
平成29年度　学会発表演題一覧

部署名 発表者 学会名 発表日 演題

NICU 五藤真奈美 日本看護研究学会 8月29日 新人看護職員を指導した実地指導者に必要な支援内容

東5 宇佐見真紀 第7回岐阜県看護学会　口演 12月9日 岐阜県看護協会

東6 高橋隼人 第6回岐阜県看護学会　口演 12月9日 岐阜県看護協会

東５ 宇佐見真紀 第6回岐阜県看護学会 12月9日 A病棟における看護師の心不全患者への指導内容・方法の実態と課題

西８ 渡邉里香 第6回岐阜県看護学会 12月9日 新人担当看護師にコーチング教育を導入することの有用性の検討

手術部 山川万智 第39回日本手術医学会総会 10月6日 手術を控えた入院前患者のニーズを反映したパンフレットの評価

手術部 中野由紀子 第31回日本手術看護学会年次大会 11月3日 手術時側臥位固定のための体圧分散用具の検討

手術部 廣瀬朝子 第31回日本手術看護学会年次大会 11月3日 意識下手術での手術室環境に対する看護の現状の現状

平成29年度　研究会発表演題一覧

部署名 発表者 学会名 発表日 演題

西9 伊藤衣里 第19回岐阜排尿障害研究会 7月9日 ホルミウムレーザー前立腺核出術後の排尿障害に対する骨盤底筋体操の効果

外来部 川本みな実 第23回岐阜糖尿病セミナー 8月26日
インスリンポンプ（CSⅡ）療法を行う青年期の1型糖尿病患者への健康行動理論を
用いたセルフケア支援

東４ 末次加奈 岐阜県周産期懇話会 10月7日
当院における「岐阜県母と子の健康サポート支援事業」を活用した周産期地域連携
の実際

がんセンター 苅谷三月 第41回日本死の臨床研究会 10月6日
病状と治療への揺らぎの強い左上顎洞肉腫患者の看護におけるがん看護専門看
護師とスタッフ看護師との協働の取り組み

東8 吉村尚子 第20回がんサポートケア研究会 11月19日
急性期病院における切除不能の消化器癌患者へのアドバンスケアプランニングを
実践し具体的な方法を検討する

平成29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

東6 吉川昌弥 オペナーシング第32巻5号 平成29年5月1日 輸液・輸血・水分管理

西8 深尾亜由美 感染対策ICTジャーナルVol.12.No2 2017.春 周術期看護

ＡＣＣＣ 辻俊行 エマージェンシー・ケア 救急看護認定看護師活動

東4 齋藤久美子 日総研　看護記録 2018.10月 看護記録の電子カルテ化

平成29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 辻俊行 看護師の特定行為研修に係る勉強会 8月1日 実践活動と課題

ACCC 辻俊行 乳児救急 9月1日 愛知県現任保育士研修

ACCC 辻俊行 特定行為に係る看護師の研修制度ミニフォーラム 10//29 岐阜

ACCC 白木大輔
平成医療短期大学特別講演講師「DMAT活動体
験」

11月14日 平成医療短期大学

ICU 藤澤圭子 平成29年度災害看護研修会ファシリテーター 11/10・11 岐阜県看護協会

医療連携センター 堀田みゆき 岐阜県難病団体連絡協議会ふれあい教室　講師 12月9日 各務原

医療連携センター 堀田みゆき 難病患者等ホームヘルパー養成研修　講師 12月13日 各務原

医療連携センター 堀田みゆき 岐阜県立看護大学（慢性期看護）

医療連携センター 廣瀬純子
岐阜県立看護大学　（慢性看護）専門看護師コー
ス

平成29年度 慢性看護援助論Ⅱ　6回

医療連携センター 廣瀬純子 退院支援教育プログラム研修　講師 8月29日 退院支援の意義とその役割

医療連携センター 安藤真由美 岐阜北支部　講演会 11月26日 岐阜大学医学部附属病院における入退院支援の実際

医療連携センター 堀田みゆき
難病患者在宅療養応援員フォローアップ研修会
講師

8月19日

医療連携センター 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 9月8日 日本ALS協会

外来 成瀬昌代 第44回日本脳神経看護研究学会座長 10月13日

外来 井上典子 第7回東海乳がん化学療法研究会　講演 12月21日 名古屋

外来 奥田久美子 がん在宅緩和地域連携岐阜地域研修会講師 2月24日 岐阜県看護協会

外来 山下知守枝 肝炎医療コーディネータ活動報告 3月22日 岐阜県

外来 岡田晴美 ホルモン剤の注射手技指導 3月17日 アステラス製薬

外来 川村育子 ホルモン剤の注射手技指導 3月17日 アステラス製薬

看護部 廣瀬泰子
岐阜県看護協会　看護管理者のためのキャリア
アップ講座

7月25日 高齢者施設・訪問看護ST管理者研修

看護部 三輪峰子 岐阜県看護協会　講師 7月20日 新人看護職員教育事業　教育担当者研修

看護部 玉井小百合
第48回日本看護学会-急性期看護ーランチョンセ
ミナー座長

9月7日 ニプロ



看護部 土屋麻由美 CDIアウトブレイクの要因と対策 9月16日 第37回岐阜院内感染対策検討会

看護部 廣瀬泰子 看護学専攻非常勤講師「看護マネジメント論」 11月11日 当院内

看護部 三輪峰子 看護学専攻非常勤講師「看護マネジメント論」 11月18日 当院内

看護部 伊藤友美
平成29年度岐阜県専任教員養成講習会　「情報
管理」講師

12月～1月（6時間） 岐阜県看護協会

看護部 石川りえ
第10回　在宅褥瘡セミナー　in　岐阜（高山）　実行
委員

12月16日 高山市

がんセンター 苅谷三月 岐阜県立看護大学看護学教育論２コマ 平成29年度

がんセンター 苅谷三月
岐阜県がん診療連携拠点病院協議会看護専門部
会主催

7/22～23 ELNEC-Jコアカリキュラム研修

がんセンター 苅谷三月 岐阜大学看護学科Home Coming Day 講演 8月10日 今、がん専門看護師として思うこと

がんセンター 苅谷三月 がんと緩和ケアについて 9月9日 リレーフォーライフ

がんセンター 苅谷三月 岐阜がん免疫看護セミナー総合司会 9月29日 小野薬品

がんセンター 苅谷三月
第48回日本看護学会-急性期看護ー抄録選考委
員

4～5月

がんセンター 苅谷三月
JSFT-oncofertility consortium  JAPAN meeting
2017「地域におけるがん・生殖医療連携の現状と
課題」講演

11月3日 岐阜

がんセンター 苅谷三月 岐阜地区「がん在宅緩和地域連携協議会」講師 1月25日 岐阜県看護協会

がんセンター 苅谷三月
がん在宅緩和地域連携岐阜地域研修会ファシリ
テーター

2月24日 岐阜県看護協会

がんセンター 苅谷三月 がん領域研修会講演 2月22日 東京

手術室 後藤紀久 第39回日本手術医学会年次大会座長 11/3・4 東京

生体支援 土屋麻由美 感染予防に関する講演会 10月12日 愛知医科大学病院

西4 山岡由佳 日本育療学会第21回学術集会　コメンテーター 8月28日 がんの子どもの復学支援から連携を図る

西７ 川本みな実 第23回岐阜糖尿病セミナー 8月26日 インスリンポンプ両方を行う糖尿病患者へのセルフケア支援

西７ 村瀬妙子 第23回岐阜糖尿病セミナー　総合司会 8月26日 岐阜

西８ 深尾亜由美 岐阜県医師会「肝炎ウィルス研修会」 5月27日 医療従事者の肝炎ウィルス感染予防策

西８ 深尾亜由美 メディカルケアサポートセミナーin岐阜 5月24日 感染予防概論

西８ 深尾亜由美 院内感染対策派遣指導事業に係る指導 9月11日 松波総合病院

西８ 百武大介 兵庫看護協会認定看護師教育課程入試説明会 9月9日 兵庫看護協会

西８ 深尾亜由美 院内感染対策派遣指導事業に係る指導 9月28日 高山厚生病院

西８ 深尾亜由美 院内感染対策派遣指導事業に係る指導 10月17日 金森病院

西８ 深尾亜由美 岐阜薬科大学講義「チーム医療について」 10月25日 岐阜薬科大学

西８ 深尾亜由美 第33回日本環境感染学会学術集会座長 2/23・24 東京

東4 スタッフ3名 輪之内中学校　「思春期教室」 7月6日 3年生対象

東4 宇野愛 救急救命救急士集合研修講師 2017/12/5,12/26 当院

東４ 齋藤久美子
第３３回岐阜県母性衛生学会学術講演会　シンポ
ジスト

1月27日 岐阜

東４ 棚橋昌代 恵那ＡＬＳＯプロバイダーコースキャンディデイト 3/17・18 恵那

東4 末次加奈 参加救急活動における分娩手技 3月12日 岐阜県消防学校

東4他 3名 性教育　講和 6月29日 鶯谷中学校2年生

東4他 3名 思春期教室 9月28日 輪之内中学校1年生

東5 田中利江子 2017年度糖尿病療養公開勉強会講師 9月3日 岐阜糖尿病コミュニティズ

東5 田中利江子
第48回日本看護学会-急性期看護ー抄録選考委
員

4～5月

東6 吉川昌弥 福井大学手術看護認定教育講師 7月10日 麻酔による生体反応

東6 吉川昌弥 オペナーシング　モニター会 7月8日 2018年特集の内容の検討会

東8 河村昌子 障害児の家族支援に関する研修会 6月～11月（5回） 希望ヶ丘病院　

東8 河村昌子
第48回日本看護学会-急性期看護ー抄録選考委
員

4～5月

東8 河村昌子 非常勤講師4コマ 10/1～3/31 岐阜医療科学大学

東8 高橋繭
静岡婦人科がんチーム医療ワークショップファシリ
テーター

2月17日 静岡市

東9 近藤和樹 認知・行動療法学会シンポジスト 9月30日 日本認知・行動療法学会

東9 近藤和樹 テニュアトラック推進機構シンポジウム　口演 2月18日 宮崎大学


