
平成31年度　学会発表演題一覧

部署名 発表者 学会名 発表日 演題

外来 ⼭下知守枝 ⽇本肝臓学会 令和1年5月30日 岐阜県における肝炎医療コーディネーターの実態と課題報告（ポスター）

西7 藤堂由加⾥ 第35回岐⾩県病院協会医学会 令和1年10月27日
短期入院による化学療法を継続するがん患者のセルフケア行動獲得に必要な入院中の支援の検
討

西4 ⾼⽥夏穂 第17回⼩児がん看護学会学術集会 令和1年11月14日 内服に難渋する幼児期後期のプレパレーションを通じた内服支援

NICU 五藤真奈美 第39回⽇本看護科学学会学術集会 令和1年12月1日 実地指導者が求める実施指導中の支援内容と属性の関連（示説）

西9 佐々木晴美 岐阜看護学会 2019年12月7日 新人教育担当者の学びと新人教育に対する変化の分析

平成31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 和田称子 岐阜排尿障害研究会 令和1年7月7日 ﾎﾙﾐｳﾑﾚｰｻﾞｰ前立腺核出術後の尿失禁に対する骨盤底筋体操の効果　第2報

ACCC 辻俊⾏ 第21回日本救急看護学会学術集会 令和1年10⽉5⽇ 救急看護特定認定看護師としての活動の現状と課題

ＩＣＵ 林賢二 第22回救急医学会中部地方会 令和1年9⽉15⽇ 院内看護師インストラクター養成に向けての取り組み

西4 山岡由佳 令和元年度岐阜県小児保健協会総会並びに研究発表会 令和1年10⽉31⽇ 院内学級における復学支援の取り組み

平成31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

がんセンター 苅谷三月 南江堂　　がん看護5・6増刊号 令和1年6月 岐阜大学医学部附属病院における苦痛スクリーニングの取り組み

生体支援 土屋麻由美 メディカ出版　INFECTION　CONTROL　第28巻8号 令和1年7月 処理方法に迷う物品器材の感染対策

西9 宇佐見真紀 メディカ出版　泌尿器Care＆CureUroLo別冊 令和2年4月 腎盂腎炎の服薬管理等看護ケアについて



平成31年度　講師一覧

部署名 氏名 研修会・セミナー 発表日 テーマ

手術部 村瀬尚 名古屋⼤学医学部附属病院 平成31年4月7日 研修医オリエンテーションでのICLS講習会のインストラクター(10/31,11/18,12/16,2/18,3/18)

西7 古田　均 日本ベクトン・ディッキンソン座談会 平成31年4月25日 医療機器（ペン型注入器用注射針）に関する座談会

西７ 澤田　理恵 日本ベクトン・ディッキンソン座談会 平成31年4月25日 医療機器（ペン型注入器用注射針）に関する座談会

東6 吉川昌弥 岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター 平成31年4月25日 平成31年度新・転入職者「麻酔について」講師

東5 田中利江子 岐阜県立看護大学 令和1年5月9・20日 成熟期看護方法4「代謝障害を持つ人とその家族の看護」

がんセンター 苅谷三月 岐阜県がん診療連絡拠点病院協議会 令和1年5月10日 教育研修専門部会がん看護専門看護師ＷＧ定例会議

西7 古田均 糖尿病診療アップデート2019 令和1年5月14日 高齢者の薬物療法

ＮＩＣＵ 岡本知美 岐阜大学医学部附属病院　母性看護学 令和1年5月17日 助産診断・技術学Ⅱ講義

がんセンター 苅谷三月 岐阜県立看護大学 令和1年5月18日 看護教育学

医療連携 堀田みゆき 平成31年度難病患者支援者研修会 令和1年5月20日 災害準備の指導ポイント

外来 安藤真由美 FUJIMEFICALSEMINAR　2019in福岡 令和1年5月25日 クリニカルフローを活用した効果的な入退院支援

外来 山下知守枝 医療従事者を対象とした「ウィルス肝炎研修会」 令和1年5月25日 ウィルス肝炎研修会　講師

ICU 佐藤尚徳 第1回クリティカルケア看護情報研究会 令和1年5月27日 「クリティカルケア領域に活かすせん妄ケア」講師

西7階 古田　均
内分泌台車疾患学分野教授　矢部大介
日本イーライリリー（株）

令和1年6月5日 注射剤導入の現状と課題/実践できる療養指導

ICU 林　賢二 岐阜大学保育園 令和1年6月11日 保育士対象BLS講習会

東5 田中利江子 NPO婦人岐阜糖尿病コミュニティーズ 令和1年6月23日 糖尿病療養指導に関する講演

東4 齋藤久美子　森田絵理奈　鹿角紗瑛　福木愛梨 鶯谷中学・高等学校 令和1年6月28日 性教育（対象中学2年生）

西7階 古田　均 第13回糖尿病ケア研修会 令和1年6月30日 教育講演座長

がんセンター 苅谷三月 第25回日本看護診断学会学術集会 令和1年7月6日 看護の形を示す、伝える、共有する～臨床現場で紡ぎだされることば～

手術部 後藤　紀久 アンセルヘルスケア・ジャパン（株） 令和1年7月7日 「周術期の手袋を考えるセミナー」座長

東6 田中利江子 羽島市民病院糖尿病友の会(美濃菊会） 令和1年7月8日 糖尿病療養指導に関する講演

看護部 深尾亜由美 岐阜県看護協会2019年度新人看護職員教育事業 令和1年7月9日 教育担当者研修

ACCC 白木大輔 岐阜県委託事業：令和元年度　専門・認定看護師派遣研修事業 令和1年7月11日～ 訪問看護ステーション　かがやき

外来部 古市ふみよ 岐阜県委託事業：令和元年度　専門・認定看護師派遣研修事業 令和1年7月11日～ 山県グリーンビレッジ（7/11・10/9・1/22）

がんセンター 苅谷三月 岐阜県栄養士会研修会 令和1年7月13日 「緩和ケアについて」講師

ＡＣＣＣ 辻　俊行 日本集中治療医学会　第3回東海北陸支部学術集会 令和1年7月13日 新時代の集中治療チームを考える　教育講演

生体支援 土屋麻由美 岐阜県看護協会 令和1年7月19日 他施設合同研修（感染対策）

看護部 深尾亜由美 愛知医科大学大学院 令和1年7月21日 感染看護学特論Ⅰ

看護部 深尾亜由美 岐阜県教育委員会 令和1年7月24日 医療的ケア看護講師研修会　講師

がんセンター 苅谷三月 中外製薬株式会社 令和1年7月26日 岐阜県がん・生殖医療ネットワーク2019ミーティング

看護部 深尾亜由美 岐阜県健康福祉部医療整備課 令和1年8月6日 令和1年度第1回岐阜県院内感染対策協議会

外来 古市ふみよ 岐阜県看護協会 令和1年8月20日 摂食・嚥下障害看護　研修の講師とアシスタント

看護部 佐野美佳 第2回クリティカルケア看護情報研究会 令和1年9月2日 院内における他職種連携　医療安全の立場から

生体支援 土屋麻由美 アステラス製薬 令和1年9月4日 CDIセミナーｉｎ岐阜CDI治療に対するICT活動の実際　講演

医療連携センター 堀田みゆき 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会 令和1年9月14日 第12回パーキンソン病（PD）ナース研修会「パーキンソン病の家族支援を社会資源の利用」講演

ＩＣＵ 瀧　寛子 岐阜県看護協会 令和1年9月16日 わかる心電図－メカニズムと根拠からひも解く対象方法=病院向け・中級編＝講師

東4・西4 柴﨑友貴　後藤悠希　奥輪之内町 令和1年9月19日 思春期教室（中学3年生）

東4 悠希　長谷川絵理奈　輪之内町 令和1年11月28日 思春期教室（中学1年生）

ＩＣＵ 佐藤尚徳 岐阜県看護協会 令和1年9月26日 わかる心電図－メカニズムと根拠からひも解く対象方法=病院向け・中級編＝講師

ＮＩＣＵ 岡本知美 平成医療短期大学　小児活動論Ⅱ 令和1年10月1日 「小児看護活動論Ⅱ」　染色体異常・先天異常と看護、新生児看護講師

ACCC 白木大輔 平成医療短期大学　小児活動論Ⅱ 令和1年10月24日 「小児看護活動論Ⅱ」　事故救急講師

医療連携 堀田みゆき 中濃総合庁舎 令和1年10月2日 ＡＬＳの療養生活について　講師

東4 船戸千寿 関市立板取川中学校 令和1年10月2日 「生命誕生」　講師

東4 船戸千寿 関市板取中学校 令和1年10月2日 生命誕生に対する中学3年生を対象として講演（思春期教育）

医療連携センター 堀田みゆき 岐阜県可児保健所健康化保健予防係 令和1年10月8日 令和1年度可児保健所難病セミナー「難病患者や家族の災害への備えについて」講演

看護部 深尾亜由美 岐阜薬科大学 令和1年10月8日 総合臨床薬学

看護部 廣瀬泰子 岐阜薬科大学 令和1年10月8日 実務実習事前学習

手術部 後藤紀久 第33回日本手術看護学会 令和1年10月11・12日 第33回日本手術看護学会　セッションの司会

看護部 深尾亜由美 岐阜県健康福祉部医療整備課 令和1年10月18日 院内感染対策派遣指導事業　院内感染防止対策に関Sる実施指導　福冨医院

ＡＣＣＣ 杉原博子 石川県臨床工学技士会 令和1年10月20日 人工呼吸器中の鎮痛・鎮静・せん妄管理

東9 百武大介 岐阜県看護協会 令和1年10月24日 やってみよう認知症ケア、睡眠管理と薬剤調整の支援の講師



ACCC 白木大輔 平成医療短期大学 令和1年10月24日 小児看護活動論Ⅱ:小児の事故と予防の講義

がんセンター 苅谷三月 第57回日本癌治療学会学術集会 令和1年10月24日 地域医療の中のがん看護

医療連携 堀田みゆき 飛騨保健所難病セミナー 令和1年10月28日 知っておくと役立つ難病患者さんの災害への備え

手術部 村瀬尚 名古屋大学医学部附属病院　救急処置研修
令和1年10月31日11月18
日12月16日2月18日3月

18日
ICLSインストラクター

ACCC 辻　俊行 日本救急看護学会 平成31年3月2・3日 才207回JNTECプロバイダーコース　インストラクター

外来部 古市ふみよ ネスレ社内講習会 令和1年11月7日 「摂食嚥下障害と求められる経口補助食品」講演

東5 田中利江子 岐阜県立看護大学 令和1年11月9日 岐阜県看護大学20周年記念事業における看護実践研究について知ろう-実践しながら研究する-シンポジスト

外来部 仲西佳奈 第2回岐阜県ナースセミナー 令和1年11月9日 ホルモン製剤注射手技について　ファシリテーター

外来部 髙橋留美子 第2回岐阜県ナースセミナー 令和1年11月9日 ホルモン製剤注射手技について　ファシリテーター

外来部 古市ふみよ 岐阜大学医学部看護学科 令和1年10月28日、11月11日 老年看護方法Ⅰ講師

がんセンター 苅谷三月 岐阜県看護協会　岐阜北支部 令和1年11月16日 ACPの理解とACPの更なる浸透　実践報告

外来部 杉山仁美 岐阜県 令和1年11月17日 無料検査会ＨＩＶ相談

生体支援 石川りえ 第9回岐阜ストーマリハビリテーション講習会 令和1年11月8・9・10日 第9回岐阜ストーマリハビリテーション講習会運営

西9 松原仁美 第9回岐阜ストーマリハビリテーション講習会 令和1年11月8・9・10日 ストーマサイトマーキング講義

がんセンター 苅谷三月 岐阜北支部研修会 令和1年11月16日 ＡＣＰ～その人らしい生き方を支援する～講演

医療連携 堀田みゆき 令和元年度難病患者等ホームヘルパー養成研修 令和1年11月20日 令和元年度難病患者等ホームヘルパー養成研修講師「難病の基礎知識Ⅱ」

西7 古田均 令和元年度糖尿病重症化予防（フットケア）研修 令和1年11月20・21日 令和元年度糖尿病重症化予防（フットケア）研修講師

西7 澤田理恵 令和元年度糖尿病重症化予防（フットケア）研修 令和1年11月21日 令和元年度糖尿病重症化予防（フットケア）研修ファシリテーター

西5 福村尚子 日本化薬株式会社 令和1年11月22日 第27回岐阜乳腺疾患カンファレンス「チーム医療における乳がん看護認定看護師の役割」

西9 岡田弘美 2019年度NPO岐腎協　移植講演会 令和1年11月24日 2019年度NPO岐腎協　移植講演会　移植相談コーナー相談員

西9 髙橋留美子 2019年度NPO岐腎協　移植講演会 令和1年11月24日 2019年度NPO岐腎協　移植講演会　移植相談コーナー相談員

外来 杉山仁美 令和元年度東海ブロック・エイズ診療中核及び拠点病院実務担当者連絡会議 令和1年11月25日 令和元年度東海ブロック・エイズ診療中核及び拠点病院実務担当者連絡会議

西5 山下浩司 平成医療短期大学 令和1年11月26日 災害看護論講師

東4 末次加奈 岐阜県立看護大学 令和1年11月26日 「妊娠期からの切れ目のない母子支援」講演

東9 百武大介 岐阜県看護協会 令和1年11月26日 看護職員認知症対応力向上研修（リーダー研修）講師

ＡＣＣＣ 白木大輔 岐阜大学医学部看護学科 令和1年11月29日 看護学科4年生「救急看護」講師

東9 近藤和樹 岐阜県看護協会 令和1年9/4・11/25 看護職員認知症対応力向上研修（リーダー研修）講師

東8 髙橋繭 岐阜県看護協会 令和1年12月7日 第8回岐阜看護学会　座長

がんセンター 苅谷三月 第2回日本緩和医療学会東海北陸支部学術集会 令和1年12月8日 患者の「生きる」を支える～それぞれの職種の強みを生かす～

看護部 伊藤友美 岐阜県船員教員養成講習会 令和1年12/9・12/11 看護管理（看護情報管理）

医療連携 堀田みゆき 岐阜県東濃保健所 令和1年12月16日 難病セミナー、令和元年度岐阜県東濃保健所難病対策・慢性疾患病指導地域支援協議会

医療連携 堀田みゆき 恵那総合庁舎 令和1年12月19日 神経難病における災害時の備えについて

東9 近藤和樹 岐阜大学医学部看護学科 令和1年12月19日 クリティカルケア看護で求められる家族へのメンタルヘルス支援

生体支援 土屋麻由美 杏林製薬 令和2年1月5日 C.fifficle関連腸炎について

医療連携 堀田みゆき 岐阜県関保健所 令和2年1月9日 難病患者への連携した療養支援のあり方について

がんセンター 苅谷三月 岐阜県立大学 令和2年1月11日 岐阜県におけるEnｄｏｆＬｉｆｅＣａｒｅ充実に向けた研修会

医療連携センター 堀田みゆき 岐阜県岐阜保健所 令和2年1月31日 令和元年度岐阜圏域難病対策地域協議会

ＩＣＵ 藤澤圭子 岐阜県看護協会 令和2年2月3日 令和元年度「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 日本感染環境学会 令和2年2月13日 教育施設認定委員会

医療連携センター 廣瀬純子 岐阜市地域包括支援センター 令和2年2月21日 介護保在宅サービス・居宅介護支援事業所と医療機関との入退院に関わる連携について　会議

東9 近藤和樹 九州認知行動療法看護研究会 令和2年2月22日 行動療法の理論・技法・実践について

ＩＣＵ 藤澤圭子 岐阜県看護協会 令和2年2月28日 令和元年度「災害支援ナースフォローアップ研修」ファシリテーター

東6 吉川昌弥 日本手術看護学会東海地区 令和2年2月15日 手術室新人看護師フォローアップセミナー講師

ACCC 辻　俊行 岐阜保健福祉部医療福祉連携推進課 令和2年2月27日 看護師の特定行為研修勉強会

西4 安江明音 岐阜聖徳学園大学 令和2年3月24日 キャリア支援ガイダンスにおける講師


