
 

第 77 回茨城県厚生連病院学会 

日程 平成30年3月3日（土） 

13：00 受付開始 

13:25 開 会 式    Ａ 会 場（中ホール２００） 

13：35 一 般 口 演 

Ａ会場（中ホール２００） Ｂ会場（中会議室２０１） Ｃ会場（中会議室２０２） Ｄ会場（大会議室１０２） 

[ｾｯｼｮﾝⅠ] 13:35～14:22 

医師部門1 

座長 牧原 武史 

高萩   整形外科 渡邊竜之介 

とりで   整形外科 朝尾菜津美 

西南    整形外科 村上 浩平 

西南    整形外科 大津 重樹 

なめがた 整形外科 戸塚 翔 

なめがた 整形外科 桂 健生 

 

 [ｾｯｼｮﾝⅡ] 14:25～14:48 

医師部門2 

座長 渡邊 之夫     

土浦    血液内科 清水 誠一 

土浦    産婦人科 松田 充弘 

とりで  内分泌代謝内科   森 祥子  

 

 

 

 

[ｾｯｼｮﾝⅢ] 14:51～15:22 

医師部門3 

座長 金子 庸生 

西南    脳神経外科 原 慶 

土浦    脳神経外科  武井 孝麿 

土浦    呼吸器外科  河村 知幸 

土浦    小児外科  南 洋輔 

 

 

 

[ｾｯｼｮﾝⅣ] 15:25～16:20 

薬剤・栄養部門 

座長 塩田 千秋 

高萩   薬剤部  松本 香織 

高萩   薬剤部  松崎 有沙 

土浦   薬剤部  渡邉 理基 

西南   薬剤部  山中 克俊 

高萩   栄養部  深谷明日香 

土浦   栄養部  森永有紀子 

西南   栄養部  中島 春香 

 

 [ｾｯｼｮﾝⅠ] 13:35～14:14 

看護部門1 

座長 三浦 由貴子 

なめがた 看護部 水野可奈子 

高萩   看護部 小野瀬早弥佳 

とりで  看護部 荒木 美穂 

とりで  看護部 加勢 知世 

土浦   看護部 金澤ひろみ 

  

 

[ｾｯｼｮﾝⅡ］ 14:17～14:56 

看護部門2 

座長 矢吹 貢一 

西南   看護部 森谷 翔 

高萩   看護部 瀧田 克己 

西南   看護部 長谷川広平 

高萩   看護部 片口 和美 

西南   看護部 中村 悦子 

  

 

[ｾｯｼｮﾝⅢ] 14:58～15:36 

     看護部門3 

座長 磯貝 裕美 

高萩   看護部 重松 佑子 

土浦   看護部 金澤 恵未 

高萩   看護部 須藤 歩 

土浦   看護部 前島 佳代 

高萩   看護部 永山美智子 

 

 

[ｾｯｼｮﾝⅣ] 15:39～16:25 

     看護部門4 

座長 下山田 弘子 

土浦   看護部 大野美津江 

なめがた 看護部 田山貴美子 

高萩   看護部 鈴木三恵子 

とりで  看護部  野口 隼 

土浦   看護部 川又 勇樹 

なめがた 看護部 岩淵 亜里 

 [ｾｯｼｮﾝⅠ] 13:35～14:14 

看護部門5 

座長 鈴木 陽子 

水戸   看護部 茂木 美幸 

水戸   看護部 青木 彩 

高萩   看護部 鈴木 諒 

西南   看護部 海老原結香  

なめがた 看護部 仲田真理子 

 

 

[ｾｯｼｮﾝⅡ] 14:17～15:04 

看護部門6 

座長 増子 くに子 

高萩   看護部 阿部 翔子 

高萩   看護部 奈良 雅美 

とりで  看護部 小堤 早紀 

西南   看護部 大江 望 

西南   看護部 海老島亮汰 

なめがた 看護部 中川 宏美      

      

[ｾｯｼｮﾝⅢ] 15:07～15:54 

     放射線部門 

座長 小山 修 

水戸   放射線部 角田 寛明 

高萩   放射線部 比留間一輝 

土浦   放射線部 鈴木 昭義 

とりで  放射線部 坂根 朋哉 

西南   放射線部 佐川 智英 

なめがた 放射線部 鈴木 恭子 

 

[ｾｯｼｮﾝⅣ] 15:56～16:27 

    事務・その他部門 

座長 高橋 寿博 

土浦   事務部  鯉沼 圭二 

高萩   事務部  柏 雄貴 

土浦   福祉相談部  本庄 香織 

土浦   福祉相談部  磯﨑 美穂 

 

 

 

 

[ｾｯｼｮﾝⅠ] 13:35～14:14 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部門1 

座長 松井 展江 

土浦   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 中安 健 

土浦   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 小松崎あゆみ 

とりで  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 鈴木 雅代 

西南   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 吉井 香織 

とりで  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 日賀野和貴 

 

 

[ｾｯｼｮﾝⅡ] 14:17～14:56 

 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部門2 

座長 作間 直美 

水戸   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 土子紗也香 

高萩   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 小澤 雅代 

土浦   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 齋藤みどり 

土浦   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 藤沢 知佳 

西南   ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 宮田 栞 

 

 

[ｾｯｼｮﾝⅢ] 14:58～15:45 

臨床検査・臨床工学部門 

座長 武藤 慎吾 

水戸  臨床検査部  大森 瑞穂 

土浦  臨床検査部  若狭 伸尚 

高萩  臨床検査部  鈴木 朋美 

土浦  臨床検査部  齋藤奈津美 

土浦   臨床工学部     山川 優 

西南   臨床工学部    丸山  晶子 

 

  

 

 

 



16：30       総 会       Ａ 会 場（中ホール２００） 

16：45       第７６回学会論文 奨励賞・理事長賞表彰式       Ａ 会 場（中ホール２００） 

17：00       特 別 講 演       Ａ 会 場（中ホール２００） 

        座長：県北医療センター高萩協同病院 院長 高橋 良延 

 

『糖尿病を手術で治す 

―減量・代謝改善手術の効果と機序』 

 

東北大学大学院 医学系研究科 外科病態学 消化器外科学分野 

東北大学病院  胃腸外科   特命教授   内藤 剛 先生 

 

 

18：00       閉 会 式       Ａ 会 場（中ホール２００） 

18：10       懇 親 会           Ｅ 会  場（多 目 的ホール） 

 

 


