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学会報告

Autopsy confirmed Alzheimer's disease, especially 
earlier onset and apolipoprotein E4 negative male has 
the variant in the ATP-binding cassette transporter 
(ABCA7)

Akatsu H, Tomioka M, Kanematsu T, Toda Y, Yamagata H, 
Yamamoto S, Ohara H, Ikeuchi T, Kuwano R, Hashizume Y, 

Ueda K
International Association of Gerontology and Geriatrics(IAGG 2015)  

2015.10.19-22 Chiang Mai, Thailand

論文・著書

滲出液・においをどのようにドレッシング材でコントロールするか
渡邉光子

WOC Nursing 3(10):40-55,2015

【他施設ではどうしてる？　工夫と実践　気になる体位固定の工
夫と実際】パークベンチ位

渦原晋子
手術看護エキスパート 9(4):9-17,2015　

【クリニカルパスの根拠を知って慌てない ! 消化器疾患 治療・
術式別看護のポイントと留意点】胃切除術パスとケアの根拠

齊藤あすか
消化器最新看護 20(2):30-37,2015

【《病期別・治療別》肝炎・肝硬変・肝がんの患者へのケア】 C
型慢性肝炎の治療を受ける患者の看護

井上由紀子
消化器最新看護 20(4):4-9,2015

はじめての穿刺　穿刺針の使い分け、穿刺部位の決め方
田尻朝子

透析ケア 21(6):25-30,2015

【ちゃんと見抜ける ? 脳神経外科の看護場面　間違い探しクイ
ズ】テモゾロミド点滴投与の場面

松本恭子
ブレインナーシング 31(1):25-27,2015

16.GEM+CDDP、17．FP、32．エベロリムス
加納徳美

がん化学療法看護　35 レジメン別投与管理チェック表　P40-43、P72-73
日総研　2015.5

TC、リポソーマルドキソルビシン、ソラフェニブ
弘岡貴子

がん化学療法看護 35 レジメン別投与管理チェック帳　P.66-71 日総研 2015

緩和ストーマ
渡邉光子

関西ストーマケア講習会テキスト p.71-77 関西ストーマケア講習会実行委員会　
2015

⑱　肝硬変～肝がんを合併した事例～
井上由紀子

菅原美樹、瀬戸奈津子監修：基礎と臨床がつながる！疾患別看護過程 p.503-527　
学研メディカル秀潤社 2015

在宅における interprofessinal work(IPW)：専門職連携
渡邉光子

在宅療養者の診かた p.153-160　文光堂　2015

シンプルケア ! 生活に合わせたストーマケアで Life is Stoma　
ストーマケアの標準化を目指して：基準装具の選択 - 緊急手術
でイレオストミーが多い当院の場合 -

渡邉光子
ストーマケア製品の使用経験報告書 ダンサック 2015.8
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●● 教育研修部
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「術後・疾患」から見るチェック表・チャートでわかる対象別の
アセスメント　2　チャートで見る術後のアセスメント　
③開心術後（人工心肺使用）

石原梨恵子
まるごと　やりなおしのフィジカルアセスメント　－チャートとイラストで見てわかる！　

p162-165　メディカ出版　2015.10 

学会報告

ストーマ閉鎖創に対する陰圧閉鎖療法の検討
斎藤あすか

第 24 回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会 2015.5.30-31 千葉市

集中治療室での面会に対する医療者の認識
中岡沙織、正垣淳子、小迫健志、高松純平

第 18 回日本臨床救急医学会学術 集会・総会 2015.6.4-6 富山市　　

透析中のシャント肢の痛みに対する挙上運動の効果の検討
武田ゆり子、小西貴子、山口美佳、田尻朝子

第 60 回日本透析医学会学術集会・総会 2015.6.26-28 横浜市

外来における継続看護のためのインターフェロン療法に対する
副作用シートの作成

井上由紀子
第 9 回日本慢性看護学会学術集会　2015.7.4-5 大阪市　

前立腺がん全的術後の患者におけるに日常生活の実態調査
田代真理、舟越由美、川上雅美、田口　功

第 17 回関西がんチーム医療研究会 2015.8.29 尼崎市 

講演会やテレビ出演

阪神地区ストーマ相談会
渡邉光子

患者向けストーマ相談会 2015.4.15 尼崎市

豚皮を使った VAC 貼付
渡邉光子

肝胆膵疾患分科会講習会ハンズオン 2015.4.22 大阪市

救急時・災害時の看護の実際
﨑園雅栄

神戸大学医学部保健学科クリティカルケア看護論 2015.5.13 神戸市

治療概論：看護の立場として　みる、見る、観る、視る　明日
から実践、褥瘡ケアの実際

渡邉光子
メディカルケアサポートセミナー in 高崎 2015.5.23 高崎市

熱中症予防について
梅野晶子

「さくら FM」健康番組 2015.5.27 西宮市

PAD ケアの実際
渡邉光子

星晶会勉強会 2015.6.2 伊丹市　

リハビリテーション栄養
柳智恵子

第 18 回兵庫 NST 研究会 2015.6.6 神戸市

透析患者のフットケア
渡邉光子

仁成クリニック勉強会 2015.6.7 宝塚市

治療概論：看護の立場として　みる、見る、観る、視る　明日
から実践、褥瘡ケアの実際

渡邉光子
メディカルケアサポートセミナー in 徳島 2015.6.13 徳島市

助産管理
渋下　園

兵庫県総合衛生学院 2015.7.2 神戸市

治療概論：看護の立場として　みる、見る、観る、視る　明日
から実践、褥瘡ケアの実際

渡邉光子
メディカルケアサポートセミナー in 和歌山 2015.7.4 和歌山市

きちんと出来ている ?! 褥瘡ケアの基本
渡邉光子

CAPE 褥瘡予防ケアセミナー 2015.8.2 神戸市　

「フィジカルアセスメント　循環」
﨑園雅栄

西宮協立脳神経外科病院看護部研修会 2015.8.5 西宮市

穿刺から終了までの看視ポイント
田尻朝子

血液浄化セミナー 2015.8.23 神戸市

フィジカルアセスメント～呼吸・循環～
石原梨恵子

兵庫県看護協会新人看護職員集合研修④ 2015.9.17 神戸市

明日から実践！正しい使い方で MDRPU 予防
渡邉光子

DVT 予防対策実践セミナー 2015.10.17 大阪市 

内分泌療法
上野洋子

静岡がんセンター認定看護師教育課程 2015.10.23 静岡県

緩和ストーマケア
立原敦美

関西ストーマケア講習会 2015.10.23-25 神戸市

チームで取り組む外来化学療法の実際
加納徳美

日本癌治療学会学術集会 2015.10.29 京都市

チームで取り組む！大腸がん化学療法
弘岡貴子

第 53 回日本癌治療学会学術集会ブースセミナー 2015.10.29 京都市
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糖尿病患者のフットケアのためのアセスメント
布谷容子

糖尿病重症化予防研修 2015.10.29-30 神戸市

放射線治療における看護～口腔ケアを中心に～
渡部昌美

政策医療プロジェクト（がん看護）教育プログラム「がんステップⅡ」研修 
2015.11.7-8 姫路市

災害支援ナースリーダー編
﨑園雅栄

災害支援ナース養成研修 2015.11.13 神戸市

災害支援ナースリーダー編
梅野晶子

災害支援ナース養成研修 2015.11.13 神戸市

ストマ周囲のスキントラブルのケアについて
渡邉光子

兵庫県阪神南ブロック研修会 2015.11.19 尼崎市

AHA 二次救命処置を理解する
鵜飼篤司

AHA　ACLS プロバイダーコース 2015.11.21-22 神戸市

状況に応じたストーマ装具選択
立原敦美

コロプラスト　スキルアップセミナー 2015.12.5 尼崎市　

在宅褥瘡管理者資格について
渡邉光子

日本褥瘡学会在宅褥瘡セミナー兵庫県 2015.12.13 神戸市　

AHA 二次救命処置を理解する
鵜飼篤司

AHA　ACLS プロバイダーコース 2015.12.13 神戸市

「広域実践看護学演習」
松川佐知子

武庫川女子大学　2015.4.16,23,30,5.7,14,21,28,9.11,17,24,10.1,8,22,29,
11.5,12,26,12.3,10,17,24 西宮市　

「広域実践看護学特論 A」
松川佐知子

武庫川女子大学 2015.12.5 西宮市

座長を務めた学会・研究会

田尻朝子
尼崎・西宮 café 2015.6.11 尼崎市

布谷容子
兵庫県糖尿病教育看護研修会 2015.8.9 神戸市

佐藤佳奈美
第 17 回関西がんチーム医療研究会 2015.8.29 大阪市

渡邉光子
外科領域における局所陰圧閉鎖療法の勉強会 2015.10.23 大阪市




