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平成12年度看護部教育 ･研修 ･活動状況

中村寿美江

看 護 部

索引用語 :看護部,研修会,活動

【院内教育】
1.固定チームナ-シング導入に向けての取組み

1)メンバー8名-西村,寺崎,吉尾,山本,

田熊,岡本,宮本,土海

リーダ一･･･寺崎

毎月第 1金曜日に定例会を行った

2)実施事項

看護部目標のもとに病棟と各チームの目標

を提示

固定チームナ-シング導入に向けて看護記

録の見直し,看護計画用紙の見直し,チー

ム計画表の見直しの3つのグループを作り

活動した｡又組織図,役割の定義,業務分

担を提示し平成12年9月18日から導入した｡

2.グループ発表会 1/19鰻) (研究発表は未完

成のため発表なし)

司会 :西村婦長 参加者 :27名

①お便りグループ

○山本,高田信,山田,土海

②看護部ホ-ムページ作成グループ

○山本,吉尾

③固定チームリーダー会

○寺崎,西村,吉尾,山本,田熊,岡本,土海,宮本

④看護計画見直しグループ

○宮本,寺崎,森次,中村あ

⑤看護記録見直しグループ

○吉尾,山本,岡本,中村美,伊賀,増井

⑥チーム計画表見直しグループ

○田熊,土海,高田幸,江間

⑦感染防止マニュアル作成

○福井,坂田,藤井純,高田信

⑧事故防止マニュアル作成

○穐山,吉尾,能見真,尾崎

⑨看護手順見直しグループ

○藤井洋,高田純,江田

⑩目標達成評価表 ○中村寿

⑪外来看護 1号紙の見直し

○丸山,石田,山田,坂本,池田,八木,浜上

⑫退院コメントの見直し

○丸山,石田,山田,坂本,池田,八木,浜上

⑬レスピレーター手順 ○伊賀,高田純

⑭イベントグループ

○石田,山田,中村あ,伊賀

⑮輸血マニュアル完成 ○坂本,森次,藤井純

⑯入院患者オリエンテーション完成

○坂田,藤井純

3.講演会

★院内講師

①8/3㈱ 感染対策 ･最近の傾向

御船 尚之先生

出席者 :24名

②3/2勧 呼吸器疾患の病態と治療

光延 文裕先生

出席者 :25名

★院外講師

(丑6/16睡) 経営改善について

扶桑住宅工業KK代表取締役

社長 移山 康夫氏

出席者 :20名

(診10/27幽 看護に役立てる心
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三徳山 住職 清水 成美氏

出席者 :20名

4.患者教室

BA教室 第3月曜日 15:30-16:30

担当Dr光延,御船 栄養士林本

Ns土海,尾崎

①5/1胴) 気管支職息の概要 ･治療 (根本療

法) 参加者 :7名

② 5/22的) 気管支嘱息の治療 (対症療法)･

吸入法 参加者 :10名

③7/17(日) 食事指導 (エゴマ油)

参加者 :12名

④8/21伯) カリウムの多い食品について ･温

泉療法 参加者 :10名

⑤9/18伯)鍛練 ･効果的な呼吸 ･排疾法 ･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

参加者 :11名

⑥10/16(日) 日常生酒の注意事項

参加者 :18名

(診11/20伯)気管支嶋息の検査 ･吸入法 ･ピー

クフローメータ- 参加者 :13名

⑧12/18伯) 質疑応答 ･クリスマス会

参加者 :13名

⑨1/15u]) 気管支嘱息の概要 参加者 :11名

⑩2/19胴) 対症療法 .吸入療法

参加者 :13名

⑪3/19伯) 温泉療法 参加者 :10名

DM教室 第3火曜日14:00-15:00

担当Dr保崎 栄養士林本

代上本 Ns坂本,田熊

①4/18㈹ 糖尿病,その正しい理解のために

1 参加者 :3名

② 5/16㈹ 食餌療法 1 参加者 :9名

③6/20㈹ 薬物療法 1 参加者 :4名

④7/18㈹ 運動療法1 参加者 :7名

⑤8/22㈹ 合併症 参加者 :10名

⑥9/19㈹ 日常生活上の注意

参加者 :15名

⑦10/17吹)糖尿病その正しい理解のために2
参加者 :9名

⑧11/21炊) 食餌療法2 参加者 :9名

⑨12/19炊) 薬物療法2 参加者 :13名

⑩ 1/16㈹ 運動療法2 参加者 :12名

⑪2/20㈹ 合併症 2 参加者 :14名

⑫3/13㈹ 日常生活上の注意 参加者 :13名

RA教室 第4金曜日 16:00-16:30

担当Dr横井 Pr上本

Ns江田,江間

①10/27(金 リウマチの基礎療法 ･

参加者 :6名

②11/24線 薬物療法について 参加者 :4名

③ 1/26徐) リハビリ療法について (Fr上本)

参加者 :5名

④2/23幽 リハビリ療法について

参加者 :7名

⑤3/23騨 まとめ 参加者 :3名

【院外教育】
1.第31回日本看護学会

看護総合 奈良市 7/6㈱ ･7/7髄

参加者 :高田信,藤井純

成人看護II浜松市 7/13㈱ ･7/14幽

参加者 :山本,能見莫

2.中部地区支部研修会

交流会 11/11仕)

｢燕通園で中国文化を体験しよう｣
参加者 :丸山,八木,高田純,

中村美,能見真

2/24仕) 講演と実技 :自力整体の理論と実

際 水明荘

参加者 :土海,宮本,高田純,江田

講 師 :泊村健康福祉センター係長

大下 以津子

3.第65回日本温泉気候物理医学会

5/18休い5/19嘘)石川県

参加者 :○西村,寺崎,吉尾

テーマ :温泉医学における学術領域～21世紀

にむけての展開

4‥鳥取県看護協会主催研修会

第 1回 4/7鰻)｢なぜ今結核なのか｣
参加者 :坂田
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講 師 :結核研究所 研修部長 山下 武子

第 2回 4/27㈱ ｢抑制しない看護｣

参加者 :土海

講 師 :上川病院総婦長 田中 とも江

第 3回 5/12幽 ｢クリティカルパスー入門編｣
参加者 :増井

講 師 :NTT東日本関東病院 病棟婦長

依田 安代

第 4回 5/19嘘卜 5/20仕)｢研究計画書の作

成と統計処理一基礎編-｣
参加者 :中村美,高田幸

講 師 :佐賀医科大学医学部 地域保健 ･老

人 ･看護学科 助教授 石垣 恭子

看護管理者研修会 5/25㈱ ｢看護管理｣

参加者 :岡本,宮本

講 師 :高知県 高知市病院協会

理事 瀬戸山 元-

看護管理者研修会

6/2@ ･6/3拙 ｢看護管理｣

参加者 :F:岡本,宮本,

6/3一般 :中村寿

講 師 :6/2広島国際大学 医療福祉学部

医療経済学科 助教授 谷田 一久

6/3日本心膿血庄研究振興会附属

榊原記念病院 看護部長 山口 悦

子

鳥取県看護協会看護婦 (士)職能集会及び研修

会 6/lo仙

参加者 :石田,坂本,池田

テーマ :看護の質を高めるキーポイント-医

療CS一
講 師 :㈱コンプレックス代表取締役

川村 旭

看護管理者研修会 6/30鰻卜 7/let)｢看護

研究｣

参加者 :F:坂田,藤井洋,
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参加者 :F:岡本,山田

講 師 :鳥取大学 教育地域科学部 教授 山

岸 正明

第 7回 7/28睦)｢日本の看護論｣

参加者 :吉尾

講 師 :神戸大学医学部 保健学科

教授 久間 圭子

看護管理者研修会 8/2㈹ ｢情報管理｣
参加者 :F:岡本,山田,一般 :宮本

講 師 :島根県立中央病院

看護局次長 栗原 由美子

第 8回 8/3㈱ ｢痴呆性老人のグループホー

ムケア｣ 参加者 :能見真

講 師 :社会福祉法人 ･函館光智会 老人グ

ループホームシルバービレッジ

｢函館あいの里｣理事長 施設長 林

崎 光弘

第 9回 8/11鰻卜 8/12仕)｢研究計画書の作

成と統計処理一応用編-｣
参加者 :中村美,高田幸

講 師 :佐賀医科大学医学部 地域保健 ･老

人 ･看護学科 助教授 石垣 恭子

第11回 9/6㈱ ｢問題解決における笑いの色

づけ｣

参加者 :高田信,山本,坂田

講 師 :京都ノー トルダム女子大学 生涯発

達心理学科 助教授 鎌田 穣

看護管理者研修会 9/8睦卜 9/9tt)

｢看護研究｣

参加者 :F:坂田,藤井洋,一般 :石田

講 師 :東京学芸大学 教育学部 心理学科

教授 岸 学

看護管理者研修会 9/29幽 ｢看護管理｣
参加者 :F:岡本,宮本

講 師 :永見 瑠美子

(益田赤十字病院 前看護部長)

一般 :石田 平成12年度鳥取県看護協会訪問看護婦賛成講普

講 師 :東京学芸大学 教育学部 心理学科 会特別講演 10/5休い 10/6睦)

教授 岸 学 秦加者 :池田

看護管理者研修会 7/21鰻卜7/22出 ｢情報管 演題 :10/5介護保険における訪問看護の現状

理｣ と課題
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10/6在宅ケアと家族援助

講 師 :日本訪問看護振興財団

事務局長 内田 恵美子

第13回 10/25㈱ ｢元気の出る看護論-パー ト

2-｣
参加者 :寺崎

講 師 :東京厚生年金病院 神経科病棟 主任

看護婦 宮子 あずさ

第12回 10/31㈹ ｢看護過誤｣
参加者 :吉尾,土海,穐山,

高田純,尾崎,能見莫

講 師 :島根県立看護短期大学

名誉教授 形谷 藤子

平成12年度鳥取県看護協会看護婦 (士)職能研

修会 11/25仕)

参加者 :石田

テーマ :看護の専門性と法的責任-看護の質

保証をはかるために～

講 師 :元日本看護協会常任理事 日本看護

協会出版会 副社長 高橋 美智

看護管理者研修会12/14㈹ ･12/15睡)｢継続教

育｣

参加者 :F:藤井洋,穐山

講 師 :12/14 鳥取大学教育地域科学部

教授 小林 洋一郎

12/15 ′′

教授 土橋 賓

平成12年度総合研修会 12/16也

参加者 :西村,中村寿

講 演 :21世紀の看護への提言

講 師 :日本看護協会会長 南 裕子

鳥取県看護婦 (士)職能研修会 2/4(日)

参加者 :高田信,坂田,福井,藤井純

テーマ :感染防止の第一歩-

今しなければならないこと,これか

らすべきこと

講 師 :ヘルスケアリソース研究所

所長 土井 英史

第16回 3/loth)｢看護研究発表会｣
参加者 :吉尾,山本,中村美,

高田幸,能見臭,中村寿

社会経済福祉委員会による研修会 3/17仕)

参加者 :高田信,寺崎,池田

テーマ :看護職はなぜ医療事故の当事者にな

るか7-

いきいきと働き続けるために

講 師 :日本看護協会常任理事 嶋森 好子

5.その他

中部地区看護フェアー 5/14(日)

協力員 :山本

インフェクションコントロールセミナー

5/14(日)

参加者 :高田信,福井

テーマ :インフェクションコントロール-塞

礎編～

講 師 :ヘルスケアリソース研究所

所長 土井 英史

第119回鳥取県病院協会看護部会 5/23㈹

参加者 :高田信

演 題 :消化管内視鏡的治療について 他

講 師 :医療法人里仁会 北岡病院

院長 松田 哲郎 他

固定チームナ-シンダ研究集会 第3回鳥取地

方会 7/20㈱ 祝

参加者 :西村,高田信,石田

寺崎,吉尾,中村寿

テーマ :固定チ-ムナ-シングの定着

-やさしくていねいな看護の提供

呼吸器セミナー 7/28鰻)

参加者 :伊賀,高田純

テーマ :人工呼吸器療法の基礎

講 師 :松江赤十字病院 麻酔科

部長 河内 正治

第20回中国四国地区消化器内視鏡技師研究会お

よび講習会 9/3(日)

参加者 :丸山,高田信 (価)

演 題 :膵癌への内視鏡的アプローチ

講 師 :岡山大学医学部臨床検査医学講座

助教授 越智 浩二

第47山陰滅菌消毒法研究会 9/30tt)

参加者 :高田信(個),坂田(個),藤井純(価)

演 題 :間違いだらけの消毒法 他
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講 師 :山口大学医学部附属病院 薬剤部

尾家 重治先生 他

老人施設訪問 10/18㈱ 倉吉スターロイヤル

｢外出行事又は所内介助｣

参加者 :高田純

第120回鳥取県病院協会看護部会 11/14㈹

参加者 :西村

演 題 :看護活動を支えるための看護部長総

婦長の役割,行動目標を考える

講 師 :KKオリジンコーポレーション代表

取締役 彬井 保之

テルモメディカルセミナー 11/18仕)

参加者 :石田

演 題 :看護の心を科学する-看護の原点を

顧みる

講 師 :宮城県立看護大学 学長 薄井 担子

米子震災フォーラム 2/6㈹

参加者 :高田信
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人工呼吸器の基礎と臨床 3/18(日) 米子コン

ベンションセンター

AM さあレスピレーターになじもう

参加者 :丸山,高田純

PMすぐに使える人工呼吸中のケア

参加者 :丸山,高田純,伊賀

インフェクションコントロールセミナー

3/20㈹ 松江商工会議所

テ-マ :基礎コース

参加者 :坂田

講 師 :ヘルスケアリソース研究所

所長 土井 英史

第48回山陰滅菌消毒法研究会 3/24仕) ビッ

グハート出雲 参加者 :丸山

テーマ :内視鏡の洗浄 ･消毒 ･滅菌

講 師 :鳥取大学医学部附属病院 手術部助

教授 藤井 昭




