
部署名 発表者 学会名 発表日 演題

ICU 不破詩織里 第23回日本集中治療医学会東海北陸地方会学術総会 平成27年6月20日 食道がん術後患者における安全な離床の検討

西７ 服部未花 第14回日本糖尿病情報学会年次学術集会 平成27年8月2日 教育入院を繰り返す糖尿病患者に対する自己効力を高める看護の振り返り

ACCC 杉原博子 第10回日本クリティカルケア看護学会学術集会 平成27年5月24日 RST活動から考える看護師に求められること

看護部 中里綾子 日本看護研究学会第40回学術集会、 平成27年8月23日 看護技術演習におけるゲストティーチャーの指導上の困難感

手術部 加藤香央留他 第37回日本手術医学会総会 平成27年10月8日 開頭腫瘍摘出術のマイクロ操作で円滑な器械の受け渡しをするための取り組み

手術部 水野美郷 第29回日本手術看護学会年次大会 平成27年10月9日 人工股関節置換術における看護師の器械だし技術の向上を目指した取り組み

東５ 平野志保 第4回岐阜県看護学会口演 平成27年10月28日 拡張型心筋症によりうっ血性心不全をきたした末期心不全患者の緩和ケアのありかた

西５ 佐野美佳 第4回岐阜県看護学会口演 平成27年10月28日 リーダー育成におけるリフレクションの効果

部署名 発表者 研究会名 発表日 演題

ACCC 鳥澤幸 第4回Tokai Cardio Vascular Fiesta、 平成27年7月18日 CCUでのカテ後の循環管理-急性期のマネジメント

部署名 執筆者 投稿雑誌等 発行年・月 テーマ

手術部 後藤紀久 手術看護エキスパート執筆 2015年5月 超緊急手術に対応できる実際的な体制作りとその実践

ＡＣＣＣ 杉原博子 エキスパートナース 2015 末梢静脈へのルート留置　疑問を徹底的に解消Q&A

ＡＣＣＣ 杉原博子 クリティカル領域の治療と看護ICUケアメソッド 2015 杉原博子：クリティカル領域の治療と看護ICUケアメソッド「血糖管理」，執筆

ＩＣＵ 瀧寛子 エキスパートナース 2015 末梢静脈へのルート留置　疑問を徹底的に解消Q&A

ＡＣＣＣ 辻俊行 看護技術 2015 外傷の初期対応　四肢外傷

西８ 深尾亜由美 エキスパートナース 2015 末梢静脈へのルート留置　疑問を徹底的に解消Q&A

西８ 深尾亜由美 インフェクションコントロール 12月1日 感染対策

平成27年度　院外講師実施一覧

部署名 氏名 研修会・セミナー 開催日 テーマ

ＡＣＣＣ 山下浩司 平成看護短期大学講師 平成27年11月27日 災害看護論

ＡＣＣＣ 杉原博子 看護協会看護研修会 平成27年10月31日 呼吸のフィジカルアセスメントと酸素療法

ＡＣＣＣ 杉原博子 名古屋市立大学 平成27年5月16日 動脈血液ガス検査の見方

ＡＣＣＣ 杉原博子 朝日大学歯学部村上記念病院看護職員研修 平成27年6月10日 フィジカルアセスメント

ＡＣＣＣ 辻俊行 日本救急看護学会 平成27年11月21・22日 JNTECプロバイダーコースインストラクター

ＡＣＣＣ 辻俊行 サークルEC 平成27年5月13日 フライトナースの役割

ＡＣＣＣ 辻俊行 日本救急看護学会 平成27年5月30・31日 第126回JNTECプロバイダーコース

ＩＣＵ 佐藤尚徳 看護協会看護研修会 平成27年10月31日 呼吸のフィジカルアセスメントと酸素療法アシスタント

安全 玉井小百合 医療安全管理者養成修了者フォローアップ研修会 平成27年11月13日 ファシリテーター

安全 玉井小百合 Gifu　VTE　Forum 平成27年4月22日 岐阜大学医学部附属病院における静脈血栓

安全 玉井小百合 医療安全現任管理者研修 平成27年9月30日 ファシリテーター

外来 伊藤稔子 第16回日本クリニカルパス学会講演 平成27年11月1日 スマートプラチナ時代に必要なバリアンス機能

外来 伊藤稔子 平成27年3県合同新任院内移植コーディネーター研修会 平成27年7月31日 移植コーディネーターの役割

外来 岡田弘美 瑞浪市市民公開講座 平成27年10月3日 慢性腎臓病に関する疾患と治療の啓発

外来 岡田弘美 第12回市民公開講座 平成27年11月29日 腎移植について

外来 岡本知美 岐阜県ＮＣＰＲ研修  平成27年9月13・25日 インストラクター

外来 坂井田笑子 第4回ELNEC-Jコアカリキュラム 平成27年3月21・22日 講師・ファシリテーター

外来 坂井田笑子 ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム研修 平成27年7月3・4日 講師・ファシリテーター

外来 内藤和代 Ｒemicade Nurse seminar in GIFU 平成27年12月6日 レミケード治療を受ける患者に関わる看護師の役割

外来 内藤和代 Infliximab IBDセミナー 平成27年7月4日 レミケードを投与するIBD患者の現状と看護支援の課題

がんセンター 苅谷三月 岐阜乳がんチーム医療ワークショップ成果報告会 平成27年10月2日 講師

がんセンター 苅谷三月 卵巣がんチーム医療ワークショップ 平成27年10月24日 ファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 ELNEC-Jコアカリキュラム 平成27年11月28・29日 講師・ファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 第3回ELNEC-Jコアカリキュラム 平成28年3月21・22日 講師・ファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 岐阜大学医学部看護学科 平成27年6月5日 看護専門職と看護実践

がんセンター 苅谷三月 岐阜県立看護大学大学院 平成27年6月6日 非常勤講師

がんセンター 苅谷三月 平成27年蓮華の会研修交流会 平成27年7月12日 がん療養サポートパス

がんセンター 苅谷三月 ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム研修 平成27年7月3・４日 講師・ファシリテーター

平成27年度　学会発表演題一覧

平成27年度　研究会発表演題一覧

平成27年度　執筆・投稿一覧



看護部 三輪峰子 検査説明・相談のできる臨床検査技師講習会 平成27年6月20日 患者の心理

手術室 吉川昌弥 岐阜県看護協会研修 平成27年12月19日 周術期看護

手術室 吉川昌弥 福井大学手術看護認定看護師教育 平成27年7月21日 手術侵襲と生体反応

手術室 後藤紀久 第57回日本手術看護学会東海地区学会 平成27年11月7日 座長

生体支援センター 石川りえ 在宅褥瘡セミナー 平成27年11月29日 セミナー実行委員

生体支援センター 土屋麻由美 岐阜県看護協会新人看護職員教育事業他施設合同研修 平成27年5月19日 感染対策

西4 山口久代 小学校出前授業 平成27年6月20日 とうさん、かあさんお仕事授業

西7 古田均 メディカルスタッフWeb、セミナー2015 平成27年10月24日 糖尿病

西7 古田均 世界糖尿病デー記念セミナーin郡上 平成27年11月15日 糖尿病

西7 古田均 岐阜県看護協会研修 平成27年11月18日 糖尿病看護

西7 古田均 第6階岐阜ＣＤＥカンファレンス 平成27年6月27日 古田糖尿病の最新情報の提供

西7 古田均 大阪糖尿病カンバセーションマップ研修 平成27年6月6・7日 ファシリテーター

西7 古田均 第3回糖尿病療養指導の醍醐味 平成27年7月11日 糖尿病周辺知識の向上

西7 古田均 第21回岐阜糖尿病セミナー 平成27年9月12日 糖尿病看護

西8 深尾亜由美 手術室・中材・感染対策セミナー 平成27年10月4日 リユース導入経緯とその評価について

西8 林美樹 第2回岐阜がんのリハビリテーション研修会 平成27年6月27・28日 ファシリテーター

東４ 船戸千寿他2名 輪之内中学校出前授業 平成27年9月17日 思春期教室

東４ 船戸千寿他2名 鶯谷中学校２年生出前授業 平成27年6月25日 性教育講話

東4 齋藤久美子 岐阜県看護協会 平成27年11月28日 助産師ラダーポートフォリオ研修会ファシリテーター

東5 田中利江子
第3回慢性の病における「言いづらさ」と倫理構築に関する
実践者会議

平成27年6月18日 ファシリテーター

東5 田中利江子 2015年糖尿病療養公開勉強会in岐阜 平成27年9月13日 糖尿病看護

東6 古市ふみよ 岐阜県総合医療センター 平成27年12月12日 摂食嚥下障害看護

東8 河村昌子 東海コメディカル勉強会 平成27年5月23日 家族看護とは

東8 高橋繭 静岡乳がんチーム医療ワークショップ 平成27年12月19日 ファシリテーター

医療連携センター 廣瀬純子 岐阜県立看護大学 平成27年8月27日 退院調整

医療連携センター 堀田みゆき 第3回日本難病医療ネットワーク学会学術集会 平成27年11月13日 座長
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