
セクション１　　座長　　独立行政法人国立病院機構水戸医療センター　看護部　看護師長　山本 昭子

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

1 大島 美奈子
おおしま　みなこ 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
看護局 看護師 化学療法センターにおける褥瘡発生要因の検討 9:01 － 9:08

2 木村　直美
きむら　なおみ　 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
看護局 看護師

化学療法センターにおける抗がん剤による静脈炎と血管外漏出の発生状
況

9:09 － 9:16

3 櫻井 規光子
さくらい　きみこ 東京医科大学茨城医療センター 看護部 看護師 ニボルマブ導入による外来化学療法記録用紙の検討 9:17 － 9:24

4 奥村 朋子
おくむら　ともこ 筑波大学附属病院

外来化学療
法室

看護師 外来化学療法患者の発熱性好中球減少症による緊急入院状況の分析 9:25 － 9:32

5 岡村 綾子
おかむら　あやこ 筑波大学附属病院

外来化学療
法室

看護師
外来化学療法中のPerformance Status不良患者の緊急入院状況に関す
る調査研究

9:33 － 9:40

6 霜田 智美
しもだ　ともみ 友愛記念病院 看護部 看護師 外来化学療法オリエンテーション用パンフレットの評価と課題 9:41 － 9:48

7 濱田 一美
はまだ　かずみ 友愛記念病院 看護部 看護師

化学療法を受けるがん患者の就労問題に関する現状と課題～聞き取り調
査から見えてきたこと～

9:49 － 9:56

8 塙 協子
はなわ　きょうこ 株式会社日立製作所ひたちなか

総合病院
看護局 看護師 化学療法を行う中で予後告知をされた患者の心理的支援 9:57 － 10:04

10:05 － 10:12

セクション２　　座長　　筑波大学附属病院　看護部　緩和ケアセンター　副看護師長　緩和ケア認定看護師　清水 真理

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

9 茂垣 裕美子
もがき　ゆみこ 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
看護部 看護師

高齢、独居である患者のセルフケアを支援する
―多職種連携における外来看護師の役割―

10:13 － 10:20

10 三浦 敬子
みうら　けいこ 友愛記念病院

緩和ケア病
棟

看護師
壮年期の子宮癌患者とその家族との関わり
～思いに寄り添った多職種によるチームアプローチ～

10:21 － 10:28

11 釜崎 久美子
かまさき　くみこ 総合病院土浦協同病院 看護部 看護師

感情の表出が多く関わりに難渋した一例
－スピリチュアルペインへの気づき－

10:29 － 10:36

12 銭谷 美咲
ぜにや　みさき 筑波大学附属病院 看護部 看護師 自分の看護を振り返り、傾聴・共感の大切さを学んだ事例 10:37 － 10:44

13 横張 美律恵
よこはり　みつえ 茨城西南医療センター病院 看護部 看護師

がん性疼痛のある患者への援助
－拒否的な患者に対する行動変容への動機付け－

10:45 － 10:52

14 酒井 浩美
さかい　ひろみ 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
看護部 看護師 苦痛を訴えることをためらう患者への関わり 10:53 － 11:00

15 佐伯 香代子
さえき　かよこ 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
看護局 看護師 自分の望む治療を選択した患者の意志決定支援 11:01 － 11:08

16 滑川 静
なめかわ　しずか 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
看護局 看護師 ICUにおける終末期患者の家族へのかかわりを考える 11:09 － 11:16

11:17 － 11:24

セクション３　　座長　　友愛記念病院　看護部　副部長　金田 まり子

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

17 片野 千佳
かたの　ちか 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
看護部 看護師 治療中止を選択した壮年期にある患者の意思決定支援 11:25 － 11:32

18 園原 一恵
そのはら　かずえ 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
看護局 看護師 自壊創を抱えた乳がん患者の自己決定を支える看護 11:33 － 11:40

19 仁平 佳那
にへい　かな 筑波大学附属病院 看護部 看護師

思春期にある患者の看護
～陽子線治療による皮膚炎スキンケア介入を通して～

11:41 － 11:48

20 福地 佑佳
ふくち　ゆか 医療法人博仁会

志村大宮病院
看護部 看護師 終末期患者のトータルペインに対する関わり 11:49 － 11:56

21 遠藤 牧子
えんどう　まきこ 独立行政法人国立病院機構

水戸医療センター
看護部 看護師

終末期がん患者の意思決定支援
～積極的治療を中断した自分を「弱虫」と表現した患者への関わり～

11:57 － 12:04

22 中島 友紀
なかじま　ゆき 茨城西南医療センター病院 看護部 看護師

終末期患者家族の希望の実現に向けた外出への取り組み
－家に帰したいという思いを抱えた家族への介入－

12:05 － 12:12

23 狩野 愛
かの　あい 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
看護部 看護師 終末期にある患者の在宅療養移行へ向けた意思決定支援 12:13 － 12:20

24 齋藤 尚代
さいとう　ひさよ 東京医科大学

霞ヶ浦訪問看護ステーション
訪問看護 看護師 Ａ訪問看護ステーションの在宅看取りの現状と課題 12:21 － 12:28

発表時刻（目安）

～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］

発表時刻（目安）

～休憩～

発表時刻（目安）



セクション１　　座長　　茨城県立中央病院・茨城県立地域がんセンター　看護局　看護師長　がん性疼痛看護認定看護師　鯉沼 とも子

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

25 森井 恵美
もりい　めぐみ 株式会社日立製作所

日立総合病院
看護局 看護師

「からだの症状に関する問診票」を活用したがん患者の気もちのつらさへの
早期介入

9:01 － 9:08

26 綿引 寿栄
わたひき　としえ 株式会社日立製作所

日立総合病院
看護局 看護師 緩和ケアリンクナースの「困難感」を低減するための取り組み 9:09 － 9:16

27 海藤 佐代子
かいとう　さよこ 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
看護局 看護師 看護必要度からみた緩和ケア病棟における看護師の必要性 9:17 － 9:24

28 仲根 正志
なかね　まさし 総合病院土浦協同病院 看護部 看護師

PCUでの家族看護に向けた情報共有
―看護師への調査から「家族看護情報共有シート」の作成まで―

9:25 － 9:32

29 久松 奈央
ひさまつ　なお 総合病院土浦協同病院 看護部 看護師

エンゼルケア手順導入後の実態調査
－看護師の意識と行動の変化－

9:33 － 9:40

30 柴田 ひとみ
しばた 東京医科大学茨城医療センター 看護部 看護師 STAS-Jを導入したデスカンファレンスがもたらす看護師の意識変化 9:41 － 9:48

31 八城 良子
やしろ　りょうこ 友愛記念病院

緩和ケア病
棟

看護師 緩和的リハビリテーションに対する看護師の意識変化 9:49 － 9:56

32 淺野 知恵
あさの　ちえ 筑波大学附属病院 看護部 看護師 外来勤務を経験した病棟看護師の意識の変化に関する報告 9:57 － 10:04

10:05 － 10:12

セクション２　　座長　　東京医科大学茨城医療センター　看護部　看護師長　小林 俊江

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

33 福田 千尋
ふくだ　ちひろ 友愛記念病院 看護部 看護師 認知機能低下のあるがん患者へのスタッフの関わり方における意識調査 10:13 － 10:20

34 長田 知佳子
おさだ　ちかこ 筑波大学附属病院 看護部 看護師

認知機能の低下している血液がん患者の退院指導
～転倒予防に焦点を当てて～

10:21 － 10:28

35 竹内 優子
たけうち　ゆうこ 友愛記念病院 看護部 看護師

ステロイド性糖尿病と診断された癌患者への療養指導の効果
～実践からみえた今後の課題～

10:29 － 10:36

36 飯田 寛美
いいだ　ひろみ 牛久愛和総合病院 看護部 看護師

血液悪性腫瘍で入院中に食欲不振を呈した患者に対し自己選択性の食欲
不振対応食を導入した５事例について

10:37 － 10:44

37 大橋 久子
おおはし　ひさこ 古河赤十字病院 看護部 看護師 がん化学療法患者ＣＶポート自己抜針指導の検討 10:45 － 10:52

38 金子 勇輝
かねこ　ゆうき 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
看護部 看護師 がん患者の術後疼痛に対する疼痛評価と対処行動の実際 10:53 － 11:00

39 加瀬 楓子
かせ　ふうこ 医療法人社団善仁会

小山記念病院
看護部 看護師 術後せん妄患者のチューブ類自己抜去の要因 11:01 － 11:08

40 長澤 真知子
ながさわ　まちこ 友愛記念病院 看護部 看護師

前立腺がん患者の術前パンフレット導入
～合併症の理解と不安の軽減を試みて～

11:09 － 11:16

41 谷口 愛
たにぐち　あい 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
看護部 看護師

放射線治療を受ける前立腺がん患者を対象とした排泄日誌の有用性につい
て

11:17 － 11:24

11:25 － 11:32

セクション３　　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　看護部　看護師長　貝塚 久美子

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

42 前川 華澄
まえかわ　かすみ 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
看護部 看護師

包括的アセスメントの視点をもったカンファレンスの取り組み
～がん患者のストーマ装具選択を通して～

11:33 － 11:40

43 宮本 小夜子
みやもと　さよこ 友愛記念病院 看護部 看護師 脊髄空洞症による障害のある患者のストーマ管理支援 11:41 － 11:48

44 沖 由美
おき　ゆみ 友愛記念病院 看護部 看護師 ストーマ外来の現状と今後の課題 11:49 － 11:56

45 竹之内
たけのうち

 光江
　みつえ JAとりで総合医療センター

訪問看護ステーションとりで
- 看護師

在宅末期がん患者のオピオイド使用における便秘への看護介入
～経直腸的処置の重要性を経験して～

11:57 － 12:04

46 山下 貴郁
やました　たかふみ 筑波大学附属病院 看護部 看護師 病棟看護師が感じる抗がん剤血管外漏出の危険因子 12:05 － 12:12

47 小平 千春
おだいら　ちはる 総合病院土浦協同病院 看護部 看護師 抗がん剤曝露対策における防護用具設置 12:13 － 12:20

48 糸賀 香織
いとが　かおる 総合病院土浦協同病院 看護部 看護師

陽圧管理病棟における看護の工夫
－防護環境の管理と陽圧環境の臭気対策－

12:21 － 12:28

49 井上 陽子
いのうえ　ようこ つくば国際ブレストクリニック 看護部 看護師 乳腺専門クリニックにおける乳がん看護の現状と課題 12:29 － 12:36

発表時刻（目安）

一般演題発表　第２会場　［茨城県医師会　４階　会議室］

発表時刻（目安）

～休憩～

～休憩～

発表時刻（目安）



セクション１　　座長　　筑波大学附属病院　検査部　技師長　南木 融

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

50 内田 好明
うちだ　よしあき 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
医療技術部
臨床検査科

臨床検査技
師

子宮頸部多段階発癌におけるTight junction構成蛋白発現の意義 9:31 － 9:38

51 小井戸 綾子
こいど　あやこ 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
医療技術部
臨床検査科

臨床検査技
師

当院におけるRapid on site evaluation（ROSE）導入によるがん診療への貢
献

9:39 － 9:46

52 阿部 香織
あべ　かおり 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
医療技術部
臨床検査科

臨床検査技
師

呼吸器領域材料を用いた液状化細胞診（LBC）の応用と新たな細胞保存に
向けて

9:47 － 9:54

53 長須 健悟
ながす　けんご 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
医療技術部
臨床検査科

臨床検査技
師

当院遺伝子検査室の現状 9:55 － 10:02

セクション２　　座長　　株式会社日立製作所日立総合病院　薬務局　外来薬剤管理指導係　主任　四十物 由香

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

54 原田 悠介
はらだ　ゆうすけ 株式会社日立製作所

日立総合病院
薬務局 薬剤師 化学療法における服薬モニタリングレポートの作成と活用 10:03 － 10:10

55 寺門 祐介
てらかど　ゆうすけ 株式会社日立製作所

ひたちなか総合病院
薬務局 薬剤師 化学療法薬歴管理システムを活用したミキシング取り決め事項の情報共有 10:11 － 10:18

56 小島
おじま

 健一
けんいち 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
薬剤局
薬剤科

薬剤師 抗がん薬調製に使用する閉鎖式接続器具の比較検討 10:19 － 10:26

57 島田
しまだ

　浩
ひろあき

明 筑波大学附属病院 薬剤部 薬剤師 ドキソルビシン投与患者における左室駆出率（LVEF）の測定実態調査 10:27 － 10:34

10:35 － 10:42

セクション３　　座長　　茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター　リハビリテーション科　部長　林 美代子

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

58 加藤 直志
かとう　なおし 筑波大学附属病院

リハビリ
テーション
科

言語聴覚士 舌癌患者の舌機能評価と食事形態との関連性 10:43 － 10:50

59 渡辺 恵美子
わたなべ　えみこ 医療法人社団筑波記念会

筑波記念病院

リハビリ
テーション
部

作業療法士
化学療法中に骨折を呈した症例
～がん治療における作業療法士の役割の一考察～

10:51 － 10:58

60 岩崎 寿恵
いわさき　のぶえ 総和中央病院

デイケアセ
ンター

作業療法士 直腸癌術後の症例に対するデイケアセンターでの作業療法士の取り組み 10:59 － 11:06

61 篠原 正和
しのはら　まさかず 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
診療技術部 理学療法士 当院における骨関連事象カンファレンスの取り組みについて 11:07 － 11:14

62 田邉 裕基
たなべ　ゆうき 筑波大学附属病院

リハビリ
テーション
部

理学療法士 当院における転移性骨腫瘍患者ののリハビリテーション 11:15 － 11:22

63 栃尾 睦美
とちお　むつみ 株式会社

佐瀬トータルケアセンター

アネシス訪
問看護ス
テーション

理学療法士 病院と在宅との連携においての現状と課題 11:23 － 11:30

11:31 － 11:38

セクション４　　座長　　総合病院土浦協同病院　放射線部　技術員　鈴木 昭義

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

64 生駒 英明
いこま　ひであき 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
放射線技術
科

診療放射線
技師

放射線治療における熱可塑性ボーラスの特性と臨床導入について 11:39 － 11:46

65 北島 柚衣子
きたじま　ゆいこ 総合病院土浦協同病院 放射線部

診療放射線
技師

前立腺外部放射線治療を想定したCone Beam CT (CBCT)の画質評価 11:47 － 11:54

66 野口 真矢
のぐち　まさや 東京医科大学茨城医療センター 放射線部

診療放射線
技師

FFFを用いたVMATの治療経験 11:55 － 12:02

67 清水 誠
しみず　まこと 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
放射線技術
科

診療放射線
技師

外部放射線治療における呼吸性移動の検討 12:03 － 12:10

68 大森 雄大
おおもり　ゆうた 株式会社日立製作所

日立総合病院
放射線技術
科

診療放射線
技師

塩化ラジウム内用療法導入への取り組み 12:11 － 12:18

69 中村 順一
なかむら　じゅんいち 茨城県厚生連

総合病院水戸協同病院
放射線部

診療放射線
技師

頭頸部強度変調放射線治療における、患者体型変化に起因する線量分布
変化を放射線治療医師へ報告する基準の構築

12:19 － 12:26

70 青木 誠
あおき　まこと 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
放射線技術
科

診療放射線
技師

新しい放射線治療センター開設の進捗について 12:27 － 12:34

発表時刻（目安）

一般演題発表　第３会場　［茨城県立健康プラザ　３階　大会議室］

発表時刻（目安）

～休憩～

～休憩～

発表時刻（目安）

発表時刻（目安）



セクション１　　座長　　茨城西南医療センター病院　副院長　小川 功

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

71 高木 雄基
たかぎ　ゆうき 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
呼吸器内科 医師 癌性胸膜炎を対象としたタルクを用いた胸膜癒着術の検討 9:31 － 9:38

72 望月 晶史
もちづき　あきふみ 総合病院　土浦協同病院 呼吸器内科 医師 慢性出血性膿胸合併血管肉腫の切除2年4か月後に再発を認めた1例 9:39 － 9:46

73 江頭 徹哉
えとう　てつや 総合病院　土浦協同病院 消化器内科 医師

IRIS+ベバシズマブ療法が著効し根治切除が可能であったS状結腸癌同時
性肝転移・腹膜播種の1例

9:47 － 9:54

74 渡辺 研太朗
わたなべ けんたろう

総合病院　土浦協同病院 臨床研修医 医師 当院における原発性腹膜癌12症例の臨床的検証 9:55 － 10:02

75 10:03 － 10:10

76 玉木 義雄
たまき　よしお 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
放射線治療
科

医師 甲状腺癌術後の甲状腺アブレーション -導入までの取り組みと初期経験- 10:11 － 10:18

10:19 － 10:26

セクション２　　座長　　株式会社日立製作所ひたちなか総合病院　外科　主任医長　今村 史人

No 発表者 発表者の所属医療機関 発表者の部署 職種 演題名

77 平 哲郎
たいら　てつろう 株式会社日立製作所日立総合病

院
外科 医師 当科における下部進行直腸癌に対する術式の変遷 10:27 － 10:34

78 渡邉
わたなべ

 隆明
   たかあき

友愛記念病院 外科 医師 直腸神経内分泌癌と診断された2例 10:35 － 10:42

79 重福 俊佑
しげふく しゅんすけ 東京医科大学茨城医療センター 呼吸器外科 医師

二期的に手術施行した気管原発多形腺腫由来癌(Carcinoma ex
pleomorphic adenoma)の1例

10:43 － 10:50

80 宮本 良一
みやもと　りょういち 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
消化器外科 医師 手術解剖イメージの共有化が可能な3D手術シミュレーションの有用性 10:51 － 10:58

81 江村 正博
えむら　まさひろ 茨城県立中央病院・茨城県地域

がんセンター
泌尿器科 医師

茨城県立中央病院における腹腔鏡下腎部分切除術とロボット支援腹腔鏡下
腎部分切除術の比較

10:59 － 11:06

82 徳山 尚斗
とくやま　なおと 東京医科大学茨城医療センター 泌尿器科 医師 去勢抵抗性前立腺癌に対するRa223の使用経験 11:07 － 11:14

83 柳橋 進
やなぎばし すすむ 常陸大宮済生会病院 外科 医師 深部静脈血栓症、肺塞栓症を合併した大腸癌の1例 11:15 － 11:22

発表時刻（目安）

～休憩～

一般演題発表　第４会場　［茨城県立健康プラザ　３階　会議室１・２］
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