
平成28年度　学会発表演題一覧

部署名 発表者 学会名 発表日 演題

東7 大野正子 日本難病医療ネットワーク学会学術集会 平成28年11月18日 高齢世帯における人工呼吸器装着中のAALS患者の在宅療養に向けた支援 ポスター発表

東4 近藤あい 第17回日本CP学会学術集会 平成28年11月25日 広汎子宮全摘出術CPバリアンス分析 発表

看護部 田邉良美 第5回岐阜県看護学会 平成28年12月17日 対応が難しい新人看護師に対する「学習者の問題分析にためにフレームワークを用いた事例検討会の評価」 発表

西8 寺林茉里奈 第17回日本CP学会学術集会 平成28年11月25日 肝切除術クリニカルパスのバリアンス分析とアウトカム評価 発表

看護部 平岡佐織 第6回岐阜県看護学会 平成28年12月17日 中堅看護師の副看護師長への昇格に対する意識調査 ポスター発表

浅野千晶 第34回日本ストーマリハビリテーション学会 平成29年2月18日 ストーマケアセルフケア確立の程度と理解度に関すると遊佐 発表

平成28年度　学会発表演題一覧

部署名 発表者 学会名 発表日 演題

西7 森由紀 第22回岐阜糖尿病セミナー 平成28年8月20日 糖尿病問題領域質問票を用いた壮年期の糖尿病教育患者の負担感情を捉えた支援

平成28年度　執筆・投稿一覧

部署名 執筆者 投稿雑誌等 発行年・月 テーマ

西9 岡田弘美 岐阜県腎臓病協議会機関紙「清流」 平成28年8月19日 腎移植までの自己管理「移植を考えている方へ」

西8 深尾亜由美 インフェクションコントロール2016年夏創刊号 平成28年8月31日 感染対策素朴な疑問

西8 深尾亜由美 感染対策ＩＣＴジャーナル 平成29年2月10日 口腔ケアが導く感染対策

手術室 吉川昌弥 月刊オペナーシング6月号 平成28年6月1日 器械だしマニュアル「いいとこどり自慢大会」

平成28年度　講師一覧

部署名 氏名 研修会・セミナー 発行年・月 テーマ

ACCC 杉原博子 石川県臨床工学士会 平成28年10月16日 ケアに活かす呼吸モニタリング

ACCC 杉原博子 実践に活かす人工呼吸管理と看護 平成28年11/24・12/22 実践に活かす人工呼吸管理と看護

ACCC 長藤有美 羽島中学校　 平成28年10月29日 働く先輩の話を聞く「フライトナース」

ACCC 辻俊行 愛知県現任保育士研修 平成28年8月25日 乳児救急

ACCC 辻俊行 RSSフローアップ講座 平成28年9月17日 ＲＲＳ

ACCC 辻俊行 岐阜県看護協会救急看護 平成28年11月1日 症状に応じたファーストエイド

ACCC 白木大輔 平成医療短期大学 平成28年11月28日 平成医療短期大学DMAT

ACCC 白木大輔 岐阜大学医学部看護学科 平成28年11月11日 救急看護

ＧＲＭ 玉井小百合 岐阜県看護協会医療安全担当者研修 平成28年10月28日 医療安全のためのチーム医療

ICU 藤澤圭子 看護協会研修災害 平成28年9月30日 看護の基礎

ICU 藤澤圭子 岐阜県看護協会 平成28年10月8・9日 災害支援ナース育成研修

ICU 林賢二 揖斐川町ことぶき大学 平成28年9月14日 AED

ICU 林賢二 救急医療・災害対応におけるＩｏＴ活用モデル実習事業 平成29年2月8日 救急医療・災害対応におけるＩｏＴ活用モデル

NICU 岡本知美 平成28年度新生児蘇生法講習会（第5回） 平成28年11月20日 ファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 岐阜県立看護大学大学院 平成28年5月28日 非常勤講師

がんセンター 苅谷三月 MSD株式会社　Hospital Risk Management Seminar in 西濃 平成28年7月2日 がん看護

がんセンター 苅谷三月 医療従事者向けセミナー2016in名古屋 平成28年8月27日 がん看護

がんセンター 苅谷三月 Hospital　Risk　Manegement　Seminar　2016　in Gifu 平成28年7月2日 病棟医療チームと緩和医療チームで取り組むせん妄対策の現状

がんセンター 苅谷三月 平成28年度岐阜県地域がん在宅緩和地域連携協議会 平成28年8/20～11/25 がん看護

がんセンター 苅谷三月 岐阜がん免疫看護セミナー 平成28年9月16日 がん看護

がんセンター 苅谷三月 第19回岐阜緩和医療研究会 平成28年8月31日 がん看護

がんセンター 苅谷三月 ELNEK-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム 平成28年9月10,・11日 ファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 ELNEK-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム 平成28年11月19・20日 ファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 肝臓病教室 平成28年10月3日 家族支援講座

がんセンター 苅谷三月 平成28年度がん在宅緩和地域連携協議会 平成29年1月14日 ファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 岐阜県がん・生殖医療ネットワークミーティング2017 平成29年1月27日 司会

がんセンター 苅谷三月 第6回ＥＬＮＥＣ－Ｊコアカリキュラム看護師育成プログラム 平成29年2月25・26日 ファシリテーター

西9 松原仁美 第8岐阜ストーマリハビリテーション講習会 平成29年3月18～20日 実行委員

外来 奥田久美子 名古屋肺がんチーム医療ワークショップ 平成28年9月3日 ファシリテーター

外来 奥田久美子 ELNEK-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム 平成28年11月19・20日 ファシリテーター

外来 奥田久美子 静岡卵巣がんチーム医療ワークショップ 平成28年12月17日 ファシリテーター

外来 市成陽子 がんの親を持つこどもの支援研修会　 平成29年1月28日 ファシリテーター

看護部 玉井小百合 MSD株式会社　Hospital Risk Management Seminar in 西濃 平成28年9月24日 岐阜大学医学部附属病院における医療安全対策について

看護部 玉井小百合 MSD株式会社　Hospital Risk Management Seminar in ＧＩＦＵ 平成28年7月2日 岐阜大学医学部附属病院における医療安全対策について

看護部 廣瀬泰子 岐阜大学医学部看護学科大学院看護管理 平成28年11月19日 看護管理

看護部 三輪峰子 平成28年度新人看護職員教育事業 平成28年7月14・15日 教育担当者研修

看護部 三輪峰子 岐阜大学医学部看護学科大学院看護管理 平成28年11月26日 人的資源管理

手術部 吉川昌弥 岐阜県看護協会 平成28年9月10日 周術期看護：安全ん・安楽な看護の実践

手術部 吉川昌弥 福井大学医学部看護キャリアアップセンター 平成28年7月11日 手術室のトラブルと安全

手術部 吉川昌弥 電気メスセミナー 平成28年9月10日 手術室のトラブルと安全

手術部 後藤紀久 第30回日本手術看護学会年次大会 10/14～10/15 座長

生体支援センター 石川りえ 第9回在宅褥瘡セミナーｉｎ岐阜 平成28年10月30日 実行委員

生体支援センター 石川りえ 第7岐阜ストーマリハビリテーション講習会 3/18～20 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多施設合同事業 平成28年6月8日 感染対策

生体支援センター 土屋麻由美 岐阜大学医学部看護学科 平成28年9月15日 臨地実習と感染予防

生体支援センター 土屋麻由美 岐阜県臨床検査技師会 平成28年9月24日 臨床微生物部門研修会

西7 村瀬妙子 第22回岐阜糖尿病セミナー 平成28年8月20日 第22回岐阜糖尿病セミナー

西8 深尾亜由美 愛知医科大学 平成28年9月1日 非常勤講師

西8 深尾亜由美 院内感染対策派遣指導事業3病院実地指導 10/21・11/8・12/6 院内感染対策派遣指導事業3病院実地指導

西8 深尾亜由美 愛知医科大学看護学部看護実践研究センター 平成28年11月15日 医療関連感染サーベイランス

西8 深尾亜由美 ニプロプライベートセミナー 平成29年3月4日 司会

東4 齋藤久美子 平成28年度助産師実践能力強化支援事業 平成29年1月25日 ファシリテーター

東4 齋藤久美子 輪之内町他 平成28年度 思春期教室

東5 田中利江子 2016年度糖尿病療養公開勉強会ｉｎ岐阜 平成28年10月16日 講師

東5 田中利江子 東海中央病院　 平成28年12月1日 糖尿病患者への指導と地域の繋がりについて

東6 吉川昌弥 周手術期看護 平成28年12月10日 安全・安楽な看護の実践

東8 河村昌子 岐阜医療科学大学家族援助論 平成28年10月1日 非常勤講師

東8 高橋繭 大腸がんチーム医療ワークショップ 平成28年7月30日 ファシリテーター

東8 高橋繭 第32回日本診療放射線技師学術大会 平成28年9月18日 がん診療に挑む

東9 近藤和樹 看護師のための認知行動療法入門講座基礎から実践まで 11/3・12/4・1/9 講師

連携セ 堀田みゆき 岐阜県看護協会岐阜北支部研修会 平成28年9月17日 地域での認知症患者サポート

連携セ 堀田みゆき 岐阜県立看護大学慢性看護援助論 平成28年10月1日 非常勤講師

連携セ 堀田みゆき ＡＬＳ等におけるコミュニケーション支援体制構築事業 平成28年10月23日 シンポジスト

連携セ 堀田みゆき 岐阜大学医学部看護学科 平成28年10月26日 慢性期看護方法Ⅰ　

連携セ 堀田みゆき 難病患者等ホームヘルパー養成研修 平成28年12月14日 難病の基礎知識

連携セ 廣瀬純子
看護実践研究指導事業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

平成28年8月30日 退院調整

連携セ 廣瀬純子 県立看護大学非常勤講師 平成29年2月12日 退院調整


