
■CSS センター 

 

1. 2019 年度の目標及び方針 

 2019 年度では年度初めに CSS センターへの入室者および利用した内容をアンケートで調査し、各々

が何を利用して何を目的としているか把握する。 

それにより、補助金を必要物品購入の為に有効活用する。 

 

2. 2018 年度評価 

2018 年度では年度初めに CSS センターへの入室者を調査し、利用の職種・診療科などを 

  集計したが、利用物品の調査はできなかった。 

 

3.  運営委員 

委員長      松田 諭    (CSS センター長・小児外科部長) 

 

委員 

（診療部）   不動寺純明 （救命救急科部長） 

          坂田義則  （脳神経外科部長） 

          片多史明  （脳神経内科部長・卒後教育センター長） 

          滝本浩平  （集中治療科部長代理） 

（看護部）   安田 友惠 （看護部副部長） 

（医療技術部）  高倉 照彦  （ME 室長部長） 

（事務局）    新倉 康弘  （CSS センター事務局・管理部院長補佐） 

           川名 君枝  （CSS センター事務局・卒後研修センター） 

 

4.  設置機器 

         高機能シミュレータ 

      気管支鏡トレーナ  

      気管挿管訓練モデル 

      フィジカルアセスメントモデル フィジコ 

      呼吸音聴診シミュレータ ラング 

      採血静注シミュレータ  

      手背の静注シミュレータ 

      装着式 上腕筋肉注射シミュレータ 

      殿筋注射２ウェイモデル 

      吸引シミュレータ Ｑちゃん 

           男性導尿・清拭モデル 

           女性導尿・浣腸トレーニングモデル 

      内視鏡下手術トレーニングセット   

      中心静脈カテーテル挿入シミュレータ 



      手術用顕微鏡 

      万能型成人実習モデル さくら 

           胸部診察トレーニングシステム イチロー 

      点滴・採血トレーナ 

      腕部付中心静脈挿入シミュレータ 

      内視鏡用スコープ 

           動脈採血シミュレータ 

      CVC 穿刺挿入シミュレータⅡ 

      腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ“ルンバールくんⅡ” 

      気道管理トレーナ 

      乳児気道管理トレーナ 

      新生児気道管理トレーナ 

      エアシムジュニア 

      未熟児モデル（男） 

      未熟児モデル（女） 

      喉頭鏡セット 

小児の手背静脈注射シミュレータ 

      AED リトルアン トレーニングシステム 

超音波診断ファントム上腹部術中モデル“IOUSFAN” 

超音波診断ファントム上腹部病変付モデル“ABDFAN” 

ポータブルエコー 

水銀血圧計 

      ポータブル吸引器 

      DVD 視聴覚教材 

   ALS シミュレータ 

レサシジュニア 

   レサシベビー 

   Neonatal Resuscitation Baby 

     気道管理トレーナ 

   気管支樹モデル 

     レールダルサクションユニット 

   レールダルシリコンレサシテータ 

     内視鏡光学視管スコープ 

     心臓超音波トレーニングシミュレータ ハートワークス 

   中心静脈 

    抹消挿入中心静脈カテーテル PICC シミュレーター 

   その他 

  

 

 



5. 使用状況 

令和1年6⽉15⽇〜
令和1年11⽉6⽇ 計5回開催

コメディカル 100名 喀痰吸引等研修 継続学習センター

実施期間 対象者 受講者数 講習会名 備考

令和1年5⽉11⽇〜
令和1年6⽉8⽇ 計4回開催

コメディカル 120名 人形を使ったマスクフィットの練習 ME

令和2年2⽉1⽇〜
令和2年3⽉28⽇ 計4回開催

看護師 64名 特定行為看護師研修 卒後研修センター

令和1年12⽉24⽇ 医師 10名 新生児蘇生法講習 Sコース開催

平成31年4⽉1⽇ 初期研修医 30名 初期研修医オリエンテーション 卒後研修センター

診療部

令和1年9⽉7⽇ コメディカル 15名 人工呼吸器研修 リハビリテーション
事業管理部

令和1年7⽉9⽇
令和1年7⽉10⽇ 計2回開催

看護師 20名 新人ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ K9看護師

a平成31年4⽉10⽇
 平成31年4⽉12⽇
 平成31年4⽉16⽇
b平成31年4⽉17⽇
 平成31年4⽉23⽇
 平成31年4⽉24⽇
c令和1年5⽉21⽇
 令和1年5⽉22⽇
 令和1年11⽉7⽇
 令和1年11⽉8⽇
d令和1年11⽉9⽇

令和1年11⽉30⽇

看護師 a205名
b180名
c276名
d90名

新人看護師研修
a新人看護師研修
b技術習得
c技術研修
d医療機器研修

看護管理部

平成31年4⽉1⽇〜令和1年4⽉5
計5回開催

コメディカル 68名 採血練習 臨床検査技師

平成1年10⽉5⽇ ⻭科研修医 6名 豚顎骨実習 ⻭科医師卒後研修室

令和2年2⽉19⽇ 看護師 10名 気管挿管シミレーション ICU看護師

令和1年8⽉30⽇ 看護師 15名 呼吸管理：挿管介助 B2看護師

令和1年7⽉17⽇
令和1年11⽉27⽇ 計2回開催

コメディカル 20名 吸引研修 リハビリテーション
事業管理部

令和1年8⽉22⽇
令和1年9⽉26⽇ 計2回開催

コメディカル 50名 医療機器勉強会 ME

令和1年8⽉10⽇・令和2年3⽉
20⽇
計2回開催

コメディカル 60名 摂食嚥下療法 、気管吸引、心肺蘇生法な
どの体験 実習

リハビリテーション
事業管理部

令和1年7⽉6⽇・令和1年8⽉3
⽇
計2回開催

看護師 40名 フィジカルアセスメント 看護管理部

平成31年4⽉9⽇〜
令和2年3⽉19⽇ 計7回開催

コメディカル 140名 ME機器勉強会 ME

平成31年4⽉19⽇〜
令和2年3⽉19⽇ 計7回開催

医師 39名 Wetlabo 心臓血管外科 医師

令和1年6⽉5⽇〜
令和1年10⽉30⽇ 計5回開催

医療従事者 55名 ICTミーティング 地域感染症疫学・
予防センター

令和1年6⽉22⽇〜
令和2年1⽉18⽇ 計7回開催

医師、コメディカ
ル、看護師

140名 人工呼吸器ワークショップ 初期研修医
看護師
コメディカル

2019年度 講習会等開催実績

平成31年4⽉21⽇〜
令和2年3⽉6⽇ 計39回開催

看護師 675名 ACLS 各病棟看護師

平成31年4⽉22⽇〜
令和1年11⽉28⽇ 計10回開催

看護師 126名 BLS 各病棟看護師

 



【4⽉属性別使用人数】 【5⽉属性別使用人数】
職種  利用用紙 事前申請 申請数 使用人数 職種  利用用紙 事前申請 申請数 使用人数

ME 0 7 ME 2 2 6
その他 51 51 89 その他 46 46 89
医師 15 1 16 68 リハビリ 0 1
看護師 12 353 365 415 医師 3 1 4 51
検査技師 45 45 45 看護師 6 199 205 246
⻭科医師 0 1 検査技師 3 3 3
初期研修医 5 19 24 104 ⻭科医師 0 8
薬剤師 0 2 初期研修医 8 8 29
総計 32 469 501 731 総計 20 248 268 433

【6⽉属性別使用人数】 【4⽉-6⽉属性別使用人数集計】
職種  利用用紙 事前申請 申請数 使用人数 職種  利用用紙 事前申請 申請数 使用人数

ME 14 14 17 ME 16 16 30
その他 63 63 127 その他 160 160 305
リハビリ リハビリ 0 1
医師 14 22 36 101 医師 32 24 56 220
看護師 33 138 171 177 看護師 51 690 741 838
検査技師 2 2 2 検査技師 3 47 50 50
⻭科医師 ⻭科医師 0 9
初期研修医 36 36 70 初期研修医 13 55 68 203
薬剤師 3 3 4 薬剤師 3 3 6
総計 47 278 325 498 総計 99 995 1094 1662

2019年度属性別使用人数

   

 

【4⽉属性別使用目的別集計】 【5⽉属性別使用目的別集計】
属性 使⽤⼈数 使⽤⽬的 属性 使⽤⼈数 使⽤⽬的

看護師 15 ACLS勉強会 看護師 40 ACLSトレーニング

看護師 27 BLS勉強会 看護師 8 手技練習

看護師 2 血糖値測定 看護師 174 新人看護師研修

看護師 325 新人看護師研修 その他 42 見学

その他 51 見学 検査師 3 手技練習

検査師 45 採血練習 医師 46 手技練習

医師 10 産婦人科腹腔鏡演習 初期研修医 27 手技練習

医師 56 手技練習

初期研修医 53 手技練習

初期研修医 18 初期研修医グラム染色レクチャー

初期研修医 30 初期研修医縫合レクチャー

2019年度属性別使用目的別集計

 



【6⽉属性別使用目的別集計】 【4⽉〜6⽉属性別使用物品】
属性 使⽤⼈数 使⽤⽬的 属性 使⽤回数 使⽤物品

看護師 20 ACLS 初期研修医 55 縫合結紮

看護師 28 ACLS講習会 医師 20 縫合結紮

看護師 45 ACLSトレーニング 初期研修医 6 採血シミュレーター

看護師 15 ICTミーティング 看護師 37 採血シミュレーター

看護師 3 採血トレーニング 検査師 17 採血シミュレーター

看護師 48 人工呼吸器ワークショップ 初期研修医 18 マイクロ顕微鏡

その他 40 見学 医師 12 マイクロ顕微鏡

その他 40 喀痰吸引等吸引等指導者養成講習会 初期研修医 15 腹腔鏡

検査技師 1 ACLS講習会 医師 125 腹腔鏡

検査技師 1 ICTミーティング 看護師 8 導尿デモキット

医師 7 ACLS講習会

医師 1 ICTミーティング

医師 7 Wet Labo

医師 10 ウロギネ勉強会

医師 72 手技練習

医師 2 人工呼吸器ワークショップ

初期研修医 8 ACLS講習会

初期研修医 31 手技練習

初期研修医 15 人工呼吸器ワークショップ

ME 2 ACLS講習会

ME 1 ICTミーティング

ME 8 WetLabo

薬剤師 4 ICTミーティング
 

 

 

 

       

                                    【文責】松田 諭 


