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開会式（ 9：00 ～）

教育講演（10：40 ～ 11：40）

「看護職の働き方改革　―この時代に求められる働き方―」

講師：吉村浩美 先生

日本看護協会 研修学校 校長

　座長：宮本佳代子 先生

総合病院土浦協同病院　看護部長

総会（12：50 ～ 13：10）

Ａ会場 ３階　視聴覚室

プログラム　Ａ会場 ● 3 階　視聴覚室

Ａ

会

場

３
階　
視
聴
覚
室



― 22―

一般演題（口演）
医療安全・感染管理①
9：10 ～ 9：50
座長　齋田健一（東京医科大学茨城医療センター　看護師長）

OB-1-1 関山ひろみ 転倒・転落あるある注意　～KYTの視点で未然に防ぐ対応～
水戸赤十字病院　看護部

OB-1-2 沼尻俊夫 放射線検査における転倒・転落の対策と成果
総合病院土浦協同病院　放射線部

OB-1-3 金森毅繁 当院リハビリテーション部における医療安全研修の試み
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

OB-1-4 長谷川　猛 透析支援システム導入の効果
茨城西南医療センター病院　臨床工学部

一般演題（口演）
医療安全・感染管理②
9：50 ～ 10：30
座長　湯原里美（総合病院土浦協同病院　看護師長）　

OB-2-1 山﨑美佐子 転倒・転落防止に活かす患者質問票
水戸赤十字病院　医療安全推進室

OB-2-2 長山一恵 死亡退院患者の死亡様態の全例把握
－対象事例チェックシート導入による報告体制を実施してー
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院
医療安全管理室

OB-2-3 小口さやか 当院手術室の手指衛生の現状と課題
医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院　看護部手術室

OB-2-4 北澤雅広 放射線技術科における感染対策への取り組み
茨城県西部メディカルセンター　放射線技術科

特別講演（10：40 ～ 11：40）

「地域医療データから見るこれからの茨城県地域の医療」
　講師：伏見清秀 先生（東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　医療政策情報学分野　教授）
　座長：酒井義法 先生（総合病院土浦協同病院　院長）

ランチョンセミナーⅠ（11：50 ～ 12：50）

「熊本における脳卒中地域連携の現状と課題　－地域包括ケアシステムにおける医療と介護の連携－」
　共催：第一三共株式会社
　講師：平田好文 先生（医療法人堀尾会熊本託麻台リハビリテーション病院　理事長）
　座長：山本信二 先生（総合病院土浦協同病院　脳神経外科部長）

Ｂ会場 ３階　大教室

プログラム　Ｂ会場 ● 3 階　大教室
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一般演題（口演）
医療の質①
13：10 ～ 13：50
座長　木村聖子（総合病院土浦協同病院　看護師長）

OB-3-1 岡本孔成 業務計画表を用いた情報・アセスメント共有による効果
茨城西南医療センター病院　CCU病棟

OB-3-2 天口　聡 脳外科病棟におけるPNS導入後の評価
～現状の把握と今後の課題の明確化～
独立行政法人国立病院機構　水戸医療センター　脳外科病棟

OB-3-3 染谷詩穂 PNSスケジュール表導入による業務の可視化と意識改革への取り組み
茨城西南医療センター病院　E棟5階病棟

OB-3-4 関　未来 PNS看護方式導入病棟における新人教育研修会の効果
株式会社日立製作所　日立総合病院　看護局

パネルディスカッション（14：20 ～ 16：20）

「働き方から考える医療マネジメント　　
　－活力ある職場を創りだすための工夫－」

　パネリスト：
　「医療勤務環境改善は経営に資する“戦略”」

伊藤雅史 先生
社会医療法人社団慈生会等潤病院　理事長・院長

　「女性医師の働き方改革」
片岡仁美 先生

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座　教授

　「活力ある職場を創りだすための工夫　～まず事務部門が前を上を向こう～」
中山和則 先生

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　副院長兼事務部長

　「働き方改革に沿った取り組みと今後の課題
　－モチベーションを維持し働き続けられる職場環境を目指して－」

大槻勝明 先生
総合病院土浦協同病院　看護副部長

　司　会：渡邊宗章 先生
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　院長

河内敏行 先生
総合病院土浦協同病院　統轄病院長補佐

閉会式（16：25 ～）

プログラム　Ｂ会場 ● 3 階　大教室
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一般演題（口演）
医療の質②
9：10 ～ 9：50
座長　瀧田　薫（水戸赤十字病院　看護師長）
OC-1-1 江崎翔太 患者用クリニカルパス説明手順の変更を試みて

－外来でパスを配布する方法の評価－
総合病院土浦協同病院　泌尿器科病棟

OC-1-2 武士順一 心臓カテーテル検査・治療入院患者用パスを運用しての成果と今後の課題
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　看護部

OC-1-3 塩田奈南 高齢心不全患者のADL低下予防目的の運動療法の有効性
株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　循環器内科

OC-1-4 高谷雅宏 慢性期患者の終末期に対する病棟看護師の意識調査
茨城西南医療センター病院　E棟5階病棟

一般演題（口演）
退院支援・地域連携
9：50 ～ 10：30
座長　馬場玲子（筑波大学附属病院　看護師長）
OC-2-1 伊藤章子 尿路ストーマを造設した患者が安心して在宅療養するための退院後訪問の取り組み

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
OC-2-2 関　美加 病棟看護師の退院支援への関わりについて

友愛記念病院　入院サポートセンター
OC-2-3 薄井まどか 乳腺疾患患者の逆紹介推進について

総合病院土浦協同病院　地域医療連携室
OC-2-4 鴨志田幸江 市民とケアスタッフの在宅褥瘡ケアの知識

株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　TQM統括室入退院支援センタ

ランチョンセミナーⅡ（11：50 ～ 12：50）
「漢方薬の副作用と医療経済について」
　共催：株式会社ツムラ
　講師：星野朝文 先生（独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター　耳鼻咽喉科医長）
　座長：滝口典聡 先生（総合病院土浦協同病院　副院長）

一般演題（口演）
チーム医療・多職種連携
13：10 ～ 14：00
座長　鈴木さゆり（筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　看護師長）
OC-3-1 岡田理沙 レンバチニブ投与におけるチームマネジメント

総合病院土浦協同病院　消化器内科
OC-3-2 名和　毅 救急外来における高齢患者社会支援必要度チェックリスト活用に向けた取り組み

総合病院土浦協同病院　看護部
OC-3-3 石川真由美 透析予防教室にて多職種が関わったことで効果がみられた一症例

筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　
臨床検査技師

OC-3-4 瀧原　純 糖尿病に伴う足趾壊疽に対し下肢救済チームとして介入した一症例
総合病院土浦協同病院　リハビリテーション部

OC-3-5 冨山裕子 大腿骨近位部骨折の入院期間短縮への取り組み
総合病院土浦協同病院　社会福祉部

Ｃ会場 ３階　教室301/302

プログラム　Ｃ会場 ● 3 階　教室 301/302
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一般演題（口演）
働き方改革①
9：10 ～ 9：50
座長　稲川　智（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　外科部長（労務担当））
OD-1-1 長崎一哉 チーフレジデントのマネージメント業務としての初期研修医の働き方改革

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　総合診療科
OD-1-2 渡部誠一 臨床研修医の時間外労働の管理

総合病院土浦協同病院　臨床研修委員会
OD-1-3 小森理可 看護師の超過勤務を短縮するための申し送り廃止に向けた取り組み

筑波大学附属病院　呼吸器内科病棟
OD-1-4 小高昌子 当院のWLBの取り組み　～長期休暇取得基準活用の効果～

一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院　看護部

一般演題（口演）
働き方改革②
9：50 ～ 10：30
座長　吉成有香（株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　副総看護師長）
OD-2-1 西連寺幸子 時間外勤務削減を目指して　～副看護師長が考える病棟での働き方改革～

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター　救命救急センター
OD-2-2 立山未紀 「働き方改革」　Ａ病院看護局の時間外労働に関する要因の一例

株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　ＴＱＭ統括室　経営支援センタ　
データ管理係兼看護局

OD-2-3 菅谷慎一郎 職場環境改善プロジェクトにおける成果と今後の課題
総合病院土浦協同病院　医事課

OD-2-4 藤原祐介 当院リハビリテーション部におけるキャリア支援に対する取り組み（第1報）
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

ランチョンセミナーⅢ（11：50 ～ 12：50）
「医師の働き方改革に見る看護師特定行為の可能性～特定行為の現状と残るいくつかの課題～」

共催：ニプロ株式会社
　講師：青柳智和 先生（水戸済生会総合病院　臨床研修センター　看護師特定行為事務局　事務局長）
　座長：圡田博光 先生（誠潤会水戸病院　病院長）

一般演題（口演）
薬剤管理
13：10 ～ 14：20
座長　樗木多佳子（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　薬剤部長）
OD-3-1 神戸のぶ代 薬剤科の医療安全による取り組み　～２病院統合に於いて～

茨城県西部メディカルセンター　薬剤科
OD-3-2 緑川拓也 調製から投与終了までを網羅した抗がん剤暴露対策導入の取り組み

医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院　薬剤部
OD-3-3 秋山裕史 ひたちなか病院の多職種共同による手術前の抗血栓薬中止プロトコールの導入

株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　薬剤部
OD-3-4 鈴木雄一郎 術前薬剤チェックシートを用いた薬剤師による事前介入の取り組み

水戸赤十字病院　薬剤部
OD-3-5 広田瑞季 当院における抗がん剤曝露対策の現状と課題

JAとりで総合医療センター　薬剤部
OD-3-6 中川祐美 病棟薬剤業務改善への取り組み

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　薬剤部
OD-3-7 大信紀明 当院における血管新生阻害薬と抗凝固薬を併用した患者の状況報告

総合病院土浦協同病院　薬剤部

Ｄ会場 ３階　教室303

プログラム　Ｄ会場 ● 3 階　教室 303
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一般演題（口演）
医療の質③
9：10 ～ 9：50
座長　鶴見幸子（医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院　看護師長）
OE-1-1 栗島尚美 内視鏡的粘膜下層剥離術の術前訪問を開始して

医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院　看護部
OE-1-2 櫻井恵美 下肢末梢動脈疾患患者の早期発見への取り組み

総合病院土浦協同病院　看護部
OE-1-3 市川亜美 弾性包帯の正しい装着に向けた取り組み　－適切に装着できない看護師側の要因－

株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　整形外科病棟
OE-1-4 谷貝郁美 下肢閉塞性動脈硬化症患者へのフットケアの現状

総合病院土浦協同病院　看護部

一般演題（口演）
医療の質④
9：50 ～ 10：30
座長　羽生佳代子（総合病院土浦協同病院　看護師長）
OE-2-1 飯野亜希 周術期における継続的な術後管理を行う為の取り組み　

－テンプレートを活用した記録の統一－
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　手術室

OE-2-2 小松崎あずさ 上部消化管予定手術における術前経口補水療法の拡大と患者満足度の変化
株式会社日立製作所　日立総合病院　看護局

OE-2-3 佐藤加奈子 手術室の効率的な運用
東京医科大学茨城医療センター　中央手術部

OE-2-4 篠原広樹 呼吸状態観察の勉強会による外科病棟看護師の意識の変化
株式会社日立製作所　日立総合病院　看護局

ランチョンセミナーⅣ（11：50 ～ 12：50）
「認知症の診断・治療・予防について」
　共催：武田薬品工業株式会社
　講師：玉岡　晃 先生（筑波大学医学医療系　神経内科学　教授）
　座長：町田　明 先生（総合病院土浦協同病院　脳神経内科部長）

一般演題（口演）
病院経営
13：10 ～ 13：50
座長　来栖淳一（総合病院土浦協同病院　医事課長）
OE-3-1 渡部誠一 看護学生の退学者の分析

土浦協同病院附属看護専門学校　
OE-3-2 渡邊葉月 急性期病院におけるDPC入院期間Ⅱ期超の要因と課題

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
OE-3-3 前島雄太 副傷病名の見直しによるDPCの適正化

総合病院土浦協同病院　医事課病歴係
OE-3-4 粟野泰市 診療放射線技師による部門予実算管理の実践

株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　放射線技術科

Ｅ会場 ２階　教室201

プログラム　Ｅ会場 ● 2 階　教室 201
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一般演題（口演）
医療の質⑤
9：10 ～ 10：00
座長　秋山順子（茨城県立中央病院　看護師長）
OF-1-1 坂入政敏 マネジメントによる救急カートの整備

一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園病院　看護部
OF-1-2 渡邊智美 外来物品管理に対する意識向上の取り組み

龍ケ崎済生会病院　外来
OF-1-3 橋本由美子 より安全な採血業務を目指して

水戸赤十字病院　臨床検査部・病理診断科部
OF-1-4 大野基信 他診療科患者の受け入れに対するスタッフの意識調査

総合病院土浦協同病院　看護部
OF-1-5 野崎絵実加 内服自己管理のアセスメントシート活用向上への取り組み

株式会社日立製作所　日立総合病院　血液腫瘍内科病棟

ランチョンセミナーⅤ（11：50 ～ 12：50）
「ボーッとしてたら叱られる?!　当院でのICI治療への取り組みと実際」
　共催：中外製薬株式会社
　講師：磯貝佐知子 先生（新潟県立がんセンター新潟病院　外来化学療法室　がん化学療法看護認定看護師）
　座長：稲垣雅春 先生（総合病院土浦協同病院　呼吸器外科部長）

一般演題（口演）
医療の質⑥
13：10 ～ 14：00
座長　野村明広（茨城西南医療センター病院　病院長）
OF-2-1 深澤徳行 医療法改正に則した検査部門の品質管理と臨床支援への取り組み

茨城西南医療センター病院　臨床検査部
OF-2-2 松本利恵 菌血症・敗血症患者における適切抗菌薬への早期切替え対応に向けた取り組み

株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院　検査技術科
OF-2-3 伊賀上翔太 当院における画像診断結果チェックシステムの運用

茨城県立中央病院　消化器外科
OF-2-4 関口芳恵 システムによる効率化について検査情報室の取り組み

総合病院土浦協同病院　臨床検査部
OF-2-5 宮本佳忠 翻訳アプリを用いた外国人患者対応について

総合病院土浦協同病院　情報システム委員会

Ｆ会場 ２階　教室203

プログラム　Ｆ会場 ● 2 階　教室 203
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一般演題（ポスター）
医療の質
13：10 ～ 14：10
座長　板倉紀子（ＪＡとりで総合医療センター　副院長兼看護部長）
PG-1-1 廣瀬博子 パートナーシップ・ナーシング・システム導入の実際

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　
PG-1-2 宮下智帆 継続看護に向けた自宅退院時の看護概要記載方法の実態と問題について

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター　整形・形成外科病棟
PG-1-3 八鍬由香里 「事前指示書」導入に向けての課題

医療法人桜丘会　水戸ブレインハートセンター　看護部
PG-1-4 大貫利恵子 皮膚洗浄ケアにおけるディスポーザブル容器の有用性　

－紙コップとの比較から
茨城県立中央病院　総合診療科病棟

PG-1-5 羽方とも子 職員の患者家族に対する接遇実態調査
医療法人社団聖嶺会　立川記念病院　療養病棟

PG-1-6 鈴木典子 Ａ県における外来看護の実態調査
公益社団法人茨城県看護協会　看護師職能委員会Ⅰ

一般演題（ポスター）
医療安全
13：10 ～ 13：40
座長　高谷智子（茨城西南医療センター病院　看護副部長）
PG-2-1 吉田千賀子 事故防止委員会として、病院内の事故発生傾向を知る

医療法人社団聖嶺会　立川記念病院　看護部
PG-2-2 所　友紀 繰り返す事例を再度検討して分かったこと

医療法人社団聖嶺会　立川記念病院　療養病棟
PG-2-3 村上美那 転倒・転落リスクマネジメントの理学療法士の関わり

～多職種連携の情報共有に向けて～
医療法人蔦会　アイビークリニック　リハビリテーション科

一般演題（ポスター）
病院経営
13：40 ～ 14：10
座長　石川博一（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　副院長）
PG-3-1 永井崇之 総合病院土浦協同病院の災害対策への取組みについて

総合病院土浦協同病院　施設課
PG-3-2 永田悠生 土浦協同病院予防医療センターにおける人間ドック実施状況

総合病院土浦協同病院　予防医療センター
PG-3-3 大久保淳紀 時間外労働時間削減に向けた業務改善の取り組み

株式会社日立製作所　日立総合病院　内科病棟
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一般演題（ポスター）
退院支援・地域連携
13：10 ～ 14：10
座長　山﨑道代（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）
PG-4-1 外山美紀 退院支援カンファレンスの質改善に向けた取り組み

ー評価指標の作成プロセスー
筑波大学附属病院　医療連携患者相談センター

PG-4-2 菊地裕美 医療連携患者相談センターでの後方連携における看護師の役割
筑波大学附属病院　医療連携患者相談センター

PG-4-3 岩田直子 退院支援ドクターの配置と定着に向けた取り組み（第二報）�
－医師の「在宅の視点」の変化からー
筑波大学附属病院　医療連携患者相談センター

PG-4-4 坂本真由美 退院前カンファレンスフローチャートの作成を試みて
－現状とその問題分析の結果をチャートに活かして－
総合病院土浦協同病院　看護部

PG-4-5 山口　渉 社会福祉士が救急集中治療室で行う初動とアウトリーチの有用性
総合病院土浦協同病院　社会福祉部

PG-4-6 山本陽子 心理相談で語られた医療者への不満をどう扱うか
－臨床心理士へのインタビューから－
総合病院土浦協同病院　社会福祉部

一般演題（クリティカルパス・ポスター）
クリティカルパス・退院支援・地域連携
13：10 ～ 14：10
座長　菱沼佳桜里（株式会社日立製作所　日立総合病院　看護師長）
PG-5-1 永山友美 オプジーボ療法クリティカルパス

JAとりで総合医療センター　呼吸器内科病棟
PG-5-2 大石千尋 椎体骨折（保存療法・強）クリティカルパス

社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院　クリティカルパス委員会
PG-5-3 宮本麻美子 子宮筋腫子宮全摘術クリティカルパス

社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院　クリティカルパス委員会
PG-5-4 柳橋貴子 循環型「糖尿病地域連携パス」の作成を試みて

総合病院土浦協同病院　看護部
PG-5-5 平井理心 茨城県内医療機関における患者相談対応者ネットワークの構築

筑波大学附属病院　患者サービス課
PG-5-6 馬場玲子 地域医療連携の体制構築に向けた戦略策定への取り組み

～看護管理の視点から～
筑波大学附属病院　医療連携患者相談センター

プログラム　Ｇ会場 ● 2 階　実習室 2

Ｇ

会

場

２
階　
実
習
室
２




