一般演題（口演）
一般演題 OA-1（口演）

8:50-9:30 医師部門（40 分）スタジオＡ会場
座長：上杉 雅文（茨城西南医療センター病院 副院長）

OA-1-1

髄膜腫の摘出術前栄養血管塞栓術後にヘパリン起因性血小板減少症を発症した一例
土浦協同病院 西澤 祐

OA-1-2

成人発症 Still 病に合併した軟骨下脆弱性骨折に人工股関節置換術を施行した 1 例
JA とりで総合医療センター 整形外科 藪内 朝紀

OA-1-3

小児に発生した膝蓋骨下極 sleeve fracture の 1 例
茨城西南医療センター病院 整形外科 島崎 紘史郎

OA-1-4

保存加療で救命し得た特発性門脈血栓症の一例
水戸協同病院 総合診療科 藤井 辰賢

OA-1-5

当院における過去 5 年間の外国人妊婦の後方視的検討
茨城西南医療センター病院 産婦人科 角 央彦

一般演題 OA-2（口演）

9:40-10:20 医師部門（40 分）スタジオＡ会場
座長：前田 裕史（茨城西南医療センター病院 副院長）

OA-2-1	造影 MR で診断に至った blister like aneurysm に対して
high flow bypass 術を行った一例
筑波メディカルセンター病院 脳神経外科 刈田 弘樹
OA-2-2

刈り払い作業で左頬部挫創皮下異物を受傷した 1 例
茨城西南医療センター病院 救急科 松尾 知紀

OA-2-3

相模原協同病院での RRS 導入
相模原協同病院 救急科 菊地 斉

OA-2-4

上部消化管内視鏡検査後に生じた喉頭浮腫を伴う深頸部膿瘍の 1 例
茨城西南医療センター病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 藤平 悠貴

OA-2-5	バクロフェン持続髄注（ITB）療法が脳卒中後麻痺側肩および股関節痛に奏功し、
抑うつ状態が改善した一例
茨城西南医療センター病院 脳神経外科 赤松 智太朗
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一般演題（口演）
一般演題 OA-3（口演）

13:30-13:55 医師部門（25 分）スタジオＡ会場
座長：染谷 勝巳（茨城西南医療センター病院 副院長）

OA-3-1

当院で管理した COVID-19 陽性妊婦の周産期転帰
JA とりで総合医療センター 風間 みなみ

OA-3-2

COVID-19 mRNA ワクチン接種後に生じた心筋炎 / 心膜炎の 2 症例
水戸協同病院 循環器内科 鮎澤 祥吾

OA-3-3

当院職員の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗体価の検討
茨城西南医療センター病院 感染管理室 青山 美恵子

一般演題 OA-4（口演）

14:10-14:45 臨床工学部門（35 分）スタジオＡ会場
座長：長谷川 猛（茨城西南医療センター病院 臨床工学技士部長）

OA-4-1

プラソートμ導入により変化した CART 後腹水のアルブミン回収率に関する報告
伊勢原協同病院 磯野 裕佳

OA-4-2

当院手術室の臨床工学技士によるダヴィンチ業務
JA とりで総合医療センター 村山 茂

OA-4-3

当院における透析患者の COVID-19 感染症の対応と課題
相模原協同病院 廣瀬 智明

OA-4-4

COVID-19 患者へ zoom 連携を用いた入院血液透析を施行した一例
佐野厚生総合病院 磯 大基
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一般演題（口演）
一般演題 OB-1（口演）

8:50-10:20 看護部門（90 分）スタジオＢ会場
座長：大竹 和歌子（茨城西南医療センター病院 看護副部長） 塚原 総子（茨城西南医療センター病院 看護師長）

OB-1-1

CAM-ICU 評価を用いた抑制判断基準の使用状況の報告
JA とりで総合医療センター 高橋 愛美

OB-1-2

転倒転落アセスメントシート導入による看護師の意識変化
相模原協同病院 石崎 康代

OB-1-3

転倒対策を考える～難渋した事例の振り返りから～
JA とりで総合医療センター 青地 貴史

OB-1-4

コロナ禍における新人教育の調査
茨城西南医療センター病院 文倉 遥香

OB-1-5

糖尿病教育入院患者の糖尿病教室に対する考え方
水戸協同病院 松浦 日菜

OB-1-6

A 病院急性期脳卒中患者に対する摂食機能療法取り組みの課題
土浦協同病院 渡邊 陽子

OB-1-7	下部尿路機能障害を有する患者の背景分析
～認知症患者の下部尿路機能障害の有無について～
佐野厚生総合病院 鈴木 健太郎
OB-1-8

マタニティビクスが分娩時に与える効果
～マタニティビクス参加者・非参加者と比較して～
茨城西南医療センター病院 今野 加奈子

OB-1-9

初産婦の妊娠中に必要とされる母乳育児支援
県北医療センター高萩協同病院 蛭田 愛里

OB-1-10	先天性高インスリン血症性低血糖症児の母親に対する
ナーシング・サプリメンターを使用した直接母乳育児支援
土浦協同病院 石塚 真里奈
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一般演題（口演）
一般演題 OB-2（口演）

OB-2-1

10:30-12:00 看護部門（90 分）スタジオＢ会場
座長：木村 加代子（茨城西南医療センター病院 看護師長） 大久保 純子（茨城西南医療センター病院 看護師長）

術前訪問に関する集中治療室看護師の意識調査
水戸協同病院 金澤 慎

OB-2-2

深部静脈血栓症予防パンフレット導入による看護介入の変化
茨城西南医療センター病院 中村 和与

OB-2-3

A 病院手術室のインシデント報告の分析
県北医療センター高萩協同病院 鳥居塚 善子

OB-2-4

術後離床遅延予防への取り組み
－ GICU における術後患者の離床遅延要因を調査して－
土浦協同病院 塚田 真美

OB-2-5

当院の後期高齢者における消化器術後の早期離床遅延の要因
水戸協同病院 春原 佑香

OB-2-6

急変時対応における意識の変化－急変時シミュレーションの実践を通して－
伊勢原協同病院 松下 良

OB-2-7

緩和ケア病棟における退院支援への取り組み
－パンフレットを用いて退院支援を実施して－
伊勢原協同病院 高梨 希

OB-2-8

在院日数が長期化した患者の共通点

JA とりで総合医療センター 岡﨑 裕子
OB-2-9

介護現場におけるハラスメントマニュアルの作成
－訪問看護師・ケアマネジャーが安心して働けるために－
土浦協同病院 上野 真由美

OB-2-10

要精密検査対象者への 5 ヶ月後追跡用紙再送に対する評価
土浦協同病院 横瀬 彩
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一般演題（口演）
一般演題 OB-3（口演）

13:30-14:10 栄養・事務部門（40 分）スタジオＢ会場
座長：飯塚 真理子（茨城西南医療センター病院 審査役栄養主任）

OB-3-1

認知症患者の食支援－食支援の実態調査からフローチャート作成まで－
佐野厚生総合病院 小林 理佐

OB-3-2

心臓リハビリチームにおける管理栄養士の役割と今後の課題
土浦協同病院 小嶋 穂奈美

OB-3-3

入院時支援加算における栄養指導件数増加に向けた取り組み
茨城西南医療センター病院 平野 夏弥

OB-3-4

当院における職員食改善の取り組み
茨城西南医療センター病院 橋本 優奈

OB-3-5

自治体と連携し不稼動施設を活用した新型コロナワクチン接種体制の構築について
土浦協同病院 なめがた地域医療センター 木村 恵理

一般演題 OB-4（口演）

OB-4-1

14:20-14:50 薬剤部門（30 分）スタジオＢ会場
座長：原信田 努（茨城西南医療センター病院 薬剤部長）

当院における服薬情報提供書の利用状況と今後の展望
佐野厚生総合病院 野村 拓也

OB-4-2	当院におけるパニツムマブ使用に伴うざ瘡様皮膚炎に対する
ミノサイクリンの効果の検討
相模原協同病院 上遠野 景子
OB-4-3

院内フォーミュラリー導入における PPI 処方状況
茨城西南医療センター病院
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山中 克俊

一般演題（口演）
一般演題 OC-1（口演）

OC-1-1

OC-1-2

8:50-10:20 放射線部門（90 分）スタジオＣ会場
座長：小林 和晃（茨城西南医療センター病院 審査役放射線主任）北園 孝夫（茨城西南医療センター病院 放射線技師主幹）

頭部 3DCTA 撮影時における、モーションアーチファクトが与える影響の
基礎的検討
茨城西南医療センター病院 木村 勇貴
「CT 透視下肺生検の導入効果」運用の効果検証
相模原協同病院 平井 裕一

OC-1-3

画像誘導放射線治療における Cone Beam CT 被ばく線量の
品質管理に関する検討
土浦協同病院 大山 哲史

OC-1-4

一般撮影装置における精度管理の検討
水戸協同病院 谷島 直樹

OC-1-5

国内初の COVID-19 患者の受け入れを経て作成された
CT 室感染対応マニュアルの検証
相模原協同病院 杉戸 千夏

OC-1-6

マンモグラフィにおける局所的非対称性陰影（FAD）の画像検討
茨城西南医療センター病院 根本 和沙

OC-1-7

当院における胃 X 線検査後の内視鏡二次検診結果の検討
県北医療センター高萩協同病院 鈴木 理紗

OC-1-8

当院で撮影した検診マンモグラフィに対する被ばく線量低減の検討
佐野厚生総合病院 間田 貴泉

OC-1-9

診断用 X 線防護衣の管理における効率化の検討
JA とりで総合医療センター ハカニ 善

OC-1-10

画像等手術支援加算 K939 の取得に向けた取り組み
相模原協同病院 宮本 悠杜
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一般演題（口演）
一般演題 OC-2（口演）

10:35-12:00 リハビリ部門（85 分）スタジオＣ会場
座長：根本 浩則（茨城西南医療センター病院 リハビリ技師副部長） 鈴木 智浩（茨城西南医療センター病院 審査役リハビリ主任）

OC-2-1

低栄養を伴う誤嚥性肺炎患者において栄養経路が在院日数および転帰に与える影響
JA とりで総合医療センター 湯浅 美琴

OC-2-2

聴神経腫瘍摘出後、重度嚥下障害を呈した一症例
土浦協同病院 新山 亜依

OC-2-3

COPM の実施による自己効力感への影響～急性期病院におけるがん患者に対して～
茨城西南医療センター病院 枝野 実華

OC-2-4

脳梗塞による片麻痺症例に対する長下肢装具と短下肢装具における効果の検討
ー ABA デザインを用いた検討ー
JA とりで総合医療センター 瀧ヶ崎 里歩

OC-2-5	脳梗塞左片麻痺を呈し、バランス評価高値であったが、
歩行自立の判断に難渋した一症例
JA とりで総合医療センター 黒木 悠生
OC-2-6

足関節果部骨折術後患者のフリーハンド歩行獲得に影響を及ぼす因子の検討
茨城西南医療センター病院 関 直人

OC-2-7

脳卒中片麻痺患者の歩行速度改善に前脛骨筋へのアプローチが有用であった症例
佐野厚生総合病院 多田 茉里那

OC-2-8	橈尺骨遠位端骨折後の長期固定による拘縮例に対し、
スプリントと疼痛対応が有効的であった症例
相模原協同病院 竹澤 康太
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一般演題（口演）
一般演題 OC-3（口演）

13:30-14:40 臨床検査部門（70 分）スタジオＣ会場
座長：坂田 由美（茨城西南医療センター病院 臨床検査技師部長）

OC-3-1	甲状腺検査項目の測定比較（血清と血漿）及び抗凝固剤使用者の
血清中マイクロフィブリンの影響について
水戸協同病院 門田 菜々
OC-3-2

当院における SWE および UGAP と血液検査項目の比較検討
相模原協同病院 森田 遊

OC-3-3

平均絶対的相対的差異を用いた FreeStyle リブレの性能評価
相模原協同病院 松浦 ミロク

OC-3-4

新型コロナウイルス感染症流行下における当院の検査体制について
茨城西南医療センター病院 坂入 千佳

OC-3-5	グラム陽性球菌に対するセフェム系抗菌薬のディスク拡散法測定による
薬剤効果の比較検討
相模原協同病院 佐藤 由唯
OC-3-6

病態把握に心エコー検査が有用であった心臓原発悪性リンパ腫の一例
相模原協同病院 原 あすか

OC-3-7

COVID-19 感染症治療後に発見された肺腺癌の一例
相模原協同病院 由利 多香子
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