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◎報 告  

平成11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  

Ⅰ 院内教育  

【固定チームナーシング継続  

受け持ち制への取組み】（現状  

の見直しが重点になった）メンバー：西村，寺崎，  

吉尾，山本，田熊，岡本，土海，宮本  

5月 年間計画作成  

7月 各チームの問題点の抽出  

8月 問題点の一つ記録の徹底と充実に向けてチー  

ムに働きかけた  

9月 今後の計画作成  

10月 入院療養計画書の記入について  

11月 振り返りアンケート実施  

12月 患者満足度アンケート作成  

1月 患者満足度アンケートの見直し 

計画  

2月 患者満足度アンケート集計  

3月 患者満足度アンケートの結果・考察・来年  

度の首標作成  

【院内講演会】  

＊ 院内講師  

1）6／11（金）喘息食について  

参加者：22名  

芦田耕三先生  

＊ 院外講師  

1）9／8（水）心電図の見方・監視装置の操作  

参加者：9名  

フクダ電子 三島さん  

2）9／13（月）心電図の見方・監視装置の操作  

参加者：20名  

フクダ電子 三島さん  

3）10／3（日）質の高い退院に向けて  

参加者：22名  

済生会山口総合病院  

倉田 和枝婦長  

4）11／13（土）呼吸リハビリテーション講座  

参加者：11名  

兵庫医科大学病院  

眞渕  敏先生  

5）1／17（月）介護保険について  

参加者：20名  

三朝町町民課福祉係係長  

小椋  泰志  

参加者：25名．【看護研究・グループ発表】  

林本加奈枝栄養士  1）通院患者の温泉プール訓練についての満足度  

2）7／2（金）薬の効き方と正しい使用法  と期待度  ○石田  

参加者：19名  

矢尾 一久薬剤主任  

3）8／9（月）三朝分院の現状  

参加者：27名  

沢田 次男課長補佐  

4）2／28（月）最新の癌治療   

2）予診表作成の経過報告  

○山田，石田，池田，福井，坂本  

3）遠各地からの入院患者の背景を検討して  

○西村，寺崎，山本，吉尾  

4）受持看護婦振り返りアンケートを集計して  

○寺崎，他   
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【患者教室】  

1）喘息教室   

担当：Dr光延，御船，Ns丸山」，土海   

第1回 5／27 喘息のしおり  

Ⅰ 気管支喘息の概要  参加者・10名  

Ⅱ 気管支喘息の治療・根本療法   

第2回 6／24 喘息のしおり  

Ⅱ 気管支喘息の治療・対象療法  

参加者：12名   

第3回 7／15 効果的な呼吸の仕方・排疾  

法  参加者：13名  

Ⅲ 自分の病気を正しく理解するために  

Ⅳ 発作の前兆があったら  

Ⅴ 日常生活の注意事項   

第4回 8／19 喘息のしおり  

Ⅴ 日常生活の注意事項・感冒対策・食生活  

参加者：15名   

第5回10／誠質疑応答  参加者：17名   

第6回11／18 喘息のしおり  

Ⅱ 気管支喘息の治療  

参加者：10名   

第7回12／16 質疑応答  参加者：11名   

第8回■1／20 喘息のしおりⅡ～Ⅴ  

参加者：20名   

第9回 2／24 喘息食について（試食）   

担当 林本栄養士  参加者：10名   

第101司 3／16 喘息のしおり・全体を通し  

て  参加者：15名  

2）糖尿病教室   

担当‥Dr保崎，林木栄養士，PT上本，  

Ns岡本，坂本   

第1回 5／18 糖尿病，その正しい理解の  

ために1 参加者：9名   

第2回 6／15 食事療法Ⅰ 参加者：8名   

第3回 7／13 食事療法Ⅱ 参加者：8名   

第4回 8／24 合併症1 参加者：4名   

第5回 9／21薬物療法Ⅰ参加者：3名   

第6回10／19 日常生活上の注意  

参加者：7名   

第7回 ‾12／7 糖尿病，その正しい理解の  

ために2  参加者：3名  

第8回12／21食餌療法2 参加者：6名  

第9回 1／18 薬物療法2 参加者：3名  

第10回 2／22 合併症2  参加者：5名  

第11回 3／21薬物療法2 参加者：3名  

3）リウマチ教室  

担当：Dr原田，PT上本，Ns藤井洋，能  

見美  

第1回 5／27 リウマチの痛み・関節  

参加者：5名  

第2匝16／24 RAこれだけは注意したい  

5つのポイント  

参加者：4名  

第3回 7／23 RAの温泉プール療法  

参加者：4名  

第4回 8／26 RAの薬物療法パートⅠ  

参加者：6名  

第5回 9／30 RAの薬物療法パートⅡ  

参加者：4名  

第6回11／25 病室や家庭で出来るRA体  

操の紹介  参加者：5名  

第7回12／24 クリスマス会  

参加者：4名  

第8回 2／24 RAの薬物療法パートⅠ  

参加者：3名  

第9回 3／23 質疑応答  参加者：5名  

Ⅱ 院外教育  

【鳥取県看護協会研修会】  

看護管理者研修会 4／16（金）・4／17（土）   

「人間関係論」  

講 師：アドラーギルド大阪  

アドラー心理学カウンセラー  

中島 弘徳，稲垣 忍  

参加者：F＝坂田，藤井洋  

第1回 4／20（火）   

准看蕃婦研修・元気の出る看護論   

講 師：東京厚生年金病院 神経科  

・主任看護婦 宮子あずさ  

参加者：増井，尾崎  

第．2回 5／8（土）   

看護研究をして論文を書こう   

パートⅠ・実証研究って何   
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第6回 7／3（日）   

看護研究をして論文を書こう・パートⅡ  

講 師：神戸大学発達科学部  

教授 杉野 欽吾  

参加者：石田  

第7回 7／9（金）  

テーマ：摂食障害・親子のコミュニケーショ  

ンを取り戻そう  

講 師：静岡県立こころの医療センター  

児童精神科医師 可知佳世子   

参加者：土海，丸山  

第8回 7／15（木）医療事故防止  

講 師：島根県立看護短期大学  

名誉教授 杉野 藤子  

参加者：坂田，高田純  

看護管理者研修会 7／16（金）・7／17（土）  

「情報管理」  

講 師：鳥取大学教育地域科学部  

教授 山岸正明  

参加者：F＝福井，土海  

看護管理者研修会 7／30（金）「情報管理」  

講 師：鳥取大学医学部附属病院  

医療情報部 山内康江  

参加者：F＝福井，土海  

第9回 8／5（木）   

現代若者気質と効果的学習指導法  

講 師：平安女学院理事長 坂口 順治  

参加者：寺崎，吉尾，山本  

第10回 8／19（木）・8／20（金）   

実践に生かすアセスメント  

講 師：山梨県立看護大学教授 大島弓子  

参加者：丸l止能見美，藤井純  

看護管理者研修会 8／27（金）・8／28（土）  

「看護論」  

講 師：東海大学健康科学部  

看護学科教授 藤村 龍子  

参加者：F＝坂田，藤井洋，宮本  

第11回 9／9（木）   

看護婦のためのストレス解消学  

講 師：筑波大学教授 宗像 恒次  

参加者：寺崎，吉尾，江間，能見真   

講 師：神戸大学発達科学部  

教授 杉野 欽吾  

参加者：石田  

看護管理者研修会 5／25（火）・5／26（水）  

「看護管理」  

講 師：日本心臓血圧研究振興会附属  

榊原記念病院 

看護部長 山口 悦子   

参加者：F＝山田，土海  

第4回 5／27（木）新人研修  

講 師：午前：鳥取県看護協会  

会長 石賀 聖子  

午後：フリーアナウンサー  

八百谷和子  

参加者：ヰ村美  

看護管理者研修会 6／4（金）「看護管理」  

講 師：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  

参加者：F＝山田，土海，  

一般＝西村，中村寿  

第5回 6／12（土）ナイチンゲール看護論  

講 師：日本社会事業大学教授  

ナイチンゲール看護研究所理事  

主席研究員 金井一葉  

参加者：ロ熊，宮本  

鳥取県看護協会看護婦（士）職能集会 6／13（日）  

講 演：専門看護師の果たす役割  

講 師：神戸大学医学部附属病院  

教育担当婦長  

癌専門看護師 吉田智美  

参加者：高田信  

看護管理者研修会 6／18（金）・6／19（土）  

「看護研究」  

講 師：東京学芸大学教育学部  

心理学科教授 岸  学  

参加者：一般＝吉尾，山本，能見真  

看護管理者研修会 7／1（木）・7／2（金）  

「人間関係論」  

講 師：久保経営管理研究所  

所長 久保 正宏  

参加者：F＝坂田，藤井洋  
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第12回 9／11（土）  

最新癌看護・ペインコントロール  

講 師：神戸大学附属病院看護部  

がん専門看護師 吉田 智美  

参加者：坂田，中村あ  

第13回10／4（月）   

タイムリーに介謹保険サービスを提供するため   

に  

講 師：済生会山口総合病院  

退院調整専門看護婦 倉田 和枝  

参加者：坂田  

看護管理者研修会10／15（金）・10／16（土）  

「看護研究」  

講 師：東京学芸大学教育学部  

心理学科教授 岸  学   

参加者：一般＝吉尾，山本，能見真  

平成11年度総合研修会10／17（日）  

テーマ：看護の動向について  

講 師：衆議院議員 清水嘉与子  

参加者：伊賀，中村美  

看護管理者研修会10／30（土）「看護管理」  

講 師：鳥取大学医学部附属病院  

脳神経小児科助手 福井 典子  

参加者：F＝山田，土海  

第15回10／31（日）   

豊かな人間関係を作るために  

講 師：京都ノートルダム女子大学  

生清文化学科助教授 鎌田 譲  

参加者：山本，中村寿  

看護管理者研修会11／16（火）・11／17（水）  

「看護論」  

講 師：鳥取大学医学部附属病院  

婦長 太田 和枝  

参加者：F＝坂町藤井洋，宮本  

鳥取県看護協会看護娼（士）職能・助産婦職能合同  

研修会11／20（土）  

テーマ：少子時代の看護職の役割～小児虐待  

をめぐって  

講 師：石谷小児科医院院長 石谷 暢男  

シンポジウム  

参加者：坂本．中村り  

第18回12／11（土）   

看護研究をして論文を書こう・パートⅣ  

講 師：神戸大学発達科学部  

教授 杉野 欽吾  

参加者：石田  

トピックス研修 2／19（土）介護保険制度  

講 師：午前鳥取県保健部長寿社会課  

介護保険担当主幹 亀井一賀  

午後鳥取女子短期大学  

幼児教育学科教授 山田修平  

参加者：西村，吉尾，山本，福井，池田，  

中村寿  

看護婦職能研修会並びに第8回福祉施設との交流  

会 2／20（日）  

講 演：痴呆をもつ高齢者のケア  

講 師：エスポアール出雲クリニック  

婦長 石橋 典子  

その他報告，グループワーク  

参加者：坂本，穐山，中村り  

第19回 3／4（土）看護研究発表  

参加者：○石田，吉尾，寺崎，中村寿  

【その他の研修会・学会】  

第30回日本看護学会   

成人看護Ⅱ 高松市 7／22（木）・7／23（金）  

参加者：石川，尾崎   

老人看護 大宮市10／19（火）・10／20（水）  

参加者：土海，宮本  

人事院式監督者研修会 本院   

8／3（火）～8／6（金）  

参加者：高田信  

第64回日本温泉気候物理医学会   

4／22（木）～4／23（金）東京砂防会館  

参加者：○西村，山本  

中部地区看護フェアー   

5／9（日）「看護の日」  

参加者：坂本  

第117回鳥取県病院協会看護部会   

5／20（木）鳥取市  

代理出席：西村  

講 演：メディカルリスクマネージメント導  

入と医療事故の実態について   
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講 師：安田リスクエンジニアリング株式会社  

村田勝先生  

固定チームナーシング研究集会   

7／20（火）  

基調講演：リーダーシップ理論  

講  師：看護組織開発研究所  

所長 杉野 元子   

参加者‥西村，石田，寺崎，吉尾，山本，  

田熊，岡本，土海，宮本，中村寿  

内視鏡に関するセミナー   

9／8（水）18：00～20：00  

場 所：鳥取県民文化会館  

主 催：オリンパス  

参加者：高田信  

敬老の日・老人保険福祉週間の行事  

10／1（金）鳥取県立母釆寮  

運動会参加者の援助  

参加者：宮本  

10／6（水）特別養護老人ホーム ル・ソラリオン  

運動会参加者の援助  

参加者：高田純  

看護に関する講演会  

11／24（水）  

主 催■：財団法人木村看護教育振興財団   

演 題：21世紀に活躍する看護職へのメッセー  

ジ～意志ある自分作り  

講 師：聖隷浜松病院 顧問 高嶋 妙子  

参加者：高田信  

在宅呼吸ケア研究会   

2／26（土）米子市  

主  催：鳥取県・島根県地区在宅呼吸ケア  

研究会  

特別講演：慢性呼吸不全在宅から急性増悪時  

の人工呼吸管理まで  

講  師：大阪府立羽曳野病院呼吸器科  

医長 石原 英樹   

参加者＝西村，高田信  

第2回中部地区支部研修会   

2／26（土）   

場 所：県立倉吉体育文化会館   

講演及び実抜：簡単に出来るウエストダイエッ  

ト・腰痛予防体操  

講 師：鳥取大学医学部病態運動学教室  

助教授 加藤 敏明   

参加者：森次，高田純，能見美，池田   




