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論文・著書

下痢・便失禁に伴うスキントラブルのケア
渡邊光子

がん看護実践ガイド p.89 ～ 99 医学書院 2016　

部署のニーズを拾い上げ、集合教育の成果を評価する！つなぎ
役としての主任の役割と実践

中村友美
主任看護師 管理・教育・業務 26(3):12-19,2016

消化器がん化学療法で行われるレジメンと治療中のケアの疑問
解決

加納徳美
消化器最新看護 21(4):50-55,2016

下痢による皮膚障害と排泄ケア
渡邊光子

臨床栄養 129(7):891-897,2016

【NP 養成の舞台裏＠藤田保健衛生大学大学院】救急部で働く
診療看護師の役割

山下　愛
日経メディカル A ナーシング　コラム　日経 BP 社

2016　http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/anursing/
npfujita/201603/545981.html　2016.3.9 公開

はじめての整形外科看護
看護部

メディカ出版 2016

2015 年追加分　論文・著書

「慢性疾患専門看護師の活動」と「病院図書館に希望する支援」
について

井上由紀子
病院図書館 35(2):96-100,2015

学会報告

当院における創傷装具外来の現状と課題
立原敦美

第 8 回下肢救済・足病学会学術集会 2016.5.27 東京都

透析中の前腕回外位維持は必要か
大久保幸子、小西貴子、武田ゆり子、田尻朝子

第 61 回日本透析学会 2016.6.10 大阪市

大腿骨近位部骨折の高齢者のせん妄・急性混乱の発症時期と
要因の関連性

梅澤路絵
第 47 回日本看護学会急性期看護学術集会 2016.7.15 沖縄県

社会保険労務士との協働によるがん患者のための就労相談の取
り組み

渡邊昌美
第 19 回関西がんチーム医療研究会 2016．9.10 大阪市

超高齢社会において PD 療法を成功させるために～ 3 例の超高
齢 PD 患者への看護を振返って～

田尻朝子
第 22 回日本腹膜透析学会 2016.9.25 札幌市

ストーマ閉鎖創に対する局所陰圧閉鎖療法の標準化への取り組
み

齊藤あすか、渡邊光子、川上雅美
第 64 回日本職業・災害医学学術大会 2016.10.23 仙台市　

透析中のシャント肢拳上運動はシャント肢痛を改善させる
田尻朝子

第 64 回日本職業・災害医学学術大会 2016.10.23 仙台市　

一般病棟におけるデスカンファレンスの内容分析
奥平さよ、中村知美、高見明日香、岩上佳子、曾谷咲恵、今井わか奈

第 47 回日本看護学会慢性期看護学術集会 2016.11.10 鳥取県

講演会やテレビ出演

AHA二次救急処置を理解する
鵜飼篤司

AHA　ACLS プロバイダーコース 2016.1.23-24 神戸市 

褥瘡予備・褥瘡処置方法に関する勉強会
渡邊光子

社会福祉法人あかね会勉強会 2016.1.26 尼崎市

AHA 二次救急処置を理解する
鵜飼篤司

AHA　ACLS プロバイダーコース 2016.2.13 神戸市

CSCATTT とトリアージ
崎園雅栄

災害支援ナースブラッシュアップ研修 2016.2.15 神戸市

AHA 二次救命処置を理解する
鵜飼篤司

ガイドラインに基づいた心肺蘇生法を学ぶ 2016.2.21 尼崎市

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

渡邊光子
メディカルケアサポートセミナー in 別府 2016.3.5 別府市

摂食嚥下ケア
松本恭子

林医院勉強会 2016.3.29 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 2016.5.7-8 神戸市

クリティカルケア論
﨑園雅栄

神戸大学 2016.5.11 神戸市
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助産管理
渋下　園

兵庫県総合衛生学院 2016.6.5 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 2016.6.11 神戸市

在宅療養移行支援における看護ケアのマネジメント
瀧本久美子

退院支援研修会 和歌山労災病院 2016.6.17 和歌山市

ガイドラインに基づいた心肺蘇生法を学ぶ
梅野晶子、鵜飼篤司

尼崎健康医療財団看護専門学校 2016.6.26 尼崎市

PD の患者指導
田尻朝子

ﾃﾙﾓ腎不全看護セミナー CAPD 基礎講座 2016.7.7 神戸市

災害時の看護
﨑園雅栄

看護部研修会中国労災病院 2016.7.8 広島県　

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 2016.7.10 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
らの実践、褥瘡ケアの実際

渡邊光子
メディカルケアサポートセミナー in 大阪 2016.7.28 大阪市

急変時のフィジカルアセスメント
﨑園雅栄

看護部研修会西宮協立脳神経外科病院 2016.8.3 西宮市　

ARCS/ISD セミナー
梅野晶子

日本医療教授システム学会 2016.8.6 東京都

集学的治療を受ける乳がん患者の看護
上野洋子

静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程 2016.8.16 静岡県

医療安全教育
久下景子

兵庫県看護協会 2016.8.17 神戸市

穿刺から終了までの看視ポイント
田尻朝子

代謝部門 第 23 回血液浄化セミナー透析技術の基礎編 2016.8.21 西宮市

労務管理
木谷　恵

認定看護管理者教育課程セカンドレベル 2016.8.24 神戸市

退院調整看護師養成研修
瀧本久美子

兵庫県看護協会 2016.8.31 神戸市

在宅における褥瘡予防について
渡邊光子

福岡在宅床ずれ対策セミナー 2016.9.17 福岡市

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 2016.9.24-25 神戸市

糖尿病重症化予防（フットケア）研修
布谷容子

兵庫県看護協会 2016.10.13-14 神戸市

大腸癌チーム医療に関する最近の話題
弘岡貴子

チーム医療セミナ in Kagosima 2016.10.15 鹿児島市

兵庫県がんピアサポーター養成研修
渡邊昌美

兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課 2016.10.15-16 神戸市

在宅における褥瘡予防
立原敦美

褥瘡セミナーパラマウント株式会社 2016.10.19 尼崎市

ストーマケア、創傷管理、失禁などの基礎知識
立原敦美

関西ストーマケア講習会 関西 STOMA 研究会　2016.10.21-23 神戸市

医療安全管理者養成研修フォローアップ研修
久下景子

兵庫県看護協会 2016.11.1 神戸市

放射線療法における看護～口腔ケアを中心に～
渡辺昌美

政策医療プロジェクト（がん看護）教育プログラムステップⅡ研修 2016.11.5-6 
姫路市

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 2016.11.5-6 神戸市

ガイドラインに基づいた心肺蘇生法を学ぶ
鵜飼篤司

尼崎市医師会 2016.11.27 尼崎市

兵庫県がんピアサポーターフォローアップ研修
渡辺昌美

兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課 2016.12.10 神戸市

AHA プロバイダーコース
鵜飼篤司

AHA　ACLS プロバイダーコース 2016.12.17-18 神戸市
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在宅療養移行支援における看護ケアのマネジメント
瀧本久美子

退院支援研修会 和歌山労災病院 2016.12.9 和歌山市

座長を務めた学会・研究会

渡邊光子
第 13 回日本褥瘡学会近畿地方会学術集会 2016.3.13 奈良市

ストーマと化学療法
渡邊光子

奈良春日野国際ファーラム 2016.6.25 奈良市

渡邊光子
第 58 回関西 STOMA 研究会 2016.6.25 奈良市

緩和ケア
佐藤佳奈美

第 19 回関西がんチーム医療研究会 2016.9.10 大阪市

兵庫県在宅褥瘡セミナー
渡邊光子

第 10 回日本褥瘡学会 2016.12.11 神戸市

論文・著書

シスプラチン肝動注化学療法におけるアナフィラキシー症状発
現に影響を与える危険因子の検討

船越幸代、山崎美保、久保有子、松本　篤、池上英文、守屋　尚、
内藤　晃、前田頼伸

医療薬学 42:265-270,2016

大腸癌化学療法中患者に対する排泄にかかわる意識調査
小山拓弥､ 賀川義規､ 下川福子､ 船越幸代､ 南原　誠､ 内藤　敦､
弘岡貴子､ 立原敦美､ 渡邉光子､ 加納徳美､ 武田　裕､ 田村茂行､

加藤健志､ 池上英文
癌と化学療法 43:989-993,2016

リバーロキサバン処方の実態～臨床判断に基づく減量投与の有
効性と安全性～

安本祥子、神田貴史、増田正晴、船越幸代、池上英文、上松正朗
日本病院薬剤師会雑誌 52(6):693-697,2016

DPP-4 阻害薬および SGLT2 阻害薬の簡易懸濁法可否の検討
豊山美琴、村上雅裕、庄司雅基、字廻祐輔、安田　恵、田中邦佳、

鈴木　寛、室　親明、柳井美奈、木村　健、天野　学
日本病院薬剤師会雑誌 52(11):1361-1366,2016

学会報告

実務実習内容の見直しと学生・指導薬剤師による評価
兼行由佳、藤井貴美、福永　笑、松屋翔太、原田沙枝子、清水裕行、

林　志保、渡邊佳世子、朝岡　哲、船越幸代、池上英文
第 37 回日本病院薬剤師会近畿学術大会 2016.1.23-24 神戸市

実務実習内容の見直しと学生・指導薬剤師による評価
兼行由佳

平成 27 年度尼崎支部学術発表会 2016.2.25 尼崎市

手術室におけるエッスラックス静注の管理について
森田真理子

平成 27 年度尼崎支部学術発表会 2016.2.25 尼崎市

エベロリムス使用中の口腔ケアに関する患者説明冊子作成とそ
の評価

原田沙枝子
平成 27 年度尼崎支部学術講演会 2016.2.25 尼崎市

年齢、腎機能からみたメトホルミン使用の実態調査
清水裕行、林　志保、細江重郎、永井泰紀、井上佳菜、池上英文、

山本恒彦、久保田稔
第 59 回日本糖尿病学会年次学術集会 2016.5.19-21 京都市

Antimicrobial Stewardship Team による血液培養陽性患者
への介入

川端俊介
平成 28 年度近畿・中国・四国ブロック労災病院薬剤部会 2016.8.27 広島市

転倒・転落を考慮した不眠時予測指示薬の変更とその評価
福永　笑、森田真理子、林　志保、岩﨑　慧、野田由紀子、原田沙枝子、

川端俊介、林　洋平、船越幸代、久下景子、友田　要、池上英文
平成 28 年度近畿・中国・四国ブロック労災病院薬剤部会 2016.8.27 広島市
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