
 　

平成26年3月19日 現在
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15回日本医療マネジメント学会 林美奈 平成25年6月15日 「頭頸部癌に対する放射線療法の急性有害事象の出現時期と嚥下障害の予防」口説

ACCC 第15回日本医療マネジメント学会 林知世 平成25年6月14日 「頭頸部がん患者の栄養評価の時期と介入」口説

西8 第21回日本集中治療医学会東海北陸地方会 林賢二 平成25年6月15日 「人工呼吸器シミュレーション教育の効果」示説

ACCC 第21回日本集中治療医学会東海北陸地方会 高井愛実 平成25年6月15日 「頸髄損傷患者のリハビリテーションについての検討」示説

ICU 第21回日本集中治療医学会東海北陸地方会 瀧寛子 平成25年6月15日 「当院高度救命救急センターにおける人工呼吸器関連肺炎の現状と今後の課題」口説

ACCC 第21回日本集中治療医学会東海北陸地方会 川尻みずえ 平成25年6月15日 「集中治療室における手指衛生の遵守向上への取り組み」口説

ICU 第21回日本集中治療医学会東海北陸地方会 門脇早矢香 平成25年6月15日 「当院ICUにおけるオーラルケア&吸引システムQケア使用によるVAP予防効果の検討」口説

西8 第35回日本呼吸療法医学会 林賢二 平成25年7月21日 「人工呼吸器装着に対するIPIモニタリングの有用性」示説

東8 第20回日本家族看護学会 松本直子 平成25年8月31日 「コミュニケーションが不十分な家族を巻き込んだ終末期がん患者の意思決定支援」示説

西5 第44回日本看護学会(看護総合) 西尾里恵 平成25年9月13日 「周手術期患者の転倒転落予防に向けた取り組み」示説

手術部 第27回日本手術看護学会 吉川昌弥 平成25年10月18日 「急性期看護学実習における手術室実習の支援方法の検討」示説

東9 第2回認知行動看護学会 酒田麻紀 平成25年10月20日 「統合失調症患者の自殺行動と妄想に対する認知行動療法を用いた看護介入」口説

東9 第2回認知行動看護学会 近藤和樹 平成25年10月20日
「身体表現性障害と診断された高齢患者に対するADL向上を目的とした認知行動療法を用いた看護ケアの検
討」口説

外来部 第29回日本糖尿病・妊娠学会 小枝美穂他 平成25年11月2日 「妊娠糖尿病を疑われた妊婦の『精神的な健康障害』について」示説

手術部 第35回日本手術医学会 吉川昌弥 平成25年11月8日 「腹臥位手術患者の褥瘡予防対策におけるポリエチレンジェルシートの有用性」口説

手術部 第55回日本手術看護学会東海地方会 伊東昴祐 平成25年11月16日 「麻酔科医師との注射薬投与時のダブルチェック導入に向けた取り組み」口説

東7 第14回日本クリニカルパス学会 泉あい 平成25年11月1日 「頸椎後方手術クリニカルパスのバリアンス分析」示説

ACCC 第16回日本救急医学会中部地方会 山下浩司 平成25年11月23日 「当院における高度救命救急センター看護師に対する教育支援の検討」示説

東5 第17回がん・血液疾患サポートケア研究会 北原美加 平成25年11月16日 「脳転移のある肺がん患者と妻との関わりから学んだ入院中から実践可能なグリーフケア」口説

東8 第17回がん・血液疾患サポートケア研究会 柴田友希 平成25年11月16日 「造血幹細胞移植を控えた青年期にある患者への関わり」口説

東4 第29回岐阜県母性衛生学会 和田称子 平成26年1月25日 「日常生活を妨げる全身疼痛を伴う妊婦の母親役割取得への支援」口説

東4 第29回岐阜県母性衛生学会 田畑真衣 平成26年1月25日 「正常出産と死産を経験した妊婦の心理過程の分析と援助の考察」口説

ACCC 第41回日本集中治療医学会 柿田さおり 平成26年2月27日
「クリティカルケア領域で働く新卒看護師の臨床実践能力の獲得における1年間の思いの変化と教育的関わりの
健闘」示説

生体支援センター 第29回日本環境感染学会 土屋麻由美 平成26年2月14日 「当院におけるインフルエンザ対策　-問診票記載による面会スクリーニングの試み-」口説

東8 第28回日本がん看護学会 高橋繭 平成26年2月9日 「A病院外来化学療法室における看護師教育に対する取り組みと評価」口説

ACCC 岐阜県診療放射線技師会研修会県民公開講座 辻俊行 平成26年2月11日 「フライトナースの業務とドクターヘリ活動」講師

ACCC 日本光電中部株式会社セミナー 杉原博子 平成26年2月9日 「人工呼吸管理中の口腔ケアの必要性」講師

医療連携センター
福岡県重症神経難病ネットワーク研修会シンポジウ
ム

堀田みゆき 平成26年3月2日 「難病患者と家族への支援のあり方をめぐって」講師

東8 第20回日本家族看護学会 山田明里 平成25年9月1日 「遺族の語りから見出した入院中から実践できるグリーフケアに関する一考察」口説

外来部 第78回日本循環器学会 内藤和代 平成26年3月21日 「5項目の看護支援と3つの禁煙開始行動を取り入れた禁煙外来支援の結果の考察」示説

部署名 研究会名 発表者 発表日 演題

看護部
平成25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

岩下明子 平成26年2月13日 「病院総合医療情報システム障害時のマニュアル周知へ向けての課題」口説

部署名 投稿雑誌等 著者 発行年・月 テーマ

手術部 OPE  NURSING 後藤紀久  28(5) 2013 「新人看護師の早期育成を目指した取り組み」執筆

ICU 照林社「夜間の急変!その対応とドクターコール」 瀧寛子 p48-55,2013, ：part2状況別　事例で見る!ドクターコール「トイレで患者が座りこんでいる…」執筆

ACCC 月刊ナーシング 杉原博子 33(3),2013 「ベストケアがみえるみんなの気管切開管理疑問　ケアの疑問解決」執筆

西8 Infection Control 深尾亜由美 9(22),2013 「易感染性患者に対する栄養サポートチームとの連携」執筆

ICU
日総研出版「呼吸と循環をつなげた急変予測・対応の基
本実践事例集」

瀧寛子 p186-191 「CABG術後の呼吸・循環管理とモニタリング」執筆

手術部 手術看護エキスパート 後藤紀久 7(5),2013 「手術室における新卒看護師の育て方」執筆

ICU 重症集中ケア 瀧寛子 12(12),p52-58,　2014 「新人看護職員の疑問に備える!人工呼吸ケアと最新知識：吸入薬の使用(人工呼吸管理下でのMDIの使用)」執筆

医療連携センター 看護人材育成 廣瀬純子 10(6),p31-38,2014 「変化する社会情勢に適応できる研修プラン　現状に合わせた退院調整の集合研修と継続的なスタッフ育成」執筆

部署名 研修会・セミナー等名称 氏名 開催日 テーマ

西8 平成24年度愛知医科大学院 深尾亜由美: 平成25年度 「感染管理特論」「基礎看護学演習」講師

西8 (株)トーカイ手術室・中材プロフェッショナルセミナー 深尾亜由美 平成25年4月28日 「リユース導入経緯とその評価について」講師

西7 　糖尿病友の会かなえ会研修 古田均 平成25年5月19日 「糖尿病カンバセーション・マップについて」講師

外来部 大鵬薬品企画研修 高橋繭 平成25年5月21日 Gastric　Cancer  Meeting　　講師

手術部 クリティカルケア看護情報研究会研修 吉川昌弥 平成25年6月3日 「クリティカルケアに必要な手術室看護の基礎知識」講師

ACCC 第21回日本集中治療医学会東海北陸地方会 杉原博子 平成25年6月15日 「集中治療室におけるクリティカルケアのアウトカムとは」シンポジスト

東4 鶯谷中学校授業 秋田満智子・久世晴香・服部翔太 平成25年6月27日 「性教育講和」講師

東6 日本摂食・嚥下障害看護研究会主催研修会 古市ふみよ 平成25年6月29日 「摂食・嚥下のメカニズム」講師

放射線部 中部学院大学オープンキャンパス特別講演 遠山マリナ 平成25年7月27日 「看護師の魅力や実状」講師

西7 第9回岐阜県井戸端会議 古田均 平成25年7月21日 「高齢者インスリン導入時の一工夫」講師

西7 第2回Gifuクリティカルケア看護情報研究会 古田均 平成25年9月3日 「クリティカルケアに必要な血糖管理の基礎知識」講師

医療連携センター 岐阜県立看護大学看護実践研究支援事業 廣瀬純子 平成25年8月28日
「利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた看護職者への教育支援ワークショップ「退院支援の意義とそ
の役割」講師

生体支援センター 岐阜県訪問看護師養成講習会 石川りえ 平成25年9月26日 「スキンケアの実際」講師

ACCC 岐阜県看護協会研修会 杉原博子 平成25年9月30日 「呼吸ケア(基礎)」講師

東5・西7
岐阜県糖尿病研究会主催糖尿病療養公開勉強会in岐

阜
日比野美保・加納友香 平成25年9月15日　10月27日 「糖尿病の評価から指導まで-基本編-」講師

外来部
岐阜県糖尿病研究会主催糖尿病療養公開勉強会in岐
阜

松井静子・小枝美穂・内藤和代 平成25年9月15日 「事例を通して学ぶ外来指導の実際」講師

東4 福束小学校授業 長門昌代・桑原美紀・兒玉嗣実 平成25年9月9日 「性教育講和」講師

東4 大藪中学校授業 船戸千寿・冨田美紗子・斎藤久美子 平成25年9月26日 「性教育講和」講師

東4 アカチャンホンポ企画マタニティスクール 山内彩加・兒玉嗣未 平成25年9月21日 「男性の育児参加(沐浴指導)」講師

西8
愛知医科大学看護実践研究センター認定看護師キャリ
ア支援講習会

深尾亜由美 平成25年10月5日 「初療から取り組むVAP予防と感染管理」講師

手術部 第27回日本手術看護学会看護管理受講者報告会 吉川昌弥 平成25年10月19日 「看護管理研修での自己課題と成果」講師

ACCC 岐阜大学医学部看護学科サークルEC 白木大輔 平成25年10月21日 「フライトナースとしての活動」講師

看護部
岐阜県糖尿病研究会主催糖尿病療養公開勉強会in 岐
阜

五島光子 平成25年10月27日 「それぞれの職種の専門性を活かした糖尿病療養指導士の活動のあり方」講師

西7
岐阜県糖尿病研究会主催糖尿病療養公開勉強会in 岐
阜

田中利江子 平成25年10月27日 「糖尿病療養指導の落とし穴　日常の患者さんへの関わりを振り返って」講師

NICU 岐阜県看護協会研修会 岡本知美 平成25年11月2日 「新生児看護におけるフィジカルアセスメント　–出生早期のアセスメントと看護-」講師

東4 仁木小学校授業 横山朱実、和田称子、細野綾華 平成25年10月8日 「性教育講和」講師

医療連携センター 岐阜県看護協会研修会 苅谷三月 平成25年11月17日 「がん看護に携わる看護師に対する緩和ケア」講師

西7 岐阜県看護協会研修会 古田均 平成25年11月9・10日 岐阜県看護協会研修「糖尿病重症化予防」講師

東4 輪之内中学校
民千佳、近藤あい、服部翔太、清水優

貴:
平成25年11月7日 「性教育講和」講師

東4 洞戸中学校 船戸千寿、池戸沙織 平成25年11月14日 「性教育講和」講師

東4 アカチャンホンポ企画マタニティスクール 池戸沙織、細野綾華 平成25年11月16日 「男性育児の参加(沐浴指導)」講師

医療連携センター 岐阜乳がん学術講演会 苅谷三月 平成25年11月15日 「MDACCで学んだチーム医療と今後の課題」講師

医療連携センター 岐阜県看護協会研修会 苅谷三月 平成25年12月1日 「がんに関する在宅緩和ケア等」講師

ICU 東海RST協会セミナーパネルディスカッション 瀧寛子 平成25年12月7日 「RSTの回診はどうするのか?」パネラー

ICU 岐阜県看護協会研修会 瀧寛子 平成25年12月16日 「呼吸ケア(応用)」講師

西9 岐阜県腎移植の会・柳戸会講演会 岡田弘美 平成25年12月15日 「レシピエント移植コーディネーターの活動」講師

西7 岐阜県看護協会研修会 古田均 平成26年1月25日 「糖尿病看護」講師

西6
第31回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会プレ企
画

服部翔太 平成26年2月2日 「子どものアレルギー攻略法」講師

ACCC 岐阜東中学・高等学校キャリア教育 大竹秀子 平成26年1月18日 「夢を語る会」講師

生体支援センター 第4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26年3月20日～22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

生体支援センター 第12階東海院内感染対策フォーラム 土屋麻由美 平成26年3月8日 「入院後に結核が発覚した場合の対応　濃厚接触者健診、保健所対応、職員フォローアップの実際)講師

西7 第4回岐阜地区医師会 古田均 平成26年2月9日 「医療連携パスコーディネーター研修会」講師
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