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平成9年度 看声部教育 ･研修 ･活動状況

Ⅰ 院内教育

【看護診断の追跡 ･評価】

開 催 回 数 137回

一回当時間数 1.5時間

参 加 者 数 4名位ずつ

内 容 初期計画,中間サマリー,問題点

など,受け持ちナースは自主的に

カンファレンスに出してチームの

助言をもらい看護診断のレベル

アップをはかった｡

看護診断名で多かったのは1.安

楽の変調 2.慢性痔痛 3.無

効な気道クリアランス 4.身体

可動性の障害 5.身体要求量以

上などであった

【院内看護部講演会】

*院内講師

1)6/18 三朝分院の現状と問題点について

参加者 :18名

三朝分院文部事務官

事務長 信江 克明

2)2/4 肺気腫について 参加者 :22名

三朝分院文部教官講師 御舷 尚志

3)2/13 理学療法について 参加者 :23名

三朝分院文部技官理学療法士

上本 学

4)3/13 呼吸機能検査について

参加者 :22名

三朝分院文部教官講師 光延 文裕

*院外講師

1)7/12 看護研究の進め方について

参加者 :16名

岡山大学医療技術短期大学部

教授 太田 武夫

データーの統計的解析法について

岡山大学医療技術短期大学部

助教授 今井 香織

2)2/18 職場における人間関係について

参加者 :25名

部

鳥取県立精神保健福祉センター

所長 原田 豊

3)2/25 接遇をとおして人間関係を学ぶ

参加者 :26名

鳥取銀行人事部人材開発部

副調査役 安養寺 晴久

4)3/18 退院後の社会資源の活用について

参加者 :19名

三朝町保健婦 前田 敦子

介護支援センター 中条 幹雄

【看護研究】
1)ファース ト受講グループ

リウマチ患者の残された機能を生かすための

援助-パンツの改良を試みて一

〇土海,寺崎,山田,岡本

2)看護研究受講グループ

アトピー性皮膚炎に対する新 しい試み

-エゴマ軟膏の効果一

〇宮本,穐山,高田純,能見美

3)外来グループ

通院患者の家族への関わりをこころみて

○福井,池田,中村あ,西村

【患者教室】
1)鴨息教室

担当 :Dr御船,光延,Ns坂田,宮本

第 1回 4/16 鍛錬,効果的な呼吸の仕方

日常生活の注意

参加者 :16名

第 2回 5/21 肺の仕組みと酸素,嶋息と

吸入療法 参加者 :8名

第3回 6/23 嘱息とは,原因と治療

参加者 :11名

第 4回 7/23 温泉療法 参加者 :9名

第5回 9/17 嘱息の総論,質問

参加者11:名

第 6回 11/5 最近のBAの考え方,PF

参加者 :11名

第 7回 12/17 反省会 参加者 :15名

第8回 1/28 温泉療法 参加者 :10名

第 9回 2/18 肺の仕組みと酸素

Hotで生き生き暮らす
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参加者 :15名

2)糖尿病教室

担当 :Dr保崎,PT上本,栄養士林本,

Ns土海,池田

第 1回 5/20 糖尿病その正しい理解のた

めにⅠ 参加者 :9名

第 2回 6/17 食餌療法 Ⅰ 参加者 :9名

第 3回 7/15 運動療法 Ⅰ 参加者 :12名

第4回 8/19 合併症 Ⅰ 参加者 :12名

第 5回 9/30 薬物療法 Ⅰ 参加者 :4名

第 6回 10/21 日常生活上の注意

参加者 :7名

第 7回 11/18 糖尿病その正しい理解のた

めにⅡ

第 8回 12/16 食事療法Ⅱ

第9回 1/20 運動療法Ⅱ

第10回 2/4 試食会

第11回 2/17 合併症Ⅱ

第12回 3/17 薬物療法Ⅱ

参加者 :8名

参加者 :8名

参加者 :8名

参加者 :6名

参加者 :7名

参加者 :8名

Ⅱ 院外教育

【県看護協会研修会】

第 1回 4/17 現代的な心の病気

一依存性疾患一

講 師 :東京都立多摩総合精神

保健福祉センター

精神科医師 岩崎 正人

参加者 :藤井洋,宮本

第2回 4/23･24 さわやかに自分を主張する法

講 師 :コミュニケーションスキルセンター

地域活動研究所 藤井敬一郎

参加者 :F-山田,土海

第 3回 5/8 看護研究論文を書こう

-看護研究って何一

講 師 :神戸大学発達科学部

教授 杉野 欽吾

参加者 :官本,穐山,高田純,能見美

看護管理研修 5/29･30 看護研究

講 師 :福井医科大学 看護学科

教授 田辺美智子

参加者 :F-寺崎,山田,土海,岡本

第4回 5/31 准看護婦研修
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-今後の看護教育と義務について一

講 師 :島根県立看護短期大学

副学長 杉谷 藤子

参加者 :増井,能見真

第 5回 6/6 新人研修一看護協会について-

講 師 :看護協会 会長 石賀 聖子

医療法人 かとう内科 難波 末女

参加者 :岡崎,石川

看護管理者研修 6/21･22 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-中村あ

看護管理者研修 6/26･27 看護研究

講 師 :福井医科大学看護学科

教授 田辺美智子

参加者 :F-寺崎,山田,土海,岡本

第 6回 7/3 看護研究計画書を作ろう

講 師 :神戸大学発達科学部

教授 杉野 欽吾

参加者 :宮本,穐山,高田純,能見美

第8回 7/18･19 人間理解と心の看護

講 師 :岡山大学教育学部

教授 水野 正憲

参加者 :F-山田,土海

看護管理者研修

7/24 情報管理

参加者 :F-寺崎,吉尾,山本

7/29 情報管理

参加者 :F-吉尾

7/30 情報管理

参加者 :F-寺崎,山本

講 師 :鳥取大学教育学部

教授 山岸 正明

第11回 9/5 看護は私である

-看護婦の条件を考える-

講 師 :二木シズェ

参加者 :石田

看護管理者研修 9/13･14 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-中村あ
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第12回 9/26･27 看護は変わる

講 師 :社団法人日本看護協会

前常任理事 鈴木 文江

参加者 :F-福井

第14回 10/25 看護経営学 パー トⅢ

講 師 :ヘイコンサルティング グループ

日本支社 松下博 宣

参加者 :黒田,賀須井,中村寿,西村

第15回 10/30 看護研究-データーを読 もう一

講 師 :神戸大学発達科学部

教授 杉野 欽吾

参加者 :宮本,穐山,高田純,能見美

看護管理者研修 11/14 情報管理

講 師 :鳥取大学医学部附属病院

医療情報部 山内 康子

参加者 :F-寺崎,吉尾,山本

第18回 12/11 看護研究

講 師 :神戸大学発達科学部

教授 杉野 欽吾

参加者 :宮本,穐山,高田純,能見美

中部地区支部研修会

2/14 自分に似合う色を知って魅力アップ

講 師 :シーズンカラーアナリス ト

山本 貴誉

参加者 :黒田,中村寿,西村,土海

第19回 3/6･7 看護研究発表会

発表者 :宮本,土海

参加者 :宮本,穐山,高田純,能見美

F:-寺崎,山田,土海,岡本

3/7のみ黒田,中村寿,西村

看護上の事故防止研修会 3/28

講 師 :島根県立看護短期大学

副学長 杉谷 藤子

【その他の研修会】
日本温泉気候物理医学会 5/14

｢通院患者の温泉プール利用状況 と

その臨床評価｣

発表者 :西村

第28回日本看護学会

成人看護Ⅱ 福岡市 7/17･18

参加者 :田熊,能見真

老人看護 松山市 10/8･9

参加者 :伊賀,高田純

第23回 中国,四国,近畿,中部地区

国立大学看護管理者研修会

名古屋大学 6/25-6/27

参加者 :西村

JST (基本コース)研修

岡山大学 8/26-29

参加者 :西村

看護婦職能研修会 6/14

参加者 :黒田,賀須井,吉尾

鳥取県看護連盟総会 6/15

参加者 :中村寿,高田信,石田,坂田,

中村あ

鳥取県看護協会総会 6/29

参加者 :黒田,石田,寺崎,藤井洋,福井

山陰滅菌消毒法研究会 9/6

参加者 :中村寿

老人看護月間行事協力 10/7 ル･サンテリオン

参加者 :土海

平成 9年度総合研修会 10/26

参加者 :石田,山田

保助看法制定50周年,看護協会発足50周年

記念式典 11/16

参加者 :寺埼

病院協会看護婦部会 11/20

代理出席 :高田倍

看護婦職能集会 3/14 これからの看護審査技法

参加者 :石川




