
【看護部の管理・活動に関する業績】 

★平成 24 年度看護部活動目標 

I 看護部における知識技術の向上を図り、患者様に質の高い看護実践を展開する。 

II 患者様の人権を尊重し、個別的なケアを提供する。 

III 安全管理に務め患者様と自己の安全を守る。 

IV 職員が働きやすく、働き甲斐のある職場環境を整える。 

V 他職種との連携を強め、患者様の自立を援助する。 

 

 

★看護学生実習指導受け入れ状況 

 

◇看護学生実習生人数（平成 24 年度） 

 姫路市医師会看護専門学校 ---------24 人 

 姫路赤十字看護専門学校 -----------37 人 

 近大姫路大学 看護学部 -----------46 人 

 

 

★看護部院内研修会 

 

◇院内看護研究発表会 

  発表内容 

• 幻聴のある患者にとって不快な刺激となる音 

• CVPPP に対する意識と臨床活用の関連性 

－普及活動に対するインタビューからの考察－ 

• 精神科療養型病棟に入院中の患者の口腔内の実態調査 

－結果から今後の課題を考える－ 

• 誤嚥性肺炎の既往を持つ嚥下障害のある患者への口腔ケアの効果 

• コルサコフ症候群患者への対応と看護師の陰性感情の変化 

－陰性感情を減らす取り組みと結果－ 

 

★平成２４年度新採用者研修 

 

◇リフレクション研修会 

• リフレクション発表 

• 発表者による意見交換（気づき・学び・成長・感動・夢・その他） 

 



★看護部の教育に関する業績 

 

◇◇◇◇院内研修院内研修院内研修院内研修    平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    

研修名 主催 

精神科患者の栄養・食事療法 看護部教育委員会 

身体拘束実技演習 CVPPP 委員会 

看護と診療報酬について 看護部教育委員会 

精神科福祉サービス 看護部教育委員会 

身体拘束実技演習（転落防止セットの使用法） CVPPP 委員会 

CVPPP 新人研修 CVPPP 委員会 

事例検討会：幻覚・妄想状態による暴力行為を繰り返す患者への関わり 看護部教育委員会 

看護助手研修：看護倫理・接遇・コミュニケーション 看護部教育委員会 

薬物療法 看護部教育委員会 

医療安全対策研修会（１） 医療安全対策委員会 

身体拘束実技演習（転落防止セットの使用法） CVPPP 委員会 

伝達講習会（１） 看護部教育委員会 

認知症看護（１） 看護部教育委員会 

看護助手研修：認知症看護（１） 看護部教育委員会 

身体拘束実技演習（転落防止セットの使用法） CVPPP 委員会 

初任者研修：ディエスカレーション CVPPP 委員会 

精神科領域における感染対策 院内感染対策委員会 

事例検討会：ストレス耐性が低く衝動行為を繰り返す患者への関わり 看護部教育委員会 

インフルエンザとインフルエンザワクチンについて 院内感染対策委員会 

身体拘束実技演習（転落防止セットの使用法） CVPPP 委員会 

感染症対策 看護部教育委員会 

院内看護研究発表会 看護部教育委員会 

コミュニケーションについて 看護部教育委員会 

身体拘束実技演習（転落防止セットの使用法） CVPPP 委員会 

CVPPP 全体講習会：身体介入技術のフォローアップ CVPPP 委員会 

伝達講習会（２） 看護部教育委員会 

フィジカルアセスメント 看護部教育委員会 

介護助手研修：食事介助・排泄介助などの援助方法 看護部教育委員会 

身体拘束実技演習（転落防止セットの使用法） CVPPP 委員会 

CVPPP 初任者研修（デブリーフィング研修） CVPPP 委員会 

身体拘束実技演習（転落防止セットの使用法） CVPPP 委員会 

事例検討会：「食べられへん」と言い夕食を捨ててしまい体重減少が著

しい患者への関わり 

看護部教育委員会 



行動制限最小化～法律と倫理～ 看護部教育委員会 

デイケアについて 看護部教育委員会 

医療安全対策研修会（２） 医療安全対策委員会 

看護助手研修 

認知症看護（２） 

看護部教育委員会 

伝達講習会（３） 看護部教育委員会 

認知症看護（２） 看護部教育委員会 

 

 

 

【病院全体の教育】 

 ◇管理者養成研修会 

  対象者１５名、新任師長、新任主任、リーダー看護師等 

  日程：平成 24年９月～平成２５年２月 

 

【事務部門の業績】 

 ◇論文発表 

 論文タイトル：精神障がい者の地域移行及び地域定着に係るリスクと対策案 

 発表者：総合企画連携室 

 発表学会：一般財団法人リスクマネジメント協会年次大会 



◇◇◇◇院外研修院外研修院外研修院外研修    平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度    

テーマ 主催 場所 

日本精神科看護技術協会兵庫県支部 

講演会ならびに教育委員会 

日精看  

兵庫県支部 

兵庫県中央労働 

センター 

看護研究セミナー 

日精看  

兵庫県支部 

兵庫県中央労働 

センター 

第 13 回日本認知症ケア学会大会 日看  アクトシティ浜松 

兵精協専門職合同研修会 

日精看  

兵庫県支部 

兵庫県ホテル北野プ

ラザ六甲荘 

日本精神科看護学術集会 日精看 神戸国際会議場 

教育倫理研修会 日精看 京都研修センター 

精神科における薬物療法 日精看 

兵庫県中央労働 

センター 

中材感染制御研究セミナー ツカザキ病院 姫路市医師会館 

精神科領域における感染対策 兵精協 兵庫県医師会館 

第 1 回事務長会・看護部長会合同幹事会 兵庫県民間病院協会 兵庫県医師会館 

精神科におけるフィジカルアセスメント 日精看 

兵庫県中央労働 

センター 

看護教育課程研修 日精看 京都研修センター 

急性期における看護の役割 日精看 

兵庫県中央労働 

センター 

兵庫精神障がい者地域支援ネットワーク 

第 12 回研修会 

日精協 

新長田勤労市民 

センター 

ケーススタディー発表会 姫路赤十字専門学校 姫路赤十字専門学校 

平成 24 年度精神障害者地域移行支援にかか

る説明会 

日精協 

兵庫県私学会館 

４階ホール 

第 2 回中材感染制御研究セミナー ツカザキ病院 

ホテルサンシャイン

青山 

委員会シリーズ「行動制限最小化」 日精看 京都研修センター 

看護補助者研修 精神障害者の理解 日精看 

明石市立産業交流 

センター 

日本精神科病院協会 

日本精神科医学会学術大会 

日精協 大阪国際会議場 

人格障害・発達障害の理解と看護 日精看 

兵庫県中央労働 

センター 

兵庫県支部 看護研究発表会 日精看 

兵庫県中央労働 

センター 



中播磨圏域 認知症連携研修会参加 保健所 

姫路市南保健 

センター 

コンコーダンス・スキル集中研修会 

～問題解決編～ 

日精看 京都研修センター 

実習指導研修会Ⅱ 日精看 京都研修センター 

うつ病診療における一般かかりつけ医と精神

科医の連携 

保健所 

姫路市南保健 

センター 

チームでかかわる退院支援 日精看 

兵庫県中央労働 

センター 

人事労務管理について（看護部会幹部研修会） 兵精協 兵庫県医師会館 

日精看広報委員会座談会「訪問看護について」 日精看 四宮神社会館 

第３回 保険診療と診療報酬施設基準に係わ

る研修会 

日精協 帝国ホテル大阪 

姫路認知症連携研究会「見える事例検討会」

ファシリテーター養成講座 

エーザイ株式会社 姫路市自治福祉会館 

包括的暴力防止プログラム 

トレーナー養成研修 

日精看 京都研修センター 

医療従事者に求められるコミュニケーション

スキル 

兵庫県民間病院協会 

事務長会 

姫路市医師会館 

精神障がい者社会復帰対策 

～地域でより良く暮らすために～ 

兵精協 相生市総合福祉会館 

就職説明会 民間病院協会 

姫路医師会看護専門

学校 

合同実習指導者会 民間病院協会 

姫路医師会看護専門

学校 

 

 


