
セクション１

No 発表者 発表者の所属医療機関 職種 演題名

1 菊池 博子 筑波メディカルセンター病院 看護師
混合病棟で化学療法を確実に行うための取り組み
～「知りたい」に応えたい！～

9:01 － 9:08

2 坂本 梓 茨城県立中央病院 看護師 チームトラベクテジン‐起壊死性抗がん剤の安全な投与管理への取り組み‐ 9:09 － 9:16

3 嶋岡 真里 筑波大学附属病院 看護師
茨城県がん診療拠点病院における外来化学療法の現状と
がん患者指導管理料2取得状況の関連性

9:17 － 9:24

4 鈴木 俊一 株式会社日立製作所日立総合病院 薬剤師 当院におけるオランザピン使用下での制吐療法調査 9:25 － 9:32

5 比嘉　並誠 水戸医療センター 管理栄養士 抗がん剤治療中の食事のニオイによる気分の快・不快の変化の検討 9:33 － 9:40

6 保科 全孝 東京医科大学茨城医療センター 診療放射線技師 深吸気呼吸停止下左乳房照射に対する治療精度の検討 9:41 － 9:48

7 生駒 英明 茨城県立中央病院 診療放射線技師 強度変調放射線治療（IMRT）における新たな検証法の有用性 9:49 － 9:56

9:57 － 10:02

セクション２

8 池田 一
株式会社日立製作所
ひたちなか総合病院

医師 乳癌放射線治療後に発症した器質化肺炎(BOOP)4例の臨床的検討 10:03 － 10:10

9 飯島 沙弥佳 筑波大学附属病院 看護師 放射線皮膚炎に対する予防的皮膚ケア 10:11 － 10:18

10 安藤 令子 総合病院土浦協同病院 看護師
造血器悪性疾患患者の転倒・転落予防への取り組み
―カンファレンス見直しを通して―

10:19 － 10:26

11 菊池 早輝子 株式会社日立製作所日立総合病院 看護師 化学療法を受ける患者に対する外来・病棟の連携の現状 10:27 － 10:34

12 大神 正宏 茨城県立中央病院 薬剤師 薬剤師による多施設共同臨床研究の体制構築 10:35 － 10:42

13 横地 真知子 茨城県看護協会 看護師 いばらき　みんなのがん相談室におけるウィッグ購入補助等の取組 10:43 － 10:50

14 久松 明貴子 社団善仁会小山記念病院 看護師 看護師が実施した小学生へのがん教育の効果と今後の課題 10:51 － 10:58

10:59 － 11:04

セクション３

15 廣畠 広実
社会医療法人若竹会
つくばセントラル病院

歯科医師
当院におけるがん緩和ケア患者に対する口腔ケア回診の現状
～口腔トラブルの予防と苦痛の緩和～

11:05 － 11:12

16 海藤 佳代子 茨城県立中央病院 看護師 外来化学療法センター初回受診患者の気持ちのつらさの実態 11:13 － 11:20

17 廣瀬 美幸 友愛記念病院 看護師 未告知患者の家族を支える看護師の関わりについて 11:21 － 11:28

18 栗原 由美
株式会社日立製作所
ひたちなか総合病院

看護師 急激な経過をたどった胃がん患者との関わり 11:29 － 11:36

19 岩渕 桂 総合病院土浦協同病院 看護師 緩和ケア病棟における看護師のグリーフケアに対する意識変化 11:37 － 11:44

11:45 － 11:50

セクション４

20 市村　裕美 水戸医療センター 看護師 化学療法中の入退院にショートステイを利用した退院調整 11:51 － 11:58

21 遠藤 こずえ
株式会社日立製作所
ひたちなか総合病院

看護師 在宅療養を希望する患者と家族の意思を尊重した関わり 11:59 － 12:06

22 瀬能 直子
医療法人社団筑波記念会
筑波記念病院

看護師 自宅での看取りを余命数日で実現した要因 12:07 － 12:14

23 中村 記子 友愛記念病院 看護師 開窓創のある患者の在宅療養に向けた多職種との連携 12:15 － 12:22

24 関 美幸 筑波大学附属病院 看護師 抗がん剤治療を受けながら出産し積極的治療の意思決定した症例検討 12:23 － 12:30

25 富山 淳江 株式会社日立製作所日立総合病院 看護師 がん患者の意思決定に積極的に関わることのできる看護師の育成 12:31 － 12:38

座長　　　株式会社日立製作所ひたちなか総合病院　主任看護師　緩和ケア認定看護師　　　神谷　未加

～休憩～

一般演題発表　第１会場　［茨城県メディカルセンター　１階　研修講堂］

時刻（目安）

～休憩～

～休憩～

座長　　　茨城県立中央病院　副院長兼医療局長兼がんセンター長　　　吉見　富洋

座長　　　筑波大学附属病院　婦人・周産期診療グループ長　　　佐藤　豊実

座長　　　公益財団法人筑波メディカルセンター筑波メディカルセンター病院　看護師長　　　橋本　直子



セクション１

No 発表者 発表者の所属医療機関 職種 演題名

26 山本 美和
株式会社日立製作所
ひたちなか総合病院

看護師 抗がん剤治療を受ける聴覚障害者の救急受診時への取り組み 9:01 － 9:08

27 坪山 勝平 茨城県立中央病院 薬剤師 外来がん化学療法における服薬指導について 9:09 － 9:16

28 勝山 繁佳 筑波大学附属病院 薬剤師 ベバシズマブ点滴時間の短縮における安全性の文献調査 9:17 － 9:24

29 関口 里美 友愛記念病院 看護師 化学療法を実践する看護師の意識調査 9:25 － 9:32

30 島田 浩和 茨城県立中央病院 薬剤師
免疫抑制・化学療法患者におけるB型肝炎ウイルススクリーニング
実施状況調査

9:33 － 9:40

31 鈴木 美羽 東京医科大学茨城医療センター 看護師 外来化学療法を受けている患者へのセルフケア支援の検討 9:41 － 9:48

9:49 － 9:54

セクション２

32 清水 誠 茨城県立中央病院 診療放射線技師 放射線治療センターにおけるリスクマネジメントの取り組み 9:55 － 10:02

33 飯泉 均 東京医科大学茨城医療センター 診療放射線技師 圧縮センシングのパラメーターがADC値に与える影響 10:03 － 10:10

34 廣嶋 悠一 茨城県立中央病院 医師
茨城県立中央病院における早期肺癌に対する体幹部定位放射線治療の
治療成績および予後因子についての検討

10:11 － 10:18

35 武井 孝麿 総合病院土浦協同病院 医師 治療を要した症候性放射線脳壊死9例の検討 10:19 － 10:26

36 阿部 ひろみ 茨城県立中央病院
医師事務
作業補助者

画像診断結果チェックシステム 10:27 － 10:34

37 荻沼 公美 水戸赤十字病院 看護師 Ａ病院におけるリンパ浮腫ケアの現状と課題 10:35 － 10:42

38 寺島 公世 筑波大学附属病院 看護師 がん化学療法を受ける男性患者のアピアランスケアに関する調査研究 10:43 － 10:50

10:51 － 10:56

セクション３

39 上野 政子 東京医科大学茨城医療センター 看護師
看護師が抱えるがん看護の困難感
～経験年数別の傾向から教育プログラムの構築を考える～

10:57 － 11:04

40 木村　一樹 茨城西南医療センター病院 看護師 防護服に対する患者が受けるイメージ調査 11:05 － 11:12

41 浅野　優華 水戸医療センター 看護師 動物介在活動へのコミュニケーション困難な患者の反応(症例報告) 11:13 － 11:20

42 柏 梓葉 茨城県立中央病院 看護師 多部門の協働により予後数日の患者の自宅退院を可能にした事例 11:21 － 11:28

43 青山　晶子 水戸医療センター 看護師
頸椎転移による著明なADL低下をきたした患者の退院調整
～自宅に帰りたいを支えたい～

11:29 － 11:36

44 村田 絵理 筑波メディカルセンター病院 看護師 術後急変を経験した周手術期患者への意思決定支援 11:37 － 11:44

45 大崎 侑乃 総合病院土浦協同病院 看護師
抗がん剤治療の継続において、意思決定に介入した事例
～カルガリー家族看護モデルを用いて～

11:45 － 11:52

11:53 － 11:58

セクション４

46 白石 香織
株式会社日立製作所
ひたちなか総合病院

看護師 終末期患者の家族ケアについて考える 11:59 － 12:06

47 稲葉 健太郎 筑波メディカルセンター病院 看護師 経過が早い進行がん患者の精神的支援を行う 12:07 - 12:14

48 五町 靖 医療法人博仁会志村大宮病院 看護師
緩和ケア病棟における家族へのグリーフケア
～「四十九日の手紙」を取り入れて～

12:15 － 12:22

49 鈴木 誉子 株式会社日立製作所日立総合病院 看護師 一般病棟で終末期ケアに携わる若手看護師が抱く困難感の軽減への取り組み 12:23 - 12:30

50 友部 久美子
株式会社日立製作所
ひたちなか総合病院

看護師 終末期患者の希望に添った外出・外泊の調整が図れた一例 12:31 － 12:38

51 中田 公美 茨城県立中央病院 看護師 退院後訪問指導の有効性の検討と今後の課題 12:39 - 12:46

～休憩～

座長　　　株式会社日立製作所ひたちなか総合病院　看護師長　　　浦川　哲司

～休憩～

座長　　　株式会社日立製作所日立総合病院　看護局　看護師長　　　菅井　恵

一般演題発表　第２会場　［茨城県医師会　４階　会議室］

座長　　　総合病院土浦協同病院　薬剤部　　　猪瀬　成史

時刻（目安）

～休憩～

座長　　　独立行政法人国立病院機構水戸医療センター　がん担当診療部長　　　稲毛　芳永


