
 平成23年3月4日
看護部管理室:伊藤友美

平成23年3月16日現在
部署名 学会名 発表者 発表日 演題

西7 第81回日本糖尿病学会中部地方会 田中利江子 平成22年4月17日 「日本糖尿病協会岐阜県支部主催ウォークラリーにおける安全性の評価」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22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

生体支援センター 第9回アジア臨床腫瘍学会 木下幸子 平成22年8月27日 「A Ileostomy care in the ovarian cancer patient who occurred severe skin irriation 」口説

看護部 第9回アジア臨床腫瘍学会 苅谷三月 平成22年8月26日 「Search for meaning of the illness and treatment malignancy lymphoma 示説

手術部 第24回日本手術看護学会 垣見克紀 平成22年9月17日 「手術時手洗い:ラビング法への変更プロセス」示説

ICU 日本呼吸療法医学会 林賢二 平成22年7月24日 「人工呼吸器におけるシミュレーション教育の有用性について」口説

西7 第26回日本糖尿病・妊娠学会 田中利江子 平成22年11月27日 「糖尿病合併妊娠および妊娠糖尿病に、外来で持続血糖測定器を使用することの意義」口説

西7 平成22年度東海北陸地区看護研究学会 白井則子 平成22年11月15日 「AD患者のセルフケアに対する自己効力感を高める看護介入の検討」示説

手術部 第32回日本手術医学会総会 後藤紀久 平成22年10月1日 「内視鏡外科手術におけるスタッフのモチベーション向上の取り組み」口説

手術部 第23回日本内視鏡外科学会 後藤紀久 平成22年10月18日 「内視鏡外科手術における質の向上を目指して‐アンケート調査による現状調査を行って‐口説

西8  第32回日本手術医学会総会 土屋麻由美 平成22年10月2日 「大腸手術におけるSSIサーベイランスとリスク要因の検討」口説

西7 第82回日本糖尿病学会中部地方会 三島百有 平成22年10月30日 「外来で持続血糖測定器を用いた療養指導の有用性 ‐Ⅰ型糖尿病患者15人への装着経験‐」口説

西7 第82回日本糖尿病学会中部地方会 古田均 平成22年10月30日 「Ⅰ型糖尿病患者の無自覚性低血糖　‐持続血糖測定器を用いた15人での検討‐」口説

西7 第82回日本糖尿病学会中部地方会 田中利江子 平成22年10月30日 「糖尿病教育入院にて運動療法指導を行った35例の検討」口説

外来部 第82回日本糖尿病学会中部地方会 松井静子 平成22年10月30日 「猛暑期における自己血糖測定器の保管場所の指導」口説

西6 第5回日本脳神経看護研究学会(東海地方会) 伏見理絵 平成22年12月5日 「脳神経外科疾患患者における機能性尿失禁患者の排尿誘導方の検討」口説

東4 第26回岐阜県母性衛生学会 森民千佳 平成23年1月29日 「合併症を持つ妊婦への危機回避に向けた介入～アギュララとメズイックの危機問題解決モデルを活用して」口説

東4 第26回岐阜県母性衛生学会 福満千子 平成23年1月29日 「初産婦のセルフケア向上のためのケアについて　～1事例を通して～」口説

西8 第26回日本環境感染学会 吉田裕美 平成23年2月19日 「気管吸引時のゴーグル装着の遵守に向けた取り組み」口説

ICU 第7回日本褥瘡学会中部地方会 大塚愛子 平成23年2月27日 「ICU入室患者の気管内創刊の有無、体位による体圧・ずれ値の比較」口説

外来部 第28回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 石川りえ 平成23年2月5日 「外来化学療法を受けるストーマ保有者の有害事象とストーマ外来のあり方について」口説

看護部 第25回日本がん看護学会 苅谷三月 平成23年2月13日 「再発した中悪性度リンパ種の治療を受ける患者の病気や治療に対する意味づけ」口説

部署名 研究会名 発表者 発表日 演題

西9 第7回前立腺癌密封小線源永久挿入治療研究会 細野清美: 平成22年7月18日 「前立腺癌に対するヨウ素125密封小線源永久挿入療法後、一年以内に死亡した患者に対する看護基準書の作成」口説

手術部 第25回心臓血管外科ウィンターセミナー 後藤紀久 平成23年1月27日 「ステントグラフト内挿術導入の取り組みに基づく新規手術導入体制の整備」口説

手術部 第25回心臓血管外科ウィンターセミナー 安田美智子 平成23年1月27日 「心臓血管外科手術における器械出し看護師の達成感と負担の要因に基づく支援ポイント」口説

ICU 第25回心臓血管外科ウィンターセミナー 門脇早矢香 平成23年1月28日 「ICUにおける心臓血管外科術後患者の拘束アセスメントシートを使用したせん妄ケアの一考察」口説

西5 第25回心臓血管外科ウィンターセミナー 今井美和子 平成23年1月28日 「腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿入術クリニカルパスの作成」口説

放尃線部 平成22年度岐阜県看護協会研究発表会 斎藤久美子 平成23年2月21日 「経口腸管洗浄剤を安全に内朋するための対応について」口説

ACCC 平成22年度岐阜県看護協会研究発表会 木原美波 平成23年2月21日 「鎮痛・鎮静の評価についての現状調査」口説

平成22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

手術部 OPE NURSING 吉川昌弥: 25(3)2010 「術中のモニタリング」 執筆

東9
子どもたちの豊かな育ちのまなざし-スクールソーシャルワー
ク実践ガイド-

山中恵美子 久美出版,2010 「摂食障害について」執筆

手術部 看護記録と看護過程 吉川昌弥: 日総研,20(2),2010 「看護記録と看護過程の悩み解決  現場の悩みにズバッと」執筆

ICU エキスパートナース 杉原博子 25(10)2010 「誌上コンサルテーション：冷罨法について」　執筆

手術部 成人看護学・急性期看護Ⅰ概論・周手術期看護 後藤紀久 南江堂,2010 「第Ⅲ章：手術期の看護1.手術室看護とは　3.手術終了時の看護」「第Ⅳ章：手術後期の看護　B回復室で生じる問題と観察
のポイント C病棟看護師への報告」執筆

ICU 重症集中ケア 杉原博子 9(4)2010 「せん妄患者の看護:活動低下型せん妄」執筆

ACCC EMERGENCY CARE 中野恭子  24(2),2011 「重症熱傷患者の家族における危機への対処～対処過程の分析と看護の振り返り～」執筆

医療連携センター
難病医療専門員による難病患者のための難病相談ガイドブッ
ク (改訂2版)

堀田みゆき 九州大学出版会,2011 「第12章　事例紹介」「コラム」執筆

西6 ブレインナーシング 袴田昌代 春季増刊,2011 「今さら聞けない脳神経外科間ごりの疑問Q&A：日常生活支援の疑問　肢位・姿勢/移動・移乗、食事」執筆

西6 ブレインナーシング 工藤真理 春季増刊,2011 「今さら聞けない脳神経外科間ごりの疑問Q&A：日常生活支援の疑問　排泄」執筆

東7 整形外科看護 松野泰子他3名 16(3)2010 「技ありナースが伝授!部位別整形外科のポジショニング(頚椎術後グの体位変換、移乗)

平成22年度　研究会発表演題一覧
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平成22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

西7 第5回岐阜県糖尿病看護研究会 古田均 平成22年4月25日 「SMBGを効果的に活用するには」講師

生体支援センター 第19回日本創傷・オストミー・失禁管理学会 木下幸子 平成22年5月9日 「深部静脈血栓症(DVT)予防用品による皮膚障害発生の現状と課題」示説

生体支援センター 第3回徳島県在宅褥瘡セミナー 木下幸子 平成22年5月15日 「スキントラブルを予防する効果的な紙おむつの選び方・使い方」講師

生体支援センター 巣南リハビリセンター勉強会 木下幸子 平成22年5月28日 「褥瘡のケア　褥瘡の治療」講師

手術部 日本手術看護学会東海地区大会  吉川昌弥 平成22年5月29日 新人交流会　講師

外来部 腎癌分子標的薬ケアセミナー 高橋繭 平成22年6月19日 「抗癌化学療法の副作用のマネジメント」講師

生体支援センター 腎癌分子標的薬ケアセミナー 木下幸子 平成22年6月19日 「分子標的薬の副作用(スキンケアを中心に)のマネジメント」講師

生体支援センター ジョンソン&ジョンソン　ASP　Academyセミナー静岡 深尾亜由美 平成22年6月20日 「手指衛生に関する情報提供」講師

生体支援センター 第29回岐阜県大学保健管理研修会 木下幸子 平成22年6月26日 「学生や大学職員が行う傷の手当てについて」講師

東4 鶯谷中学校出前授業 長門昌代　他2名 平成22年6月30日 「性教育講話」講師

東4 輪之内中学校 柴田久美子 他2名 平成22年7月9日 「思春期教室」講師

東4  輪之内中学校3年生 中尾真理 他2名 平成22年7月9日 「思春期の心と体の成長、命の大切さについて」講師

西7 第6回糖尿病の井戸端会議 日比野美保 平成22年7月10日 「糖尿病看護におけるCDEの役割と活動」講師

生体支援センター 岐阜市民公開講座 木下幸子 平成22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

ICU 第60回日本病院学会ワークショップ 杉原博子 平成22年7月23日 「患者の健康生活を支援する看護の連携：早期回復を促す看護の連携を目指した集中ケア認定看護師の取り組み」講師

生体支援センター 岐阜県看護協会研修会 深尾亜由美 平成22年7月24日 「認定看護師としての活動報告」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22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22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22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 院内感染対策実地指導 深尾亜由美 平成22年8月5日 土岐市立総合病院 訪問

生体支援センター 院内感染対策実地指導 深尾亜由美 平成22年8月9日 高山赤十字病院 訪問

生体支援センター 岐阜県看護協会研修会 深尾亜由美 平成22年8月13日 「見直そう感染対策(初級)」講師

医療連携センター 岐阜県訪問看護師養成講習会 堀田みゆき 平成22年8月17日 「難病患者の看護」講師

生体支援センター 院内感染対策実地指導 深尾亜由美 平成22年8月19日 揖斐厚生病院 訪問

生体支援センター 第12回日本褥瘡学会学術集会 木下幸子 平成22年8月21日 「QOL向上を目指した栄養管理」シンポジスト

生体支援センター 岐阜県看護協会研修会 深尾亜由美 平成22年8月23日 「見直そう感染対策(中級)」講師

西8 岐阜県看護協会研修会 土屋麻由美 平成22年8月23日 「見直そう感染対策(中級)」講師

生体支援センター  院内感染対策実地指導 深尾亜由美 平成22年9月10日  郡上市民病院 訪問

ICU 岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成22年9月11日 「呼吸ケア(初級)」講師

手術部  第24回日本手術看護学会 吉川昌弥 平成22年9月18日 「認定看護師のネットワークを活用したタイムアウトへの取り組み」認定看護師報告階にて報告   (国際学会にて報告)

手術部 第52回日本手術看護学会東海地区学会 吉川昌弥 平成22年9月25日 「術中の停電」シンポジスト

外来部 岐阜県看護協会研修会 高橋繭 平成22年9月25日 「がん化学療法を支える看護」講師

西9 第21回西濃透析懇話会 岡田弘美 平成22年9月25日 「レシピエントコーディネーターとしての活動」報告

ACCC  岐阜県看護協会研修会 瀧寛子 平成22年10月2日 「呼吸ケア(初級)研修会」講師

ICU 岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成22年10月2日 「呼吸ケア(初級)研修会」講師

東4 赤ちゃん本舗 長谷川愛 平成22年10月3日 マタニティスクール講師

東4 仁木小学校 中島真美 他2名 平成22年10月4日 「思春期教室」講師

医療連携センター 岐阜中央病院研修会 清水朊子 平成22年10月7・28日 「看護実践の倫理」講師

東7 岐阜中央病院研修会 松野泰子 平成22年10月7・28日 「看護実践の倫理」講師

看護部 JA中濃厚生病院研修会 伊藤友美 平成22年10月22日 「看護診断について」講師

外来部 岐阜県訪問看護養成講習会 石川りえ 平成22年10月19・26日 「スキンケア(応用)」講師

西7 岐阜県看護協会研修会 古田均 平成22年10月30日 「糖尿病看護」講師

生体支援センター 岐阜県看護協会准看護師研修会 深尾亜由美 平成22年11月2日 「看護倫理と感染対策」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22年11月4日 「スキンケアと褥瘡ケア(中級)」講師

手術部 平野病院学習会 吉川昌弥 平成22年11月8日 「手術管理における看護師の役割」講師

看護部 兵庫県看護協会認定看護管理者制度「セカンドレベル」教育
課程

五島光子 平成22年11月12日 「情報テクノロジー」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22年11月18日 「スキンケアと褥瘡ケア(中級)」講師

ICU 岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成22年11月19日 「呼吸ケア(初級)」講師

西8 岐阜病院研修会 土屋麻由美 平成22年11月22日 「感染」講師

手術部 Gifuクリティカルケア看護情報研究会 吉川昌弥 平成22年11月29日 「手術看護認定看護師をめざして」講師

ICU  岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成22年11月30日 「呼吸ケア(中級)」講師

看護部 名古屋市立緑市民病院研修会 伊藤友美 平成22年12月4・18日 「看護診断の基本的理解」講師

東4 赤ちゃん本舗 中尾真理 平成22年12月5日 マタニティスクール講師

東4  福束小学校 秋田満智子 他2名 平成22年12月8日 「思春期教室」講師

ACCC 第3回Gifuクリティカルケア看護情報研究会 瀧寛子 平成22年12月20日 「人工呼吸の第一歩　通常呼吸と人工呼吸の違い」講師

生体支援センター 岐北厚生病院研修会 深尾亜由美 平成22年12月21日 「病院における感染対策」講師

看護部 中濃厚生病院看護師研修会  苅谷三月 平成23年1月12日 「放尃線治療と看護」講師

東4 輪之内中学校1年生 横山朱実 他2名 平成23年1月14日 「思春期の心と体の成長、命の大切さについて」講師

医療連携センター 岐阜県福祉事業 難病患者等ホームヘルパー養成研修 堀田みゆき 平成23年1月26日 「難病の基礎知識Ⅱ」講師

東4 大藪小学校 船渡千寿 他2名 平成23年2月1日 「思春期教室」講師

生体支援センター 恵那市公衆衛生協議会 深尾亜由美 平成23年2月23日 「院内感染対策について」講師

東7 第35回岐阜人工関節フォーラム 泉あい 平成23年3月19日 「両側人工関節置換術を受けた患者の離床援助について」報告

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22年10月1日～平成23年3月31日 「感染防止技術」「医療関連感染サーベイランス」講師

看護部 平成22年度岐阜県がん診療連携拠点病院がん看護研修会 苅谷三月 平成23年1月22日　3月5 日 「がん診療連携拠点病院の役割と看護師の役割」講師

医療連携センター 岐阜地区医師会 清水朊子 平成23年2月5・6日 「第１回医療連携バスコーディネーター養成講座」講師


