
 

第４０回 

茨城県母性衛生学会総会・学術集会

創立 40 周年記念式典  

公開講座  

プログラム 
 

 

 

学術集会担当会長 佐藤 豊実 

令和 3 年 11 月 13 日（土）    

つくば国際会議場 多目的ホール   

つくば市竹園 2 丁目 20 番 3 号 

TEL 029 (840) 2837（学会事務局）  



学術集会の部 08：55～11：00 

 

8:55 開会挨拶     第 40 回学術集会担当会長 佐藤 豊実（茨城県母性衛生学会 会長） 

 

9:00-9:50 一般演題 第１群〔口演〕 座長：加司山 良子（水戸赤十字病院 看護副部長） 

1-1. 茨城県助産師会における助産師のためのオンライン研修導入の取り組み  

◯金澤悠喜１）２），市毛啓子１）３），高橋祥子１）４），礒山あけみ１）５）  

1）茨城県助産師会，2）筑波大学医学医療系，３) 茨城県立中央看護専門学校，４)元茨城県立中央看護専門学校， 

５) 獨協医科大学 

1-2. 茨城県助産師会における助産師対象の研修会に関する実践報告 

◯金澤悠喜１）２），市毛啓子１）３），高橋祥子１）４），高橋美恵１）３），礒山あけみ１）５）  

1）茨城県助産師会，2）筑波大学医学医療系，３) 茨城県立中央看護専門学校，４)元茨城県立中央看護専門学校， 

５) 獨協医科大学 

1-3. 外国人妊婦の妊娠中における食事のジレンマと 文化的背景を考慮した指導の検討 

◯中岡由紀子，大野智子，久郷香子 

総合守谷第一病院 

1-4. 当院における妊婦の冷え症の実態調査と今後の展望 

◯齋藤芳，田上栄子 

つくばセントラル病院  

1-5. 分娩入院時の病院救急車活用の試み 

◯ 本夏樹，長田佳世，田中奈美，岡村麻子，柴田衣里 

     つくばセントラル病院 

  

10:00-11:00 一般演題 第２群〔口演〕 座長：田中 奈美（つくばセントラル病院 産婦人科部長） 

2-1. 周産期グリーフケアに関する研修内容の再考 

◯笠井夢菜，鷹巣結香里，中嶋真弓 

筑波大学附属病院 MFICU 

2-2. 周産期グリーフケアテンプレート再考への取り組み 

◯鷹巣結香里，笠井夢菜，中嶋真弓 

筑波大学附属病院 

2-3. 新型コロナウイルス感染症流行下における褥婦のメンタルヘルス変化 

◯宮詰三矢子，中根直美，松田恵美，新川あゆみ，重光貞彦 

社会福祉法人恩賜財団済生会 龍ケ崎済生会病院 

2-4. 宿泊型産後ケアにおける母子支援の実態と課題 

◯妹尾月子，関根みちよ，伊藤文，大塚真美 

独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 

2-5. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行期における NICU 長期入院児の親への在宅移行支援 

◯畑岡静子，龜山千里，小室悦子 

総合病院土浦協同病院 

2-6.  新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行期における子どもの付き添い入院および面会に関する実態調査 

◯横嶋めぐみ，横倉真由美，佐藤亜紀子，龜山千里，吉田友美 

     総合病院土浦協同病院 看護部 

  

 

創立 40 周年記念式典 11：15～12：15 

会長式辞   佐藤 豊実（茨城県母性衛生学会 会長） 

来賓祝辞   正岡 直樹（公益社団法人日本母性衛生学会 理事長） 

特別講話  茨城県母性衛生学会の設立当時の思い出 

小松 美穂子（茨城県母性衛生学会 顧問） 



 

総会 13：15-13：45 

 

公開講座の部（日本母性衛生学会助成事業） 14：00～17：00 

 

14:00-14:40 特別講演 座長：重光 貞彦（龍ヶ崎済生会病院 副院長） 

    女性のライフサイクルにおけるイベント時期の変化と婦人科がん 

    －妊孕性温存の話題を中心に－ 

佐藤 豊実（筑波大学医学医療系産科婦人科学 教授） 

 

14:50-16:50 シンポジウム 
座長：佐藤 豊実（筑波大学医学医療系産科婦人科学 教授） 

座長：渋谷 えみ（茨城キリスト教大学看護学部 教授） 

    ガンになっても・・・，ママになりたい！パパになりたい！ 

① 女性がん患者の妊孕性温存 

森   悠樹（筑波大学附属病院産科・婦人科 病院助教） 

② 男性がん患者の妊孕性温存 

古城 公佑（筑波大学附属病院泌尿器科 病院助教） 

③ 生殖医療を受ける乳癌患者さんに対する乳腺専門医としての立場 

井口 研子（筑波大学医学医療系 講師） 

④ 将来，子どもを持つことについて － カウンセラーの立場から － 

枝元 直子（筑波学園病院 認定不妊カウンセラー） 

⑤ ママ・パパになることを一緒に考えたい － 看護師の立場から － 

秋山 順子（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 副総看護師長） 

 一般：Zoom ウェビナーからのみご参加いただけます【ライブ配信】無料公開 

 会員：現地、Zoom ウェビナーいずれかの方法でご参加いただけます【ハイブリット】 

    ＊Zoom ウェビナーには学会ホームページから参加申込が必要です。（11/10 締切） 

 

17:00 閉会挨拶     第 41 回学術集会担当会長 重光 貞彦（龍ヶ崎済生会病院 副院長） 

 

I. 学術集会参加者の方へ（開場 8：00，受付開始 8：30） 

1. 学会参加費は4000円です。 

2. 学会参加は会員に限りますが，当日の入会手続きによりどなたでも参加できます。 

3. 年会費が学会参加費を兼ねていますので，年会費未納の方は学会当日に現金でお支払いください。 

4. CloCMiP レベルⅢ認証制度ステップアップ研修（学術集会参加・発表）に，ご活用ください。 

5. 当日は、下記の通り一層の感染拡大防止策へのご協力をお願いいたします。 

＊発熱・体調不良時の参加自粛  ＊マスク装着の徹底  ＊頻回な手指の消毒 

6. 創立40周年の記念すべき大会にあたり， にお渡しいたします。 

7. 最新情報は学会のホームページをご覧下さい。 

URL  https://ibaraki-bosei.com/ 

 

 

 

II. 一般演題（口演）の演者の方へ 

1. 発表データは Windows 版パワーポイントで作成のうえ，当日，8 時 45 分までに USB メモリで「演題受付まで」提出

してください。USB メモリのウイルス感染については，必ず，事前にチェックの上，ご持参ください。 

2. 発表 15 分前までに，次演者席にお着きください。 

3. 持ち時間は１題 10 分（口演 7 分，討論 3 分）です。時間は厳守して下さい。終了１分前に１回，終了時に２回の  

ベルでお知らせします。 

 

記念品を先着100名様
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【会場のご案内】                     

つくば国際会議場 多目的ホール（1F）            

茨城県つくば市竹園 2 丁目 20 番 3 号                     

TEL 029-861-0001 
URL https://www.epochal.or.jp 
 

【交通のご案内】 
JR 常磐線・バスをご利用の場合 

 土浦駅（西口 3 番バス乗り場）から関鉄バスで約 25 分 

つくばセンター行バスまたは筑波大学中央行で「つくばセンター」下車 エスカレーターでペデストリアンデッキ（歩行

者専用道路）に上り直進 徒歩 8 分程度 

 荒川沖駅（西口 4 番バス乗り場）から関鉄バスで約 25 分 

つくばセンター行バスまたは筑波大学中央行で「つくばセンター」下車 エスカレーターでペデストリアンデッキ（歩行

者専用道路）に上り直進 徒歩 8 分程度 

つくばエクスプレスをご利用の場合 

 つくば駅 A3 出口を出て、バスロータリーに沿って右に進み、階段を上り、遊歩道を直進およそ 800m 徒歩約 10

分程度 

駐車場のご案内 

 当日は（一財）つくば都市交通センター駐車場「南 4 駐車場」をご利用ください。 

 駐車料金は有料となります。ご了承ください。 

 一日ご参加される方はサービス券（一部補助）を受付でお渡しいたします。 

※研究交流センター及び近隣の店舗には駐車されませんようにお願いいたします。 

♦南 4 駐車場はこちらです。 




