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平成10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ク継続

受け持ち制の抄読会】

開 催 回 数 6回

1回当時間数 1,5時間

参 加 者 数 1回当 16名

内 容 現在の看護体制について意見交

換｡その後プライマ リーナ-シ

ングについて,導入の実際,香

護職をいかす組織などについて

抄読会をもち,スタッフ全休で

取組めるよう意識 の高揚 に努

めた｡

【院内看護部講演会】

* 院内講師

1)6/10(水)RAの検査と治療

参加者 :26名

三朝分院文部教官助手

原田 誠之

2)8/24(月)HCCの血管造影 と治療

参加者 :23名

三朝分院文部教官医員

湯本英一朗

3)10/2(金)骨粗を症 ･骨塩量の検査と治療

参加者 :21名

三朝分院文部教官助手

柘野 浩史

4)12/9(水) 気管支職息の薬物療法

参加者 :23名

三朝分院文部教官講師

御船 尚志

5)12/14(月)呼吸 リ- ビリの方法

参加者 :19名

三朝分院文部技官理学療法士

上本 学

6)2/19(金)気管支噂息について

参加者 :19名

三朝分院文部教官講師

光延 文裕

* 院外講師

1)8/29(土) リーダーシップ ･メンバーシッ

プについて

参加者 :21名

岡山大学教育学部 教授

水野 正憲

2)9/16(水)これからの暮 らし生活設計

参加者 :25名

証券広報センター

小松 幸雄

3)10/23(金)心の豊かさ

参加者 :26名

源徳院 住職 湊 良範

4)12/21(月)固定チームナ-シンダ継続受け

持ち制について ･パー トⅠ

参加者 :26名

鳥取市立病院 副看護部長

小林 連子

5)2/7(日)固定チームナーシング継続受 け

持ち制について ･パー トⅡ

参加者 :21名

鳥取市立病院 副看護部長

小林 連子
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6)2/8(月)病院と地域福祉のつながり

参加者 :22名

中部健康福祉センター 総務企画課 主幹

北窓 妙子

【看護研究】

1)慢性関節リウマチ患者の温泉治療効果に関す

る要因の分析

○吉尾,田熊,能見真

2)アトピー性皮膚炎に対する新しい試み

～エゴマ軟膏の効果 ･パートⅡ

○能見美,宮本,高田純

3)呼吸器疾患及び捧痛性疾患に対する温泉療法

の臨床評価

○西村,寺崎,山本

【患者教室】

1)噂息教室

担当 :Dr御船､光延､Ns宮本､丸山

第1回 4/27 吸入の仕方とピークフロー

の仕方 参加者 :14名

第2回 5/20 嶋息のしおり1-4

参加者 :11名

第3回 6/17 噂息のしおり 4瑞息の治

療 参加者 :11名

第4回 7/15 鳴息のしおり 自分で出来

る理学療法 参加者 :8名

第5回 9/16 ビデオ 鳴息とステロイド

吸入薬 参加者 :13名

第6回 10/14 職息のしおり 発作の前兆

日常生活の注意

参加者 :10名

第 7回 11/19 コンプレッサー･超音波ネ

ブライザー

参加者 :13名

第8回 1/20 フルタイドについて

参加者 :13名

第9回 2/23 シソ油を使った瑞息食につ

いて 参加者 :9名

2)糖尿病教室

担当 :Dr保崎,栄養士林本,PT上本,

Ns池田,岡本

第 1回 5/19 糖尿病その正しい理解のた
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めに1 参加者 :4名

第 2回 6/16 食餌療法 1 参加者 :10名

第3回 7/21 運動療法 1 参加者 :6名

第4回 8/18 合併症 1 参加者 :5名

第5回 9/22 薬物療法1 参加者 :3名

第6回 10/20 日常生活上の注意

参加者 :6名

第7回 11/17 糖尿病その正しい理解のた

めに2 参加者 :3名

第8回 12/15 食餌療法 2 参加者 :6名

第9回 1/19 運動療法 2 参加者 :6名

第10回 2/16 合併症 2 参加者 :4名

第11回 3/16 薬物療法 2 参加者 :5名

3) リウマチ教室

担当 :Dr原田,

第 1回 6/25

第2回 7/22

第3回 8/26

第4回 9/30

第5回 10/29

第6回 12/8

第7回 1/27

Ns藤井洋,中村あ

慢性関節 リウマチの薬物

療法 参加者 :9名

リウマチ基礎療法の心得

参加者 :5名

鎮痛剤の功罪

参加者 :6名

理学療法

慢性関節 リウマチのケア

参加者 :6名

慢性関節 リウマチQ ･A

参加者 :6名

慢性関節 リウマチの薬物

療法 参加者 :4名

第8回 2/24 基礎療法の心得 ･第2回

参加者 :4名

第9回 3/24 慢性関節 リウマチと上手に

付き合うポイント

参加者 :2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/ll(土)･4/12(日)

人間関係論

講 師 :アドラーギルド大阪

心理学カウンセラー

中島 弘徳,稲垣 忍

参加者 :F-穐山,宮本
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一般-伊賀

第 1回 4/17(金) 思春期の心

講 師 :鳥取県立精神保健

センター所長 原田 豊

参加者 :寺崎,山本

看護管理者研修会 5/8(金)･5/9(土)

看護管理

5/8

講 師 :病院管理研究協会

専門調査役 谷田 一久

参加者 :F-中村あ,福井

5/9

講 師 :榊原記念病院

看護部長 山口 悦子

参加者 :F-中村あ,福井

一般-石田,中村寿

第2回 5/9(土)

看護研究をして論文を書こう

講 師 :神戸大学 発達科学部

教授 杉野 欽吾

参加者 :吉尾,田熊,足羽,能見真

第3回 5/30(土) より良い看護をめざして

講 師 :島根県立看護短期大学

副学長 杉野 藤子

参加者 :石田,伊賀

第 4回 6/ll(木) 新人研修

講 師 :鳥取県看護協会会長 石賀 聖子

鳥取銀行 人事部人材開発室

副調査役 安養寺 信久

参加者 :石川,中村り

鳥取県看護協会看護婦職能集会 6/13(土)

テーマ :思春期の心の深層

講 師 :臨床心理士 若宮 恵子

参加者 :石田,吉尾,山本

第 5回 6/20(土)

看護研究をして論文を書こう･パート皿

講 師 :神戸大学 発達科学部

教授 杉野 欽吾

参加者 :吉尾,田熊,足羽,能見真

看護管理者研修会 7/2(木)･7/3(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-宮本,穐山

第6回 7/16(木)

女性とストレス

講 師 :東京都立中部総合精神保健福祉セン

ター

広報援助課長 岩崎 正人

参加者 :坂田,能見真,藤井純

第7回 7/23(木)

親子関係から見た看護の心

講 師 :大阪教育大学

教授 副学長 秋葉 英則

参加者 :藤井洋,土海,能見真

看護管理者研修会 7/24(金)･7/25(土)

情報管理

講 師 :鳥取大学 教育学部

教授 山岸 正明

参加者 :F-中村あ

看護管理者研修会 8/4(日)

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-中村あ

第9回 8/ll(火)･8/12(水)

実践に生かす看護過程

講 師 :滋賀医科大学医学部 看護学科

教授 西元 勝子

参加者 :岡本,増井

看護管理者研修会 8/21(金)･8/22(土)

看護論

講 師 :東海大学健康科学部

教授 藤村 龍子

参加者 :F-土海

第10回 9/1(火)

院内感染

講 師 :鳥取県立中央病院

内科医長 小浜 美昭

日本 リサーチセンター調査研究部

富家恵梅子

参加者 :伊賀
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第11回 9/ll(金)

看護の動向と継続教育 ･今私に出来ること

講 師 :日本看護協会

元常任理事 鈴木 文江

参加者 :岡本,伊賀

看護管理者研修会 9/12(土)･9/13(日)

継続教育

講 師 :日本看護協会

元常任理事 鈴木 文江

参加者 :F-山田,土海,岡本

第12回 9/26(土) 看護における医療事故

講 師 :岩手県立大学

教授 石井 トク

参加者 :坂田

看護管理者研修会 10/16(金)･10/17(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

第14回 10/17(土)

看護研究をして論文を書こう･パー トⅢ

講 師 :神戸大学 発達科学部 教授

杉野 欽吾

参加者 :吉尾,田熊,足羽,能見真

看護管理者研修会 10/25(日)･10/26(月)

看護管理

講 師 :益田赤十字病院

看護部長 永見瑠美子

県立厚生病院 院長 森尾 哲

参加者 :F-中村あ,福井

訪問看護婦養成講習会特別講演 10/30(土)

訪問看護の動向 ･訪問看護と経営学

個人参加 :中村寿

看護管理者研修会 11/13(金)･ll/14(土)

看護論

講 師 :滋賀医科大学医学部 看護学科

教授 西元 勝子

参加者 :F-土海

第15回 11/17(火)

臓器移植､今

講 師 :日本臓器ネットワーク,中国,四国

ブロックセンター

98

センター長 折田 薫三

鳥取県腎バンク 腎移植コーディネー

ター 江華 延枝

参加者 :高田純

第16回 11/26(木) 質の高い退院をめざして

講 師 :済生会山口総合病院

保健指導室長 退院調整専門看護婦

倉田 和枝

参加者 :坂田,丸山,高田純

第17回 12/5(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 :吉尾,田熊,能見真

平成10年度総合研修会 12/6(日)

21世紀への看護にむけて

講 師 :衆議院議員 南野知恵子

参加者 :藤井洋,池田,中村寿

看護管理者研修会 12/12(土)･12/13(日)

看護研究

講 師 :東京学芸大学 教育学部 心理学科

岸 学

参加者 :F-宮本

一般-吉尾,能見真

第7回老人福祉施設との交流会及び鳥取県看護協

会看護婦職能研修会

12/19(土)

口腔ケア-と口腔 リ-ビリテ-ションを学ぶ

講 師 :鳥取県済生会訪問看護ステーション

白鴎 管理者 佐々木芙美子

医療法人 広江病院

言語療法士 竹内 茂伸

参加者 :石田

鳥取県看護協会社会経済福祉委員会研修会

1/30(土)

いきいき働き続ける～変化する労働環境の中で

講 師 :鳥取女性少年室

室長 稲生田妙子

参加者 :西村,中村寿

中部地区研修会 2/20(土)

ハーブの魅力を看護に生かそう
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講 師 :田口 幸代

参加者 :吉尾,山本,土海,尾崎,中村美

第18回 3/5(金)

看護研究発表会

参加者 :吉尾,山本,田熊,細田,能見真

鳥取県看護協会看護婦職能研修会 3/27(土)

看護の質評価

講 師 :聖隷浜松病院

総婦長 高嶋 妙子

参加者 :西村,石田,中村寿

【その他の研修会 ･学会】

日本温泉気候物理医学会

5/14-5/15 下呂温泉

q 発表者 :西村

第 29回日本看護学会

成人看護Ⅱ 前橋市 7/23-7/24

参加者 :能見美,江問

成人看護 Ⅰ 鳥取市 9/24･9/25

参加者 :坂田,岡本,丸山

看護管理 浜松市 10/8-10/9

参加者 :寺崎

第24回中国,四国,近畿,中部地区国立大学看護

管理者研修会

6/24-6/26 広島大学

参加者 :石田

中国､四国地区看護研究学会

10/29･10/30 松江市

参加者 :吉尾

固定チーム継続受け持ち制

4/19(冒) 松江市

参加者 :西村,寺崎,山本

第115回病院協会看護部会

5/8(金) 米チ市

参加者 :中村寿

中部地区看護フェアー ｢看護の日｣

5/10(日)

協力員 :吉尾

初級者のための看護診断徹底 トレーニング

7/26(日) 岡山市

個人参加 :伊賀,中村り

介護支援講習会

8/17(月)･8/18(火)

個人参加 :石田,細田

初級者のための看護診断徹底 トレーニング

8/22(土) 岡山市

個人参加 :伊賀,中村り

山陰滅菌消毒研究会

9/5(土) 米子市

参加者 :高田信

診療報酬改定,医療法改定をうけて看護婦がなす

べき対応

9/26(土) 松江市

個人参加 :中村寿

第16回肝炎の予防と治療に関するセミナー

10/31(土) 米子市

個人参加 :石田

敬老の日･老人福祉週間 施設訪問

10/27(火)

協力員 :高田純

固定チームナーシンダ研究集会

ll/15(火) 鳥取市

個人参加 :中村寿

第116回病院協会看護部会

ll/24(火) 三朝町

代理出席 :西村

呼吸リ-ビリテーションの勉強会

ll/10(火),ll/17(火),12/1(火),

12/8(火)のPM 倉吉市

日替参加者 :山本,能見美,石川,中村り

病院看護部長,総婦長及びソーシャルケースワー

カーと市町村保健婦連絡会 2/1(月)

代理出席 :西村

地域 リハビリテーション従事者研修会

2/5(金) 倉吉市

テーマ :痴呆予防教室の取組み ･

長野県下僚村の場合

講 師 :元下僚村 保健婦 塩沢 千恵

個人参加 :尾崎

第10回在宅酸素療法研究会

2/20(土) 松江市

個人参加 :西村




