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平成13年度看護部教育 ･研修 ･活動状況

西村 伸子

看 護 部

【院内教育】

1.抄読会

1回/月 第 1㈹ ｢医療の安全確保のための

対策事例｣をコピーし,その資料を読み合わ

せて学習した｡又当看護部で発生した事例を

とりあげ対策を検討した｡

2.看護研究発表会 12/7(金 参加者 :28名

個人として

①当院における呼吸器疾患患者のQ0Lの変化

BPQアンケートを使用して

○山本,寺崎,西村

卒後 3-5年者によるものとして

②ラジオ波についての看護の取組み

術中のSPO2値に注目して

○高田幸,土海,宮本,穐山,江他,中村美

3.グループ発表会 14年 1/18(釦

司会 :西村 参加者 :24名

①感染防止マニュアルグループ

○坂田,石田,福井,藤井純

②お便りグループ ○山本,高田信

③看護部ホームページ作成グループ

○坂本,袖山

④固定チームリーダー会

○寺崎,西村,吉尾,山本,岡本,田熊,

福井,坂本

⑤看護計画チーム計画見直しグループ

○宮本,寺崎,田熊,中村あ

⑥看護記録見直しグループ

○吉尾,山本,岡本,増井,伊賀,中村美

⑦事故防止マニュアルグループ

○袖山,吉尾,尾崎,能見

⑧看護手順見直しグループ

○藤井洋,高田,江間,江田,高田幸,虞芳

⑨レスピレーター手順 ○高田純,伊賀,丸山

⑩イベントグループ

○高田,山田,高田純,八木,池田,坂口

⑪輸血マニュアルチェックマン

○西村,坂本,藤井純

⑫鳴息のしおり見直しグループ ○土海,丸山

⑬目標管理シートの活用 ○中村寿

4.講演告

★院内講師

① 5/31㈱ 最新の医療 ･ラジオ波

芦田 耕三先生 参加者 :29名

②6/21㈱ 症例を通した心エコー

西田 典敷先生 参加者 :24名

③7/13塩I リハビリテーション専門医として

の治療方針 横井 正先生

参加者 :21名

④ 9/20㈱ 呼吸リハビリの進め方

上本 学先生 参加者 :19名

★ 院外講師

(彰6/27㈱ 学術講演会 マルチスライスCT
の臨床応用

看護部 参加者 :8名

②10/18㈱ ストレス解消法

三徳山 住職 清水 成美先生

参加者 :18名

③11/15㈱ 地球の内部構造の解明

伊藤 英司教授 参加者 :21名
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5.患者教室

BA教室 第3月曜 日 15:30-16:30

担当Dr岡本,栄養士 林木

Ns尾崎,高田幸

① 4/16(月) 自分の病気を正しく理解するため

に ･発作の前兆があったら ･日常

生活の注意事項 参加者 :8名

②5/21胴) 気管支嘱息の検査 ･吸入法 ･ピー

クフローメータ-

参加者 :6名

③6/18胴) 気管支鳴息の概要 ･気管支嘱息の

治療 参加者 :5名

④7/16(局) 温泉療法 ･鍛練 ･効果的な呼吸の

仕方 ･上手な咳の仕方 ･排療法

参加者 :4名

⑤ 9/17(局) 自分の病気を正しく理解するため

に ･発作の前兆があったら ･日常

生活の注意事項 参加者 :9名

⑥10/29胴) エゴマ食について

林本栄華士 参加者 :13名

⑦11/19(月) 気管支哨息の検査 ･吸入法 ･ピー

クフローメータ-

参加者 :6名

⑧12/10胴) クリスマス会 ･質疑応答

参加者 :9名

⑨ 1/21(局) 気管支嘱息の概要 ･気管支嘱息の

治療 参加者 :11名

⑩2/18胴) 温泉療法 ･鍛練 ･効果的な呼吸の

仕方 ･上手な咳の仕方 ･排疾法

参加者 :13名

⑪ 3/18(局) 自分の病気を正しく理解するため

に ･発作の前兆があったら･日常

生活の注意事項 参加者 :10名

DM教室 第 3火曜 日 14:00-15:00

担当Dr保崎,栄養士 林木,

Fr上本,Ns田熊,高田純

① 4/17㈹ DMの正しい理解のために

参加者 :10名

② 5/15㈹ 食事療法 参加者 :7名

③6/19㈹ 運動療法 参加者 :6名

④ 7/17㈹ 薬物療法 参加者 :6名

⑤8/2㈱ 合併症について 参加者 :15名

⑥9/18㈹ 日常生活上の注意 参加者 :9名

⑦10/16㈹ DMの正しい理解の為に

参加者 :10名

⑧11/15休) 食事療法 参加者 :7名

⑨12/20㈱ 運動療法 参加者 :14名

⑩ 1/17㈱ 栄養指導 参加者 :7名

⑪ 1/17㈱ 薬物療法 参加者 :6名

⑫ 2/28休) 合併症について 参加者 :9名

⑬ 3/14休) 日常生活上の注意 参加者 :9名

RA教室 第4金曜 日 16:00-16:30

担当Dr横井 PT上本

Ns江間,穐山

①4/27(劫 T)ウマチの病態について

参加者 :3名

② 7/27(劫 薬物療法について 参加者 :4名

③8/24塩I リハビリテーション

参加者 :6名

④ 9/28塩) 水中運動療法について

参加者 :6名

⑤10/26塩) まとめ 参加者 :4名

⑥12/14(金 リウマチの治療全般について

参加者 :4名

【院外教育】
1.第31回日本看護学会

看護総合 熊本市 7/12㈱ ･7/13(封

参加者 :西村

成人看護II 岡山市 8/2㈱ ･8/3(劫

参加者 :山田

地域看護 鳥取市 9/6休卜 9/7(封

参加者 :藤井洋,伊賀

(価)西村

老人看護 宜野湾市 10/18休卜10/19(金

不参加

2.中国 ･四国 ･近畿 ･中国地区国立大学病院

看護管理者研修会 6/20㈱～6/22(劫

岐阜市 岐阜大学医学部附属病院担当

参加者 :寺崎

3.人事院式監督者研修会 9/3(局)～9/6休)

不参加
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4.中部地区支部研修会

交流会 12/15出 クリスマスの寄せ植え

参加者 :能見,中村寿

場 所 :ガーデンセンター ジュア 倉吉市

講 師 :西谷 孝子

5.第66回日本温泉気候物理医学会 5/24㈱ ･

5/25鰻)

参加者 :○西村,吉尾,山本,増井

テーマ :新世紀を迎えた温泉医学への期待

6.中国 ･四国地区看護研究学会

11/28㈱ ･ll/29㈱ 不参加

7.鳥取県看護協会主催研修会

鳥取県看護協会看護婦 (士)職能集会

6/2出 参加者 :中村寿 (個)

テーマ :その時あなたはどう動けますか?災

害時看護について学ぼう

講 師 :神戸赤十字病院 看護部長

三島 敦子

看護管理者研修会 5/25(封 ｢看護管理｣

参加者 :F:坂田,藤井洋

テーマ :管理概論 ･病院管理他

講 師 :坂出市立病院 病院長 塩谷 泰-

看護管理者研修会 6/7㈱･6/8(封

｢看護管理｣ 参加者 :F:坂田,藤井洋

テーマ :看護組織 ･チーム医療他

一 般 :6/8のみ中村寿

講 師 :6/7広島国際大学 医療福祉学部

医療経営学科 助教授 谷田 一久

6/8鳥取大学 医学部 保健学科

助教授 永見 瑠美子

第 2回 ｢対応技法一相手の心に響く質問技法｣

6/15(勃 参加者 :中村美

講 師 :新潟県立看護短期大学

教授 加藤 光貫

看護管理者研修会 7/6(劫 ｢情報管理｣

参加者 :F:藤井洋,宮本

講 師 :東京都職員共済組合 清瀬病院

看護科長 松井 千恵子

第 3回 ｢カルテ開示と看護記録｣ 7/7仕)

参加者 :吉尾,山本,坂田,岡本

中村あ,能見,藤井純,中村寿
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講 師 :聖路加国際病院

副看護部長 佐藤 エキ子

看護管理者研修会 7/26㈱｢看護管理｣
参加者 :F:坂田,藤井洋

講 師 :杏林大学 保健学部 保健学科

成人保健学教室 教授 川村 治子

第 4回 ｢事例研究一身近な疑問から研究課題へ,

そして研究成果の活用-｣

7/26㈱ ･7/27(釦

参加者 :袖山,中村美,高田幸

講 師 :京都大学医療技術短期大学部

看護学科 助教授 祖父江 育子

第 5回 ｢陰内感染対策一誤った感染対策をして

いませんか-｣ 8/4出

参加者 :石田,坂田,福井,藤井純

講 師 :静岡県西部浜松医療センター

衛生管理副室長 浦野 美恵子

看護管理者研修会 8/9㈱ ･8/lo睡)

｢情報管理｣ 参加者 :藤井洋,宮本

講 師 :鳥取大学 医学部 保健学科

教 授 網崎 孝志

教務貝 谷口 美也子

第 7回 ｢個別的な看護を実践するためのアセス

メン ト｣ 9/25㈹･9/26㈱

参加者 :坂田 (価)

講 師 :山梨県立看護大学

教授 大島 弓子

第 9回 ｢事故 !その時あなたはどうする !その

後あなたはどうなる!｣10/13也

参加者 :吉尾,岡本,穐山,高田純

江田,能見,尾崎,中村寿

講 師 :九州大学大学院 医学研究院

助教授 鮎沢 純子

鳥取県看護協会 保健婦 (士卜 助産婦 ･看護婦

(士)職能合同研修会 10/21(日)

参加者 :西村

テーマ :介護保険制度の現状と看護職の役割

講 師 :日本看護協会常任理事 山崎 摩耶

看護管理者研修会 10/27出 ･10/28(日)

｢看護論｣ 参加者 :F:穐山

講 師 :三重県立看諸大学
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講師 藤本 幸三

第10回 ｢ゆれ動く思春期の関わり｣
11/6㈹ ふれあいの里 米子市

講 師 :島根大学 教育学部

助教授 岩宮 恵子

参加者 :虞芳 (吉尾の代理)

看護管理者研修会 11/21㈱ ･ll/22㈱

｢看護論｣ 参加者 :F:穐山,一般 :伊賀

講 師 :鳥取大学医学部附属病院

副看護部長 松谷 千里

第12回 ｢患者教育と自己効力感 (セルフアフイ

カシー)｣ 12/4㈹ 参加者 :土海

講 師 :岡山大学医学部保健学科

看護学専攻 教授 安藤 史子

看護管理者研修会 12/11㈹ ･12/12㈱

｢継続教育｣ 参加者 :F:坂田,宮本

講 師 :(柵経営間窺研究会

代表取締役 二挺木 秀雄

第13回 ｢プリセプター研修｣ 1/18睡)

参加者 :吉尾

講 師 :㈲ビジネスプレーン

代表取締役 永井 則子

講 師 :後藤 康之

第15回 ｢看護研究発表会｣3/9仕)･3/10(印

参加者 :寺崎 ･山本 ･坂本

中村美 ･高田幸

3/9仕)のみ吉尾 ･3/10(日)のみ中村寿

8.その他

中部地区看護フェア- 5/12也 倉吉ショッ

ピングセンター 協力員 :高田純

第46回日本消化器内視鏡技師研究会 5/lZtt)

神戸ポートピアホテル 参加者 :石田,丸山

平成13年度日本看護連盟鳥取県支部通常総会

6/17(日)

参加者 :吉尾,藤井洋,福井,高田純,中村寿

平成13年度鳥取県看護協会通常総会 6/24(日)

参加者 :高田信,西村,坂田,宮本,池田

第 7回 鳥取ターミナルケア研究会 6/30出

参加者 :丸山,江間

テーマ :ターミナルケアに出会う日

講 師 :淀川キリス ト教病院

ホスピス長 恒藤 暁

東札幌病院 副院長 石垣 諸子

第 2回中国地区介護実践研究会

9/1仕)･9/2(日) 米子コンベンションセン

ター

テーマ :私達がなすべき介護とは何か

参加者 :堀,三好

講 師 :日本医科大学 教授 竹内 孝仁

第49回山陰滅菌消毒法研究会 9/22仕) 米子

商工会議所

参加者 :石田,藤井純,坂田 (個)

平成13年度鳥取県病院協会 ･全国自治体病院協

議会鳥取県支部病院職員研修会 9/30(日)

参加者 :吉尾,山本,寺崎,穐山,高田純,

江田,池田,尾崎,能見

演 題 :医療事故と法的責任,その防止対策

について

講 師 :明治大学講師,法学評論家

深谷 巽

第 4回 固定チームナ-シング研究集会鳥取地

方会 11/4(日)

参加者 :吉尾,寺崎,山本

岡本,福井,坂本

講 演 :固定チームナ-シングがめざしてい

るもの 他

講 師 :西元 勝子 他

第13回日本老年医学会中国地方会 11/17仕)

岡山市 参加者 :西村,高田純,増井

三朝温泉病院研修会 11/25(日)

参加者 :石田,西村,吉尾,寺崎

山本,岡本,福井,坂本

演 題 :楽しいチーム作り

講 師 :看護組織開発研究所

杉野 元子先生

第122回鳥取県病院協会看護部会 11/29㈱

セントパレス倉吉 参加者 :西村㈹

講 演 :患者が求める看護 他

講 師 :社会福祉専門学校

教師 下田 幸子 他

人工呼吸管理セミナー 12/1仕) 看護研修セ

ンター 参加者 :西村,伊賀,高田純,丸山
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緊急被爆医療 ｢鳥取フォーラム｣ 12/12㈱

18:00-20:00 倉吉シティーホテル

業務委員会報告

1.事故防止マニュアルグループ

参加者 :伊賀

特定化学物質等作業主任者技能講習 14年 1/

21(局)･1/22㈹ 倉吉体育文化会館

参加者 :石田

地域 リハビリテーション研修会 2/15(劫 中

部総合事務所 参加者 :伊賀 (個)

講 演 :礁下についての基礎知識と瞭下障害 2.

へのアプローチについて 他

講 師 :松江市立病院 リハビリテーション科

医師 井後 雅之 他

第50回山陰滅菌消毒法研究会 3/16也 ホテ

ルサンルー ト米子 参加者 :石田

演 題 :院内感染と病院コス ト 他 3題

講 師 :テルモ㈱ 経営企画室

松村 啓史 室長 他
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･事故防止マニュアルを作成 しファイルへとじ

た

･事故報告書を見直 し新しい事故報告書を作成

した

･転倒 ･転落危険因子アセスメント作成

･事故報告の連絡ルー トの作成 (看護部内)

感染防止マニュアルグループ

･現状を把握し問題点を改善した (パルンカテー

テル留置,0 2吸入加湿器蒸留水の廃止,固

形石鹸廃止,ガーゼ缶廃止,綿球用万能瓶廃止)

･手洗い評価キッドを使用して帝を知り,衛生

学的手洗いを身につけるよう喚起 した

･アンケー トを実施 し感染対策予防について意

識づけをした

･病室に設置 してあるウエルパスをプッシュ式

ジェル状に変更 した

3.看護手順見直 しグループ

･既存の資料をもとに看護手順の見直 し及び修

正をおこなっている




