
学会名 開催地 日程 演題名 口演
・示説 発表者 所属

クリティ
カルケア
看護学会 大阪市 ５/10
・11 ICU看護師のやりがい 口演 丸山美智子 ICU

日本糖尿病
学会 東京都 5/23
・24 インスリン自己注射に関する問題点の検討 口演 松島かねこ 外来

小児循環器
学会 郡山市 7/3
・4 小児心臓手術における石鹸シャワー浴の効果 口演 辻　美帆 10東

緩和医療
学会
学術大会 静岡市 7/4
・5 スピリチュアルペインに寄り添う関わりからの学び 示説 山田　忍 5西

日本看護学会(看護総合)学術集会 金沢市 7/15
・16
男性看護職、女性看護職双方から受ける

看護ケアに対する患者の心理状況
示説 倉内　仁志 8西

年長のプリセプティと年尐のプリセプターの
相互関係について（2事例の分析）

示説 北端　恵子 7西

一般病棟でのデス・ケースカンファレンスで生じる
看護師の思いの検討

口演 片山　理恵 10東

看護師の職業継続意欲に関する要因 示説 田村　直子 ICU

日本看護
研究学会
学術集会 神戸市 8/20
・21 精神科病棟における保護室使用の判断に影響を及ぼす要因 示説 中嶋　将人 5東

日本精神科
看護学会 松山市 8/21
・22
大学病院における思春期・青年期看護
－一般病棟に入院する患者の看護－

口演 西山　涼子 8西

日本看護
学会　
老年看護 徳島市 9/18
・19 手術を受ける高齢者に対する有効な関わり 示説 北山　唯 10西

日本急性
血液浄化
学会 東京都 9/19
・20 急性血液浄化における看護師の役割 口演 田村　直子 ICU

日本看護
学会
小児看護 新潟市 9/25
・26 小児虐待と救急看護師の能力との関連性 塩路　清美
6東/

救急外来

死の臨床
研究会 10/3
～5 在宅で療養された患者の問診票調査 松本　多恵 5西

日本最尐
侵襲整形
外科学会 富山市 10/11 腰椎変性疾患患者の術後のQOLの評価 口演 西山　涼子 8西

円滑なチーム医療を実現
するための当院化学療法センターにおける現状

口演 田中　敦子
化学療法
センター

FOLFOX・FOLFIRI療法に
おける当院での患者指導の現状

口演 藤田　愛
化学療法
センター

極低出生体重児の母親に対する
育児支援に家族参加のカンファレンスがもたらす効果

藤岡真由美 NICU

NICUにおける祖父母面会が退院後の母親の育児支援に
与える影響に関する調査

稲田　由美 NICU

日本母性
衛生学会 浦安市 11/6
・7 和歌山県総合病院勤務助産師の離職要因と継続要因 口演 東山　好美 ６西

小児虐待と救急看護師の能力との関連性
（「小児救急看護とトリアージ」講演）

塩路　清美
6東/

救急外来

（「プレホスピタルケアとフライトナース」講演） 高野　裕子
6東/

救急外来

第45回
日本
糖尿病学会
近畿地方会 神戸市 11/22
インスリン注入器の選択における

ピンチカ測定の有用性
古屋　望 12東

静脈麻酔を使用した上部内視鏡検査の現状 瀧川　浩美

ESPにおけるBISモニター使用による鎮静レベルの検討 野口　理恵

脳卒中地域連携パス運用について 口演 和田紗規子 12西

新人ローテーション研修の評価 口演 寿系　徳子

ストーマ増設後のヘルニア用補正下着の効果 口演 木村　智葉

地域連携室からみた退院支援における今後の課題 口演 福岡有里子
地域
連携室

糖尿病で入院している患者の運動療法の現状 口演 上村　文昭 12東

精神科病棟における保護室使用の判断に
影響を及ぼす要因

口演 中嶋　将人 5東

計画外抜管を回避するために
－インシデントレポートより－

口演 浅井　憲子 NICU

和歌山医療圏の周産期医療における地域連携
－セミオープンシステムと地域連携パス導入へ－

口演 藁科　佳代 NICU

看護師のリスク感性を高める取り組み 口演 栗林　好美 NICU

NICUに異動した1年目の
看護師のインシデントに関する調査
―インシデントレポートより－

口演 久戸瀬明美 NICU

腹腔鏡下前立腺摘出術での患者状態適応型パスの作成 口演 森澤祐己子 ９西

急性心筋梗塞プリニカルパス使用状況及びバリアンス分析 口演 岩尾　智草 CCU

頭頸部癌患者に対する放射線治療時の口腔ケア 口演 岩井　裕加 8東

手術患者における車椅子の
快適な移送速度と患者の心理

南村　涼子 8西

根治的前立腺全摘出術を
受けた患者の性機能障害に関する実態調査

芝瀧ひろみ 11西

A病院における眼科・
皮膚科・救急科混合病棟の転倒・転落の分析

口演 通阪　綾香 10西

乳癌ラジオ波熱凝固療法を受けた患者の心理 口演 人見奈津子 10東

救命救急センター
HCU病棟におけるMRSA対策とその効果

口演 中峯有季子 HCU

大学病院における思春期・青年期看護
－一般病棟に入院する患者の看護－

西山　涼子 8西

男性看護職、女性看護職
双方から受ける看護ケアに対する患者の心理状況

口演 児玉祐仁子 8西

子ども虐待防止に向けての試み
－退院支援と地域との連携－

口演 狗巻　見和 7東

婦人科疾患患者術後の
排尿障害に対する術前指導の効果

小谷恵美后
6東/

救急外来

血液疾患患者におけるスキントラブル予防のための
白色ワセリン使用効果の検討

口演 園田　真美 5西

臍帯血移植におけるチーム医療の有用性
－移植前チームカンファレンスを実施して－

口演 成川　晃代 5西

平成20年度　院外　看護研究実績

大阪市 11/30

医療マネジ
メント学会
和歌山
地方会 和歌山市 12/13

日本看護
研究学会 神戸市 8/20
・21

日本
新生児
学会 札幌市 10/30～11/2

関西がん
チーム医療
研究会 大阪市 10/11

日本救急
看護学会 名古屋市 11/7
・8

近畿消化器
内視鏡技師
学会

看護部
管理室

中央
内視鏡部



学会名 開催地 日程 演題名 口演
・示説 発表者 所属

プリセプティが抱えるストレスとその対処の現状 口演 串　佳子 10西

ドクターヘリ母体搬送の現状 示説 米田　友美 ６西

和歌山
乳がん看護
研究会 和歌山市 1/24
乳がん看護認定看護師としての現在の活動の状況と

今後の課題
口演 田中　敦子

化学療法
センター

日本
環境感染
学会 横浜市 2/27 NICUの赤ちゃんは大腸菌を食べている？ 示説 寺元　ゆみ NICU

日本
医学看護学
教育学会 和歌山市 3/7
・8
感染管理認定看護師

教育課程臨地実習における教育効果
小島　光恵 HCU

消化器がん
化学療法
懇話会 和歌山市 当院の化学療法センターの現状 田中　敦子
化学療法
センター

和歌山県
看護
研究会 和歌山市
虚血性心疾患患者とその家族を
対象とした救命処置指導の実際

堂浦衣理子 7西

近畿小児
がん学会 大阪市 学童期の子どもが必要とされる看護師の援助 西島　奈緒 7東

日本精神科看護技術協会
和歌山支部精神科看護研究発表会

和歌山市 精神科看護師のストレスと対処方法の実態 松浦登美子 5東

がん医療と
ターミナル
ケアを
考える会 和歌山市
家族のために生きることを学んだ患者の

スピリチュアルペインの介入
橋本　成美 5西

和歌山医学
学会 和歌山市 院内コーディネータの役割と今後の課題 根田　亜紀 ICU

近畿地区
看護研究
学会 京都市 12/16
・17


