 核医学診療のこれから 医療関係者

35 平成31年2月28日 第3回がん公開セミナー
中央病院多目的ホー
ル

人数
不明

人数
不明

当院での免疫チェックポイント阻害剤の使用経験 医療関係者

36 平成31年1月26日 緩和ケア研修会
中央病院多目的ホー
ル

39 4 緩和ケア概論　がん患者の体験　他 医療関係者

37 平成30年7月24日 尾﨑病院との合同カンファレンス 中央病院大会議室 57 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30年度　研修実績（平成30年4月1日～平成31年3月31日）


