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平成21年度　学会発表演題一覧 　

部署名 学会名 発表者 発表日 演題

東8 第15回日本看護診断学会学術集会 所恵理子 平成21年6月26日 「看護過程支援システム導入後の看護診断活用状況と今後の課題」口説

西4 第19回日本小児看護学会学術集会 河村昌子 平成21年7月19日 「骨髄・腰椎穿刺検査に対するプレパレーションを小児病棟に導入した後の実施状況とその効果」口説

東7 第14回日本難病看護学会学術集会 高橋直美 平成21年8月28日
 「人工呼吸器装着後転院となった筋萎縮性側策硬化症患者に対する看護介入の課題　SEIQoL‐DW法による分析」口
説

西４ 第16回日本家族看護学会 岡本知美 平成21年9月6日 「悪性腫瘍の子どもに付き添い、ストレス反応の強かった母親への家族支援」口説

西４ 第16回日本家族看護学会 服部翔太 平成21年9月6日  「終末期にある思春期漢字と家族への治療に関する意思決定の過程を支援した事例」口説

西４ 第16回日本家族看護学会 河村昌子 平成21年9月6日 「骨髄・腰椎穿刺検査を受ける患児に対するプレパレーション　親への効果について」口説

手術部 第31回日本手術医学総会 村瀬妙子 平成21年10月17日  「新規医療機器購入要望における購入順位の決定方法」口説

手術部 第31回日本手術医学総会 篠田仁美 平成21年10月17日 「外回り看護師のガーゼカウント時におけるゴーグルへの血液暴露の実態調査」口説

東６ 第26回岐阜県病院協会医学会 篠田佳奈 平成21年10月25日 「静脈留置カテーテル挿入前後の手指衛生を徹底させるためのスタッフ教育」口説

西９ 第10回日本クリニカルパス学会 加藤佳恵 平成21年12月4日 「膀胱全摘除術、新膀胱造設クリニカルパスのバリアンス分析」口説

西６ 第4回日本脳神経看護学会東海地方会 河村仁美 平成21年12月6日 「急性期失語症患者のコミュニケーション障害に対する援助」口説

西６ 第4回日本脳神経看護学会東海地方会 狩野視香 平成21年12月6日 「小脳症状のある患者の離床方法の検討」口説

外来部 第6回日本褥瘡学会中部地方会 石川りえ 平成22年2月21日 「深部静脈血栓症（DVT）予防用品による皮膚障害発生予防の取り組み」口説

外来部 第24回日本がん看護学会 坂井田笑子 平成22年2月13日 「外来化学療法を受けるがん患者のケアプログラムの作成と検討」口説

西5 平成21年度岐阜県看護協会研究発表会 吉崎純夫 平成22年2月22日 「閉塞性動脈硬化症患者下肢アセスメント導入の評価」口説

東4 第25回岐阜県母性衛生学会学術集会 横山朱実 平成22年1月26日 「糖尿病合併妊婦への妊娠期からの継続的支援の検討」口説

東4 第25回岐阜県母性衛生学会学術集会 田口綾子 平成22年1月26日 「父性を高めるための支援が必要な夫と初産婦への看護の検討」口説

ICU 第37回日本集中治療医学会学術集会 和田浩枝 平成22年3月5日 「ICUにおける深部静脈血栓症予防用品による皮膚障害の発生状況と予防対策の検討」

ICU 第37回日本集中治療医学会学術集会 水野志保 平成22年3月5日 「人工呼吸器装着患者の口腔ケアにおける保湿剤の有効性の検討」

西5 第27回日本助産学会学術集会 三輪峰子 平成22年3月21日 「ハイリスク妊産婦のけいぞま受け持ちによる助産師現任教育」口説

平成21年度　研究会発表演題一覧

部署名 研究会名 発表者 発表日 演題

西７ 第23回東海糖尿病治療研究会 宮本真弓 平成21年9月6日 　「糖尿病患者の地域連携に必要な糖尿病教育実施表の検討」口説

西７ 岐阜糖尿病コメディカルセミナー 榊美香 平成21年8月29日 　「短期間で行動変容に至った1型糖尿病患者の看護を振り返る」口説

西8 第59回東海ストーマ・排泄リハビリテーション 研究会. 高崎萌 平成21年4月11日 「ストーマ造設術を余儀なくされ不穏に陥った患者の抱えるストレスと対処行動の考察」口説

東8 第13回がん・血液疾患サポートケア研究会 木村裕美 平成21年10月17日 フィンクの危機理論を用いて分析した予後不良の白血病患者の妻が辿った危機のプロセス

平成21年度　投稿一覧

部署名 投稿雑誌等 著者 発行年・月 テーマ

西6 ブレインナーシング 袴田昌代 春季増刊,2009 「新人ナース教育プログラムの実際」執筆

看護部 日央像情報メディカル 五島光子 2009.5月号 「電子カルテシステムと看護情報支援システムとの連携」執筆

西７ 月間ナーシング 古田均 29(9)2009 「エンパワメントやる気に導く糖尿病療養指導」執筆

生体支援センター 感染対策ICTジャーナル 深尾亜由美 4(4)2009 「ICTとNST」執筆

生体支援センター インフェクションコントロール「感染対策らくらく完全図解マニュアル」 深尾亜由美 2009.5月号 「患者の隔離・移動」「患者の身体の清潔、口腔ケア」「患者の排泄、嘔吐の処理」執筆

生体支援センター がん患者の褥瘡ケア 木下幸子 2009.8月 「化学療法を受ける患者の褥瘡ケア」執筆

生体支援センター がん看護「放射線療法・化学療法」 木下幸子 14(6)2009 「手足症候群の対応」執筆

平成21年度院外講師実施一覧

部署名 研修会・セミナー等名称 氏名 開催日 テーマ

東4 第41回岐阜県周産期懇話会 堀美幸 平成21年4月3日 「小児科と成育期との連携」口説

西9 岐阜県立大垣桜高等学校授業 岡田弘美 平成21年4月30日 「内部障害(腎臓等)の理解について」講師

生体支援センター エリエールセミナー 木下幸子 平成21年4月11日 「急性期病院におけるスキンケア対策」講師

生体支援センター 3Mクリティカルケアセミナー 深尾亜由美 平成21年4月25日 「クリティカルケアにおける感染対策」講師

生体支援センター 岐阜大学医学部看護学科授業 深尾亜由美 平成21年4月22日 「感染予防ガイダンス」講師

生体支援センター 愛知医科大学看護学研究科 深尾亜由美 平成21年4月1日～平成22年3月31日 「基礎看護学実習」講師

生体支援センター 岐阜県医師会研修会 深尾亜由美 平成21年5月30日 「医療従事者を対象としたC型肝炎ウィルス研修会」講師

生体支援センター 岐阜県保健管理研究会総会 深尾亜由美 平成21年6月20日 「医療関連感染対策の基本‐新型インフルエンザを中心に‐」講師

東4 鶯谷中学校 柴田久美子他 平成21年7月1日 「性教育授業」講師

生体支援センター 岐阜県立関特別支援学校医療的ケア看護講師研修会 深尾亜由美 平成21年7月28日 「感染管理」講師

生体支援センター 岐阜県立海津特別支援学校研修会 深尾亜由美 平成21年7月30日 「医療関連感染対策の基本」講師

医療連携センター 岐阜県看護協会訪問看護師養成研修会研修会 堀田みゆき 平成21年7月30日 「難病のある患者の看護」講師

生体支援センター 市民公開講座 木下幸子 平成21年7月12日 「在宅でのおしっこのケア　～訪問看護のアンケートから～」講師

外来部 第2回岐阜アナログインスリンセミナー 中村妙子 平成21年6月11日 「内科外来での糖尿病患者への生活指導の現状と今後の課題」口説

生体支援センター 院内感染対策実地指導事業院内 深尾亜由美 平成21年8月13日 感染対策実地指導 須田病院 訪問

生体支援センター 院内感染対策実地指導事業院内 深尾亜由美 平成22年8月26日 院内感染対策実地指導 上矢作病院 訪問

外来部 東海ストーマリハビリテーション講習会 石川りえ 平成21年8月6日～8月8日 「ストーマケア実習」講師

医療連携センター 第1回東濃地区訪問看護ステーションブロック学習交流会 堀田みゆき 平成21年9月19日 「ALS患者さんの気管切開についての意思決定を考える」アドバイザー

ＩＣＵ 平成21年度東海呼吸療法認定士会勉強会 林賢二
平成21年5月24日　9月12・13日

平成22年1月31日
平成21年度東海呼吸療法認定士会勉強会　協力者

生体支援センター 愛知県看護研修センター看護職員実務研修会 深尾亜由美 平成21年9月16日 「知っておきたい感染対策」講師

生体支援センター 院内感染対策実地指導事業院内 深尾亜由美 平成21年9月4日 院内感染対策実地指導 大垣徳洲会病院 訪問

生体支援センター 院内感染対策実地指導事業院内 深尾亜由美 平成21年9月10日  院内感染対策実地指導 関中央病院 訪問

手術部 第51回日本手術看護学会東海地方会 吉川昌弥 平成21年9月26日 新人フォローアップ研修「器械出しについて」講師

医療連携センター 第 14回日本難病看護学会学術集会 堀田みゆき 平成21年8月28日 「難病ケアコーディネーターの更なる改善への取り組み」講師

生体支援センター 岐阜県看護協会郡上支部研修 木下幸子 平成21年10月3日 「スキンケアと褥瘡予防の基本知識を学ぶ」講師

生体支援センター 第11回日本褥瘡学会ランチョンセミナー 木下幸子 平成21年9月5日 「褥瘡を診る医師の目、看護師の目」講師

西4 岐阜県立看護大学 河村昌子 平成21年11月20日 「小児看護援助論」講師

生体支援センター 愛知医科大学看護実践研究センター認定看護師教育課程 深尾亜由美 平成21年11月4日～12月24日 「感染管理」講師

外来部 岐阜県看護協会研修会 石川りえ 平成21年10月21日 「スキンケアの基本と褥瘡ケア」講師

西7 岐阜県看護協会研修会 古田均 平成21年10月24日 「糖尿病看護」講師

東4 仁木小学校 末次加奈他２名 平成21年10月9日 「思春期教室」講師

西5 第10回日本クリニカルパス学会 三輪峰子 平成21年12月4日 「病棟でのがん薬物療法とクリニカルパス」シンポジスト

生体支援センター 平成21年度西濃地区高等学校教育研究会保健部会合同研修会 深尾亜由美 平成21年12月8日 「感染対策について」講師

東4 福束小学校 秋田満智子他2名 平成21年12月9日 「思春期教室」講師

生体支援センター 岐阜県看護協会研修会 木下幸子 平成21年11月12・19日 「褥瘡ケアの実際」講師

生体支援センター 名古屋福祉用具プランナー研修「排泄用具関連」講師 木下幸子 平成21年12月5日 「排泄用具関連」講師

ICU 美濃市美濃病院研修会 杉原博子 平成21年12月5日 「呼吸のフィジカルアセスメント」講師

ICU  岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成21年12月18・19日 「呼吸ケア」講師

東4 輪之内小学校 丸茂尚子他2名 平成22年1月15日 「思春期教室」講師

看護部 平成21年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議　看護セッション 廣瀬泰子 平成22年1月21日 「個別的な看護実践が見える看護記録を目指して」口説

医療連携センター 岐阜県難病セミナー 堀田みゆき 平成22年2月18日 「難病医療連携拠点病院における役割について」講師

生体支援センター 第25回Ⅱ本環境感染学会 深尾亜由美 平成22年2月6日 「医療関連感染における環境からの伝播の可能性と環境対策」シンポジスト

東4 大藪小学校 長門昌代他2名 平成22年2月2日 「思春期教室」講師

生体支援センター 岐阜県看護協会郡上支部研修会 木下幸子 平成22年2月6日 「スキンケアと褥瘡予防の基本知識を学ぶ」講師

ICU 第37回日本集中医療医学会学術 杉原博子 平成22年3月6日 「せん妄状態を呈している患者への看護に必要な知識　～栄養・鎮静・早期リハビリテーションを考慮して～」講師

外来部 第1回岐阜ストーマリハビリテーション講習会 石川りえ 平成22年3月19～21日 「皮膚障害の理論とスキンケア」講師

生体支援センター 第1回岐阜ストーマリハビリテーション講習会 木下幸子 平成22年3月19～21日 「尿路ストーマの管理」講師


