
平成30年度　目見中央病院　院内研修実績
No �月日 �研修会名 �主催者、講師名 ��加入数 

1 �5月16日 �裾癒対策に関する書類について �褐瘡対隼委員会 　　川口 ��41 

2 �5月17日 �祷瘡対策に関する書類についてDVD視聴 �褐瘡対策委員会 　　川口 ��32 

3 �5月18日 �裾瘡対策に関する書類について　DVD視聴 �裾瘡対策委員会 　　川口 ��24 

4 �5月19日 �祷瘡対策に関する書類について　DVD視聴 �蒋瘡対策委員会 　　川口 ��27 

5 �6月20日 �院内研究発表会 �教育委員会 　　鍵山 ��40 

6 �6月20日 �MRSA、ESBLについて＆感染を拡げない排泄ケア �院内感染予防 対策委員会鍵山 ��49 

7 �6月21日 �MRSA、ESBLについて＆感染を拡げない排泄ケアDVD �院内感染予防 対策委員会鍵山 ��35 

8 �6月22日 �MRSA、ESBLについて＆感染を拡げない排泄ケアDVD �院内感染予防 対策委員会鍵山 ��30 

9 �6月23日 �MRSA、ESBLについて＆感染を拡げない排泄ケアDVD �院内感染予防 対策委員会鍵山 ��17 

10 �7月18日 �精神保健福祉法と行動制限 �行 委 �動制限最小化 鼻会　永野 �50 

11 �7月19日 �精神保健福祉法と行動制限DVD視聴 �行動制限最小化 委員会　永野 ��35 

12 �7月20日 �精神保健福祉法と行動制限DVD視聴 �行動制限最小化 委員会　永野 ��30 

13 �7月21日 �精神保健福祉法と行動制限DVD視聴 �行動制限最小化 委員会　永野 ��15 

14 �7月25日 �排便コントロール �看護部 　　ネスレ ��29 

15 �8月22日 �BLS研修 �4階病棟 　　中島 ��45 

16 �8月23日 �BLS研修　　DVD視聴 �4階病棟 　　中島 ��40 

17 �8月24日 �BLS研修　　DVD視聴 �4隋病棟 　　中島 ��20 

18 �8月25日 �BLS研修　　DVD視聴 �4階病棟 　　中島 ��19 

19 �8月29日 �けいれんだけではないてんかん発作の症状 �看護部 　第一三共 ��42 

20 �9月12日 �KYT演習 �医 委 �療安全管理 鼻会　林 �44 

21 �9月13日 �m演習 �医 委 �疲安全管理 員会　林 �41 

22 �9月14日 �KYT演習 �医療安全管理 委員会　林 ��21 

23 �9月15日 �KYT演習 �医療安全管理 委鼻会　林 ��17 

24 �9月26日 �高齢者てんかん勉強会 �看護部 　エーザイ ��40 

25 �10月24日 �口腔ケアについて �禍瘡対策委員会 モルテン ��54 

26 �10月25日 �口腔ケアについてDVD視聴 �祷瘡対策委員会 モルテン ��41 

27 �10月26日 �口腔ケアについてDVD視聴 �祷瘡対策委員会 モルテン ��26 

28 �10月27日 �口腔ケアについて　DVD視聴 �裾瘡対策委員会 モルテン ��12 

29 �11月14日 �感染を拡げない病院清掃・環境整備のポイント �院内感染予防 対策委員会鍵山 ��44 



30 �11月15日 �感染を拡げない病院清掃・環境整備のポイント �院内感染予防 対策委員会鍵山 �43 

31 �11月16日 �感染を拡げない病院清掃・環境整備のポイント　DVD �院内感染予防 対策委員会鍵山 �29 

32 �11月17日 �感染を拡げない病院清掃■環境整備のポイントDVD �院内感染予防 対策委鼻全集山 �19 

33 �1月16日 �錠剤の粉砕～薬物動態学入門 �薬事委員会 　　入口 �17 

34 �1月17日 �錠剤の粉砕～薬物動態学入門 �薬事委員会 　　入口 �17 

35 �1月18日 �錠剤の粉砕～薬物動態学入門　DVD視聴 �薬事委員会 　　入口 �12 

36 �1月19日 �錠剤の粉砕～薬物動態学入門　DVD視聴 �薬事委員会 　　入口 �9 

37 �1月23日 �倫理に関すること �行動制限最小化 委員会　永野 �41 

38 �1月24日 �倫理に関することDVD視聴 �行動制限最小化 委員会　永野 �36 

39 �1月25日 �倫理に関することDVD視聴 �行動制限最小化 委員会　永野 �35 

40 �1月26日 �倫理に関することDVD視聴 �行動制限最小化 委員会　永野 �18 

41 �2月6日 �ECGモニターのとり扱い方 �看護部 �19 

42 �3月19日 �事故防止の考え方 �医療安全管理 委員会　林 �55 

43 �3月19日 �看護補助者研修 �看護部 　　鍵山 �21 

44 �3月20日 �事故防止の考え方　DVD視聴 �医療安全管理 委鼻会　林 �40 

45 �3月20日 �看護補助者研修 �看護部 　　鍵山 �11 

46 �3月22日 �事故防止の考え方　DVD視聴 �医療安全管理 妻鼻会　林 �28 

47 �3月22日 �看護補助者研修 �看護部 　　鍵山 �9 

48 �3月23日 �事故防止の考え方　DVD視聴 �医療安全管理 委員会　林 �12 

49 �3月23日 �看護補助者研修 �看護部 　　鍵山 �3 

50 �3月27日 �平成30年度各委員会報告会 �教育委員会 　　鍵山 �43 

51 �3月28日 �平成30年度各委員会報告会 �教育委員会 　　鍵山 �47 



平成30年度　目見中央病院　院外研修実績
0、 �月日 �日数 �研修名 �参加部署 �加 �研修場所 

1 �4月14日 �1 �看護補助者研修 �看護 �4 �長崎TMS センター 

2 �5月12日 �1 �初任者研修 �看護 �3 �長崎TMS センター 

3 �6月23日 �1 �ナイチンゲールに学ぶ看護イノベーション �看護 �3 �東彼杵町 総合会館 

4 �6月29日 �1 �CVPPPフォローアップ研修会 �看護 �2 �長崎県 精神医療センタ 

5 �7月1日 �1 �精神保健福祉実習指導協議会及び講演会 �生活支援 �1 �長崎純心大学 

6 �7月5日 �1 �看護補助者の活用推進のための 看護管理者研修 �看護 �1 �ながさき看護 研修センター 

7 �7月7日 �1 �長崎県在宅梅癒セミナー �看護 �1 �長崎ブリツクホール 

8 �7月7日 �1 �こころの日　ストレスと上手く付き合おう �看護 �1 �たらみ図書館 海のホール 

9 �7月18日 �1 �医療ガス保安講習会 �看護 �2 �つくば倶楽部 

10 �7月29日 �1 �研修認定精神保健福祉士　更新研修 �生活支援 �1 �福岡市 

11 �8月18日 �1 �他科に誇れる精神科の専門技術　MSE �看護 �8 �山下医療機器 物流センター 

12 �9月5日 �1 �特定給食施設等調理従事者研修会 �栄養 �1 �長崎勤労福祉会館 

13 �9月8日 �1 �日精看　看護研究発表会 �看護 �6 �東彼杵町 総合会館 

14 �9月14日 �2 �日本精神保健福祉士協会全国大会 �生活支援 �1 �長崎ブリツクホール 
日本精神保健福祉士学会学術集会 ���アストピア 

15 �10月13日 �1 �日精看研修　看護倫理 �看護 �3 �東彼杵町 総合会館 

16 �10月20日 �1 �長持協コメディカル研修会 �看護 生活支援 �6 1 �長崎国際大学 

17 �10月23日 �2 �精神科看護公開研修会 �看護 �2 �長崎県精神 医療センター 

18 �11月10日 �1 �日精看研修　CVPPP �看護 �3 �島原市 

19 �11月10日 �1 �感染対策担当者養成講習会（ベーシックコー �看護 �1 �長崎大学病院 

20 �12月3日 �1 �看護補助者活用のための看護管理者研修 �看護 �2 �福岡市 

21 �1月29日 �2 �長崎県認知症地域支援施策推進研修 �生活支援 �1 �ホテルセントヒル 長崎 

22 �1月31日 �2 �九州精神医療学会 �生活支援 �1 �福岡国際会議場 

23 �2月9日 �1 �震災体験の振り返りとその後の現状について �看護 �4 �東彼杵町 総合会館 

24 �3月2日 �1 �看護部長会　師長主任後期研修会 �看護 �3 �東彼杵町 総合会館 


