
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24年4月10日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 38名（うち院外0名） 病理症例検討

平成24年5月16日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 31名（うち院外1名） 病理症例検討

平成24年6月28日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 34名（うち院外0名） 病理症例検討

平成24年9月10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） 病理症例検討

平成24年11月26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0名） 病理症例検討

平成25年1月30日
中央病院ＣＰＣ
（臨床病理検討会）

中央病院会議室 25名（うち院外0名） 病理症例検討

平成24年6月15日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 18名（うち院外12名） 講演会　脊椎感染症の治療について

平成24年8月8日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 10名（うち院外７名） 症例検討

平成24年10月25日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 18名（うち院外13名）
講演階　人工膝関節置換術のよりよい治療のため
に

平成24年12月12日 整形外科症例検討会 中央病院会議室 9名（うち院外4名） 症例検討

平成24年4月5日 新人看護職員研修 中央病院会議室 31名（うち院外3名） 専門職業人として　目標管理　個人情報保護について

平成24年4月9日～5
月25日

新人看護職員研修 中央病院会議室 31名（うち院外3名） 基礎的看護技術の理解　ＯＪＴ　（講義と演習）

平成24年5月18日・
10月30日

新人看護職員研修 中央病院会議室 31名（うち院外3名） 医療安全研修　医療事故防止1・2

平成24年5月25日・
10月30日

新人看護職員研修 中央病院会議室 31名（うち院外3名） 看護倫理研修1･2

平成24年8月20日 新人看護職員研修 中央病院会議室 31名（うち院外3名） 救急看護研修　急変時の対応

平成24年4月15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24年5月20日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 8名（うち院外7名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成24年6月24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24年8月26日 新生児蘇生講習会 トレーニングラボ室 8名（うち院外4名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成24年11月23日 新生児蘇生講習会 中央病院会議室 7名（うち院外1名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成25年3月17日 新生児蘇生講習会 中央病院会議室 8名（うち院外6名） 新生児蘇生講習会（Ａ）

平成24年8月21日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 9名（うち院外5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24年9月18日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 23名（うち院外14名） リンクスタッフ講座②（標準予防策　洗浄･消毒･滅菌）

平成24年10月16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７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24年11月20日
新感染対策推進担当者研
修会

中央病院会議室 10名（うち院外5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24年12月18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3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24年5月18日
感染対策研修会（地域公
開）

中央病院会議室 178名（うち院外20名） 震災後の感染対策の考え方

平成24年9月21日 公開セミナー　　ＷＥＢ 中央病院図書室 11名（うち院外1名） 卒後臨床研修セミナー

平成24年5月31日 がん公開セミナー 中央病院会議室 69名（うち院外9名） 最新の放射線治療について

平成24年7月9日 緩和医療研修会 中央病院会議室 96名（うち院外9名）
症状マネジメント、心理ケア、がん看護と緩和ケア、
緩和ケアと地域連携

平成24年11月14日 緩和医療研修会 中央病院会議室 69名（うち院外14名） サイコオンコロジーのエッセンス

平成25年3月24日
鳥取県東部地域
がんフォーラム

とりぎん文化会館 141名（うち院外63名） ※パンフレットで確認

平成24年8月4日 市民講座 とりぎん文化会館 23名（うち院外3名） 乳がんの治療法や相談窓口について講演

平成24年11月4日 市民講座 とりぎん文化会館 39名（うち院外26名） 大腸がんの治療法や相談窓口について講演

平成25年2月3日 市民講座 とりぎん文化会館 66名（うち院外46名） 切らずにがんを治す放射線治療と医療費についての講演

平成24年12月1日・2
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

15名（うち院外5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24年6月12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24年9月11日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス 中央病院会議室 42名（うち院外15名） リハビリの症例検討

平成24年11月13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2月12日 鳥取Ｃ－Ｃカンファレンス 中央病院会議室 53名（うち院外27名） リハビリの症例検討

平成24年10月23日
尾﨑病院との合同カンファ
レンス

中央病院会議室 57名（うち院外30名） リハビリの症例検討

平成24年4月25日 救急症例検討会 中央病院会議室 75名（うち院外60名） 症例検討

平成24年7月17日 救急症例検討会 中央病院会議室 68名（うち院外54名） 症例検討

平成24年10月4日 救急症例検討会 中央病院会議室 70名（うち院外63名） 症例検討

平成25年1月21日 救急症例検討会 中央病院会議室 72名（うち院外58名） 症例検討

平成24年7月27日 医療安全研修会 中央病院会議室 177名（うち院外1名） 医療におけるＧＯＯＤコミュニケーション

平成24年12月14日 医療安全研修会 中央病院会議室 195名（うち院外6名） インフォームドコンセントと説明

平成24年7月20日
認定看護師公開セミ
ナー

中央病院会議室 20名（うち院外17名） 感染管理：今あらためて手指衛生を考える

平成24年8月3日
認定看護師公開セミ
ナー

中央病院会議室 13名（うち院外4名） 皮膚・排泄ケア：褥瘡予防ケア－危険因子への対策

平成24年9月25日
認定看護師公開セミ
ナー

中央病院会議室 11名（うち院外7名） 集中ケア：フィジカルアセスメント　バイタルサインから何を見るか

平成24年10月5日
認定看護師公開セミ
ナー

中央病院会議室 3名（うち院外2名） がん化学療法：安全な抗がん剤の取り扱い

平成24年11月2日
認定看護師公開セミ
ナー

中央病院会議室 6名（うち院外0名） 緩和ケア：がん性疼痛マネジメントの基本

平成24年12月10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15名） 新生児集中ケア：振り返ろう　初期蘇生

平成25年1月25日
認定看護師公開セミ
ナー

中央病院会議室 25名（うち院外17名） 救急看護：急変時の看護

平成25年2月28日
ＢＦＨ推進委員会公開セミ
ナー

中央病院会議室 22名（うち院外11名） 母乳育児推進勉強会

平成24年度　研修実績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）


