
平成30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5 青木友紀 第49回(平成30年度)日本看護学会「看護教育」 2018年8月16日
⾼度救命救急センターにおける当病院式パートナーシップナーシングシス
テム（当病院式PNS）の課題達成に向けた取り組み

西9 佐々木晴美 第49回(平成30年度)日本看護学会「看護教育」 2018年8月16日
対応が難しい新⼈看護師に対する「学習者の問題分析のためのフレーム
ワーク」を⽤いた事例検討会の評価第2報

西4 堀江 真由 平成30年度日本小児看護学会 2018年9月27日
ステロイド剤を使用した学童期前期の女児と家族のボディ・イメージの変化に対
する支援

手術部 中島千晴 第32回日本手術看護学会年次大会 2018年11月23日 15歳以下の患者の家族に対する術中訪問の効果

手術室 宮島直毅 第40回日本手術医学会総会 2018年10月18日
呼吸器外科手術の体位固定開始時から執刀開始までの時間短縮への取り組
み

西7 節⽥ 清⾹ 第7回岐⾩看護学会 2018年12⽉8⽇ クリニカルパス適応時の患者に対する説明の実施率向上に向けた取り組み

ICU 淺野 恵理⼦ 第7回岐⾩看護学会 2018年12⽉8⽇ 患者の快適な療養生活のための入院オリエンテーションの標準化

西7 皆川佳那 第7回岐⾩看護学会 2018年12⽉8⽇ 中年期2型糖尿病患者の食糧法継続のためのスマートフォンアプリの有用性

東5 田中利江子 第7回岐⾩看護学会 2018年12⽉8⽇ 血流感染及び静脈炎防止に関する末梢静脈カテーテル管理におけるケアバン
ドルを用いた取り組み

東4 桑原 美紀 ⽇本がん・⽣殖医療学会学術集会 2018年11⽉15⽇ がん・生殖医療受診患者に対するカウンセリングによる意思決定支援

東4 兒⽟嗣未 第30回⽇本助産学会 2019年3⽉2⽇ 妊娠期における産後のメンタルヘルスに関する保健指導の産後のうつの認識
の変化と妊産褥婦のとった対処行動

平成30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

東8 森 千晴 第22回がん・血液疾患サポート研究会 平成30年10月27日 脳機能障害のある患者の家族への代理意思決定⽀援

東8 ⻑⾕川琴美 第22回がん・血液疾患サポート研究会 平成30年10月27日 造血幹細胞移植を受ける高齢患者の意思決定を支える看護

東8 ⽯樽 志織 第22回がん・血液疾患サポート研究会 平成30年10月27日
化学療法を受ける造⾎器がん患者へのアギュララの危機モデルを⽤いた精
神的⽀援

西7 堀　容子 第24回岐阜糖尿病セミナー 平成30年9月29日
インスリン自己注射を行っている患者の手技チェック方法の現状調査と現状調
査結果に基づく統一した評価方法が行えるチェック方法の検討

西7 堀　彩 第24回岐阜糖尿病セミナー 平成30年9月29日 糖尿病高齢患者と家族に対する入院早期からの退院支援の検討

西6 大川茜 第12回東海脳神経外科看護研究会 平成31年2月10日 急性期脳神経外科看護師の身体抑制に対する思い

平成30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

看護部 深尾亜由美 CandY　Link 平成30年4月1日
リーダーマネージャー業務
マネジメントを磨く　医療感染を減らす

ACCC 辻俊行 日本看護協会 平成30年7月1日 特定医行為研修修了者の実践事例と看護部門責任者の立場から活用事例

看護部 廣瀬泰子 日本看護協会 平成30年7月1日 特定医行為研修修了者の実践事例と看護部門責任者の立場から活用事例

がんセンター 苅谷三月 株式会社南江堂 平成30年12月1日 「がん看護」いまこそ考えたい苦痛スクリーニング～いかに患者ケアにつなげるか

東6 吉川昌弥 オペナーシング 平成31年1月31日
月刊「オペナーシング」
新人ナースのための外回り看護マンガでわかるリアルレッスン

ACCC 辻俊行 メディカルフレンド 平成31年1月15日 急性症状・外傷の初期対応



平成30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

東8 河村昌子 平成医療短期大学 平成30年4月9日 小児看護活動論Ⅰ

院内ICU 林賢二 平成30年度　つかさ会 平成30年5月13日 心肺蘇生の実習～心臓マッサージやAEDの使い方を勉強しましょう～

がんセンター 苅谷三月 地域に根差したチームオンコロジーセミナー2018 平成30年5月12日 グループワークでのファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 岐阜県立看護大学　大学院講義 平成30年5月28日 看護教育学

東8 河村昌子 平成30年度大阪医科大学大学院看護学研究科　 平成30年6月2日 家族看護学特論

外来部 山下知守枝 岐阜県医師会 平成30年6月2日 肝炎医療コーディネーターの役割と活動状況

がんセンター 苅谷三月 岐阜大学医学部看護学科 平成30年6月8日 看護学原論　看護専門職と看護実践

生体支援センター 石川りえ 第1回Gifuクリティカルケア看護情報研究会 平成30年6月18日 クリティカルケア領域に活かすスキンケア

西７ 古田均 第１２回糖尿病ケア研修会 平成30年6月24日 教育講演の座長

医療連携センター 堀田みゆき 難病医療連携協議会 平成30年6月29日 難病患者終了支援連絡会議

医療連携センター 堀田みゆき 鈴鹿医療科学大学看護学部看護学科 平成30年6月30日 難病医療コーディネーターの職務実践応力の明確化と教育プログラムの開発検討

東9 近藤和樹 くらしケア岐阜訪問看護ステーション 6月～12月に10回 認知行動療法（講義）

看護部 深尾亜由美 愛知医科大学大学院看護学研究科 平成30年6月30日 感染看護学特論Ⅰ

がんセンター 苅谷三月 フォーラムがんと生きる～こころとからだ私らしく～ 平成30年7月1日 相談コーナーでの相談

医療連携センター 安藤真由実 第5回　岐阜地域医療連携室実務者連絡会 平成30年7月1日 講義：入退院支援について

ACCC 白木大輔 岐阜大学医学部看護学科 平成30年7月13日 DMATの活動の実際

東8 河村昌子 2018年度糖尿病療養公開勉強会in岐阜 平成30年7月8日 家族を捉えた糖尿病療養支援～家族支援専門看護師の立場から～

東6 吉川昌弥 月刊オペナーシング 平成30年7月8日 雑誌の企画検討、意見交換

生体支援センター 土屋麻由美 平成３０年度新人看護職員教育事業 平成30年7月12日 感染対策

医療連携センター 堀田みゆき 難病医療講演会 平成30年7月14日 交流会での助言等

東6 吉川昌弥
福井大学大学院医学系研究科附属
地域医療高度化教育開発センター　専門基礎科目

平成30年7月20日 麻酔による生体反応

看護部 三輪峰子 岐阜県看護協会平成３０年度新人看護職員教育事業 平成30年7月24日 教育担当者研修

東９ 百武大介 Sleep　Management　講演会　in Gifu 平成30年7月24日 認知症者の転倒予防対策について

院内ICU 瀧寛子 岐阜県看護協会 平成30年7月26日 心電図はおもしろい-初級編-

生体支援センター 土屋麻由美 アステラスWebシンポジウム 平成30年8月23日 CDIにおける院内感染対策の取り組み

院内ICU 瀧寛子 岐阜救急災害医療研究開発機構 平成30年8月26日 第13回岐阜人工呼吸セミナー

がんセンター 苅谷三月
一般社団法人オンコロジー教育推進プロジェクト
自己理解・他者理解を深める研修会

平成30年9月1日 ファシリテーター

東９ 百武大介 第一三共株式会社 平成30年9月12日 認知症者への対応方法について

東９ 百武大介 平成３０年度看護協会看護研修会 平成30年9月13日 やってみよう認知症ケア

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 平成30年9月9日 平成30年度研修会について

西７ 澤田理恵 NPO法人岐阜糖尿病コミュニティーズ 平成30年9月2日 糖尿患者の支援について

外来部 高橋留美子 2018年度CKD対策市民公開講座「医療講演」 平成30年9月23日 相談コーナーでの相談

西9 岡田弘美 岐阜県腎アイバンク 平成30年9月23日 相談コーナーでの相談

看護部 伊藤　友美 平成３０年度保健師助産師看護師実習指導者講習会 平成30年9月27日 看護における情報管理

看護部 土屋麻由美 岐阜地区薬剤連携合同研修会 平成30年9月27日 院内感染管理の実態～手指消毒を中心に～

NICU 岡本知美 平成短期大学　看護学科2年 平成30年10月2日 小児看護活動論Ⅱ　染色体異常・先天異常の看護、新生児の看護

看護部 深尾亜由美 岐阜薬科大学 平成30年10月9日 実務実習事前学習の講義

看護部 廣瀬泰子 岐阜薬科大学 平成30年10月9日 実務実習事前学習の講義

ACCC 白木大輔 日本小児集中治療研究会 平成30年10月13日 第26回小児集中治療ワークショップ　発表

東9 近藤和樹 石川県立看護大学 平成30年10月13日
石川県立看護大学附属看護キャリア支援センター
認知症看護認定看護師教育課程修了生フォローアップ研修講師

がんセンター 苅谷三月 NPO法人キャンサーネットジャパン 平成30年10月14日
大腸がん啓発ブルーリボンキャラバン　もっと知って欲しい大腸がんのことin岐
阜～岐阜大学病院県民公開講座～」

看護部 深尾亜由美 第34回岐阜県病院協会医学会 平成30年10月21日 座長

ACCC 白木大輔 平成短期大学　看護学科2年 平成30年10月24日 小児看護活動論Ⅱ　事故救急

医療連携センター 堀田みゆき 九州大学医学部神経科 平成30年10月27日 難病相談ガイドブック作成研究班平成30年度ワークショップ指定発言

院内ICU 林賢二 第20回日本救急看護学会学術集会 平成30年10月19日 「院外心肺停止の救命率向上のために～救急看護の活躍と地域連携～」パネリス

生体支援センター 石川りえ 日本褥瘡学会 平成30年10月21日 第11回在宅褥瘡セミナーの協力

西9 松原仁美 日本褥瘡学会 平成30年10月21日 第11回在宅褥瘡セミナーの協力

院内ICU 瀧寛子 岐阜県看護協会 平成30年10月24日 心電図はおもしろい-初級編-



院内ICU 瀧寛子 岐阜県看護協会 平成30年10月28日 心電図はおもしろい-初級編-

NICU 岡本知美 岐阜県看護協会 平成30年11月1日 人を伸ばすほめ方・叱り方の研修評価

生体支援センター 石川りえ 岐阜ストーマリハビリテーション講習会 平成30年11月3日 第8回岐阜ストーマリハビリテーション講習会　講義

西9 松原仁美 岐阜ストーマリハビリテーション講習会 平成30年11月3日 第8回岐阜ストーマリハビリテーション講習会　講義

手術部 後藤紀久 第60回日本手術看護学会東海地区大会 平成30年11月3日 特別講演　司会

院内ICU 藤澤圭子 岐阜県看護協会 平成30年11月5日 平成30年度災害支援ナース育成研修(実務編）ファシリテーター

看護部 深尾亜由美 院内感染対策派遣指導事業 平成30年11月12日 松波総合病院（改善支援）

院内ICU 大竹久子 岐阜東中学・高等学校 平成30年11月17日 夢を語る会

がんセンター 苅谷三月 肝臓病教室・家族支援講座 平成30年11月19日 講師

外来部 山下知守枝 肝臓病教室・家族支援講座 平成30年11月19日 講師

手術部 後藤紀久 第32回手術看護学会 平成30年11月23日 災害対策Ⅰ　座長

院内ICU 山下浩司 学校法人誠宏学園　平成医療短期大学 平成30年11月27日 災害看護論

東９ 百武大介 岐阜県看護協会 平成30年11月26日 平成30年度看護職員認知症対応力向上研修

西７ 澤田理恵 平成３０年度看護協会看護研修会 平成30年12月26日 糖尿病患者を理解する～効果的な生活支援～

東8 大島昌子 岐阜医療科学大学 2018/12/4、11 家族援助論　講義

東8 大島昌子 岐阜県立希望ヶ丘こども医療福祉センター 平成30年12月5日 障害児の家族支援について

NICU 岡本知美 岐阜県健康福祉部医療整備課 平成30年12月2日 新生児蘇生法スキルアップコースインストラクター

西7 古田均 平成３０年度看護協会看護研修会 平成30年12月5日 糖尿病重症化予防（フットケア）研修

看護部 深尾亜由美 院内感染対策派遣指導事業 平成30年12月12日 岐阜清流病院

医療連携センター 堀田みゆき 平成30年度　障碍者総合支援推進会議「相談・居宅支援部 平成30年12月19日 第2回　居宅介護ネットワーク会議における講演

外来部 山下知守 MR実践研修 平成31年1月26日
MR複数名による模擬説明会やレンビマ製品安全性情報概要の紹介に対するス
キルや内容に関する指導

がんセンター 苅谷三月 一般社団法人オンコロジー教育推進プロジェクト 平成31年1月24日～27日「The 2nd Team Science Oncology Workshop」のワークショップのメンター

ICU 藤澤圭子 岐阜県看護協会 平成31年1月31日 平成30年度災害支援ナースフォローアップ研修講師及びファシリテーター

がんセンター 苅谷三月 岐阜県立看護大学 平成31年2月2日 岐阜県におけるEnd-of Life Care充実に向けた研修会の講師

ACCC 辻俊行 平成30年度看護師の特定行為研修に係る勉強会 平成31年2月20日 「看護師の特定行為研修制度における実践活動と課題」

生体支援センター 土屋麻由美 第34回日本環境感染学会・学術集会 平成31年2月23日 パネルディスカッション「アウトブレイク時の対応」演者

看護部 深尾亜由美 第34回日本環境感染学会・学術集会 平成31年2月23日 パネルディスカッション「口腔ケアで感染を予防しよう」演者

看護部 深尾亜由美 日本環境感染学会・学術集会 平成31年2月22日 教育施設認定委員会出席

NICU 岡本知美 岐阜県看護協会 平成31年3月6日 レジリエンス研修　研修評価

東6 吉川昌弥 岐阜県看護協会 平成31年3月11日 平成30年度専門・認定看護師派遣事業結果報告会での事業結果報告

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 平成31年3月14日 教育研修専門部会がん看護専門看護師WG定例会議

ACCC 辻俊行 JNTECプロバイダーコース 平成31年3月2日～3日 インストラクター

看護部 深尾亜由美 院内感染対策派遣指導事業 平成31年3月27日 木澤記念病院

西6 所恵理子 ネスレ日本株式会社 平成31年3月30日 社内研修の講師


