
 　

平成23年3月21日現在
看護部管理室

部署名 学会名 発表者 発表日 演題

西7 第83回日本糖尿病学会中部地方会 田中利江子 平成23年4月2日 「 糖尿病患者が継続できる運動療法の指導のポイントの検討」口説

西7  第83回日本糖尿病学会中部地方会 三島百有: 平成23年4月2日 「Ⅰ型糖尿病患者の食後血糖値をCGMで評価し、食事に応じたインスリン量を指導する試み 」口説

西7 第54回日本糖尿病学会 田中利江子他 平成23年5月19日 「糖尿病教育入院にて運動療法を行い、退院6ヶ月後を目途に活動量を評価した32事例の検討」口説

ICU 第14回日本臨床救急医学会 林賢二 平成23年6月4日 「岐阜市内におけるPAD症例の現状～アンケート調査から～」口説

看護部 日本看護歴史学会第25回学術集会 伊藤友美: 平成23年8月27日 「岐阜県における男性看護士の誕生と職務内容」示説

西7 第16回日本糖尿病教育・看護学会学術集会 田中利江子 平成23年9月24日
「持続血糖測定で食後血糖値を評価し、Ⅰ型糖尿病患者自身による血糖パターンマネジメント技術の向上につ
ながる指導の試み」口説

手術部 第33回日本手術医学会総会 坂口青耶 平成23年10月7日 「整形外科肩関節鏡手術における業者立会いなしでの手術準備実施までの取り組み」口説

手術部 第33回日本手術医学会総会 木下恵実 平成23年10月8日 「手術開始後3時間以内の術中手袋交換定着への取り組み」口説

手術部 第33回日本手術医学会総会 久富順子 平成23年10月7日 「仰臥位手術における手術台マットの選択基準の検討」口説

西4 第23回日本生命倫理学会 服部翔太 平成23年10月16日 「自家末梢幹細胞移植を受ける思春期漢字の造精機能障害に関するケアの検討」口説

看護部 第42回日本看護学会(看護管理) 伊藤友美 平成23年10月14日
「新人看護職員の保有能力・態度評価における上司指導のあり方-入職後6ヶ月評価における自己評価と上司
評価からの検討」口説

手術部 第25回日本手術看護学会 長屋恵 平成23年11月4日 「脳外科手術腹臥位における前胸部の除圧を目的とした体位固定物品の検討」口説

手術部 第25回日本手術看護学会 平野純子 平成23年11月4日 「NANDA-NOC-NIC看護過程を用いた手術看護教育の有用性」口説

ICU 2011年米国心臓学会 林賢二 平成23年11月13日
「Public　Access　Defibrillation　Program　with Automated External　Defibrillator　Need Targeted
Cardiopulmonary Resuscitation　Training：Lesson from a Local Japanese　City　Database  」示説

東7 第12回日本クリニカルパス学会 大橋一平 平成23年12月10日 「胸腰椎後方手術クリニカルパスのアウトカム評価とバリアンス分析」口説

手術部 第24回日本内視鏡外科学会 後藤紀久 平成23年12月9日 「地域の手術室看護師を対象とした内視鏡外科セミナー実施の効果」口説

手術部 第24回日本内視鏡外科学会 松波宏佳 平成23年12月9日 「泌尿器科内視鏡外科手術における器械出しの立ち位置変更による役割意識の変化」口説

東4 第27回岐阜県母性衛生学会 足立育美 平成24年1月28日 「習慣性流産後に妊娠した女性の不安に対する関わりのエンパワーメント理論にゆる分析」口説

東4 第27回岐阜県母性衛生学会 森田絵里奈 平成24年1月28日 「Wilson病を持つ高齢初産婦に対する精神的援助について　-花沢成一の母性心理質問紙を用いて-」口説

ICU 第27回日本環境感染学会 深尾亜由美 平成24年2月3日 「Clostridium difficile関連下痢症対策の効果に関する検討」示説

看護部 第26回日本がん看護学会 苅谷三月 平成24年2月11日 「陰部有棘細胞癌患者の疼痛緩和に関する意思決定への支援を緩和レアチーム看護師の立場で考える」示説

部署名 研究会名 発表者 発表日 演題

ACCC 第13回日本救急医学会中部地方会 辻俊行 平成23年6月26日 「当院の救急外来看護師による緊急判定の現状調査」口説

外来部 第60回東海ストーマ・排泄リハビリテーション研究会 石川りえ 平成23年6月4日 「尿管皮膚瘻に偽上皮種性肥厚を形成した精神疾患患者のストーマケア」口説

西7 第17回岐阜糖尿病コメディカルセミナー 日置千賀子 平成23年8月6日 「糖尿病に対して否定的感情を持った患者への看護介入」口説

西8 平成23年度岐阜県看護協会研究発表会 相宮菜月 平成24年2月4日 「消化器外科手術患者のドレーン固定方法に関する現状調査」口説

東7 平成23年度岐阜県看護協会研究発表会 堀辺彩 平成24年2月4日 「麻薬使用による疼痛コントロールと離床との関連性について」口説

東8 第15回がん血液疾患サポートケア研究会 吉川充花 平成23年11月19日 「臍帯血移植患者のセルフケア能力を高めるための支援」口説

平成23年度　投稿一覧

部署名 投稿雑誌等 著者 発行年・月 テーマ

生体支援センター インフェクションコントロール 深尾亜由美: 20(4),2011 「新入職者と病棟を歩く」

ACCC エキスパートナース 瀧寛子 6月増刊号 27(8),2011 「夜間の急変対応の原則　症状別ドクターコール」

ACCC 呼吸器・循環器急性期ケア 瀧寛子 11(25),2011 「侵襲が大きい手術後のケースCABGの術後管理」執筆

生体支援センター 治りにくい創傷の治療とケア　照林社 木下幸子 2011 「チームアプローチの必要性と動かし方　病院、専門外来、在宅」 執筆

西7 糖尿病ケア 古田均 8(10),2011 「生活が不規則な患者さんの血糖管理」　執筆

外来部 外来看護
倉橋小代子・鹿

野里枝子
1月号2012 「外来復職ナース奮闘記」執筆

平成23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 福束小学校授業 山本佑美他 平成23年6月24日 「思春期教室」講師

東4 鶯谷中学・高校授業 長門昌代他 平成23年6月30日 「性教育講和」講師

東4 アカチャンホンポ 丸茂尚子 平成23年6月4日 「男性の育児参加(沐浴指導)」演習指導

医療連携センター 岐阜大学医学系研究科看護学専攻授業 堀田みゆき 平成23年6月29日 「地域保健活動特論」講師

西7 岐阜県看護協会研修会 古田均 平成23年6月7日 「糖尿病重症化予防（フットケア）」講師

東4 輪ノ内中学校授業 船戸千寿他 平成23年7月8日 「思春期教室」講師

東8 第11回日本感染看護学会学術集会ワークショップ 所恵理子 平成23年8月17日 「感染看護ケアの向上を目指して」報告

生体支援センター 岐阜県健康福祉部医療整備課企画研修会 深尾亜由美 平成23年8月29日 「院内感染防止対策研修会」講師

生体支援センター 日本看護協会看護研修学校認定教育課程授業 木下幸子 平成23年9月2日 「皮膚・排泄ケア技術(演習)」講師

ICU Gifuクリティカルケア看護情報研究会 杉原博子 平成23年9月2日 「人工呼吸器装着患者の看護」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23年9月8日 中濃厚生病院 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23年9月9日 博愛会病院 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23年9月12日 岐北病院 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23年9月16日 タジミ第一病院 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23年9月14日 「見直そう感染対策(応用)」講師

生体支援センター 浜松医科大学感染対策講習会 深尾亜由美 平成23年9月29日 「病院環境と感染対策」講師

ICU 岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成23年9月2日 「呼吸ケア(基礎)」講師

ICU 岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成23年9月28日　10月4日 「呼吸ケア(応用)」講師

東4 仁木小学校授業 秋田満智子他 平成23年10月3日 「性教育講和」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23年8月29日 「難病患者に必要な看護ができる」講師

生体支援センター 第13回日本褥瘡学会ワークショップ 木下幸子 平成23年8月27日 「医原性褥瘡」講師

医療連携センター  第9回日本難病医療ネットワーク研究会 堀田美幸 平成23年10月28日 「岐阜県難病医療連絡会の活動状況」報告

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23年10月24日  岐阜県下呂温泉病院 訪問

手術部 第25回日本手術看護学会年次大会市民公開講座 吉川昌弥 平成23年11月5日 「手術室ってどんな場所」講師

生体支援センター  岐阜県看護協会研修 木下幸子 平成23年11月2日・9日 「スキンケアと褥瘡ケア(応用)」講師

西7 岐阜県看護協会研修 古田均 平成23年11月26日 「糖尿病看護」講師

看護部 岐阜県看護協会研修 苅谷三月 平成23年11月19日 「専門看護師・認定看護師ステップアップ研修　がん看護専門看護師の役割」講師

看護部 岐阜県看護協会研修 中口節子 平成23年11月24日 「准看護師研修会　-感染看護と医療安全-」講師

医療連携センター 岐阜県看護協会研修 堀田みゆき 平成23年11月16日 「難病患者の看護」講師

東4 輪之内中学校 長谷川愛他 平成23年11月25日 「思春期教室」講師

東6 岐阜県看護協会研修 古市ふみよ 平成23年11月30日 「摂食・嚥下障害者の看護(中級)」講師

東6 Gifuクリティカル看護情報研究会 古市ふみよ 平成23年12月5日 「クリティカルケアに必要な摂食・嚥下障害の看護の基本」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24年11月25日 情報テクノロジー「看護管理を支援する情報技術」講師

看護部 名古屋市立緑市民病院研修会 伊藤友美: 平成23年11月26日・12月3日 「NANDA看護診断を活用した事例検討」講師

西7 東海地区糖尿病認定看護師の会 古田均 平成23年12月4日 「血糖パターンマネジメント」講師

看護部 岐阜県看護協会研修 苅谷三月 平成23年12月17日 「がん看護に携わる看護師に対する緩和研修会「緩和ケアにおける倫理」講師

西7 岐阜県糖尿病看護認定看護師の会 古田均 平成23年12月18日 「カンバセーションマップとは」講師

医療連携センター 岐阜県福祉相談センター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27日 「難病の基礎知識」講師

東4 大藪小学校 中尾真理他 平成24年2月1日 「思春期教室」講師

生体支援センター 日本看護協会神戸研修センター症状マネジメントアドバンスコース研修 木下幸子 平成24年3月3日 「がん薬物療法における皮膚の見方、皮膚ケアとその評価、記録の為に必要な知識と技術」講師

看護部 愛知県看護協会認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程 五島光子 平成23年9月16日・22・29日 看護情報論「看護サービスと情報管理」「看護実践に活かす情報のあり方」講師

看護部 岐阜県立看護大学大学院博士後期課程 五島光子 平成23年11月14日 看護行政・政策論

看護部 平成23年度岐阜県看護管理者研修会 五島光子 平成24年3月6日 専門看護師・認定看護師の組織における位置づけと活動状況
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