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看護部管理室

部署名 学会名 発表者 発表日 演題

生体支援センター 第21回日本創傷・オストミー・失禁管理学会 木下幸子 平成24年5月11日 「乳房切除後の術後創離解に陰圧吸引療法を施行した一症例の報告」示説

ACCC 第15回日本臨床救急医学会 林賢二 平成24年6月17日 「院内ICLS開催の評価と課題」口説

ACCC 第34回日本呼吸療法医学学会学術集会 林賢二 平成24年7月14日 「人工呼吸器シミュレーション教育におけるアルゴリズム表の試作」示説

東8 第12回日本感染看護学術集会 横山久美子 平成24年7月28日 「手指衛生の遵守向上への取り組み」口説

ACCC 第34回日本呼吸療法医学学会学術集会 林賢二 平成24年7月14日 「人工呼吸器シミュレーション教育におけるアルゴリズム表の試作」示説

放射線部 日本IVR学会中部地方会 馬淵みゆき 平成24年7月1日 「PCI中の安全な看護を実践するための看護師の対応について口説

西7 第17回日本糖尿病教育・看護学会 田中利江子 平成24年9月30日 継続できる運動両方の指導方法　教育入院中、退院直後および6ヶ月後の活動量を評価した38例での検討

手術部 第54回日本手術看護学会東海地区学会 江口友佳子 平成24年9月29日 「3点支持マットレス使用の脊椎後方手術における固定器具の検討」口説

手術部 第34回日本手術医学会 安田美智子 平成24年10月20日 「緊急性への対応課題が明らかとなった当院の手術室災害対策マニュアル」口説

手術部 第34回日本手術医学会 後藤紀久 平成24年10月20日 「手術新人看護師教育における早期育成を目指した取り組み」口説

手術部 第34回日本手術医学会 村瀬妙子 平成24年10月20日 「国立大学病院手術部スタッフの相互訪問実施報告」口説

西4 第23回日本生命倫理学会 服部翔太 平成24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

ICU 第15回日本救急医学会中部地方会学術集会 中野恭子 平成24年10月13日 「身体拘束ガイドライン使用の実際と見直し」示説

西5 第14回日本医療マネジメント学会学術総会 溝上真奈美 平成24年10月12日 「病棟再編により混合化したA病棟における看護師のストレス分析」口説

西5 第14回日本医療マネジメント学会学術総会 橋本夕貴 平成24年10月12日 「肺がん患者に対する患者クリティカルパス運用の見直し」口説

手術部 第26回日本手術看護学会 江口友佳子 平成24年11月23日 「脊椎後方手術における3点支持マットレスの有効性」口説

東8 第16回がん・血液疾患サポート研究会 山田友美 平成24年11月3日 「膵尾部癌で亡くなった患者家族へのインタビューから学んだ終末期患者の意思決定支援と家族ケア」口説

東9 第1回日本認知行動看護学会 近藤和樹 平成24年11月17日
「チームによる認知行動療法アプローチの効果の検討－拒食行動に対する応用行動分析を用いた介入－」口
説

東4 第28回岐阜県母性衛生学会 早川美穂 平成25年1月26日 「妊娠期の食生活行動への関わりについて」口説

東4 第28回岐阜県母性衛生学会 近藤あい 平成25年1月26日 「辺縁前置胎盤妊婦にラザルスのストレス・コーピング理論を活用した一考察」口説

医療連携センター 第27回日本がん看護学会 苅谷三月 平成25年2月17日 「A大学病院の外来化学療法を受ける患者の苦痛と緩和ケアに対する認識調査」口説

外来部 第27回日本がん看護学会 高橋繭 平成25年2月17日 「A病院外来化学療法室における安全で確実な治療を実施するための課題」口説

西7 第1回岐阜県看護学会 明隅碧 平成25年2月20日 「最期までトイレでの排泄を希望した患者へのケアの振り返り　Jonsenらの臨床倫理4分割法を用いて」口説

東5 第1回岐阜県看護学会 三島志穂 平成25年2月20日 「症状進行が早く治療ができず死に至った患者の家族看護の振り返り」口説

東9 第1回岐阜県看護学会 松本綾 平成25年2月20日 「隔離解除を望まない統合失調症患者の隔離解除に向けた関わり」口説

東7 第1回岐阜県看護学会 服部聖子 平成25年2月20日 「マーガレット・ニューマン“健康の理論”を活用した不安感の強い頸椎固定患者に対する援助」示説

生体支援センター 第30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25年2月15日 「ストーマケアの標準化に向けて行った現状調査の結果と今後の課題」示説

生体支援センター 第28回日本環境感染学会 土屋麻由美 平成25年3月2日 「食道癌手術におけるSSI発生リスク因子の検討」口説

ICU 第28回日本環境感染学会 深尾亜由美 平成25年3月2日 「グルコン酸クロルヘキシジン含有ドレッシング材使用によるCLABIS予防効果の検討」口説

NICU 第9回日本褥瘡学会中部地方会学術集会 吉本恵美子 平成25年3月10日 「うつ症状が悪化し長時間座位で過ごし褥瘡発生した患者の体圧管理」口説

NICU 第13回日本クリニカルパス学会 五島真奈美 平成24年12月7日 「鼓室形成術パス改訂後の妥当性の評価」口説

西8 第9回日本褥瘡学会中部地方会学術集会 安井裕美子 平成25年3月10日 「看護師の体圧測定方法の現状調査と課題の抽出」口説

西6 第7回日本脳神経看護学会東海地方部会 志土地綾子 平成25年2月23日 「歯科衛生士とともに効果的な口腔ケアを行うための取り組み」口説

ACCC 第40回日本集中治療医学会学術集会 杉原博子 平成25年2月28日 「大学病院における呼吸ケアサポートチームの役割」口説

看護部 第3回日本看護評価学会 五島光子 平成25年3月27日 「大学病院での手術看護における医療安全に関する実態調査」口説

部署名 研究会名 発表者 発表日 演題

西8 第61回東海ストーマ排泄リハビリテーション研究会 橋田瑠美子 平成24年6月2日 「身体的、社会的背景によりストーマ装具選択とセルフケア指導に難渋した一症例」口説

生体支援センター 平成24年度Gifuクリティカルケア看護情報研究会 木下幸子 平成24年6月18日 「クリティカルケアに必要な周手術期の創傷管理」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 堀田みゆき 平成24年9月28日 「岐阜県での難病患者災害時対策支援事業と難病医療連絡協議会の活動報告(第2報)

東8 第16回がん・血液疾患サポート研究会 河村陽子 平成24年11月3日 「R-CHOP療法を受ける患者への看護師・薬剤師の協働指導のための基盤つくり」口説

ICU 第6回移植後感染症フォーラム 深尾亜由美 平成24年6月8日 「血液内科病棟におけるClostridium difficile関連下痢症対策」講師

西7  第18回岐阜糖尿病子メディカルセミナー 中島美智子 平成24年9月1日 「合併症への恐怖が強く食事療法に抵抗を示した2型糖尿病患者への看護介入」口説

東7 第39回岐阜県人工関節フォーラム 遠藤唯奈 平成25年3月16日 「人工関節置換術後の早期端座位実施の有効性について」口説

看護部 第1回東海医療安全研究会 中口節子 平成24年12月1日 「医療者間コミュニケーションエラーの事例について　-医療安全管理者の立場より-」口説

平成24年度　投稿一覧

部署名 投稿雑誌等 著者 発行年・月 テーマ

看護部 看護 伊藤友美・苅谷三月・中里綾子: 64(5)2012 「話を聞いて理解し、自分の思いを伝える力を高めるための取り組み」　執筆

ICU 救急看護&トリアージ 瀧寛子 6号,2012 「3次救急外来における教育体制」執筆

ACCC Nursing Today 杉原博子 27(3) 2012 「治療・ケア後に注意　急変回避の20の法則　輸血・与薬」執筆

ACCC Expert Nurse6月臨時増刊号 杉原博子 28(8) 2012 「クリティカルケア　発熱時のクーリング」執筆

医療連携センター 臨床看護 堀田みゆき 38(13)2012 「希少神経難病ファール病3例の患者と家族のインタビューから得られたもの」　執筆

ICU がん看護 瀧寛子 17(7) 2012 特集:事例から学ぶがん急変対応のプラクティス「がん患者の自殺とその急変対応」執筆

西9 泌尿器ケア 吉田恵美他 2012年冬季増刊号 特集フローチャートでわかる!泌尿器科疾患別看護マニュアル「感染症・炎症の看護マニュアル:慢性前立腺炎」

西9 泌尿器ケア 本田恵理他 2012年冬季増刊号 特集フローチャートでわかる!泌尿器科疾患別看護マニュアル「感染症・炎症の看護マニュアル:尿道炎」

西9 泌尿器ケア 桐山恵里奈他 2012年冬季増刊号
　特集フローチャートでわかる!泌尿器科疾患別看護マニュアル「感染症・炎症の看護マニュアル:急性前立腺
炎」

西7 糖尿病ケア 古田均 9(10)2012
正しい知識をやさしく教えて!患者さんの誤解がとける糖尿病用語集「糖尿病の病態・検査について説明すると
き」執筆

手術部 実践安全 手術看護 後藤紀久 6(5),2012 「院内患者の緊急手術受入れ体制の実際と課題」執筆

平成24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

ICU 平成24年度愛知医科大学院 深尾亜由美: 「感染管理特論」「基礎看護学演習」講師

生体支援センター 岐阜ストーマリハビリテーション講習会 木下幸子 平成24年3月17日 「ストーマ外来」講師

東4 アカチャンホンポ 森民千佳 平成24年3月17日 「男性の育児参加(沐浴指導)」講師

生体支援センター
平成23年度がん化学療法看護認定看護師教育課程Advanced Course
修了生研修

木下幸子 平成24年3月23日 「がん薬物療法による皮膚障害のアセスメントとケア」講師

ICU 手術部・中央材料部・感染管理セミナー 深尾亜由美 平成24年4月15日 「リユース導入とその評価について」講師

生体支援センター 第8階北摂四医師会研修会 木下幸子 平成24年4月21日 「ほくせつフットケアカンファレンス」講師

生体支援センター 西美濃厚生病院癌治療勉強会 木下幸子 平成24年4月23日 「ストーマケアについて」講師

西7 第3回西終わり糖尿病看護トレーニングセミナー 古田均 平成24年6月2日 「糖尿病の最新情報の提供」講師

ICU 院内感染防止対策実地指導事業 深尾亜由美 平成24年5月8日 東海中央病院　訪問指導

ICU 広島大学病院医療安全管理職員研修会 深尾亜由美 平成24年6月1日 「院内感染防止対策」講師

西7 糖尿病治療の新展開2012　In　Gifu 古田均 平成24年6月6日 「糖尿病カンバセーションマップ」講師

医療連携センター
愛知県立大学看護抜栓センター認定看護師教育課程「がん化学療法」
授業

苅谷三月 平成24年6月22日 「看護倫理」講師

生体支援センター モルテン褥瘡ケアセミナー 木下幸子 平成24年6月23日 「局所の褥瘡予防ケア～尾骨部褥瘡の予防ケアへの取り組み～」講師

生体支援センター 第14回岐阜排尿障害研究会 木下幸子 平成24年7月1日 「排尿ケア」講師

東4 鶯谷中学校授業 秋田満智子・宮崎まり子・服部翔太 平成24年6月21日 「性教育講和」講師

東4 福束小学校授業 柴田久美子・森民千佳・冨田美沙子 平成24年7月5日 「思春期教室」講師

生体支援センター  2012スミス・アンド・ネフューウンドマネジメント社サマーセミナー 木下幸子 平成24年7月16日 「医療器具類二よる圧迫潰瘍のケア」講師

東4 輪之内中学校授業 長門昌代 森田絵里奈、服部翔太 平成24年7月13日 「性教育講和」講師

生体支援センター  2012スミス・アンド・ネフューウンドマネジメント社サマーセミナー 木下幸子 平成24年7月16日 「医療器具類二よる圧迫潰瘍のケア」講師

東4 輪之内中学校 長門昌代 森田絵里奈、服部翔太 平成24年7月13日 「性教育講和」講師

看護部 岐阜がん治療UP to Date Forum 苅谷三月 平成24年9月21日 「緩和医療に対するアンケート調査に基づいた職員の認識と課題」講師

生体支援センター 第1回岐阜県WOCナースブラッシュアップセミナー 木下幸子 平成24年9月15日 「創傷治癒は新たな時代へ」講師

ICU・西5 東邦薬品主催研修
瀧寛子、末次加奈、川尻みずえ、松

村実佳
平成24年9月23日 「薬剤師のためのフィジカルアセスメント基礎講座」講師

医療連携センター もとす医師会主催研修会 廣瀬純子 平成24年9月11日 「岐阜大学医学部附属病院における退院調整について」講師

東4 アカチャンホンポ企画マタニティスクール 渡邊恵理 平成24年9月15日 「男性の育児参加(沐浴指導)」講師

ICU 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24年11月15日 「医療関連感染サーベイランス」「感染防止技術」講師

ACCC 岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成24年10月17・18日 「呼吸ケア(基礎)」講師

ICU 岐阜県看護協会研修会 瀧寛子 平成24年11月12日 「呼吸ケア(応用)」講師

西7 岐阜県看護協会研修会 古田均 平成24年11月20・27日 「糖尿病重症化予防(フットケア)」講師

西7 岐阜県立看護大学授業(機能看護方法2 ) 田中利江子 平成24年11月2日 「キャリアマネジメントとその方法と大学院教育-実践者としての体験-」講師

東4 輪之内中学校授業 長門昌代,　森田絵里奈　服部翔太 平成24年11月26日 「思春期教室」講師

東4 仁木小学校授業 長門昌代,　渡邊恵理　田畑真衣 平成24年12月6日 「思春期教室」講師

ICU 岐阜県看護協会研修 深尾亜由美 平成24年8月9日 「見直そう　感染対策(応用編)」講師

看護部 岐阜県看護協会研修 苅谷三月 平成24年11月13・18日 「がん看護に携わる看護師に対する緩和研修会」講師

ICU 院内感染防止対策実地指導事業 深尾亜由美 平成24年11月30日 国民健康保険坂下病院　訪問

ICU 院内感染防止対策実地指導事業 深尾亜由美 平成24年12月4日 下呂市立金山病院　訪問指導

看護部 岐阜県看護協会研修会 苅谷三月 平成24年12月10日 「終末期のがん患者とのコミュニケーション」講師

東4 アカチャンホンポ企画マタニティスクール 秋田満智子 平成24年12月8日 「男性の育児参加(沐浴指導)」講師

ICU 院内感染防止対策実地指導事業 深尾亜由美 平成25年1月24日 　平野総合病院　訪問指導

東4 大藪小学校授業 秋田満知子　和田弥子 冨田美紗子 平成25年1月31日 「思春期教室」講師

医療連携センター 第5回岐阜DIF研究会 苅谷三月 平成25年2月22日 「外来化学療法における看護師の役割　～苦痛に関する実態調査を踏まえて～」講師

医療連携センター 岐阜県福祉総合相談センター難病患者等のホームヘルパー養成研修 堀田みゆき 平成25年1月29日 「難病の基礎知識Ⅱ」講師

ACCC Covidien第5回VTEセミナー 杉原博子 平成25年2月16日 「肺血栓症　～病院全体で取り組む対策～」講師

生体支援センター 第3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25年3月15日～17日 「消化器・尿路ストーマの管理（演習）」「スキンケアの実際（演習）」講師

看護部 美濃市立病院研修会 中口節子 平成25年3月18日 「医療情報の電子化と医療安全について」講師

看護部
愛知県看護協会　平成24年度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24年9月14日　21日　28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
兵庫県看護協会　平成24年度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24年10月26日 「ヘルスケアサービスの情報活用とマネジメント」講師

平成24年度　学会発表演題一覧

平成24年度　研究会等　発表演題一覧
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