
［一般演題（口演）］

第1日目　6月28日（金）

第8会場（会議センター　3F　311+312）

腹膜透析 1　8:30-9:30
座長： 丹野有道（東京慈恵会医科大学葛飾医療センター）
【O-0001】　 腹膜炎合併でPD離脱した2例の腹膜組織評価
 船橋市立医療センター腎臓内科 ○清水英樹
 ／（医）社団誠馨会セコメディック病院腎臓内科
 ／（医）社団誠馨会セコメディック病院血液浄化センター
 （医）社団誠馨会セコメディック病院腎臓内科  新貝早百合
 ／（医）社団誠馨会セコメディック病院血液浄化センター
 （医）社団誠馨会セコメディック病院血液浄化センター  鹿目一礼
【O-0002】　 腎代替療法選択外来に見る高齢者腹膜透析の課題
 千葉東病院腎臓内科 ○福田亜純，川口武彦，首村守俊，李　紀廉，森維久郎，

岡田絵里，上原正樹，今澤俊之
【O-0003】　 筋ジストロフィーに伴う心腎症候群に対して腹膜透析が有効であった1例
 京都府立医科大学腎臓内科 ○足立大也，塩津弥生，砂原康人，上原正弘，澤井慎二，

飯森未沙，中村　格，小牧和美，草場哲郎，玉垣圭一
 京都第二赤十字病院  村上　徹
【O-0004】　 腹膜透析患者においてカルニチンは有効なパラメーターとなりうるか？
 小倉記念病院腎臓内科／飯塚病院腎臓内科 ○古閑和生
 小倉記念病院腎臓内科  安宅映里，藤岡美紗子，倉橋基祥，桑原郁子，竹内英実，

原田健司，金井英俊
【O-0005】　 腹膜透析患者の血清亜鉛濃度の検討
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○塚田三佐緒，田中伸枝，三和奈穂子，花房規男，

土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【O-0006】　 巨大卵巣嚢腫と下肢静脈血栓症を合併した腹膜透析の一症例
 弘前大学医学部附属病院腎臓内科 ○藤田　雄，奈川大輝，中田真道，成田育代，村上礼一，

島田美智子，中村典雄，富田泰史

腹膜透析 2　9:30-10:30
座長： 友利浩司（埼玉医科大学）
【O-0007】　 腹膜透析（PD）患者における大動脈弁狭窄症（AS）新規発症の関連因子についての検討
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○石岡邦啓，松井賢治，田口慎也，小田康弘，大木里花子，

持田泰寛，岡真知子，真栄里恭子，守矢英和，日高寿美，
大竹剛靖，小林修三

【O-0008】　 腹膜透析患者の横隔膜交通症3例の検討
 昭和大学藤が丘病院透析センター ○藤岡　愛，川田尚人，大宮信哉，水上　礼，丸田雄一，

佐藤芳憲，河嶋英里，井上嘉彦，小岩文彦
【O-0009】　 腹膜透析への切り替えと肝性脳症の増悪が関連したと考えられる非代償性肝硬変の一例
 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○中村卓人，大嶺久美子，座間味亮，金城興次郎，平良浩菜，
 ／琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学  古波蔵健太郎
 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部  大屋祐輔
【O-0010】　 大網巻絡により腹膜透析カテーテル閉塞を生じた3例の検討
 大分赤十字病院腎臓内科 ○鈴木美穂，大野絵梨，内田英司，金田幸司
 大分大学医学部附属病院内分泌代謝・膠原病・腎臓内科  福長直也，柴田洋孝
【O-0011】　 国立大学医学部附属病院における腹膜透析診療実態アンケート調査
 信州大学医学部附属病院腎臓内科 ○橋本幸始
 信州大学医学部附属病院腎臓内科／国立大学医学部附属病院  上條祐司
 血液浄化（人工腎臓）部門連絡協議会
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【O-0012】　 腹膜透析システムトラブル発生時の外来看護師の対応の検討　第二報
 秋田厚生連北秋田市民病院透析室 ○村形隆良，堀部智子，成田和幸，齋藤美佳子，珍田優奈，

北嶋久寛，藤原優人，藤田美幸，佐々木隆聖

腹膜透析 3　10:30-11:30
座長： 伊藤恭彦（愛知医科大学病院）
【O-0013】　 横行結腸穿孔から細菌性腹膜炎を合併した腹膜透析患者の1例
 佐世保市総合医療センター／長崎大学病院 ○鷲峯紀人
 佐世保市総合医療センター  林可奈子，辻　清和，中沢将之，藤田朋宏
 長崎大学病院  西野友哉
【O-0014】　 分類不能な抗酸菌性腹膜炎の一例
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○増田智広，丸山彰一
 名古屋大学大学院医学系研究科腎不全システム  石井貴子，小島　博，鈴木康弘，水野正司
 治療学寄附講座
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科  勝野敬之，伊藤恭彦
【O-0015】　 非定型抗酸菌によるPD関連感染症の7例
 （医）刈谷豊田総合病院腎膠原病内科 ○春日井貴久，小山勝志，小池清美，神谷圭介，

萩田純一郎
【O-0016】　 勤勉性と腹膜透析（PD）関連腹膜炎発症との関連について
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○小松真太郎
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院  平塚真紀
 信州大学医学部附属病院血液浄化療法部  山田洋輔
【O-0017】　 5年以上継続しえた腹膜透析患者の臨床的特徴
 奈良県総合医療センター腎臓内科 ○國分麻依子，松井　勝，深田文裕
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鮫島謙一，江里口雅裕，鶴屋和彦
【O-0018】　 当院におけるPD関連腹膜炎発症率の推移とバッグ交換方法との関連
 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科 ○横山　健，山田斎毅，青柳左近，木村貴英
 国際医療福祉大学熱海病院心臓血管外科  高木　剛
 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科／尼崎永仁会クリニック  小野孝彦
 国際医療福祉大学熱海病院移植外科  矢嶋　淳，白井博之，唐仁原全
 国際医療福祉大学病院腎臓内科  鷲田直輝

腹膜透析 4　11:30-12:20
座長： 池田雅人（東京慈恵会医科大学附属柏病院）
【O-0019】　 APD記録の見える化システム「おしえてPD」の開発・運用とその効果
 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院腎臓内科 ○吉岡友基，青柳竜治
 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院システム課  飛澤健司
 （株）BSNアイネット医療・産業事業本部  吉田昌弘
【O-0020】　 PDを主体としたクリニックでのハイブリッド透析の意義
 （医）南里泌尿器科医院 ○南里正之，南里正晴
【O-0021】　 HD/PD併用患者が高血圧による後部可逆性白質脳症（PRES）で意識障害を呈した1例
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院腎臓内科 ○池下佳秀，吉田　悠，近藤　勲，野水　歩，佐々木康典，

戸田孝之，松井則明
【O-0022】　 PD/HD併用療法～OnlineHDFの効果を探る～
 （医）衆済会増子記念病院臨床工学課 ○小林　睦，籾山和大，東　孝信，平松英樹
 （医）衆済会増子記念病院腎臓内科  安田　香，両角國男
【O-0023】　 腹腔鏡下CAPDカテーテル挿入術を施行した症例の検討
 社会福祉法人仁生社江戸川病院泌尿器科 ○堀口　裕，緒方彩人，坂本　昇，佃　文夫，古賀祥嗣

第9会場（会議センター　3F　313+314）

透析機器管理 1　8:30-9:30
座長： 安部貴之（東京女子医科大学）
【O-0024】　 逆浸透装置の管理～NF膜寿命は延ばせるのか～
 （医）佳信会あすかクリニック ○高橋丈昌，塚本敬太，粟國　創，辻　拓也，本川正浩，

宗宮信賢
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【O-0025】　 過酢酸系除菌洗浄剤使用時の残留過酸化水素濃度低減に向けた取り組み
 りふの内科クリニック診療技術部 ○只野良子，朝倉葉子，菅原克幸，中山恵輔，宮田正弘
【O-0026】　 過酢酸系洗浄剤使用時の装置内過酸化水素残留と配管部材による影響について
 新江東橋クリニック臨床工学部 ○渡井大介，藤倉　淳，橋本貴仁，野木雅仙
 新江東橋クリニック腎臓内科  末永松彦，星野正信
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
【O-0027】　 NE-200（仮称）とダイラケミL-100Xの防食性比較
 （特医）愛仁会井上病院臨床工学科 ○村田哲平，東田直樹，遠藤誠幸，中川　孝
 （特医）愛仁会井上病院診療部  森本　章，辻本吉広
【O-0028】　 過酢酸系洗浄剤ステラケアCAはバイオフィルムを剥離できる
 （医）健友会本間病院透析室 ○笠間　健，五十嵐一生，大場奈津美
 （医）健友会本間病院腎臓内科  中山恭子
【O-0029】　 残留塩素計を用いた水質管理の再検討
 東京医科大学茨城医療センター臨床工学部 ○佐京　龍，石垣貴士，根本義章，長谷川明宏，高橋大介，

仲本敏之
 東京医科大学茨城医療センター腎臓内科  平山浩一，下畑　誉，小林正貴

透析機器管理 2　9:30-10:30
座長： 井手健太郎（広島大学病院）
【O-0030】　 当院における透析装置メンテナンス部品のパッケージ化の試み
 （医）鉄蕉会亀田総合病院ME室 ○石坂純一朗，前田一歩，齋藤慶子，土屋智一
 （医）鉄蕉会亀田総合病院透析科  久慈弘士
【O-0031】　 当院での透析関連装置のメンテナンス状況に関する検討
 聖マリアンナ医科大学病院腎臓病センター ○佐伯奈那子，山本美如，小泉智英，志村　隼，櫻井絵里香，

中川修一，櫻田　勉，柴垣有吾
 聖マリアンナ医科大学麻酔科  井上莊一郎
【O-0032】　 血液回路抜液機能における問題点と対応策の検討
 千葉西総合病院臨床工学科 ○上ノ町力，田中　翔，鈴木健太，高橋和也，赤井寿徳，

上澤　翔，小林大輔，大槻直夢，林　貞治
 千葉西総合病院循環器内科  飯塚大介
【O-0033】　 新規透析施設開院における機械室内の湿度管理について
 多摩永山高田クリニック臨床工学部 ○福井隆宏，加藤勇貴
 多摩永山高田クリニック看護部  板谷妙子
 多摩永山高田クリニック腎臓内科  高田大輔
【O-0034】　 pH中和処理装置の管理と実際
 （医）清陽会東岡山ながけクリニック ○岡本大地，三宅新一，立川智久，岸本直也，丹生龍平，

山元孝彦，櫻本耕司，長宅芳男
【O-0035】　 透析監視装置における電気的安全性点検の導入と評価
 公益財団法人健和会大手町病院臨床工学部 ○福島真美，高橋勇樹，梶谷雅子，柏木悠里，川波秀次，

高橋誠一郎

透析機器管理 3　10:30-11:30
座長： 大塚　紹（杉循環器科内科病院）
【O-0036】　 DRO-NXに軟水装置を搭載したシステムの有用性について
 明理会東京腎泌尿器センター大和病院血液浄化療法センター ○吉澤拓也，中村洋志，宮城達也，畑中一樹，冨丘　聡
 明理会中央総合病院臨床工学科  星野武俊
【O-0037】　 2段直列活性炭フィルタに対し熱水消毒の効果
 （医）財団明理会明理会中央総合病院 ○黒沼真衣，星野武俊，栗城翔一，新井光雄，黒滝理士，

安田文彦，菊池　史
【O-0038】　 ニプロ社製クリーンサンプルポートの汚染と洗浄対策について
 さいたま赤十字病院臨床工学技術課 ○岡部知徳，鑓田晋治，小田雄基，澁澤未来
 さいたま赤十字病院腎臓内科  佐藤順一，雨宮守正
【O-0039】　 透析排液熱回収装置NDK-SP導入による消費電力削減効果（第二報）
 （医）光寿会多和田医院技士部 ○安藤友佑，安藤隆宏，河渡恒延，渡邊達昭，多和田壽枝
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院  柴田昌典
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【O-0040】　 特定の地域で発生した水処理装置トラブル第3報～上水の課題～
 甲府共立病院臨床工学室 ○飯窪　護
 山梨県臨床工学技士会  石井仁士
 山梨県透析医会  三井克也
 日本透析医学会  深澤瑞也
【O-0041】　 日機装社製透析排水pH処理装置における保守管理方法の検討
 草加市立病院腎センター ○森田俊郁樹，吉本　裕，鈴木　健，新井康介，高橋　悠，

鈴木聡宏，五十嵐恒輝，須田　伸

透析液清浄化・回路凝固　14:10-15:10
座長： 大浜和也（埼玉医科大学病院）
【O-0042】　 HCUにおける個人用RO装置の熱水消毒を用いた透析液清浄化への取り組み
 社会（医）医真会八尾総合病院臨床工学科 ○川口直也，森本絢子，田中辰弥，竹下太郎，木原和宏，

亀原洋子，河田昌輝，伏井義人，石田祐介，平野二朗
 社会（医）医真会八尾総合病院診療科  佐野友美，川野直也，廣渡　要，鶴薗卓也
【O-0043】　 メンテナンスが透析液水質清浄化に及ぼす影響～緑膿菌検出を経験して～
 順天堂大学医学部附属練馬病院臨床工学室 ○木村敦志，藤井　彩，佐々木大二朗，荒　理子，

志村欣之介，丸山和紀
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科  井尾浩章
 順天堂大学医学部腎臓内科  鈴木祐介
【O-0044】　 透析関連の清浄化におけるウルトラファインバブル（UFB）発生器の使用経験
 （医）北孔会のっぽろクリニック ○大川和子，植村節子，高松貴重，藤原由美子，細田　恵，

橋本千晶，大作美佳，南田　猛
【O-0045】　 閉塞性動脈硬化症患者の周術期における慢性維持透析での回路内残血の検討
 旭川医科大学病院診療技術部臨床工学技術部門 ○中山克明，延藤優太，天内雅人，成田孝行，宗万孝次
 旭川医科大学病院透析センター  松木孝樹，長谷部直幸
【O-0046】　 CRRT装置PrismaflexとACH-Σの回路凝固に関する比較検討
 八戸市立市民病院臨床工学科 ○和田遼太，小笠原智司，松本　真，中村友哉，畑林絵梨香，

小橋秀一
【O-0047】　 透析分野におけるウルトラファインバブル水の活用
 （医）社団松和会望星平塚クリニック ○黒田　洋，中野聡久，米山　貢，須賀孝夫
 （医）社団望星会望星病院  永田俊裕，上嶋裕貴，吉岡義明，小口健一

透析支援システム　15:10-16:10
座長： 小川晋平（尚腎会高知高須病院）
【O-0048】　 WebカメラとFuture Net Web+を使用した体重測定時画像保存システムの構築
 （医）社団六翠会城内六島クリニック臨床工学部 ○石川智之，三芳裕一郎，加藤　彩，中田真二郎
【O-0049】　 災害や障害時の業務継続を目指した電子カルテの検証
 （医）社団誠仁会みはま病院診療支援部 ○武田稔男，笹貫弘之
 （医）社団誠仁会みはま病院  吉田あき子，正井基之
【O-0050】　 通信共通プロトコルver4を用いた電子カルテと透析支援管理を一元化したシステム構築の検討
 （医）社団仁誠会仁誠会クリニック大津 ○竹盛賢二，池崎信彦
 （医）社団仁誠会仁誠会クリニック新屋敷  田尻哲也
【O-0051】　 電子カルテ更新に伴う部門システムとの連携
 （株）日立製作所日立総合病院臨床工学科 ○溝渕将史，高田諭志，安藤知之，馬乗園伸一，山田一之
 （株）日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【O-0052】　 通信共通プロトコルVer4.0を用いた業務効率化と安全性の検討
 （医）新生会十全クリニック臨床工学部 ○橋本裕一，蟹江あずさ，杉本拓弥，田中裕樹，白橋揚子，

服部良多
 （医）新生会十全クリニック内科  長屋　敬
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院臨床工学部  森實篤司
【O-0053】　 透析通信システムと電子カルテシステムの同時導入による業務変化の検討
 朋壮会南古谷クリニック ○秋葉耕路，富塚弘征，羽田秀史，永石　淳，田辺　満，

平原　浩，中山千尋，松村　治，河村　博
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透析液組成・透析液流量　16:10-17:00
座長： 五十嵐洋行（清永会天童温泉矢吹クリニック）
【O-0054】　 On-line HDF における透析液流量の影響
 （医）有心会大幸砂田橋クリニック ○山田和希，中嶋俊介，伊井友昭，石原福地，西野省吾，

隈　修一，加藤博愛，黒岩　実，西元孝二，近藤弥生，
清水季涛，前田裕子，飯田俊郎，前田憲志

 透析医療・技術研究所  坂下惠一郎
【O-0055】　 透析液Ca濃度変更時のCa・P代謝の検討～Dドライ透析剤2.5Sの使用経験～
 佐野厚生総合病院透析センター ○堀越千夜，石塚和重，斉藤高士，落合　悠，大川善照，

渡部　統，野島　淳，丸山　博，村上円人
【O-0056】　 透析剤変更に伴うCa，P，骨代謝と副甲状腺機能に対する影響
 （医）徳洲会大垣徳洲会病院透析センター ○中川紀子，山本都夢，中村恵里
【O-0057】　 透析液K補正時の排液中K除去量に対するインスリンの影響
 滋賀医科大学医学部附属病院臨床工学部 ○吉田めぐみ，川添智道，中村寿伸，中川健二，馬場洋樹，

岡本晴哉，小澤美月，山本浩史，吉益正法，久下晋太朗，
吉田　均

 滋賀医科大学医学部附属病院血液浄化部  金城真一，今村孔美，武田尚子，金崎雅美，荒木信一
【O-0058】　 ニプロ社製自動採液装置NISEと手動採液法によるCa除去量の比較検討
 （医）社団腎愛会だてクリニック臨床工学科 ○日向一仁，長谷川寛政，南　嘉継，伊達敏行

第11会場（会議センター　4F　411+412）

移植／レシピエント　8:30-9:30
座長： 田邉一成（東京女子医科大学）
【O-0059】　 腎移植患者における服薬アドヒアランスと先行的腎移植
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科 ○原　明子，吉川美喜子，西　愼一
 神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科  石村武志，藤澤正人
【O-0060】　 腎移植における術後栄養状態に影響を及ぼす予後因子の検討
 広島大学病院消化器・移植外科 ○秋本修志，田原裕之，田中飛鳥，井手健太郎，大段秀樹
【O-0061】　 多発性嚢胞腎（ADPKD）患者への先行的腎移植（PEKT）を試みた3例
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○増田智広，齋藤尚二，安田宜成，丸山彰一
 名古屋大学医学部附属病院泌尿器科学  石田昇平，藤田高史，加藤真史
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科  勝野敬之
【O-0062】　 糖原病Ia型を原疾患とする慢性腎不全に対して生体腎移植術を施行した一例
 東京女子医科大学腎臓外科 ○山本めい，蜂須賀健，森田さやか，三木克幸，加藤容二郎，

小山一郎，中島一朗，渕之上昌平
【O-0063】　 他施設の辞退により施行し得た心停止下腎移植の2例
 東京女子医科大学腎臓外科 ○富田祐介，三宮彰仁，小山一郎，北島久視子，中島一朗，

渕之上昌平
【O-0064】　 治療介入時期の判断が困難であった巣状分節性糸球体硬化症の腎移植後再発の一例
 東邦大学医学部腎臓学講座 ○橋本淳也，濱崎祐子，小口英世，酒井　謙，宍戸清一郎

腎移植患者管理 1　9:30-10:20
座長： 佐藤　滋（秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター）
【O-0065】　 生体腎移植術における，術中輸液量の影響
 愛媛大学医学部附属病院泌尿器科 ○宮内勇貴，芳賀俊介，宗宮　快，西村謙一，福本哲也，

三浦徳宣，柳原　豊，菊川忠彦，雑賀隆史
 愛媛大学医学部附属病院第2内科  莖田昌敬
 （医）社団重信クリニック  島本憲司
【O-0066】　 腎移植前後での身体組成変化の解析
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院腎センター ○吉松正憲，安永親生
【O-0067】　 腎移植後早期のESA投与
 自治医科大学附属病院腎臓外科 ○新里高広，久保太郎，清水俊洋，南木浩二，八木澤隆
【O-0068】　 腎移植レシピエントにおける耐糖能障害の検討
 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学 ○島田久生，内田潤次，香束昌宏，壁井和也，西出峻治，

岩井友明，桑原伸介，長沼俊秀，武本佳昭，仲谷達也
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【O-0069】　 腎移植後に診断された悪性腫瘍手術例の検討
 富山県立中央病院内科 ○小林詩織，山本侃暉，小林　拓，玉井　亨，上川康貴，

能勢知可子，川端雅彦

腎移植患者管理 2　10:30-11:30
座長： 東　義人（日本赤十字社和歌山医療センター）
【O-0070】　 移植後腎生検病理診断と臨床経過に関する検討
 （財）住友病院腎センター ○村津　淳，平野　杏，寺嶋　謙，南　知宏，三木　渉，

奥手祐治郎，米田　傑，森島淳之，阪口勝彦
 （医）医誠会大阪梅田医誠会透析クリニック  京　昌弘
 大阪大学医学部医学系研究科腎臓内科学  難波倫子
【O-0071】　 腎移植レシピエントにおけるHTLV-1感染の危険性
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター ○山内淳司
 ／聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター
 聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター  山野嘉久
 水戸医療センター臓器移植外科  湯沢賢治
【O-0072】　 経口ビスホスホネートのデノスマブへの切り替えが三次性副甲状腺機能亢進症に与える影響
 北海道大学病院内科2 ○山本準也，中沢大悟，西尾妙織，渥美達也
【O-0073】　 近江八幡市立総合医療センターでの腎移植67例について
 近江八幡市立総合医療センター外科 ○秋岡清一，大坂雅史，門谷弥生
【O-0074】　 当院における生体腎移植の臨床統計
 獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 ○徳本直彦，瀬戸口誠，井上泰之，大阪晃由，安田友佳，

中山哲成，小堀善友，井出久満，新井　学，宋　成浩，
岡田　弘

 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科  竹田徹朗
 大久保病院泌尿器科  白川浩希
【O-0075】　 当院における腎移植後CMV感染症に対する治療方針
 広島大学病院消化器・移植外科 ○田中飛鳥，井手健太郎，田中友加，大平真裕，田原裕之，

秋本修志，大段秀樹

CVD／動脈硬化／臨床研究　14:10-15:00
座長： 常喜信彦（東邦大学医療センター）
【O-0076】　 維持血液透析患者におけるアンジオテンシンII受容体拮抗薬の長期生命予後に及ぼす効果
 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター ○諸見里拓宏
 腎リウマチ科
 沖縄県人工透析研究会  井関邦敏
【O-0077】　 透析患者においてGeriatric Nutritional Risk Index（GNRI）低値は脳梗塞発症を予測する：Qコホート研究 

10年予後
 九州大学大学院病態機能内科学 ○恒吉章治，松隈裕太，冷牟田浩人，中野敏昭，北園孝成
 奈良県立医科大学腎臓内科学講座  鶴屋和彦
【O-0078】　 血液透析患者のアルカリフォスファターゼと長期予後の関連～Qコホート研究10年予後調査～
 九州大学大学院病態機能内科学 ○北村博雅，四枝龍佑，冷牟田浩人，中野敏昭，北園孝成
 福岡腎臓内科クリニック  谷口正智
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
【O-0079】　 透析患者の大動脈石灰化，エリスロポエチン抵抗性と関連する因子
 獨協医科大学循環器・腎臓内科 ○石光　晃，里中弘志，村山慶樹，古市将人，小野田翔，

大平健弘，永瀬秋彦，内田麻友，平尾　潤，阿部　誠，
海賀安希子，上野泰彦，藤乘嗣泰，石光俊彦

【O-0080】　 TG/HDL比は維持透析患者において心血管系イベントの予測因子となる
 （医）社団石川記念会新宿石川クリニック内科 ○長谷川礼子，田中好子，小島史子
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作

CVD／動脈硬化／臨床研究／合併症のリスク因子　15:10-16:10
座長： 髙橋延行（関西医科大学香里病院腎臓病センター）
【O-0081】　 外来維持血液透析患者の心血管疾患関連因子の検討
 （医）社団欅会東大和南街クリニック ○本西秀太，松田幸子
 （医）社団欅会北八王子クリニック  戸叶春子，菅野靖司
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小沢　尚

（
第
１
日
目
）

口　
　
演

92



【O-0082】　 血液透析患者の心血管疾患と感染症のリスク因子の違い
 （医）あかね会土谷総合病院人工臓器部 ○番匠谷将孝，川西秀樹，森石みさき，新宅究典，

土谷晋一郎
【O-0083】　 血液透析患者の大動脈石灰化指数と各種パラメータとの相関関係の検討
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○丸山範晃，秋谷友里恵，丸山高史，阿部雅紀
 （医）社団博鳳会敬愛病院  樋口輝美，山崎俊男
【O-0084】　 血液透析患者における毛細血管微小循環に関連する因子の検討
 新柏クリニック ○木村敬太，木村靖夫
 東京慈恵会医科大学附属第三病院  中島章雄
 東京慈恵会医科大学附属病院  横山啓太郎，横尾　隆
【O-0085】　 コレステロール塞栓症を起こした透析患者の予後と末梢好酸球数との関係
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○持田泰寛，小田康弘，大木里花子，田口慎也，松井賢治，

石岡邦啓，守矢英和，日高寿美，大竹剛靖，小林修三
【O-0086】　 糖尿病患者における腎移植が末梢動脈疾患におよぼす影響
 東京女子医科大学糖尿病センター ○入村　泉，花井　豪，馬場園哲也
 東京女子医科大学腎臓外科  渕之上昌平
 東京女子医科大学泌尿器科  田邉一成

CVD／ PAD／臨床評価と治療法　16:10-17:10
座長： 田村功一（横浜市立大学）
【O-0087】　 血液透析患者における左室駆出率と全死亡の関連
 大阪大学医学部附属病院 ○太田雄土，南　　茂
 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻  木田奈々美
 （医）社団昴会日野記念病院  加藤智紀
 社会医療法人寿楽会大野記念病院  疋田英嗣
 （医）梓良成会双葉クリニック  坂上恭司
 （医）正和会協和病院  加藤　洋
 （医）梓良成会双葉クリニック／滋慶医療科学大学院大学  椿原美治
【O-0088】　 透析患者の下肢末梢動脈疾患のABI/TBI測定の意義～カットオフ値の検討～
 （医）真鶴会小倉第一病院 ○山下敬史，野坂秀行，新田亜寿美，中村秀敏
 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院循環器内科  曽我芳光
【O-0089】　 遠赤外線治療器のPAD治療効果の検討
 （医）援腎会すずきクリニック ○橘　健一，御代田由美子，鈴木翔太，鈴木一裕
【O-0090】　 透析困難症例に対するASV（Adaptive Servo Ventilator）の効果
 甲府城南病院臨床工学室 ○石井仁士，名取絵理，奥原由起子，石川　平，平井慎吾，

河野佳菜
 甲府城南病院循環器内科  橘田吉信
【O-0091】　 透析施行中のみAdaptive Servo Ventilation（ASV）を導入し心機能が著明に改善した一例
 社会医療法人青洲会青洲会クリニック透析室 ○椿沙矢香，小津和佑美子，青柳圭一
 社会医療法人青洲会青洲会クリニック腎臓内科  西山純一郎
【O-0092】　 僧帽弁閉鎖不全症に対し，Mitra Clipを施行した維持血液透析患者4例
 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科 ○佐藤陽隆，櫻田　勉，小島茂樹，岡本岳史
 同循環器内科  石橋祐記，出雲昌樹，明石嘉浩

第13会場（会議センター　4F　414+415）

バスキュラーアクセス／人工血管　8:30-9:30
座長： 浅井利大（大阪市立総合医療センター）
【O-0093】　 静脈転位兼V-V吻合による内シャント修復術の有用性
 関越腎クリニック ○中川芳彦
 関越病院泌尿器科  松田　香，中村倫之助
 南町クリニック  村上　徹
【O-0094】　 血栓閉塞した皮静脈で作成するバスキュラーアクセス
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院 ○藤井　恵，櫻井律子，茶円美保，三輪八千代
【O-0095】　 レイノー症候群を呈する強皮症患者にAVFを作成した一例
 （医）社団望星会望星病院 ○君川千尋，小口健一，浅野　学，岩渕　仁
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【O-0096】　 PTAを考慮した前腕内シャント作成の工夫
 岩見沢市立総合病院外科・透析科 ○羽田　力，上泉　洋，石塚千紘，村田竜平，柏倉さゆり，

辻　健志，葛西弘規，谷　安弘，稲垣尚人，伊藤浩二
 北海道大学第二内科（腎臓グループ）  川島圭介，松岡奈央子，中沢大悟，西尾妙織
【O-0097】　 自己血管動静脈瘻を作成した血液透析患者の心機能と生命予後
 （医）あかね会土谷総合病院 ○新宅究典，川西秀樹，森石みさき，土谷晋一郎
【O-0098】　 腎移植レシピエントにおけるバスキュラーアクセス閉鎖術の腎機能に対する影響
 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学 ○清水一希，長沼俊秀，武本佳昭，仲谷達也

バスキュラーアクセス／PTA 1　9:30-10:20
座長： 齋藤　満（秋田大学医学部附属病院）
【O-0099】　 計画的な内シャントエコー検査がVAIVT件数，透視時間に与える影響
 三菱京都病院腎臓内科，透析センター ○松井　敏，天久朝廷，今井美穂，山城喜代美，小野晋司
【O-0100】　 転位血管内シャントにおけるPTAの活用について
 埼玉医科大学総合医療センター ○岡田良美，佐藤真理子，寺尾政昭，安田邦彦，肥田　徹，

原　宏明，清水泰輔，小川智也，叶澤孝一，長谷川元
【O-0101】　 エコーと透視の両者を用いたハイブリッドPTAの有用性
 津みなみクリニック ○伊與田義信，坂田久美子，中瀬千幸，小川明日香，

菊山裕佳子，藤井ひとみ，竹内和子，出口智絵，末崎博子，
長崎あゆみ，小久保恵奈，湯浅恵理奈，福島奈那，
伊與田美矢子，坂口幸伸，渡邉竜一

【O-0102】　 橈骨動脈起始部閉塞により尺骨動脈経由で血液供給されている内シャント症例に対するPTAの検討
 新都市医療研究会関越会南町クリニック ○村上　徹
 新都市医療研究会関越会関越腎クリニック  中川芳彦
 （医）関越病院  中村倫之助，松田　香
【O-0103】　 流入動脈狭窄にPTAを要した症例の検討
 （医）創和会重井医学研究所附属病院外科 ○櫻間教文，平松　聡
 ダイアライシスアクセスセンター 

バスキュラーアクセス／PTA 2　10:30-11:30
座長： 廣谷紗千子（蒼紫会森下記念病院血液透析センター）
【O-0104】　 当院でのMLバルーンカテーテルの使用経験と臨床工学技士の関わり
 （医）盛全会岡山西大寺病院血液浄化センター ○片島大輝，横山智久，佐藤卓也，井久保卯，小橋雄一，

小林直哉
【O-0105】　 シャントPTA中に留置したステントが右心室内に迷入した1症例
 （医）徳洲会名古屋徳洲会総合病院臨床工学室 ○村上堅太，小野勇城，菅原周史，和田英喜
 （医）徳洲会名古屋徳洲会総合病院心臓血管外科  只腰雅夫
【O-0106】　 当院におけるVAIVTに対する疼痛緩和の取組み～筋皮神経麻酔の試み～
 （医）如水会四日市腎クリニック ○藤田佳樹，近藤壮史，神田　翔，小林　薫，伊藤　豊
 （医）如水会鈴鹿腎クリニック  山本和昇，中田敦博，伊藤英明子，岩島重二郎，河出恭雅，

河出芳助
【O-0107】　 AVFの二次開存期間の検討
 社会医療法人財団石心会さやま腎クリニックCE室 ○石川一人，佐藤　歩，児玉　亮，加藤勝大，塩沢　歩，

友金由夏，生沼直人，大久保和俊
 社会医療法人財団石心会さやま腎クリニック人工透析内科  野平由香，池田直史
【O-0108】　 当院バスキュラーアクセス（VA）外来におけるVA閉塞症例の現状とVAIVT例についての考察
 （医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科腎臓内科 ○梶本宗孝，松岡一江，安田　透，池田　潔
【O-0109】　 VAIVT時におけるspasm対策
 （医）虹嶺会土浦ベリルクリニック ○森　　優，神保俊輔，高橋英樹，木村幸代，倉持陽子，

小高以直，山田幸太
 長浜市立湖北病院泌尿器科  藤井翔太，杉江裕貴，山内一登与，納谷佳男
 公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院  林　一誠

バスキュラーアクセス／手技　14:10-15:00
座長： 武本佳昭（大阪市立大学）
【O-0110】　 内シャント造設時に前腕手関節部近傍の深部静脈交通枝は処理しておくべきか
 （医）社団蒼紫会森下記念病院血液透析センター ○廣谷紗千子，河野　充，森下将充，森下　薫
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【O-0111】　 セルフシーリングe-PTFE人工血管バスクテックRapidaxIIに適した埋植手技について
 （医）養生館苫小牧日翔病院透析センター ○飯田潤一，熊谷文昭，坂本和也，松久忠史，財津雅昭，

櫛田隆久
【O-0112】　 演題取り下げ
【O-0113】　 Graft vascular access（AVG）作成におけるsecond lineとしての深部伴走静脈の有用性
 （医）有心会愛知クリニック ○早川邦弘，村岡暁憲
 あつみメディカルクリニック  山本規央，大木隆弘
【O-0114】　 長期開存を目的とした人工血管内シャント造設時における当院の工夫
 虎の門病院腎センター外科 ○松波昌寿，田中希穂，中村有紀，石井保夫
【O-0115】　 非血管外科専門医によるGraft inclusion techniqueを用いた血流制御術
 （医）社団中央白報会白報会王子病院腎臓内科 ○横山由就，窪田　実

バスキュラーアクセス／カテーテル　15:10-16:10
座長： 伊東　稔（清永会矢吹病院）
【O-0116】　 当院におけるカフ型カテーテル移植1095件の検討
 熊本赤十字病院腎臓内科 ○石塚俊紀，濱之上哲，宮田　昭，川端知晶，豊田麻理子，

早野俊一
【O-0117】　 カフ型カテーテルが長期使用後に抜去困難となった一例
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部（腎・膠原病内科） ○中野惠輔，飯田倫理，細島康弘，保坂聖子，山本　卓，
   後藤　眞，成田一衛
【O-0118】　 長期留置カテーテル先端位置と開存率の検討
 愛媛大学医学部附属病院泌尿器科 ○野田輝乙，芳賀俊介，宗宮　快，西村謙一，福本哲也，

三浦徳宣，柳原　豊，宮内勇貴，菊川忠彦，雑賀隆史
 市立大洲病院  新井明那，大野慎介，佐藤武司
 社会医療法人社団更生会村上記念病院  湯浅明人，青木克徳
 （医）社団重信クリニック  島本憲司，別宮　徹
【O-0119】　 非カフ型カテーテル使用後カフ型カテーテルのbridge useへ移行した症例について
 橋本みなみ内科本院 ○柴原奈美，小尾　学，斎藤志津
 相模原協同病院血液浄化センター  窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
 前日本大学大学院  高橋　進
【O-0120】　 カフ付きトンネル型カテーテルの出口部皮膚における病理組織学的検討
 相模原協同病院病理診断科 ○風間暁男
 相模原協同病院血液浄化センター  柴原　宏
 橋本みなみ内科本院内科  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進
【O-0121】　 セルジンガー法によるパリンドロームプレシジョンの挿入について
 相模原協同病院血液浄化センター ○柴原　宏，風呂正輝，窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進

バスキュラーアクセス／カテーテル・ステント　16:10-17:00
座長： 鈴木一裕（援腎会すずきクリニック）
【O-0122】　 長期留置型カテーテルを用いて維持血液透析を行っている高齢者患者への自己管理指導法の一例 

～患者に応じたパンフレット作成～
 社会医療法人同心会古賀総合病院看護部 ○黒木陽子，新藤恵美子，齋藤亜由美，浅野純子，児玉美鶴，

比恵島知子
 社会医療法人同心会古賀総合病院腎センター  久永修一
【O-0123】　 右内頸静脈カテーテル挿入のピットフォール～内頸静脈弁の1例～
 東都三軒茶屋クリニック腎臓内科 ○久保田孝雄，加藤麻衣，大坪　茂
【O-0124】　 左腕頭静脈病変のステント留置術2ヶ月目にステントが脱落し肺動脈に迷入していた1例
 （医）社団十全会心臓病センター榊原病院 ○清水明徳，河本浩子
【O-0125】　 再狭窄を繰り返すShunt肢の中心静脈病変にステント留置を施行した1例
 JA岐阜厚生連東濃厚生病院MEセンター ○佐合勝美，山口　遼，桑山三四郎，渡邊俊太郎，

山田万有子
 JA岐阜厚生連東濃厚生病院循環器内科  舟久保浩，朱宮孝紀，塚本英人
 JA岐阜厚生連東濃厚生病院腎臓内科  成宮利幸，加藤彰浩，澤崎貴子
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【O-0126】　 長期留置型透析用カテーテルの先端形状の違いによる再循環評価
 埼玉医科大学総合医療センター臨床工学部 ○徳井研太，佐々木裕介，小西一輝，加瀬遼香，永井彰人，

金山由紀，森田高志
 埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科  小川智也，長谷川元

第14会場（会議センター　4F　416+417）

AKI 1　8:30-9:30
座長： 林　晃正（大阪急性期･総合医療センター）
【O-0127】　 透析を要した敗血症性急性腎障害（Septic AKI）患者の予後規定因子の検討
 大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科 ○上床隆太，高塚泰輔，芳村大介，岩田幸真，奥嶋拓樹，

川村知央，飯尾　麗，勝二達也，林　晃正
【O-0128】　 透析導入時の尿NGALの特徴
 NTT東日本関東病院高血圧腎臓内科 ○並河明雄，川村万里子，高橋紘子，古殿孝高，渋谷祐子
【O-0129】　 急性腎障害の重篤化予測における尿中L-FABP測定の有用性について
 長崎大学病院腎臓内科／諫早総合病院内科 ○荒木慎平
 長崎大学病院腎臓内科／長崎みなとメディカルセンター腎臓内科  山下　裕
 長崎大学病院腎臓内科  太田祐樹，牟田久美子，北村峰昭，西野友哉
 長崎大学病院腎臓内科／長崎大学病院医療教育開発センター  小畑陽子
【O-0130】　 横紋筋融解症による急性腎障害における血清カルシウム，リン値の検討
 （社医）河北医療財団河北総合病院腎臓内科 ○岡井隆広，三浦和樹，須藤裕嗣，青木尚子，林　松彦
【O-0131】　 尿路感染に伴う乏尿性腎不全で一時透析を要したが，自尿回復後に尿中マルベリー小体を認めFabry病と診断

した一例
 東京逓信病院腎臓内科 ○本間志功，松村実美子，丸野紗也子，高野秀樹
 日本医科大学解析人体病理学  清水　章
【O-0132】　 当院腎センターにて透析を要した急性腎不全の予後について
 香川県立中央病院腎臓膠原病内科 ○近藤治朗，田村瑤子，益田加奈，氏家はる代，山崎康司

AKI 2　9:30-10:30
座長： 鷲田直輝（国際医療福祉大学）
【O-0133】　 アンギオテンシン2受容体拮抗薬（ARB）との併用で発症した腎障害を伴うリチウム（Li）中毒の2例
 公立松任石川中央病院腎高血圧内科 ○舟本智章，南太一郎，高枝知香子
 公立松任石川中央病院薬剤部  高木あゆ美
 公立つるぎ病院内科  高澤和也
【O-0134】　 Polypharmacyによる高カリウム血症に対して心室細動に至り血液透析を施行した一例
 春日井市民病院腎臓内科 ○谷口莉菜，坂　洋祐，加藤彰寿，峠田直人，野田悠平，

丹羽俊輔，三村哲史，成瀬友彦，渡邊有三
【O-0135】　 免疫チェックポイント阻害薬により急性腎障害をきたした一例
 長崎大学病院腎臓内科 ○松村一騎，太田祐樹，牟田久美子，山下　裕，小畑陽子，

西野友哉
 長崎大学病院腎臓内科／長崎大学病院血液浄化療法部  北村峰昭
 長崎大学病院血液浄化療法部  望月保志
 長崎大学病院皮膚科・アレルギー科  森嵜仁美，室田浩之
【O-0136】　 シンナー中毒による多臓器不全に持続的血液濾過透析が著効した一例
 京都中部総合医療センター腎臓内科 ○南田　敦，中田智大，太田矩義，木村兌宖
 京都中部総合医療センター総合内科  小森麻衣
【O-0137】　 NSAIDsが原因と考えられる微小変化型ネフローゼ症候群により血液透析が必要となったが，ステロイド治療

により離脱できた一例
 兵庫医科大学病院腎透析内科 ○水崎浩輔，大仲　慶，木村稚菜，増本三和，木村知子，

長澤康行，蓮池由起子，倉賀野隆裕，石原正治
【O-0138】　 バラシクロビル（VACV）による急性腎障害，脳症に対し，血液透析を施行した1例 

―国内，18年間の報告例のまとめも併せて―
 諏訪赤十字病院腎臓内科 ○立花直樹，岩淵良平，山家公輔，笠原　寛
 諏訪赤十字病院皮膚科  海野俊徳
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CKD　10:30-11:10
座長： 藤井直彦（兵庫県立西宮病院）
【O-0139】　 腎代替療法導入理由と予後の検討
 大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科 ○奥嶋拓樹，上床隆太，高塚泰輔，芳村大介，岩田幸真，
   川村知央，飯尾　麗，勝二達也，林　晃正
【O-0140】　 当院における保存期CKD教育が血液透析導入期に与える影響について
 北播磨総合医療センター ○岩崎　慧，北村　謙，石田理紗，藤田美佳
【O-0141】　 CKD患者におけるeGFR変動と心血管イベントの関連（CKD-JAC研究）
 JCHO大阪病院 ○鈴木　朗
 カリフォルニア大学  小尾佳嗣
 大阪急性期総合医療センター  林　晃正
 医薬品医療機器総合機構  高谷尚人
 東京大学医学部附属病院  上村夕香理
 中山寺いまいクリニック  今井圓裕
 岡山大学  槙野博史
 焼津市立総合病院  菱田　明
【O-0142】　 CKD患者におけるBody Mass Index（BMI）とアルブミン尿との関連：福岡腎臓病データベース（FKR）研究
 製鉄記念八幡病院腎臓内科 ○上村麻衣，柳田太平
 新栄会病院  永田雅治
 九州大学大学院病態機能内科学  田中　茂，中野敏昭，北園孝成
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦

腎臓リハビリテーション 1　14:10-15:10
座長： 原澤信介（日本大学病院）
【O-0143】　 透析患者における身体機能と栄養障害の関連の検討～短距離歩行速度は栄養障害を予測する因子となるか～
 （医）衆済会増子記念病院リハビリテーション科 ○楯　健吾，小関裕二，中村智哉
 （医）衆済会増子記念病院腎臓内科  安田　香
 藤田医科大学  高橋　宏
【O-0144】　 回復期リハビリテーション病棟における透析患者の実績指数とFIM運動項目
 （医）創和会しげい病院 ○清水弘毅，重井文博，有元克彦
【O-0145】　 血液透析中リハビリテーションの離脱要因
 （医）新都市医療研究会「君津会」玄々堂君津病院 ○笹生春樹，保坂　聡，須永洋平
 診療技術部リハビリテーション科
 （医）新都市医療研究会「君津会」玄々堂君津病院  清水夏繪
 診療部神経内科
 （医）新都市医療研究会「君津会」玄々堂君津病院  大崎慎一
 診療部外科
【O-0146】　 当院の外来血液透析患者における転倒と身体機能の現状の調査
 （医）衆済会増子記念病院リハビリテーション科 ○中村智哉，小関裕二，楯　健吾，高橋　宏，安田　香
【O-0147】　 当院における運動療法の効果と継続性の検討
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック看護科 ○萬野武史，佐藤桂子，村崎めぐみ，伊藤孝子，永川　修
 （医）社団誠仁会みはま病院看護部  中野美子
【O-0148】　 高齢透析患者における透析中レジスタンストレーニングの効果
 名古屋共立病院 ○森山善文，白木涼太，熊崎圭佑
 国際医療福祉大学リハビリテーション学科  河野健一

腎臓リハビリテーション 2　15:10-16:10
座長： 島野泰暢（五条川リハビリテーション病院）
【O-0149】　 透析患者に対する通所リハビリテーションの利用効果～生活範囲の改善が見られた症例を通して～
 （医）天神会野伏間クリニック通所リハビリテーション ○森永美加
 （医）天神会新古賀病院循環器内科  古賀信彦
 （医）天神会野伏間クリニック循環器内科  田中秀憲
【O-0150】　 透析患者の訪問リハビリテーション介入効果
 （医）埼友会埼友草加病院リハビリテーション部 ○塚原秀樹，村上卓也，遠藤美紗子，渡邉佳誠，小貫亜希子，

篠山芽生
 （医）埼友会埼友草加病院内科  中村裕也，大澤　勲，清水辰雄，後藤博道
 （医）埼友会埼友草加病院脳神経外科  松岡義之，後藤善和
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【O-0151】　 透析患者のADL改善と転帰先の検討
 （医）社団善仁会横浜第一病院リハビリテーション部 ○松本　和，志田由紀子，竹内仁美，小澤敏夫
 （医）社団善仁会横浜第一病院診療部  石井健夫，有井達朗，大山邦雄
【O-0152】　 多職種チームによる運動療法の促しと透析中の運動の関連
 佐久総合病院腎臓内科 ○村上　穣，降籏俊一，山口　博，池添正哉
 あさまコスモスクリニック  山崎　諭
【O-0153】　 回復期リハビリテーション病院におけるADL改善効果に透析の有無が与える影響
 国際医療福祉大学市川病院リハビリテーション室 ○石田武希
 国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科  河野健一，西田裕介
 国際医療福祉大学市川病院人工透析センター  吉田雅博
 国際医療福祉大学医学部リハビリテーション医学講座  角田　亘
【O-0154】　 血液透析患者においてL-カルニチン補充はエルゴメータ運動よりも運動耐容能に優れた効果を発揮する
 久留米大学内科学講座腎臓内科部門 ○矢野淳子，森山智文，實吉帝奈，玻座真琢磨，深水　圭
 久留米大学病院リハビリテーション部  前田貴司，松瀬博夫
 久留米大学医学部GC/MS医学応用研究施設  田代恭子，猪口隆洋

第15会場（会議センター　4F　418）

その他の合併症／感染症／呼吸器・消化器　8:30-9:30
座長： 鍋島邦浩（名港共立クリニック）
【O-0155】　 維持血液透析中インフルエンザウイルス罹患後に急性呼吸窮迫症候群（ARDS）にまで至った一例
 日本赤十字鳥取赤十字病院 ○濱田晋太郎，小坂博基，井山拓治，山本宗平，三村憲一，

満田朱理，田中久雄
 鳥取大学医学部附属病院透析室  磯本　一
【O-0156】　 ステロイド中止5ヶ月後にニューモシスチス肺炎を発症したANCA関連腎炎による高齢透析患者の一例
 （社医）川島会川島病院 ○島　久登，金川泰彦，井上朋子，田代　学，岡田一義，

水口　潤，川島　周
【O-0157】　 透析患者の肺癌に間違われやすい感染症
 （医）城南福祉医療協会大田病院透析室 ○村松仁美
【O-0158】　 ベズロトクスマブが奏功した頻回再発C.difficile腸炎（CDI）の1例
 （医）白水会須田クリニック ○小林英雄，松田奈美，須田昭夫
 JCHO東京山手メディカルセンター腎臓内科  秋山美奈子，下村浩祐，吉本　宏
【O-0159】　 発熱，消化器症状等の肺外徴候で発症し，血清を代用した尿中抗原検出試薬による検査がレジオネラ症の診

断に有用であった透析患者の1例
 日本鋼管福山病院内科 ○和田健太朗
【O-0160】　 肝移植歴のある治療抵抗性のHCVにDAAが有効であった多発性嚢胞腎のHD患者の一例
 船橋市立医療センター腎臓内科 ○清水英樹
 ／（医）社団誠馨会セコメディック病院腎臓内科
 船橋市立医療センター消化器内科  水本英明
 （医）社団誠馨会セコメディック病院腎臓内科  新貝早百合

その他の合併症／感染症と末梢循環不全　9:30-10:30
座長： 飯ヶ谷嘉門（湘南慶育病院）
【O-0161】　 透析導入期に腹部リンパ節結核と診断した1例
 大阪赤十字病院腎臓内科 ○古賀健一，井上唯衣，岩田　恵，西岡敬祐，菅原　照
【O-0162】　 腹腔鏡下生検で結核性腹膜炎と診断しえた維持血液透析患者の一例
 京都山城総合医療センター腎臓内科 ○新宮靖樹，浅井　修，中谷公彦
【O-0163】　 透析患者に発症したフルニエ壊疽の1例
 東京女子医科大学東医療センター泌尿器科 ○堀内俊秀，近藤恒徳
 東京女子医科大学東医療センター泌尿器科  橘　秀和，林田章宏，土岐大介，山下かおり，水谷一夫
 ／東京女子医科大学東医療センター骨盤底機能再建診療部
 東京女子医科大学東医療センター骨盤底機能再建診療部  巴ひかる
【O-0164】　 壊死性膀胱炎により膀胱破裂を来した血液透析患者の1例
 日赤徳島赤十字病院泌尿器科 ○岸本大輝，坂本　健，新谷晃理
 日赤徳島赤十字病院外科  森　　理，浜田陽子
 日赤徳島赤十字病院腎臓内科  山田　諭，松浦元一

（
第
１
日
目
）

口　
　
演

98



【O-0165】　 透析患者における皮膚再灌流圧の有用性について
 特定医療法人仁真会白鷺病院 ○前田富士子，佐野彩季，元上七奈，出原恵子，門谷有加里，

奥野仙二，庄司繁市，山川智之
【O-0166】　 透析患者における脈波波形解析は下肢末梢動脈疾患の検出能を向上させたか
 （社）光生会さがみ循環器クリニック検査室 ○上村　薫，桑田比砂江，福永善江，竹本　恵，米山淳子，

中嶋真一，堀口順子，本橋佐知子，吉田　煦
 北里大学医学部総合診療医学  青山直善

その他の合併症／感染症／結核／敗血症　10:30-11:30
座長： 名波正義（兵庫医科大学）
【O-0167】　 血液透析患者の感染巣不明の菌血症例の検討
 （社医）川島会川島病院 ○島　久登，岡本拓也，井上朋子，田代　学，高松典通，

川原和彦，岡田一義，水口　潤，川島　周
【O-0168】　 Aeromonas hydrophilaによる敗血症を合併し，救命困難であった血液透析患者の一例
 京都桂病院腎臓内科 ○迫田和典，鈴木康紀，岩谷裕史，山地秀平，宮田仁美
【O-0169】　 Mycobacterium chelonae皮膚感染症を認めた全身性エリテマトーデス透析患者の一例
 関西医科大学香里病院内科 ○吉田衣江，高橋延行，辻みゆき，土手絹子，居原田善司，

高山康夫
 関西医科大学香里病院皮膚科  植木瑤子
【O-0170】　 透析患者に発症した敗血症による電撃性紫斑病の一例
 東名厚木病院腎・代謝内科 ○伊藤富良野，堀健一郎，佐々木奈都江，大山聡子，

冨田公夫
【O-0171】　 MRSA感染による感染性腹部大動脈瘤の1例
 福井赤十字病院腎臓・泌尿器科 ○伊藤正典，松井佑樹，山岸瑞希，品川友親，山内寛喜，

高田昌幸，河野眞範，片野健一，小松和人
 福井赤十字病院病理診断科  大越忠和
 福井循環器病院心臓血管外科  山田翔平
【O-0172】　 人工血管感染による敗血症性ショックを来し人工呼吸器離脱後に頸髄損傷が判明した維持血液透析患者の一例
 （医）社団愛友会上尾中央総合病院腎臓内科 ○唐川真良，森　　剛，橋本圭介，藤原信治，大野　大，

野坂仁也，兒島憲一郎

その他の合併症／感染症／症例　14:10-15:10
座長： 春口洋昭（飯田橋春口クリニック）
【O-0173】　 当院におけるHIV感染患者11例の血液透析導入について（続報）
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○多田真奈美，塩路慎吾，別府寛子，近藤　勲，三谷佑望，

坂本絵美，新井洋平，片桐大輔，日ノ下文彦
【O-0174】　 Helicobactor cinaediによる蜂窩織炎を発症した透析患者の1例
 秋田赤十字病院腎臓内科 ○朝倉受康，齋藤綾乃，畠山　卓
【O-0175】　 重篤な経過をたどった血液透析患者，歯性感染症の2例
 特定医療法人愛仁会井上病院内科 ○藤原木綿子，佐々木けやき，細見由佳，辻本吉広
【O-0176】　 難治性下顎骨骨髄炎に対してintra-medullary antibiotic perfusionを施行した透析患者の1例
 千葉大学医学部附属病院人工腎臓部 ○服部憲幸，織田成人
 ／千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学
 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学  大島　拓
 千葉大学大学院医学研究院整形外科学  姫野大輔
 千葉大学大学院医学研究院腎臓内科学  若林華恵，石井公祥
【O-0177】　 長期留置型カテーテル感染から左膝化膿性関節炎を呈した一例
 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科 ○喜多洋平
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓・高血圧内科  村澤　昌，松井勝臣，白井小百合
 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科  柴垣有吾
 ／聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓・高血圧内科
【O-0178】　 魚骨の穿通により腸腰筋膿瘍を生じた透析患者の一例
 諫早総合病院腎臓内科／長崎大学病院腎臓内科 ○熊屋美智，桑野克久
 諫早総合病院腎臓内科  新井英之
 長崎大学病院腎臓内科  太田祐樹，山下　裕，小畑陽子，西野友哉
 長崎大学病院腎臓内科／長崎大学病院血液浄化療法部  北村峰昭
 長崎大学病院血液浄化療法部  望月保志
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その他の合併症／悪性腫瘍　15:10-16:00
座長： 古井秀典（札幌朗愛会札幌朗愛会病院人工透析センター）
【O-0179】　 長時間透析患者のがん発症の現状
 （医）幸善会前田病院腎センター ○前田里美，石橋諒一，柴田寿美子，中川優緑佳，

都知木康行，梅田朱美，熊川智恵子，前田篤宏，前田麻木，
山崎政虎，前田利朗

【O-0180】　 当院血液透析患者の悪性疾患罹患状況
 （医）修腎会藤崎病院泌尿器科 ○瀬戸太介，市原興基，金子　新，藤崎雅史，中村晃二，

安芸雅史，藤崎伸太
 （医）修腎会藤崎病院栄町クリニック腎臓内科  中村晃子
 （医）修腎会藤崎病院腎臓内科  成清武文
【O-0181】　 当院の担癌患者の実態について
 （医）大平会大森クリニック ○福永一生，西江　陸，吉田伊織，大屋道洋，大森孝平
【O-0182】　 透析患者における腎癌の周術期合併症の検討
 福岡赤十字病院腎臓内科 ○高江啓太，中井健太郎，石松由季子，井上めぐみ，

古原千明，山本修太朗，黒木裕介，満生浩司
【O-0183】　 術後急速な再発および転帰を示した透析患者に発生した肉腫様変化をきたした腎細胞癌の1例
 市立吹田市民病院腎臓泌尿器科 ○田中智章，佐竹　伸，松田　淳，斉藤英彦，北野裕子，

西浦彰洋，長谷太郎，熊田憲彦

その他の合併症／悪性腫瘍／泌尿器　16:10-16:50
座長： 大家基嗣（慶應義塾大学）
【O-0184】　 透析腎癌における血清aspartate transaminase（AST）/alanine transaminase（ALT）比の予後予測因子とし

ての有用性
 東京女子医科大学泌尿器科 ○池田敬至，石原弘喜，高木敏男，吉田一彦，福田洋典，

小林博人，飯塚淳平，奥見雅由，石田英樹，田邉一成
 東京女子医科大学東医療センター泌尿器科  近藤恒徳
【O-0185】　 転移性骨腫瘍で発症し，剖検でACD（Acquired cystic disease）関連腎癌と診断した長期血液透析患者の一例
 兵庫県立加古川医療センター腎臓内科 ○加藤陽子，中尾一清，横山聡子
【O-0186】　 去勢抵抗性前立腺癌骨転移の血液透析患者に対し223Raを投与した一例
 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科 ○登坂真依，神山貴弘，花房規男，石森　勇，土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  森山能仁，新田孝作
 同泌尿器科  飯塚淳平，田邉一成
 同画像診断・核医学科  浅沼雅康，阿部光一郎
 下落合クリニック  菊地　勘
【O-0187】　 当院での維持透析患者に対する前立腺癌密封小線源療法の治療経験
 鹿児島大学泌尿器科 ○西村博昭，榎田英樹，中川昌之
 鹿児島大学病院血液浄化療法部  速見浩士
 鹿児島大学放射線科  東龍太郎

第16会場（会議センター　4F　419）

栄養 1　8:30-9:30
座長： 兵藤　透（倉田会えいじんクリニック）
【O-0188】　 外来維持血液透析患者の透析間「中2日」と「中1日」の塩味味覚閾値と体内水分との関係について
 じんけいクリニック栄養管理部 ○市橋きくみ
 じんけいクリニック技師部  原真一郎
 じんけいクリニック診療部  福士剛彦
【O-0189】　 保存期慢性腎臓病患者における継続栄養指導による腎保護効果
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック栄養部 ○小林　恵
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科  桑原道雄，葉山修陽，栗原　怜
【O-0190】　 過食の糖尿病透析患者に対するGLP-1受容体作動薬の効果
 （医）豊栄会細江クリニック ○橋本　修
【O-0191】　 老健透析患者の血清Alb値（Alb）に対する分枝鎖アミノ酸BCAAの作用
 （医）社団星晶会愛正透析クリニック ○鄭　起孝，越智　聡
 （医）社団星晶会あおい病院  安達麗子，松本昭英
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【O-0192】　 高齢透析患者のたんぱく質摂取に栄養指導，運動療法，運動習慣が与える影響
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所武蔵小杉クリニック ○樋口久美子，小川千恵，前田国見
【O-0193】　 高齢痩せ型患者に対する透析中の栄養・運動が与えた栄養改善効果
 誠知クリニック栄養科 ○田邊裕美，鳥本清美，斉藤美幸，奥田知之，杉原明美，

石田直人

栄養 2　9:30-10:30
座長： 森下義幸（自治医科大学附属さいたま医療センター）
【O-0194】　 透析患者の体重減少を予測する試み
 （医）社団H・N・メディック北広島栄養部 ○橋本真里子
 （医）社団H・N・メディック栄養部  松田愛里，山田　朋
 （医）社団H・N・メディックさっぽろ東栄養部  坂本杏子
 （医）社団H・N・メディック医師部  池江亮太，橋本史生
【O-0195】　 外来維持血液透析患者におけるBMIと患者転出率との関連性
 （医）社団欅会東大和南街クリニック ○松田幸子，本西秀太
 （医）社団欅会小平北口クリニック  渡部早苗，小沢　尚
 （医）社団欅会東久留米クリニック  鈴木真澄
 （医）社団欅会北八王子クリニック  戸叶春子
 久米川透析内科クリニック  田中仁英
【O-0196】　 透析中の摂食はサルコペニアを抑制する～代謝物動態考察～
 帝京大学ちば総合医療センター腎センター ○藤原正子，安藤一郎，寺脇博之
 （医）社団みやぎ清耀会緑の里クリニック  宍戸　洋
【O-0197】　 Geriatric Nutritional Risk Index と骨密度との関連～男女による相違
 JA三重厚生連三重北医療センター菰野厚生病院 ○古郡和徳，三木　真，渡邉美貴子，南川勝美，
 血液浄化センター  小嶋正義
【O-0198】　 透析患者への亜鉛補充
 （医）明陽会川根内科外科 ○比嘉　司
【O-0199】　 血液透析患者に対する栄養指導によるMg補充効果
 （医）社団誠仁会みはま病院泌尿器科 ○坂井健彦，杉崎裕香，永倉一武，宮富良穂，鬼塚史朗，

二瓶直樹，白井厚治，正井基之
 （医）社団誠仁会みはま病院栄養部  尾坂雅美，菅井啓太，松本千広

栄養 3　10:30-11:30
座長： 矢内　充（赤心堂総合健診クリニック）
【O-0200】　 サルコペニア透析患者とサルコペニア非透析者の栄養状態に差はあるか?
 （医）社団健昌会新里クリニック浦上 ○深堀由樹子，池田沙織，中村博文，一ノ瀬浩，金本康秀，

松下哲朗，新里健暁，新里　健
【O-0201】　 HD患者においてAdiponectinはサルコペニアに関与する
 新生会第一病院内科 ○小川洋史，古賀俊充，栗田智子，南部隆行，小島木綿子，

太田圭洋
 新生会第一病院臨床工学部  金田一彰洋
 新生会第一病院臨床栄養科  平賀恵子
 新生会第一病院研究所  佐藤杏実
【O-0202】　 経静脈栄養中にセレン欠乏をきたした腹膜透析患者の一例
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 ○嵯峨崎誠，松尾七重，古谷麻衣子，丸山之雄，大城戸一郎，

横尾　隆
【O-0203】　 透析導入後の早期死亡に影響を与える要因と身体所見
 東北大学病院血液浄化療法部，腎・高血圧・内分泌科 ○山本多恵，藤倉恵美，吉田　舞，宮崎真理子
【O-0204】　 透析患者における低亜鉛（Zn）血症に関与する因子について
 富山市立富山市民病院透析内科 ○大田　聡，越智雅彦，堀越慶輔，並木佑子，牧石祥平，

倉田多鶴子，石田陽一
【O-0205】　 透析患者の長期的な栄養状態の変動と臨床検査所見―CRP積算値の意義―
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院 ○浅井一晃，柴田昌典，伊藤　功
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
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栄養 4　11:30-12:20
座長： 松橋尚生（腎・透析クリニック南1条）
【O-0206】　 血液透析患者におけるカルニチン補充療法による除脂肪体重と身体機能の維持効果
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○丸山高史，丸山範晃，宮里紘太，奈倉千苗美，高島浩之，

北井真紀，阿部雅紀
 （医）社団博鳳会敬愛病院腎臓内科  樋口輝美
 （医）財団明理会明理会中央総合病院腎臓内科  菊池　史
【O-0207】　 当院血液透析患者の血中カルニチン濃度解析とレボカルニチンの投与効果に関する検討
 牧田総合病院腎臓内科 ○橘　翔平，渡辺　誠，吉川央子，甲斐恵子
 牧田総合病院ME部  高柴國治
 牧田総合病院看護部  大沼なつみ
【O-0208】　 血液透析患者に対するカルニチン補充療法の検討
 （医）峰毅会吉田病院泌尿器科 ○田代孝一郎，吉田直正
 （医）峰毅会吉田病院透析センター  溝口敏樹，数原紀子，上原典子，申　春美，広重明子，

大森　豊
 （医）峰毅会青樹会病院内科  全　勝浩，田嶋健一郎
【O-0209】　 栄養管理におけるシリアル食品（フルグラ）の有用性の検証
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科 ○上田誠二，長澤　肇，小林　敬，鈴木祐介
 （医）社団海部医院  小野茂男，海部久美子
【O-0210】　 麹甘酒の継続飲用によるミネラル吸収促進効果の検証
 公立碓氷病院栄養科 ○上原由美，柳澤和美
 公立碓氷病院腎臓内科  吉田　泉，諏訪絢也，長又　亮
 東京農業大学国際食糧情報学部  樫村修生

薬剤 1　14:10-15:10
座長： 脇野　修（慶應義塾大学）
【O-0211】　 血液透析による薬物除去率の予測式の構築
 熊本大学薬学部 ○村上鞠奈，近藤悠希，石塚洋一，入江徹美，平田純生
 社会医療法人寿楽会大野記念病院薬剤部  浦田元樹
 崇城大学薬学部  門脇大介
 熊本大学医学部附属病院薬剤部  成田勇樹
【O-0212】　 酢酸亜鉛水和物製剤（ノベルジン）が透析患者の血清亜鉛，銅に与える影響の検討
 （医）社団三陽会前田内科病院 ○前田大登，井上智香子，藤野　将，秋本敬子，河村洋子
【O-0213】　 血液透析患者のセフトリアキソンによる偽胆石症リスク
 埼友草加病院腎臓内科 ○生方政光，原　正樹，浅尾りん，鈴木博貴，中村裕也，

西田洋文，中村雅将，大澤　勲，後藤博道，後藤善和
【O-0214】　 α-グルコシダーゼ阻害薬による消化器症状を伴わない腸管気腫症を呈した血液透析患者の1例
 新潟労災病院腎臓内科 ○土田陽平
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部（腎・膠原病内科）  成田一衛
【O-0215】　 徐脈性ショックをきたしたピルジカイニド中毒の一例
 宏潤会大同病院腎臓内科 ○浅野麻里奈，早川拓人，井手敦基，後藤修司，加藤佑季，

河田恭吾，志水英明
【O-0216】　 薬剤性QT延長症候群により心肺停止に至った透析患者の一例
 東京医科歯科大学医学部附属病院腎臓内科 ○芋野充紘，田中春奈，安藤史顕，森　崇寧，磯部清志，

須佐紘一郎，飯盛聡一郎，野村尚弘，内藤省太郎，
蘇原映誠，岡戸丈和，頼　建光，内田信一

薬剤 2　15:10-16:10
座長： 大伴裕美子（良友会西和歌山病院）
【O-0217】　 ビタミンD製剤により急性腎障害を来した33症例
 原泌尿器科病院薬剤部 ○逸見由紀子
 原泌尿器科病院腎臓内科  高瀬重昭，吉矢邦彦
【O-0218】　 アシクロビル脳症が疑われ，血液透析を施行した1例
 名古屋市立西部医療センター腎臓・透析内科 ○宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広
【O-0219】　 6か月間隔に測定した血中遊離カルニチン値（FC）から見たレボカルニチン（LC）補充法の考察
 社会医療法人健和会健和会病院透析センター ○熊谷悦子，伊壺優希，熊崎　匠
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【O-0220】　 低カルニチン値を示した維持透析患者に対するレボカルニチン投与効果の検討
 （医）山口クリニック ○山口　哲
 水戸医療センター泌尿器科  飯沼昌宏，市村　靖，提箸隆一郎
【O-0221】　 シナカルセトからエボカルセトへの変更を試みて
 （医）平和会南大井クリニック ○伊西洋二，小林泰彦，小林達朗，佐藤正人，坂本恒平，

中鉢　宏，竹本和博，宜保　篤，吉沢　守
【O-0222】　 エボカルセト投与中に低Ca血症を認めずにQTc延長をきたした1例
 （医）清和会南札幌病院透析部 ○岡本延彦，佐々木雅敏，城下弘一，上田峻弘

薬剤 3　16:10-17:10
座長： 井島順子（三宝会志都呂クリニック）
【O-0223】　 維持透析患者における血中カルニチン（Car）濃度から見た静注Car療法の検討　　　　　　 

～第1報：静注Car中止後の血中遊離Car濃度推移からの考察～
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【O-0224】　 維持血液透析患者の処方適正化の取組みと現状
 （医）社団日高会平成日高クリニック薬剤部 ○八子有沙，今泉悦子
 （医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター  伊藤恭子，齋藤たか子，宮　政明，武藤重明，筒井貴朗，

永野伸郎
【O-0225】　 当施設における透析患者のLDLコレステロール目標値の達成率
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院薬局 ○早瀬　卓，荻野良郎，佐藤和弘，杉　春彦
【O-0226】　 外来透析患者における口腔乾燥感調査
 （医）武内病院薬剤部 ○服部　信，安藤尚幹，西井亜紀，麻原理沙
 （医）武内病院内科  藤本美香，清原実千代，町田博文，武内　操，武内秀之
【O-0227】　 透析患者のポリファーマシーの現況～当施設入院例の検討～
 （医）吉祥寺あさひ病院薬剤部 ○日昔真里，村岡真由美，新藤理恵子，原亜希子，

吉越夕華
 （医）吉祥寺あさひ病院内科  有村義宏
【O-0228】　 血液透析患者におけるカルニチン製剤投与の心機能及び貧血改善効果に関する検討
 鶴岡協立病院検査科 ○鈴木真里子，奥山真紀
 鶴岡協立病院透析室  徳田久美
 鶴岡協立病院心臓血管センター  市川誠一

第17会場（会議センター　5F　511+512）

フレイル・サルコペニア 1　8:30-9:30
座長： 谷口正智（福岡腎臓内科クリニック）
【O-0229】　 血液透析患者の骨格筋量に影響を与える因子
 山口県済生会豊浦病院内科／川田じゅんこクリニック内科 ○川田泰伸
 川田じゅんこクリニック内科  川田順子
 山口県済生会豊浦病院放射線科  加田　健
 山口県済生会豊浦病院臨床工学科  小吉雅利
 山口県済生会豊浦病院検査科  中野寿長
 山口県済生会豊浦病院泌尿器科  小松宏卓
【O-0230】　 血液透析患者運動機能の年次推移
 （医）貴和の会すながわ内科クリニック透析内科 ○米須　功，神谷乗史，砂川博司
【O-0231】　 舌圧測定により口腔フレイルを診断しプレフレイル患者への早期介入を目指す
 （医）前田記念会石神井公園じんクリニック腎臓内科 ○前田国見，宮尾眞輝，池田志帆子，長原洋子，和田隆顕
【O-0232】　 膝伸展筋力の経年変化に関連する因子の特定と予後への影響
 愛仁会井上病院内科 ○宮部美月，辻本吉広，佐々木けやき，土蔵尚子，

木津あかね，西澤良記
 愛仁会井上病院リハビリテーション科  松藤勝太，西村眞理
 大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学・  森　克仁，絵本正憲，稲葉雅章
 腎臓病態内科学

（
第
１
日
目
）

口　
　
演

103



【O-0233】　 血液透析患者におけるフレイルと経年的な体重減少の関連
 （医）社団光生会さがみ循環器クリニック ○鈴木裕太，原田愛永，渡邊孝明，下田隆大，山本尚平，
 ／北里大学大学院医療系研究科  磯部友祐，今村慶吾
 北里大学大学院医療系研究科  松永篤彦
 北里大学病院リハビリテーション部  松沢良太
【O-0234】　 BCMを活用したサルコペニアの予防
 （医）並木会並木クリニック透析センター ○田邉敬子，水野智之，杉本大作，宮河直子，里崎さつき，

今村圭輔，榊原靖久，鈴木睦美，西村充惠，佐々木郁江，
楊　朝隆，並木祥代

フレイル・サルコペニア 2　9:30-10:30
座長： 長田太助（自治医科大学）
【O-0235】　 透析患者におけるサルコペニア肥満について
 特定（医）仁真会白鷺病院内科 ○宮脇仁朗，奥野仙二，岡崎久宜，杉江伸夫，角野莉那，

乗峯京子，庄司繁市，山川智之
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  石村栄治，稲葉雅章
【O-0236】　 血液透析患者の筋肉はいつから減っていくのか
 （医）永仁会病院栄養管理科 ○瀬戸由美，加藤　基，大津明日美
 （医）永仁会病院腎センター  松永智仁，宮下英士
【O-0237】　 透析患者のサルコペニア評価には握力の左右差評価が必要である
 （医）敬任会藤井寺敬任会クリニック ○千崎大樹，山原英樹，伊藤寛子，内藤　洋，北村哲也
 京都大学大学院医学研究科  池之上辰義
【O-0238】　 サルコペニアに陥った血液透析患者の身体機能に影響を与える因子について
 （医）社団H・N・メディックさっぽろ東 ○角田政隆
【O-0239】　 大腿部筋断面積が顕著に低下する血液透析患者の臨床的特徴
 愛仁会井上病院技術部 ○松藤勝太，鈴木結太，栄谷　勝
 愛仁会井上病院診療部  辻本吉広，森本　章
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学  絵本正憲
 大阪市立大学大学院血管病態制御学  庄司哲雄
【O-0240】　 維持透析患者における骨折とフレイルの断面調査
 北九州腎臓クリニック ○中野久栄，樋口　志，吉田幸子，松村雅代，海津梓奈子，

海津嘉毅
 新北九州腎臓クリニック  案西敦子，海津嘉蔵

透析中運動療法　10:30-11:30
座長： 前野七門（仁楡会病院）
【O-0241】　 維持血液透析患者における透析中運動療法開始前栄養マーカーと運動療法効果の関係
 （株）麻生飯塚病院臨床工学部 ○池田勝哉，小能見信悟，藤本貴之，沖永一樹
 （株）麻生飯塚病院腎臓内科  佐々木彰，平川　亮
 （株）麻生飯塚病院看護部  高橋美紀，小島　薫
 （株）麻生飯塚病院リハビリテーション部  大坪　翔
【O-0242】　 透析中動的掌握運動が及ぼす血圧変動と除水率の関係性
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院 ○石井達規，保坂　聡，須永洋平
 診療技術部リハビリテーション科
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院  清水夏繪
 診療部神経内科
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院  大崎慎一
 診療部外科
【O-0243】　 透析中運動療法を1年間実施して
 （医）相雲会小野田病院透析室 ○門馬紀享，澤　秀太，林　智史
 （医）相雲会小野田病院内科  今村秀嗣
【O-0244】　 外来透析患者が透析中にエルゴメータ運動療法を行なう効果についての検討
 （医）結和会松山西病院リハビリ ○藤岡毅臣，村上弘一，田村文彦，小西尚樹，藤森惠司，

鶴井七重，山内多恵子，俊野昭彦
 愛媛大学  野本ひさ
【O-0245】　 後期高齢維持血液透析患者への透析中運動療法の効果
 （医）偕行会偕行会城西病院技術部リハビリ課 ○日比野貴志，田川公一
 （医）偕行会名古屋共立病院ウェルネスセンター  森山善文
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【O-0246】　 透析中の運動療法を2年間継続した効果について
 （医）社団つばさつばさクリニック ○内田広康，大山恵子，大山高史，田代優輝，横関美枝子

感染対策 1　14:10-15:10
座長： 荒川俊雄（（医）社団樂裕会）
【O-0247】　 HIV感染対策に関する職員の意識調査
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック看護部 ○鈴木裕子，島崎玲子
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科  桑原道雄，葉山修陽，栗原　怜
【O-0248】　 HIV陽性患者に対するスタッフの意識調査からみえた現状と課題
 （医）生寿会新栄クリニック透析センター ○岩根由紀子，山本富男
 国立がん研究センター  井上洋士
【O-0249】　 A病院における感染対策の現状
 （医）原三信病院腎臓病センター ○星野彩夏，津村　礼，田原　恒
 （医）原三信病院腎臓内科  四枝英樹
 （医）原三信病院原三信病院附属呉服町腎クリニック  石田伊都子
【O-0250】　 快適なアメニティーを求めて　パート2～エコムシュウ導入後のニオイ指数の変化～
 （医）以和貴会西崎病院透析センター ○永山園子，金城真実
【O-0251】　 感染管理認定看護師が行う透析クリニックでのラウンドについての展望
 （医）純正会名古屋市立緑市民病院 ○帯金里美
【O-0252】　 HIV検査：患者，看護師，臨床工学技師（ME）の100％検査をめざして
 （医）みなみ粕屋南病院 ○有松小百合，戸原美保，玉井　収

感染対策 2　15:10-16:10
座長： 中田純一郎（順天堂大学）
【O-0253】　 HIV感染患者受け入れ時のマニュアル作成
 （医）白楊会白楊会病院透析室 ○井上英子，松田良美，河村美穂，長谷川みつ代，

山本明和
【O-0254】　 血液透析患者3名を含むバンコマイシン耐性腸球菌陽性者の複数発生の経験
 慶應義塾大学病院血液浄化・透析センター ○大場美保，新見たづる，山口伸子，森下裕美，廣川美穂子，

斎藤みわ，平島麻衣子，環　　聡，森田伸也，水野隆一，
水口　斉，吉田　理，大家基嗣

【O-0255】　 東邦病院における腎臓透析センターでの感染対策の取り組み～手指衛生遵守率向上を目指して～
 （医）社団三思会東邦病院感染対策室 ○大山昌子
【O-0256】　 透析現場での血液飛散による汚染状況と清拭の評価
 阿南医療センター臨床工学科 ○長地佑太，西崎力斗，石田太一，池内琢真，前田修歩，

谷　啓史，川原経男
 阿南医療センター泌尿器科  玉置俊晃
【O-0257】　 人工透析装置の清拭における有効塩素濃度の検証
 北海道厚生農業協同組合連合会JA北海道厚生連 ○小柳智康，渡部貴之，伊藤和也，川村　駿
 倶知安厚生病院医療技術部臨床工学技術科
 同看護部感染対策科  土谷智子
【O-0258】　 透析室スタッフの血液暴露調査
 KKR高松病院診療部血液浄化センター臨床工学科 ○山崎さおり，川原勁介，平井沙季，岩田康伸
 KKR高松病院診療部看護科  出濱千景，藤澤恵理奈
 KKR高松病院診療部腎臓内科  松原啓介

その他の合併症／感染症　16:10-17:20
座長： 林　秀樹（吉野川医療センター）
【O-0259】　 腎不全患者単球における炎症性mRNA制御因子とビタミンDの関連
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科 ○金井厳太，澤田佳一郎，深川雅史
【O-0260】　 末期腎不全（ESRD）症例における易感染性は末梢血中の活性型ADAM17増加によるKlotho切断が原因の可

能性がある．
 和歌山県立医科大学腎臓内科 ○屋代　充，美馬　亨，大矢昌樹，中島悠里，山本脩人，

根木茂雄，重松　隆

（
第
１
日
目
）

口　
　
演

105



【O-0261】　 血液透析による好中球障害～易感染性と慢性微小炎症への関与～
 東北大学病院血液浄化療法部／仙台柳生クリニック ○福士太郎
 東北大学病院血液浄化療法部  山本多恵，宮崎真理子
 ／東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部
 東北大学病院血液浄化療法部  吉田　舞，伊藤貞嘉
 東北大学病院血液浄化療法部／庄子内科クリニック  藤倉恵美
 東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部  中山昌明
 ／聖路加国際病院腎臓内科
【O-0262】　 透析患者における皮膚軟部組織感染症に関する臨床的検討
 杏林大学医学部第一内科 ○兵動智夏，福岡利仁，小林知志，駒形嘉紀，要　伸也
【O-0263】　 当施設におけるHIVのサーベイランス
 （医）社団豊済会下落合クリニック ○菊地　勘
【O-0264】　 HTLV-1陽性の維持透析患者の感染症疾患の特徴
 沖縄協同病院血液浄化療法科 ○金城紀代彦，林　世源
【O-0265】　 当院における抗菌薬の使用状況～現況と課題～
 （医）吉祥寺あさひ病院内科 ○有村義宏，坂川英一郎，大和恒恵，柿沼多恵子，多川　齊，

安田　隆
 （医）吉祥寺あさひ病院事務部  荒木真理
 （医）吉祥寺あさひ病院薬剤部  日昔真里
 （医）吉祥寺あさひ病院バスキュラーアクセスセンター  野口智永

第18会場（アネックスホール　F201+F202）

CKD-MBD　8:30-9:30
座長： 角田隆俊（東海大学医学部付属八王子病院）
【O-0266】　 腎機能の低下に伴うwPTH/iPTH比の変化についての検討
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科腎・血液浄化センター ○岡本光平，藤井秀毅，後藤俊介，河野圭志，渡邉健太郎，

西　慎一
【O-0267】　 血液透析患者における骨由来バイオマーカーと大動脈弓部石灰化との関連
 公益財団法人ときわ会常磐病院腎臓内科 ○岡崎真之，小松水樹，川口　洋
 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科  花房規男，土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【O-0268】　 シナカルセトからエボカルセトへ変更した経過観察
 （医）社団坂井瑠実クリニック芦屋坂井瑠実クリニック ○田中　寛，大山盛久，高橋洋平，矢倉大希，峯垣文絵，

石井睦樹，山岡頌典，上田宜信
【O-0269】　 維持血液透析患者におけるエテルカルセチド2年間の使用経験
 産業医科大学若松病院 ○長谷川恵美
 産業医科大学若松病院  宮本　哲
 ／産業医科大学病院腎センター・腎臓内科
 産業医科大学病院腎センター・腎臓内科  中野陽子，板東健一郎，尾辻　豊
 （医）行橋クリニック  松本美香
 （医）寿芳会芳野病院  柴田達哉，芹野良太
 ひびきクリニック  椛島成利
 北九州総合病院  高水間亮治
 （医）財団はまゆう会新王子病院  筬島明彦
 （医）医生ヶ丘クリニック  田中　弘
【O-0270】　 w-PTHが低値の患者に対して透析液Ca濃度が与える影響
 特定（医）博愛会博愛会病院臨床工学科 ○安田　慈，栗本英和
【O-0271】　 血液透析患者における血清Ca・P値の年間変動と生命予後との関連
 社会医療法人寿楽会大野記念病院 ○水口幸与，疋田英嗣，大野良晃，杉田省三，吉本　充
 （医）社団昴会日野記念病院  加藤智紀
 （医）正和会協和病院  加藤　洋
 （医）梓良成会双葉クリニック  坂上恭司
 （医）梓良成会双葉クリニック／滋慶医療大学院大学  椿原美治
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CKD-MBD／病態生理 1　9:30-10:30
座長： 溝渕正英（昭和大学）
【O-0272】　 イオン化カルシウム-インタクトPTH曲線を応用したCaSRの感度変化の予測
 （医）社団一成会たちばな台病院透析センター ○荒井良博，菅沢義人
 （医）社団一成会たちばな台病院人工透析内科  島津偉一，鈴木信之
【O-0273】　 原発性に続発性を合併した副甲状腺機能亢進症の検討
 東海大学医学部外科学系移植外科学 ○滝口進也，上原咲恵子，中村道郎
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
【O-0274】　 インタクトPTH値の測定キットによる差異の検討
 豊橋市民病院移植外科 ○長坂隆治
 豊橋市民病院腎臓内科  山川大志，神谷文隆，神谷知明，杉野　希
 すぎやま病院外科  大塚聡樹
【O-0275】　 エボカルセト錠使用時のWholePTH/intPTH比
 社会医療法人信愛会畷生会脳神経外科病院 ○高橋　朗
【O-0276】　 ラットアデニン腎症モデルにおける石灰化に対するエボカルセトの作用
 協和発酵キリン株式会社研究開発本部 ○酒井まり子，徳永　紳，川田剛央
 腎R&Dユニット腎研究所
【O-0277】　 ミニブタの迷走神経に対するシナカルセト及びエボカルセトの作用検討
 協和発酵キリン株式会社研究開発本部 ○徳永　紳，川田剛央
 腎R&Dユニット腎研究所

CKD-MBD／病態生理 2　10:30-11:20
座長： 横山啓太郎（東京慈恵会医科大学）
【O-0278】　 血液透析患者における骨密度と関連因子の検討
 （医）朝霧会じんの内医院内科 ○陣内　寛，陣内謙一
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科  福田　誠，力武修一，宮園素明，池田裕次
【O-0279】　 終末糖化産物（AGEs）のpentosidine（Pe）による透析患者の検討（第7報） 

～骨コラーゲン架橋を脆弱化させるPeとhomocysteine（Hc）のon-lineHDF（onHDF）による治療の検討～
 （医）社団康心会湘南東部総合病院腎臓内科 ○守尾一昭，徳田崇利
 千葉大学  糸川直樹
 五井病院  川越一男
 東海大学  川口　章
 金沢医科大学  樋口正人
 山王病院  佐野元昭
【O-0280】　 当院におけるイバンドロン酸静注の効果と問題点について
 （医）布引内科クリニック ○山田　衆，海江田周作
【O-0281】　 エテルカルセチドが骨密度へ与える影響
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院内科 ○稲津昭仁，泉　朋子，久留秀樹，土屋貴彦，須藤祐司，

上畑昭美
【O-0282】　 血液透析患者における低リン血症症例の検証
 （医）社団明生会東葉クリニック佐原 ○河野隆史，石崎　徹，西森太郎，高橋貞信，田畑陽一郎
 国際医療福祉大学市川病院腎臓内科  細谷幸司
 国際医療福祉大学市川病院透析科  吉田雅博

第19会場（アネックスホール　F203+F204）

情報管理　10:30-11:10
座長： 和田篤志（仁友会北彩都病院）
【O-0283】　 みやぎ医療福祉情報ネットワーク（MMWIN）による透析情報共有，遠隔コンサルテーション
 南三陸病院透析室 ○関由美加，西澤匡史，佐藤政範，熊谷幸喜
 東北大学病院腎・高血圧・内分泌科  大江佑治，宮崎真理子
 東北大学病院メディカルITセンター  井戸敬介，中山雅晴
【O-0284】　 電子カルテと透析支援システムの連携の試み
 （医）社団天成会天野医院 ○天野裕之，五条敏和，天野　滋
【O-0285】　 クラウドを用いた患者情報提供システムの有用性
 岡崎市民病院医療技術局臨床工学室 ○神谷裕介，馬場由理，木下昌樹
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【O-0286】　 クラウド型PACS装置を導入して
 （医）社団明生会東葉クリニック大網脳神経外科放射線科 ○松本直人，平林寿一，佐瀬真由美，石橋順一，山本　宏，

小宮博一，山下淳一，大森耕一郎，田畑陽一郎
 （医）社団明生会東葉クリニック情報統括室  豊島　剛，中村恵輔，楠田正樹，日下部裕，中村洋平
 （医）社団明生会東葉クリニック東新宿  吉田正美

第20会場（アネックスホール　F205）

看護／PD　9:30-10:20
座長： 今城博枝（日本赤十字社和歌山医療センター）
【O-0287】　 腹膜透析患者の訪問看護師導入の重要性
 （社）仁生社江戸川病院透析室 ○梶山友紀子，土屋ひろ子，山口順子，屋島沙希，小橋史穂，

由留出智子，宮田智孔，緒方彩人，古賀祥嗣
【O-0288】　 腹膜透析接続チューブ「臨時交換」に関する実態調査
 岡山済生会総合病院腎臓病センター ○大脇浩香，奥津綾香，三上裕子，野中慶佑，野村祥久，

丸山啓輔，三上裕子，平松　信
【O-0289】　 特発性血小板減少性紫斑病患者への複数科連携により腹膜透析を導入できた1症例
 日本大学医学部附属板橋病院 ○佐藤今子
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科  阿部雅紀
【O-0290】　 PD療法を継続するために必要な介入に関する考察
 （医）あかね会土谷総合病院看護部3階南病棟 ○渡部恵理子，堂面裕子
 （医）あかね会土谷総合病院人工臓器部  森石みさき，川西秀樹
【O-0291】　 PD外来におけるかぐや・シェアソース導入後の看護介入の検討
 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院看護部 ○山田律子，宮本直人，池田多津子，宮下みどり
 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院腎臓内科  長澤正樹，穴山万理子，中村裕紀，牧野　靖，田村克彦

看護／高齢者　10:30-11:20
座長： 德田勝哉（原三信病院）
【O-0292】　 高齢痩せ型の血液透析患者に対するリハビリテーション栄養プログラムの開発とその効果
 誠知クリニック透析室 ○鳥本清美，斉藤美幸，田邊裕美，奥田知之，杉原明美，

石田直人
 東京女子医科大学  森田夏実
【O-0293】　 低栄養高齢透析患者への栄養介入の効果と課題
 （医）佐藤循環器科内科 ○岩崎綾子，柴田奈緒，矢野　愛，高橋妙子，佐藤　譲
【O-0294】　 透析後に経腸栄養摂取し全身状態改善を認めた1例
 （特医）あかね会中島土谷クリニック透析センター ○小川澄子，森石みさき，大下亜里紗，広本美智子，

真島菜々子，小田まや，土谷晋一郎
【O-0295】　 血液透析患者における嚥下機能の変化と訓練の効果
 （医）永仁会永仁会病院看護部透析センター ○板垣奈々子，森島麻由，佐藤菜穂，小野理恵，高橋暁子，

松永智仁
【O-0296】　 通院透析を支えるための看護支援
 （医）回生会宝塚病院透析センター ○小河直美，嶋本裕子

看護／透析導入における看護介入　11:20-12:20
座長： 今井早良（日本赤十字社医療センター血液浄化センター）
【O-0297】　 透析センターの看護師が保存期看護外来を行う意味～保存期からの継続支援～
 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院透析センター ○岡田久美子，角　由美
【O-0298】　 CKD保存期患者への看護介入の試み～腎臓病療養指導士としての活動～
 （公財）浅香山病院人工透析センター ○中原宣子
 （公財）浅香山病院腎臓内科  鷲見知彦，岸本武利
【O-0299】　 演題取り下げ
【O-0300】　 血液透析導入期における患者の透析受容を妨げる要因についての検討
 （医）社団腎友会岩見沢クリニック看護部 ○前田龍生，山田哲也，渡辺心平，山本章雄，千葉智市，

千葉尚市
【O-0301】　 簡便なADL・看護必要度指数による新規透析導入患者の予後予測～導入後2年間の追跡の結果から～
 （医）紀陽会さやまクリニック ○中山優子，谷野志津香，弘田寿子，花澤　聡，眞方貴久子，

田中秋生
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【O-0302】　 血液透析緊急導入患者に危機理論を用いた看護介入についての考察
 福岡赤十字病院 ○武富優斗，野田佳史，榎田陽子，池田　綾，満生浩司
【O-0303】　 30代の緊急透析導入患者に対し療法選択でピア・ラーニング法を用いた介入の効果
 群馬県済生会前橋病院透析センター ○金井陽子，青木美奈，井坂沙織，庄司信枝，新井恵美子，

猪俣芳江，外丸冨美子，田部井彬史，馬場正仁，前田英昭，
三島敬一郎

各種病態／糖尿病／検査／管理　14:10-15:10
座長： 岩谷博次（大阪医療センター）
【O-0304】　 血液透析患者のSMBGとISFGの誤差に関する検討
 淀井病院内科 ○大傳由香利，佐藤由香，朝田真里子，上野宏樹，小早川等，

淀井省三
【O-0305】　 持続血糖モニター（CGM）による糖尿病（DM）腹膜透析（PD）患者における血糖変動の検討
 社会医療法人川島会川島病院 ○小川翔登，岡本拓也，山田真由美，中條恵子，高松典通
 社会医療法人川島会川島病院医局  岡田一義，水口　潤，小松まち子，野間喜彦
【O-0306】　 2型糖尿病合併慢性腎臓病および血液透析患者におけるeHbA1cの有用性
 おさふねクリニック ○山口実千代，那須由美，中田淳子，小寺　亮，中村明彦
【O-0307】　 血液透析者における無自覚低血糖
 恩賜財団福井県済生会病院内科 ○加藤珠代，潮木保幸，安藤　舞
【O-0308】　 非糖尿病透析患者のグリコアルブミンの検討（第1報）
 （医）清水会かわせみクリニック人工透析内科 ○鈴木一之
 （医）健秀会なかざわ内科アレルギー科内科  鳴海かほり
【O-0309】　 糖尿病透析患者における糖尿病眼手帳を利用した内科・眼科連携の試み（第2報）
 東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科 ○大野　敦
 ／三愛記念病院内科
 東京医科大学八王子医療センター糖尿病・内分泌・代謝内科  粟根尚子，松下隆哉
 三愛記念病院内科  入江康文
 三愛記念病院内科／三愛記念市原クリニック  大竹喜雄

各種病態／糖尿病／薬物療法　15:10-16:10
座長： 絵本正憲（大阪市立大学）
【O-0310】　 要介護糖尿病血液透析患者への長時間作用型インスリンdegludecの週3回透析日のみ医療者による皮下注射

の有用性
 腎臓・代謝病治療機構／望星西新宿診療所 ○中尾俊之
 ／望星新宿南口クリニック／東京家政学院大学
 腎臓・代謝病治療機構／望星新宿南口クリニック  高橋俊雅
 腎臓・代謝病治療機構／東京家政学院大学  金澤良枝
 東京家政学院大学  松原直子
【O-0311】　 高齢糖尿病透析患者に対するインスリン療法の問題点
 （医）清陽会東岡山ながけクリニック ○三宅よしえ，日野奈美，三宅新一，櫻本耕司，長宅芳男
【O-0312】　 2型糖尿病透析患者に対するOnce weekly GLP-1製剤の使用経験
 （医）博友会友愛クリニック ○下山正博，黒川　仁，倉根理一，下山博身
【O-0313】　 2型糖尿病を有する維持血液透析患者におけるオマリグリプチンの有用性の検討
 新潟大学腎研究センター機能分子医学講座 ○吉澤優太，斎藤亮彦
 新潟大学腎研究センター病態栄養学講座  細島康宏，蒲澤秀門
 新潟県立大学健康栄養学科  田邊直仁
 甲田内科クリニック  甲田　豊
 信楽園病院  島田久基，高澤哲也
 片桐記念クリニック  伊藤孝仁
 群馬大学生体調節研究所  北村忠弘
 新潟大学保健管理センター  鈴木芳樹
 新潟大学腎研究センター腎・膠原病内科学  成田一衛
【O-0314】　 2型糖尿病透析患者へのDPP-4阻害剤投与5年後の検討
 （医）社団洛和会音羽記念病院内分泌糖尿病内科 ○重本道香
 （医）社団洛和会音羽記念病院腎臓内科  山内博行，佐々木裕二，藤野文孝，松岡　慧
 （医）社団洛和会音羽記念病院腎臓外科  岡田晃一，中村智宏
 （医）社団洛和会音羽記念病院内科  武内俊史
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【O-0315】　 DPP-4阻害薬の有効性～ 2型糖尿病維持血液透析患者でDPP-4阻害薬を切り替えて比較・検討する～
 （医）貝塚病院腎臓内科・腎透析センター ○野田律矢，江里口理恵子
 （医）飛梅会はせ川クリニック  徳永伸子，長谷川善之

第21会場（アネックスホール　F206）

看護／看護体制　9:30-10:30
座長： 田尻朝子（関西ろうさい病院）
【O-0316】　 PNS（パートナーシップ・ナーシング・システム）導入に向けた取り組み
 （医）偕行会偕行会城西病院 ○堀之内未来，近藤宏美，岩永浩宜，上野順子，水野寿子，

澵井美穂
【O-0317】　 HIV感染患者の透析受け入れについての取り組み～アンケート調査より～
 （医）翔誠会おおはし腎透析クリニック ○服部亜紀子，深尾靖子，安田眞知子，岩嵜雅子，園　謙二，

大橋誠治
【O-0318】　 透析室の新体制への取り組み
 高知高須病院室戸クリニック ○中屋和美，黒岩恵子，有光冨美子，藤戸深由紀，

小松登美
【O-0319】　 「24時間いつでも透析」を始めて～勤務環境に関するスタッフアンケートを実施して～
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○金子和史，宮下光江，鈴木隆司
 （医）さくらさくら記念病院内科  黒澤範夫
【O-0320】　 当院の腎臓病教室受講者の腎代替療法（RRT）療法選択の実際
 自治医科大学附属病院看護部 ○小林玲子，太田信子
 自治医科大学附属病院腎臓内科  秋元　哲
【O-0321】　 外来透析患者の止血に関するセルフケア向上への取り組み～自己止血を目指して～
 岐阜県厚生農業協同組合連合会東濃厚生病院血液浄化センター ○米田隆史

チーム医療・遠隔医療　10:30-11:40
座長： 笠井健司（富士市立中央病院）
【O-0322】　 当科におけるCKD地域連携パス導入の効果
 日本赤十字社和歌山医療センター腎臓内科 ○杉谷盛太，大森翔平，伊東悠貴，岩重洋平，伊藤沙耶，

内川宗大，嘉藤光歩，大棟浩平，前沢浩司，東　義人
【O-0323】　 急性期病院における血液透析患者管理に関するアンケート調査
 大分大学医学部附属病院腎臓外科・泌尿器科 ○中田　健
 ／全国国立大学血液部門連絡協議会
 全国国立大学血液部門連絡協議会  上條祐司
 ／信州大学医学部附属病院血液浄化療法部
 全国国立大学血液部門連絡協議会  今田恒夫
 ／山形大学医学部附属病院透析室
【O-0324】　 「元気に通院！」プロジェクトの概要と経過について
 新城市民病院腎臓内科／新城市民病院人工透析センター ○佐藤元美
 新城市民病院人工透析センター  花田由美
 新城市民病院栄養管理課  鈴木仁美
 新城市民病院人工透析センター／新城市民病院臨床工学課  鈴木祥仁
 新城市民病院リハビリ課  加倉美和
【O-0325】　 遠隔システムを導入した新規透析部門立ち上げ後の現状と課題
 南相馬市立総合病院臨床工学科 ○境原菊五郎，目黒敬也，小林　生
 南相馬市立総合病院看護部  末永広美
【O-0326】　 全盲患者との体験を通して～ケアスタッフの立場より～
 （医）社団三遠メディメイツ豊川メイツクリニック ○田中実保，中山友子，太田勝仁，三木祐介
【O-0327】　 当院における透析室クラークの取り組み～チーム医療の一員として～
 （医）社団明生会東葉クリニック東新宿看護部 ○笹原訓子，猪野尾友紀，石橋昭子，宮本みづ江
 （医）社団明生会東葉クリニック東新宿医局  吉田正美，山下淳一，田畑陽一郎
【O-0328】　 維持透析診療における遠隔医療での支援体制構築の試み
 福島県立医科大学附属病院人工透析センター ○小田　朗，田中健一，中島　彩，青柳佳子
 福島県立医科大学腎臓高血圧内科学講座  風間順一郎
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看護／高齢者／終末期 ・患者支援　14:10-15:10
座長： 芹澤貴子（横須賀市民病院）
【O-0329】　 当院における透析拒否患者への対応
 （医）社団宏仁会小川病院 ○須田文子，串橋祐也，柳澤壮志，黒岩弘樹，内田周作，

中里留美子，新井鐘大，澤　貴広，崔　正哉，北川　宏
 （医）社団宏仁会高坂醫院  山田裕一
【O-0330】　 透析患者の高齢化に伴う問題点～独居の外来維持透析患者への対応～
 （医）恵泉会堺温心会病院看護部 ○井上江里子，嵯峨原圭子
 （医）恵泉会堺温心会病院診療部  脇川　健
【O-0331】　 ブラジル国籍．全盲である血液透析患者における在宅支援
 常滑市民病院 ○兵頭　香，竹内美代子，森田陽子
 常滑市民病院訪問看護ステーションきずな  渡辺和子
 常滑市民病院患者サポートセンター  松原紀子
 常滑市民病院腎臓内科  杉山和寛
【O-0332】　 自宅で最期の時を迎えた末期癌患者との関わりを振り返って
 （医）眞仁会逗子桜山クリニック ○横山悦子，降旗洋美，佐久間寿美，中島朋美，山崎貴子，

福留裕一郎
【O-0333】　 最期は家で死にたい～透析患者の在宅看取りを経験して～
 羽村相互診療所 ○菅原今日子，松田　泉，小林重雄
【O-0334】　 特別養護老人ホームで看取った血液透析患者の一例
 特別養護老人ホームこくら庵 ○谷口和治，小森優也，山元紀子，桑内清美，小松利恵子
 長崎腎病院  舩越　哲
 長崎宝在宅医療クリニック  松尾誠治

看護／終末期／患者意思決定・認知症　15:10-16:10
座長： 武田晶子（武庫川女子大学）
【O-0335】　 血液透析患者への終末期医療に対する希望（事前指示書）
 藤田記念病院透析センター ○白崎真由美，加藤紀美江，村中あい子，宮崎良一
【O-0336】　 事前指示書に対する意識調査
 （公財）浅香山病院人工透析センター ○櫻井淳子，西口和美，植田修子，中原宣子
【O-0337】　 透析センターでのACPの普及に向けた取り組み～事例の振り返りを通して～
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院東分院透析センター ○柳あさえ，松村友理子，齋藤尚未，齊藤多恵，細萱真一郎，

西　明子
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院腎膠原病内科  小山勝志
【O-0338】　 透析歴10年以上の患者が抱くアドバンスケアプランニングに対する思いと介入タイミングの検討
 （医）社団善衆会善衆会病院看護部 ○松岡雅代，入沢智子，山口美幸，小池明生
【O-0339】　 エンド・オブ・ライフケアを行って～意思決定できない透析患者とその家族との関わり～
 （医）紀陽会田仲北野田病院2階病棟 ○横井由美子，苅田満枝，住岡範子，渋谷真由美，

遠矢妃芽香
【O-0340】　 当院血液透析患者におけるMMSEと生命予後の関連
 （医）長崎腎病院 ○宮崎沙弥香，中村麻美，白井美千代，林田征俊，丸山祐子，

河津多代，久原拓哉，澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲

看護／地域連携　16:10-17:20
座長： 竹澤一憲（高砂市民病院血液浄化センター）
【O-0341】　 当院の医療相談の現状と今後の課題～認知症1人暮らし患者の関わり～
 （社医）石心会川崎クリニック ○鮒子田香織，横田友子，由井淑子，若狭幹雄，宍戸寛治
【O-0342】　 アシステッドPD在宅復帰のため敢えて介護保険を返納した2症例
 加治木温泉病院腎不全外科 ○益満美香，長嶋　純，新本紀子，高田昌実，松本秀一朗
【O-0343】　 血液透析導入患者における自宅退院困難となる影響因子の検討
 福岡赤十字病院透析室 ○野田佳史，池田　綾，黒木裕介，満生浩司
【O-0344】　 医療連携室の役割と現状　第2報～当グループに於ける医療・介護多職種連携の立ち上げから現在迄の経過～
 （医）明生会東葉クリニック東新宿医療連携室 ○黒木千代美，小林千栄子，佐野　勲，牧野里美，山根麻子，

竹本礼子，山本元美，伊藤家勝，猪野尾友紀，成田靖子，
宮本みづ江，垰田尚子，石田朋子，竹内真利子，
五木田剛良，竹内隆敏，佐藤忠俊，吉田正美，大森耕一郎，
田畑陽一郎
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【O-0345】　 高齢者介護施設との連携による高齢透析患者の在宅生活支援
 （医）社団聖仁会我孫子聖仁会病院透析センター ○菅谷鮎美，安達亜希，中島香織，佐藤恵子
 （医）社団聖仁会我孫子聖仁会病院腎臓内科  和田　仁
【O-0346】　 高齢透析患者の個別性に沿った通院支援～患者の希望に沿った関わり～
 （社医）石心会さいわい鹿島田クリニック ○伊藤明世，鍋島あずさ，本田清江，島田尚美，小野真紀子，

由井淑子，朝倉裕士
【O-0347】　 多職種連携について透析看護師の認識と実態～自宅で継続的な創処置が必要な高齢透析患者～
 （医）暲純会武内病院看護部 ○山崎万里菜，地主浩菜，公野華子，佐藤恵里，不破泰子
 （医）暲純会武内病院臨床工学部  佐々木太一
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一般演題（口演）一般演題（口演）

第2日目
6月29日（土）

第2日目
6月29日（土）





第2日目　6月29日（土）

第8会場（会議センター　3F　311+312）

血液浄化膜／性能評価　8:30-9:30
座長： 宇田　晋（川崎幸病院）
【O-0348】　 酸化ストレスを用いたVPSとNVの検討
 東海大学大磯病院臨床工学技術科 ○澤井祥子，小島　萌，田村公一
 東海大学大磯病院腎糖尿病内科  高橋浩雄
【O-0349】　 TDF-20PV使用下における各モード・条件の比較検討
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院臨床工学科 ○山本浩司，松山周平，高橋篤史，仲村公志，日比章太，

丹羽孝弥，青木真矢，足立光生
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院泌尿器科  濱本幸浩，長谷川義和
【O-0350】　 製造時期によるヘモダイアフィルタの溶質除去能の違い
 （医）社団豊済会下落合クリニック臨床工学技士課 ○天野雄介，原嶋美幸，武藤かおり，横井　良
 （医）社団豊済会下落合クリニック透析内科  菊地　勘
【O-0351】　 PES膜及びATA膜ヘモダイアフィルタを使用したオンラインHDFの検証
 黒部市民病院臨床工学科 ○山口　晋，笹山真一，田中果絵，徳道久就，永井　守，

喜渡純平，清田尭秀
 黒部市民病院腎臓内科  吉本敬一，竹田慎一
【O-0352】　 ポリフラックスHヘモダイアフィルターにおけるpre-HDFとpost-HDFの除去性能の比較
 社会医療法人景岳会南大阪病院臨床工学科 ○矢崎日光，高田龍弥，安田栄吉，野口浩一
 社会医療法人景岳会南大阪病院内科  久米田靖朗
【O-0353】　 On-lineHDFによるPolyflux210H（Polyflux）の性能評価
 （医）康仁会西の京病院 ○二神徳明，野口　幸，赤澤　愛，吉岡伸夫，高比康臣

血液浄化法／技術 1　9:30-10:30
座長： 植木嘉衛（三思会東邦病院）
【O-0354】　 電解水血液透析の現状報告
 聖路加国際病院 ○中山昌明
 透析医療・技術研究所  坂下惠一郎
 泰玄会病院  森　淑江
 大幸砂田橋クリニック  前田憲志
 伊丹腎クリニック  伊丹儀友
【O-0355】　 透析中低血圧に対する各種血液透析濾過の有用性の比較
 （社医）白石記念クリニック ○横山嘉寛，吉村美和，栫　美和，白石幸三
 （社医）白石病院  橋口大輔，岩元公希，世良田好美，山根良平，日高宏実，

竹之内賢一，松浦朝代，尊田和徳
 （医）貴幸会SKメディカルクリニック  一ノ宮隆行
【O-0356】　 血液透析は依然としてラジカル連鎖反応下流部を制御できない
 筑波技術大学東西医学統合医療センター ○平山　暁，長野由美子，青柳一正
 九州保健福祉大学薬学部  赤崎さとみ，佐藤圭創
 筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター  植田敦志
 （医）あさお会あさおクリニック  大和田滋
 （医）社団天宣会北柏リハビリ総合病院  能瀬ひさ子
【O-0357】　 シャント狭窄率が透析中の脱血量に与える影響～超音波式血流計（HD02）を使用して～
 西の京病院臨床工学科 ○溝口陽裕，野口　幸，二神徳明，明石清忠
 西の京病院透析センター  山岡みゆき，渡邉美智子，赤澤　愛，吉岡伸夫，

高比康臣
【O-0358】　 透析患者におけるカルニチン欠乏症の頻度とカルニチン除去率の検討
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○丸山高史，畑中善成，秋谷友里恵，堀上友美，鄭　立晃，

古川哲也，阿部雅紀
 （医）社団優腎会優人クリニック腎臓内科  冨田兵衛
 （医）社団博鳳会敬愛病院腎臓内科  樋口輝美
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【O-0359】　 維持透析患者におけるインドキシル硫酸（IS）の長期臨床評価
 （医）楽山会せいてつ記念病院透析センター ○佐々木成幸，倉本　光，矢浦　諒，神津純一，佐々木潤，

高澤由美子，八幡初美，加藤哲夫
 岩手医科大学附属病院泌尿器科  塩見　叡，加藤廉平，松浦朋彦，阿部貴弥

血液浄化法／技術 2　10:30-11:40
座長： 安田日出夫（浜松医科大学）
【O-0360】　 導入期の著明な低Na血症に対するHDFによる緩徐なNa補正
 （福）信楽園病院臨床工学科 ○解良芳生，渡辺　翔，星野　一
 （福）信楽園病院腎臓内科  齋藤徳子，島田久基
【O-0361】　 電解水透析の生命予後改善効果～通常透析との比較～
 （医）有心会大幸砂田橋クリニック ○加藤博愛，伊井友昭，中嶋俊介，前田裕子，飯田俊郎，

前田憲志
 （医）有心会大幸砂田橋ブランチクリニック  吉崎重仁
 （医）有心会砂田橋クリニック  小澤裕子
 透析医療・技術研究所  坂下惠一郎
【O-0362】　 間歇補充型HDF（IHDF）の長期治療がもたらす臨床効果
 （医）社団清湘会清湘会記念病院臨床工学部 ○古屋良紀，谷本大輔，増田　渉，矢口奈々子，野木雅仙
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
 （医）社団清湘会清湘会記念病院腎臓内科  樋口真一，宮崎　崇，八幡真弓，氏家一知，佐々木成
【O-0363】　 逆濾過方式のI-HDF療法における新たな治療条件の可能性
 法政大学生命科学部環境応用化学科 ○渡辺誠也
 法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻  掛江俊輝
 法政大学生命科学部環境応用化学科  井戸田直和，山下明泰
 ／法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻
【O-0364】　 I-HDFの補液量 補液周期に関する検討
 朝日大学病院臨床工学部 ○吉田直樹，林　直樹，上杉弘美，田口真吾，富田貴哉，

江口　翔，酒井秀明，渡邉怜士
 朝日大学病院腎臓内科  大橋宏重
【O-0365】　 透析液成分濃度測定の標準化に伴う検証
 三愛病院臨床工学科 ○藤野克也，山本駿司，鈴木　恵，星山　裕，浅沼慶彦
 三愛病院泌尿器科  清野耕治
 三愛病院内科  山内文俊
【O-0366】　 透析用カテーテル接続部における閉鎖式輸液システムの材質についての検討
 市立旭川病院臨床工学室 ○磯　　雅，佐藤勇也，田中義範，山口和也，澤崎史明，

堂野隆史，窪田將司，河田修一，鷹橋　浩

血液浄化法／アフェレーシス／自己免疫疾患・ネフローゼ症候群　15:40-16:40
座長： 岡田浩一（埼玉医科大学）
【O-0367】　 免疫吸着療法前後での骨髄由来免疫抑制細胞の変化
 千葉大学医学部附属病院腎臓内科 ○若林華恵
 ／千葉大学医学部附属病院人工腎臓部
 千葉大学医学部附属病院人工腎臓部  服部憲幸，織田成人
 ／千葉大学大学院医学研究院集中治療医学
 千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学  鵜沢顕之
 千葉大学医学部附属病院輸血細胞治療部  伊藤道博，長谷川浩子，井関　徹
 千葉大学医学部附属病院腎臓内科  淺沼克彦
【O-0368】　 発症早期に免疫吸着療法を併用し速やかな改善が得られたループス腎炎の一例
 杏林大学腎・透析センター ○君川祐貴，軽部美穂，増古紳太郎，駒形嘉紀，要　伸也
【O-0369】　 免疫吸着療法が奏功した膜性腎症合併の視神経脊髄炎の一例
 日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科 ○中里　玲，鈴木静香，久能木俊之介，麦島康司，酒巻雅典，

大塚智之
 日本医科大学付属病院腎臓内科  三井亜希子，清水　章，鶴岡秀一
【O-0370】　 難治性ネフローゼ症候群を呈する巣状糸球体硬化症に対するLDLアフェレシス療法の海外展開の現況
 京都華頂大学現代家政学科 ○武曾惠理
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【O-0371】　 当院におけるネフローゼ症候群に対するLDL吸着療法の現況
 社会医療法人厚生会木沢記念病院腎臓内科 ○宮本敢右，永冶紘平，小野澄比佐
 社会医療法人厚生会木沢記念病院泌尿器科  石原　哲
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科  西川和裕，伊藤恭彦
 多治見市民病院  今井裕一
【O-0372】　 LDLアフェレーシスが奏功したステロイド抵抗性ネフローゼの1例
 藤沢市民病院腎臓内科 ○吉浦辰徳，酒井政司，田中翔平，町村哲郎，池田絵理，

常田康夫
 横浜市立大学附属病院循環器・腎臓・高血圧内科学  田村功一

血液浄化法／ LDLアフェレーシス　16:40-17:50
座長： 長谷川元（埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター）
【O-0373】　 LDL吸着とリツキシマブによる腎移植後のFSGS再発予防効果
 東京女子医科大学腎臓外科 ○三宮彰仁，小山一郎，蜂須賀健，久都内慶子，小川勇一，

岩藤和広，加藤容二郎，北島久視子，中島一朗，
渕之上昌平

 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科  花房規男，土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【O-0374】　 長期にわたる透析療法を離脱しえた巣状糸球体硬化症（FSGS），collapsing variantの1例
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 ○阿部真希，眞田大介，宮澤　望，杉山元紀，美馬友紀，

齋藤友広，柴田孝則
【O-0375】　 遠心分離法を用いたLDL吸着療法の試み
 東京医科歯科大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○大久保淳
 ／東京医科歯科大学医学部附属病院MEセンター
 東京医科歯科大学医学部附属病院MEセンター  桜沢貴俊，干川祐樹，前田卓馬，宮留優也，小森慈人，

板垣紋子，山本裕子，宮本聡子，瀬島啓史，倉島直樹
 東京医科歯科大学医学部附属病院血液浄化療法部  岡戸丈和
【O-0376】　 LDL 吸着療法を施行したコレステロール塞栓症15例の検討
 埼玉県立循環器呼吸器病センター腎臓高血圧内科 ○清水泰輔，佐野達郎，小川公己
 ／埼玉医科大学総合医療センター腎高血圧内科
 埼玉県立循環器呼吸器病センター腎臓高血圧内科  武藤　誠
 埼玉医科大学総合医療センター腎高血圧内科  小川智也，叶澤孝一，長谷川元
【O-0377】　 コレステロール結晶塞栓症（CCE）に対するLDL-A中の皮膚潅流圧（SPP）の1例
 トヨタ自動車（株）トヨタ記念病院人工透析室 ○山本素希，井原彩紗，加藤千恵美，細江和人，今西健蔵，

山本義浩
【O-0378】　 LDLアフェレシス治療にて下肢の血流が改善した一例
 （医）有心会愛知クリニック臨床工学部 ○前川翔平，中平裕介，秋元理沙，遠山麻美
【O-0379】　 脳梗塞治療後に発症したコレステロール塞栓症（CE）に対し発症早期の集学的治療が有効であった1例
 兵庫医科大学病院 ○北川　聡，名波正義，長澤康行，蓮池由起子，倉賀野隆裕，

石原正治

第9会場（会議センター　3F　313+314）

透析膜・プライミング　8:30-9:30
座長： 朝田啓明（岡崎市民病院）
【O-0380】　 積層型ダイアライザにおけるFGF23吸着能評価
 （医）社団愛友会西大宮腎クリニック臨床工学科 ○伊藤　亮，小田浩大，小林佑弥，小倉輝一
 （医）社団愛友会西大宮腎クリニック内科  吉江　祐
【O-0381】　 ビタミンEコーティング膜がエリスロポエチン抵抗性に及ぼす影響
 （医）社団富田クリニック ○古澤敦志，森本和重，久保恵子，中澤弘貴，一色啓二，

富田耕彬
【O-0382】　 AN69膜長期使用患者における各種効果の検討
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院臨床工学科 ○佐藤貴仁，川上崇志，刈込秀樹，三浦國男
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院外科  佐藤和弘，大崎慎一，池田重雄
【O-0383】　 ヘモダイアフィルタのPVP溶出量からみた自動プライミングの最適洗浄量について
 （医）社団清湘会新江東橋クリニック臨床工学部 ○橋本貴仁，渡井大介，藤倉　淳，野木雅仙
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
 （医）社団清湘会新江東橋クリニック腎臓内科  末永松彦，星野正信
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【O-0384】　 透析用プライミングロート内異物に対する薬剤の検討
 石川県済生会金沢病院臨床工学部 ○小川和俊，長原佑季
 石川県済生会金沢病院内科  覚知泰士
【O-0385】　 NF-U膜使用ダイアライザ NF-2.1Uの性能評価
 （医）弘愈会ひまわりクリニック ○松本能永，小林弘忠，小林洋子

体液管理　9:30-10:30
座長： 窪田研二（埼玉県済生会川口総合病院）
【O-0386】　 東レ社製コンソールによるKT/V監視機能の有用性の検討
 （医）腎生会中央仁クリニック透析室 ○後藤美咲，白石邦雄，橋本玲奈，矢幡和俊，森川珠夢，

東林太郎，木村修一，松岡　潔，福井博義
【O-0387】　 日機装社製ブラッドボリューム計BVplusの有用性について
 高知高須病院臨床工学部 ○小川晋平，吉永佑規，濱田幸乃，濱田あすか，仙頭正人
 高知高須病院泌尿器科  大田和道
【O-0388】　 MFBIA法を活用した透析条件評価
 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科 ○上條瑞生，増村貴義，宮澤法幸，北村健太郎，関原宏幸
 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院腎臓内科  長澤正樹，穴山万理子，中村裕紀，牧野　靖，田村克彦
【O-0389】　 In Body S10を用いた細胞外水分比（ECW/TBW）と年齢との関連
 （医）社団信愛会重松クリニック ○岡本真博，川辺美由樹，西本怜生，財部隆弘，重松啓子，

重松　勝
【O-0390】　 血液透析患者の体組成分析装置を用いたDWの検討
 岡崎市民病院臨床工学室 ○馬場由理，木下昌樹，神谷裕介，山田寛也，西分和也
 岡崎市民病院腎臓内科  朝田啓明
【O-0391】　 日機装社製DCS-100NX BVplusのモニタリング機能評価
 高知高須病院臨床工学部 ○松本修平，中城応輔，濱田あすか，仙頭正人
 高知高須病院泌尿器科  大田和道

透析モニタリング／体液管理　10:30-11:30
座長： 竹田徹朗（獨協医科大学埼玉医療センター）
【O-0392】　 透析モニターHD-03の使用評価
 （社医）白光会白石病院透析室 ○橋口大輔，宮原夕貴，岩元公希，世良田好美，日高宏実，

一ノ宮隆行，竹之内賢一，尊田和徳
 （社医）白石記念クリニック透析室  横山嘉寛，吉村美和，松浦朝代
 SKメディカルクリニック透析室  白石幸三
【O-0393】　 PWI測定器の試作改良
 （医）社団明生会東葉クリニック八街臨床工学技士部 ○勝又　洋
 ／帝京科学大学大学院
 （医）社団明生会東葉クリニック八街臨床工学技士部  奥園裕介，鈴木陽一，畑野優輝，鍵和田大樹，幾島優介，

高橋貞信，伊東家勝，須賀喜一，山下淳一，吉田正美，
大森耕一郎，田畑陽一郎

 帝京科学大学大学院  内田恭敬
【O-0394】　 尿酸法を用いた体液量評価の検討
 （医）清永会本町矢吹クリニック臨床工学部 ○白澤　賢
 （医）清永会本町矢吹クリニック内科  政金生人
 大幸医工学研究所  新里高弘
【O-0395】　 Inbody測定を開始して～ドライウェイトの指標になりえるか？～
 社会医療法人同仁会耳原総合病院臨床工学科 ○田中美優，長尾一希，宮野伸也
 社会医療法人同仁会耳原総合病院腎臓内科  林　　研，熊澤　実，植田祐美子，大矢麻耶
【O-0396】　 体組成分析装置（BCM）を用いたDW管理の有用性について
 公立福生病院腎臓病総合医療センター ○澤井一貴，中村隆一，戸田昭文，真方美紀，伊礼佳則，

青田祐観，関真紗美，濱耕一郎，中林　巌
【O-0397】　 血液透析とECUMの除水量が浮腫値に及ぼす効果の比較検討
 自治医科大学附属病院臨床工学部 ○秋山裕輝，岩本澄也，杉江　舜，安部　翔，松岡　諒，

宮本友佳，大舘孝幸
 自治医科大学附属病院腎臓内科  増田貴博，中川早紀，今井利美，駒田敬則，鈴木倫子，

前嶋明人，齋藤　修，長田太助
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透析モニタリング／HD　11:30-12:20
座長： 村上　淳（東京女子医科大学）
【O-0398】　 血液透析中の血圧測定におけるPWTT（脈波伝播時間）モニタリングの有用性の検討
 （医）社団晴山会平山病院 ○高橋良輔，長谷川裕，嶋崎優子，永富圭悟，中村幸子，

川向光彦，木下賢司，平山　陽，平山登志夫
【O-0399】　 Sonoclotを用いた低分子ヘパリンのモニタリング
 （医）社団東光会戸田中央総合病院臨床工学科 ○槇山　諒，入澤信哉，高木一行，戸塚慶高，山下大輔，

君島秀幸
 （医）社団東光会戸田中央総合病院腎臓内科  井野　純
【O-0400】　 東レ社製の血液モニタはJMS製のクリットラインモニタに代わるものとして有用か
 腎生会中央仁クリニック ○橋本玲奈，東林太郎，森川珠夢，矢幡和俊，後藤美咲，

白石邦雄，松岡　潔，福井博義
【O-0401】　 ニプロ社製循環血液量モニタ（BMS）の改良と評価
 （医）社団清湘会清湘会記念病院臨床工学部 ○野木雅仙，古屋良紀，杉本　信，矢口菜々子，増田　渉，

谷本大輔
 （医）社団清湘会清湘会記念病院腎臓内科  宮崎　崇，樋口真一，八幡真弓，氏家一知，佐々木成
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
【O-0402】　 体組成分析を用いた脂肪量測定に関する検討
 埼玉医科大学病院臨床工学部 ○村石大樹，本多　仁，石坂直樹，冨田健水，西澤秀行，

村杉　浩，大浜和也
 埼玉医科大学病院腎臓内科  井上秀二，友利浩司，岡田浩一

腎性貧血 1　15:40-16:30
座長： 本田浩一（昭和大学江東豊洲病院）
【O-0403】　 ESA低反応性貧血に対するレボカルニチン投与の影響
 （社医）大雄会大雄会第一病院第一ME科 ○熊崎隼人，馬場裕士，川崎泰子，富村廣志，奥山　翔，

小林佳那
 （社医）大雄会大雄会第一病院泌尿器科  山羽正義，蓑島謙一，堀江正宣
【O-0404】　 鉄のrecycle，trade offを検証する―持続的少量鉄補充法の臨床研究（第17報）―
 （医）弘愈会ひまわりクリニック ○小林弘忠，松本能永，小林洋子
【O-0405】　 亜鉛補充に伴う銅欠乏により，汎血球減少を来した維持血液透析患者の一例
 （財）住友病院腎センター ○三木　渉，寺嶋　謙，南　知宏，奥手祐治郎，村津　淳，

米田　傑，森島淳之，阪口勝彦
【O-0406】　 透析患者における血液ガス分析装置RL348EXによるHt測定値をより精確なものとする
 （医）五仁会元町HDクリニック臨床検査部 ○清水　康，田中和弘，安岡真紀
 （医）五仁会元町HDクリニック内科  申　曽洙
【O-0407】　 当院におけるエポエチンκとエポエチンβの換算比検討
 （医）菊郷会石橋胃腸病院 ○金谷　樹，寺島寿江，中尾正義，佐藤裕介，冨所竜也，

有馬　滋
【O-0408】　 演題取り下げ

腎性貧血 2　16:40-17:40
座長： 稲熊大城（藤田医科大学）
【O-0409】　 抗エリスロポエチン受容体抗体のerythropoiesis stimulating agents（ESA）投与量に及ぼす影響
 金沢大学附属病院腎臓内科 ○原　章規，三宅泰人，北島信治，遠山直志，岩田恭宜，

坂井宣彦，清水美保，古市賢吾，和田隆志
 （医）みずほ病院内科  越野慶隆
 金沢医療センター腎臓内科  篠崎康之
【O-0410】　 血液透析でのceruloplasminのferroxidase活性が腎性貧血に及ぼす影響
 かわな病院内科 ○山田晴生
 ごきそ腎クリニック  宮崎高志
 日進クリニック  川澄正朗
 愛知医科大学病院  伊藤恭彦
【O-0411】　 ESA低反応性貧血を有するCKDG5D患者の骨髄の検討
 大阪府済生会中津病院腎臓内科 ○大原隆暉，藤原光史，服部洸輝，楠田梨沙，長谷川申治，

嶋津啓二，田中敬雄
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【O-0412】　 赤血球造血刺激因子製剤の新規投与量算出法の評価
 横浜国立大学 ○藤川哲也
 （医）社団朋進会洋光台セントラルクリニック  久慈忠司，薩田英久
 （医）社団朋進会横浜南クリニック  柴田和彦
 （医）社団朋進会東神クリニック  川田征一，高口直明
【O-0413】　 多施設における赤血球数およびMCHからみた貧血管理の現況
 （医）北辰会有澤総合病院血液透析内科 ○中倉兵庫
 パナソニック健康保険組合松下記念病院医療機器管理室  熊山義久
【O-0414】　 血液透析中の輸血が脳内および肝臓内酸素動態に与える影響の相違について
 自治医科大学附属さいたま医療センター透析部 ○大河原晋，北野泰佑，宮澤晴久，伊藤聖学，森　穂波，

森下義幸
 自治医科大学附属さいたま医療センター臨床工学部  早坂秀幸，小藤誠也，内田隆行

腎性貧血 3　17:40-18:40
座長： 正木崇生（広島大学病院）
【O-0415】　 クエン酸第二鉄水和物によるHb上昇を予測する因子の検討
 （医）財団はまゆう会新王子病院 ○惣明靖元，瀬川賀世子，西島博満，筬島明彦，田中孝夫，

市丸喜一郎
【O-0416】　 カルニチン欠乏症を有する腎性貧血患者に対するレボカルニチンの有効性に関する検討
 （医）あけぼの病院内科 ○宍戸　崇，天野慶子，小板橋賢一郎，杉田佳子，篠崎倫哉，

矢萩浩一，齋藤　明
 （医）あけぼの病院臨床工学課  稲葉光史，加瀬泰一，藤村忠康，新行内七織，

新行内磨奈美，小林竜二，木村早苗
 （医）あけぼの病院看護部  成　英美，入江顕次郎，熊沢吉徳，佐藤直之，小橋道臣
【O-0417】　 透析患者のESA投与量と血中Erythroferrone濃度について
 （医）翠悠会翠悠会診療所 ○田中賢治，本宮康樹
 （医）翠悠会王寺診療所  益田真理
 昭和大学江東豊洲病院  本田浩一
【O-0418】　 エテルカルセチド塩酸塩投与による二次性副甲状腺機能亢進症改善が腎性貧血に及ぼす効果について
 公益財団法人慈愛会今村総合病院腎臓内科 ○山下　和，大保玲衣，上床美紀，竹之内聖三，三重陽一
 鹿児島大学病院腎臓内科  徳永公紀，井戸章雄
【O-0419】　 赤血球造血刺激因子製剤低反応性と握力の関係及び複合効果の予後への影響
 小平北口クリニック ○小林静佳，小澤　尚
 東久留米駅前クリニック  田中健太郎
 原プレスセンタークリニック  原　茂子
 久米川透析内科クリニック  田中仁英
 東大和南街クリニック  本西秀太
【O-0420】　 血液透析患者の持続性炎症による貧血増悪時の網状赤血球数の変化
 だいもん内科・腎透析クリニック腎臓内科 ○大門正一郎，安田美幸，米谷麻美，円城真衣，村田千春，

前田和将，鎌口美穂子，北本貴弥，森内則子，西谷光広，
保志場紀子，澤崎真由美，上田律子

第11会場（会議センター　4F　411+412）

バスキュラーアクセス／ 管理 1　8:30-9:30
座長： 岡戸丈和（東京医科歯科大学医学部附属病院）
【O-0421】　 バスキュラーアクセス（VA）不全を予測する因子の検討
 （医）駿東育愛会望星第一クリニック ○神信達也，大石成省，鈴木克治，若林正則，若林良則
【O-0422】　 閉塞性動脈硬化症におけるシャントトラブルスコアリングによる評価の検討
 旭川医科大学病院診療技術部臨床工学技術部門 ○土田裕樹，延藤優太，天内雅人，本吉宣也，山崎大輔，

成田孝行，宗万孝次
 旭川医科大学病院透析センター  松木孝樹，長谷部直幸
 旭川医科大学病院外来ナースステーション  谷本幸代，佐々木央子，種村佐織，大内直美
【O-0423】　 パルスドプラでのカットオフ値の再検討
 （医）實信会まきのせ泌尿器科 ○稲盛孝祐，久保佑輔，岩永義信，井村　岳，大塚麻由，

松田香奈，後藤慶樹，柿本真由美，日高英雄，川元　健，
牧之瀬信一
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【O-0424】　 当院でのシャント血管拡張術（PTA）後の止血時間の検討
 （医）翠明会山王病院透析センター ○島田一馬，大場英明，坂東紗希，室星久美，古山和子
 （医）翠明会山王病院血管外科  西村克樹
 （医）翠明会山王病院腎臓内科  四本三佳，青木康之，佐野元昭
【O-0425】　 当院における表在化動脈の管理～臨床検査技師の立場から～
 （医）社団クレドさとうクリニック医療技術部 ○川鍋雄司，内海展子，佐久間宏治，石塚俊治，佐藤純彦
【O-0426】　 シャント閉塞率低下を目指して
 （医）偕行会名港共立クリニック ○岩永倫未，佐藤利奈，成田健介，小嶺博樹，柏木　操，

二俣敦子，本告明美，田岡正宏，佐藤　隆

バスキュラーアクセス／ 管理 2　9:30-10:30
座長： 橋本幸始（信州大学医学部附属病院）
【O-0427】　 療養病床の入院透析におけるシャント管理の質向上を目指して
 （医）積善会第二積善病院診療部臨床工学室 ○村田章紘，久徳利彦，中島直哉，新保里佳，新実礼基，

坂神綾花，松木大幸
【O-0428】　 動脈表在化のエコー評価が有用であるかの検討
 （医）社団善仁会本部透析患者さま巡回シャントエコー ○中山拓二，鈴木安信
 サポートセンター
【O-0429】　 当院における維持透析患者のシャントトラブルスコアリングの導入経験
 飯田橋鈴木内科臨床工学科 ○平野　将
 飯田橋鈴木内科内科  鈴木寿英
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科  日ノ下文彦
 てとあしの血管クリニック東京  井上芳徳
 東京女子医科大学病院腎臓外科  甲斐耕太郎，小川勇一
【O-0430】　 非カフ型カテーテルのヘパリン洗浄・充填（フラッシング）頻度の検討
 埼玉医科大学国際医療センターMEサービス ○濱田雅美，塚本　功，松田真太郎，葉　秀寿，廣勢健二，
   中嶋　藍
 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部  渡辺裕輔
【O-0431】　 当院における表在化動脈の現状と管理方法～穿刺者の立場から～
 （医社）クレドさとうクリニック医療技術部 ○松本妙子，佐久間宏冶，川鍋雄司，石塚俊治，佐藤純彦
【O-0432】　 VAエコー報告書から見逃し率を算出して
 柳井医療センター診療部 ○豊澤真吾，大原万由子，増村俊臣，高木規衣，角川良行
 柳井医療センター外科  松本富夫，竹本将彦，池田政宣，住元　了

バスキュラーアクセス／超音波　10:30-11:30
座長： 龍田浩一（新宮市立医療センター）
【O-0433】　 エコーガイド下穿刺教育の現状と課題
 聖隷佐倉市民病院 ○長野菜月，月田祐太郎，新井大輔，阿部結衣，藤谷　光，

福元麻衣子，阿部拓馬，高岡伸次
【O-0434】　 バスキュラーアクセスの管理・穿刺・VAIVTにおけるエコーの有用性
 （医）高橋内科クリニック ○下池英明，花田真一，平山遼一，乙藤徳人
【O-0435】　 シャントエコーによる前腕AVFの駆血による狭窄評価の有用性
 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科 ○北村健太郎，丸山和葵，増村貴義，山田裕也，田中　光，

中島拓也，関原宏幸
 JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院腎臓内科  長澤正樹，穴山万理子，中村裕紀，牧野　靖，田村克彦
【O-0436】　 エコーガイド下シャントPTAにおける術中ナビゲーターとしての診療放射線技師の役割
 （医）尽心会亀井病院放射線部 ○中田拓史
 （医）尽心会亀井病院診療部  榊　　学，中逵弘能，濱尾　巧
【O-0437】　 動脈直接穿刺により透析治療を行っている症例
 （医）社団クレドさとうクリニック医療技術部 ○内海展子，佐久間宏治，川鍋雄司，石塚俊治，佐藤純彦
【O-0438】　 新しいシャント肢痛治療～エコー下神経液性剥離術～
 大川VA透析クリニック ○大川博永，山本裕也，府川都貴子，大川弘美，西川博幸

バスキュラーアクセス／血流量　11:30-12:30
座長： 野口智永（吉祥寺あさひ病院バスキュラーアクセスセンター）
【O-0439】　 上腕動脈血流量，末梢血管抵抗指数，最狭窄径によるバスキュラーアクセスのスコアリング評価
 （医）あかね会中島土谷クリニック透析センター ○松田政二，森石みさき，真島菜々子，土谷晋一郎
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【O-0440】　 VA管理標準化のための課題～機種の異なる超音波診断装置による上腕動脈流量測定値の違い～
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○安部貴之，土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
 神奈川工科大学工学部  鈴木　聡
【O-0441】　 Arteriovenous Fistula（AVF）静脈表在化（Venous Superficialization:VS）の血流量（FV）に及ぼす影響
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 ○名波正義，長澤康行，蓮池由起子，倉賀野隆裕，

石原正治
 関西労災病院中央検査部  小林大樹
 関西労災病院内科（腎臓）  末光浩太郎
【O-0442】　 エコーによるPTA前後のFVの変化
 （医）桜菜会まろクリニック ○柴田　歩，野田香織，下岡典子，亀田智子，稲田江利，

龍田寛子，團栗恵美，熊代千彰，奥村浩明，上村真弓，
淺田由美，高尾舞子，箱崎耕一，山本晃代，濱崎智弘，
浜崎嘉明，大浦義典，大浦真紀

【O-0443】　 血流抑制術前後の頸動脈血流変化からみた過剰血流アクセスの影響
 信州大学医学部附属病院腎臓内科 ○橋本幸始，上條祐司
 神應透析クリニック  小林信彦，神應太朗，神應　裕
【O-0444】　 無症候性過剰血流症例に対する血流抑制術についての臨床的検討
 （特医）桃仁会病院バスキュラーアクセスセンター ○佐藤　暢，人見泰正，延命寺俊哉，高田博弥，渡邊慶太郎，

北村悠樹，長嶋隆夫，橋本哲也
 （特医）桃仁会病院腎臓内科  高谷　徹
 （特医）桃仁会病院循環器内科  有原正泰

バスキュラーアクセス／感染　15:40-16:40
座長： 長沼俊秀（大阪市立大学医学部附属病院）
【O-0445】　 電解水生成装置を用いた次亜塩素酸洗浄でボタンホール穿刺感染は減少する
 （医）社団朋進会横浜南クリニック ○柴田和彦，林　幸子
 （医）平成会とうま内科  當間茂樹
 大幸医工学研究所  新里高弘
【O-0446】　 ANCA関連血管炎を合併し比較的短期間で人工血管感染を来した透析患者の1例
 （医）辰川会山陽病院外科 ○水沼和之，渡辺浩志，辰川自光
 （医）辰川会山陽病院内科  鈴木貫太郎，辰川匡史
 （医）辰川会山陽腎クリニック  池辺宗三人
【O-0447】　 透析カテーテル，中心静脈カテーテルのカテーテル感染率の比較
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科 ○安藤亮一，坂下祥太，小林伸暉，平澤　卓，笠木祐里，

久山　環
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院感染制御チーム  廣島葉子
【O-0448】　 カフ型カテーテル・ブリッジ症例における出口部消毒の有用性
 東葛クリニック病院外科 ○内野　敬，中井宏昌，高江久仁，市橋弘章，佐々木司，

東　仲宣
【O-0449】　 長期型バスキュラーカテーテルのカテーテル外感染に対して，超音波検査が有用であった1例
 （医）社団中央白報会白報会王子病院腎臓内科 ○横山由就，窪田　実，崔　賢姫
 （医）社団葵会柏たなか病院人工透析内科  保坂義雄
【O-0450】　 VA設置術における手術用手袋のピンホール発生状況と2重手袋の必要性
 豊橋メイツクリニック ○岡崎拓磨，柴田雅也

バスキュラーアクセス／症例　16:40-17:30
座長： 佐藤　隆（名港共立クリニック）
【O-0451】　 肺がんのためGefitinib投与中の血液透析患者で人工血管によるシャント作成に苦慮した一例
 呉共済病院総合診療科 ○小島奈々
 呉共済病院腎臓内科  弓場義雄，草野真琴，山内崇宏，本田由美，川岡孝一郎
 青木病院内科  青木明日香
【O-0452】　 奇静脈を介して上大静脈に合流する特徴的な血行動態を認めたシャント上肢浮腫の1例
 埼玉医科大学病院腎臓内科 ○田村郁恵，横田順奈，樽澤太一，川崎大記，萩原龍太，

深谷大地，杉山　圭，天野博明，伊藤悠人，瀬戸　建，
小野　淳，友利浩司，井上　勉，岡田浩一
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【O-0453】　 バスキュラーアクセス造設後に鎖骨下静脈閉塞を認めた1例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○塩路慎吾，近藤　勲，別府寛子，坂本絵美，三谷佑望，

新井洋平，片桐大輔，多田真奈美，日ノ下文彦
 飯田橋鈴木内科内科  鈴木寿英
【O-0454】　 透析用バスキュラーアクセスカテーテル留置中に心タンポナーデを来した一例
 東広島医療センター腎臓内科 ○谷　浩樹，佐藤彩加，入福泰介
【O-0455】　 穿刺による人工血管内膜解離が疑われた一症例
 水戸済生会総合病院腎臓内科 ○黒澤　洋，松永宇広，椎名映里，郡司真誠，荷見祥子，

佐藤ちひろ，海老原至

バスキュラーアクセス／エコー下穿刺　17:40-18:40
座長： 川合　徹（中央内科クリニック）
【O-0456】　 穿刺困難な動脈表在化の患者に対するボタンホールの作成～エコーガイド下穿刺を試みて～
 （医）六翠会伊丹ガーデンズクリニック透析室 ○石田啓二，井本吉大，竹中有紀子，上田道代，横川朋子
【O-0457】　 透析室での超音波装置（以降エコー）導入と活用法の検討
 （医）伊豆長岡第一クリニック ○鈴木たまよ，深川秀明，白鳥靖絵，水野希世，嶽山陽一
 （医）望星第一クリニック  大石成省，若林正則
【O-0458】　 エコー下穿刺における穿刺困難血管別穿刺法の使い分け
 （医）高橋内科クリニック ○平山遼一，花田真一，乙藤徳人，長嶺裕介，藤田晃弘，

真崎優樹，下池英明
【O-0459】　 エコー下穿刺不成功症例の検討
 （医）高橋内科クリニック ○平山遼一，花田真一，乙藤徳人，長嶺祐介，藤田晃弘，

真崎優樹，下池英明
【O-0460】　 閉塞シャントへのエコー下穿刺
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○鈴木隆司，佐藤豊三，南　裕子，宮下光江，金子和史
 （医）さくらさくら記念病院内科  黒澤範夫
 （医）さくら北浦和腎クリニック血液浄化部  廣澤満義
 （医）さくら鶴瀬腎クリニック血液浄化部  島口　豊
【O-0461】　 エコー下穿刺・シャント管理・エコー下VAIVTに関する臨床工学技士の教育体制
 （医）高橋内科クリニック ○真崎優樹，藤田晃弘，下池英明

第12会場（会議センター　4F　413）

血液透析患者／臨床研究　15:40-16:40
座長： 佐藤祐二（宮崎大学医学部附属病院）
【O-0462】　 血液透析患者における女性の生存優位性について～Qコホート研究10年予後～
 九州大学病院病態機能内科学 ○辻川浩明，冷牟田浩人，山田俊輔，中野敏昭，北園孝成
 福岡腎臓内科クリニック  谷口正智
 福岡歯科大学総合医学講座内科学分野  田中　茂
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
 九州大学病院病態機能内科学／九州大学包括的腎不全治療学  鳥巣久美子
【O-0463】　 維持血液透析患者における適正血清K値の検討
 岩手医科大学附属病院泌尿器科 ○久野瑞貴，小野田充敬，松浦朋彦，加藤廉平，加藤陽一郎，

兼平　貢，高田　亮，杉村　淳，阿部貴弥，小原　航
【O-0464】　 血液透析患者におけるMg濃度の意義について
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科 ○田代　学，島　久登，井上朋子，宮　恵子，川原和彦，

岡田一義，水口　潤，川島　周
【O-0465】　 ALアミロイドーシスによる血液透析導入後の予後の検討
 特殊法人日本赤十字社医療センター ○北山智草，坂口隆志，高上紀之，小野慶介，上條由佳，

柳　麻衣，石橋由孝
【O-0466】　 血液透析患者（HDP）における血中臭素濃度と生命予後について
 鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○山谷金光，蔦谷知佳子，齋藤久夫，鈴木唯司
 弘前大学医学部附属病院泌尿器科  畠山真吾，大山　力
 岩手医科大学サイクロトロンセンター  世良耕一郎
【O-0467】　 慢性便秘の血液透析（HD）患者における少量の酸化マグネシウム（Mg）投与
 （医）至誠会島松内科医院 ○島松和正，島田和美，島崎由美子，向野恵美，稲益浩子，

住田容子
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血液透析／合併症　治療困難例　16:40-17:20
座長： 波多野道康（横浜労災病院）
【O-0468】　 原発性副甲状腺機能亢進症を合併した末期腎不全患者のカルシフィラキシスの一例
 京都第二赤十字病院腎臓内科 ○豊國恵麻，法里茉里奈，瀬野真文，村上　徹
 京都府立医科大学腎臓内科  小牧和美
【O-0469】　 低calcium尿のために診断・治療が遅れ腎障害の進行を許した原発性副甲状腺機能亢進症（1HPT）の1例
 静岡医療センター腎臓内科 ○若林良則，小嶋俊一
【O-0470】　 外来血液透析患者におけるカルニチン代謝障害の現状についての検討
 昭和大学横浜市北部病院 ○松坂貫太郎，緒方浩顕，加藤雅典，竹島亜希子，山本真寛，

伊藤英利
 石心会川崎クリニック  衣笠えり子，若狭幹雄，宍戸寛治
【O-0471】　 後腹膜出血術後に抗凝固剤を使用せずHDを施行したフサン特異的IgE抗体陽性の1例
 大同病院腎臓内科 ○河田恭吾，井手敦基，早川拓人，後藤修司，加藤佑季，

浅野麻里奈，志水英明

第13会場（会議センター　4F　414+415）

CVD／虚血性心疾患／バイオマーカーと予後予測　8:30-9:30
座長： 三瀬直文（三井記念病院）
【O-0472】　 維持血液透析患者における透析前NT-proBNP値と長期生命予後の検討
 東広島医療センター ○佐藤彩加
 （医）社団一陽会横川クリニック  内藤隆之
 広島大学病院腎臓内科  土井盛博，正木崇生
【O-0473】　 慢性維持透析患者におけるN-terminal pro-brain natriuretic peptide濃度の特徴と年齢別における予後予測能
 宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○佐藤祐二，石崎友梨，麻生久美子，皆川明大，戸井田達典，

西園隆三，菊池正雄，稲垣浩子，藤元昭一
【O-0474】　 血液透析患者におけるd-ROMsと予後との関連（DREAMコホート）
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学 ○佐々木けやき
 ／（医）蒼龍会井上病院内科
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学  絵本正憲
 （医）蒼龍会井上病院内科  土蔵尚子，下村菜生子，辻本吉広
 大阪市立大学大学院血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪市立大学大学院腎臓病態内科学  森　克仁
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学  稲葉雅章
 ／大阪市立大学大学院腎臓病態内科学
【O-0475】　 血液透析患者の総コレステロール値と心血管病発症および生命予後の関係～Qコホート研究10年予後調査～
 九州大学大学院病態機能内科学 ○中野敏昭，冷牟田浩人，田中　茂，北園孝成
 福岡腎臓内科クリニック  谷口正智
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
【O-0476】　 血液透析患者においてGeriatric Nutrition Risk Indexに心筋血流予備能を加えることによって予後不良をより

強く予測しうる
 （医）偕行会名古屋共立病院循環器内科 ○大島　覚，伊藤竜太，榊原貴志
 一宮市立市民病院循環器内科  梅本紀夫
【O-0477】　 透析患者の心血管死とAST/ALT比
 東京女子医科大学東医療センター内科 ○大前清嗣，堀本　藍，西沢蓉子，細田祐未，樋口千恵子，

小川哲也
 吉川内科医院  吉川昌男

CVD／虚血性心疾患と検査法　9:30-10:20
座長： 石光俊彦（獨協医科大学）
【O-0478】　 当院における血液透析導入時の虚血性心疾患の現状
 熊本中央病院腎臓科 ○野村和史，榎　裕子，松永愛子，唐原靖治，山内英治，

萩尾康司，有薗健二
 熊本中央病院循環器科  堀尾英治，野田勝生
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【O-0479】　 透析患者の心電図QT延長の実態と要因
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック検査科 ○岩井典子，吉田亜樹，稲山えみ，村上康一
 （医）社団誠仁会みはま病院  内野順司
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック  岩崎雅志，白井厚治
【O-0480】　 当院におけるBNP採血方法の検討
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院臨床工学科 ○木村隆之，松田英樹，澤田正二
【O-0481】　 透析患者の潜在性心機能障害のマーカーとしてのNT-proBNPの有用性
 茨城県立中央病院腎臓内科 ○臼井俊明
 ／筑波大学附属病院茨城県地域臨床教育センター腎臓内科
 ／筑波大学附属病院血液浄化療法部
 茨城県立中央病院腎臓内科  秋山稜介，塩入瑛梨子，堀越亮子，日野雅予，小林弘明
 筑波大学附属病院血液浄化療法部  山縣邦弘
【O-0482】　 心筋パーフュージョンCT（CTP）による慢性血液透析患者群（HD群）における心筋血流予備能（CFR）
 （医）豊水会みずのクリニック ○水野雅夫，近藤　武，西牟田恵美，内田喜之，樋口周作
 藤田医科大学病院  小幡晃平，市原　隆，皿井正義，外山　宏

CVD／脳血管障害と水分管理　10:30-11:30
座長： 長谷川毅（昭和大学統括研究推進センター／昭和大学藤が丘病院）
【O-0483】　 血液透析患者における心房細動合併と新規脳梗塞発症の関連についての検討
 札幌医科大学循環器腎臓代謝内分泌内科 ○木村　歩，田中希尚，茂庭仁人，後町　結，山下智久，

古橋眞人，長南新太，三浦哲嗣
 札幌医科大学循環器腎臓代謝内分泌内科  小山雅之
 ／札幌医科大学公衆衛生学
 札幌医科大学公衆衛生学  大西浩文
【O-0484】　 脳血管障害（CVD）を発症した慢性維持透析患者に対する急性期腎代替療法（RRT）選択の現状 

～多施設アンケート調査～
 東北大学病院血液浄化療法部，腎・高血圧・内分泌科 ○秋保真穂，宮崎真理子，山本多恵，吉田　舞，福士太郎，

藤倉恵美，中山昌明，佐藤　博，伊藤貞嘉
【O-0485】　 急性期脳梗塞に血管内治療を施行した血液透析患者3症例
 （医）白十字会佐世保中央病院腎臓内科 ○大塚絵美子，上条将史，林　和歌
 長崎大学病院腎臓内科  小畑陽子，西野友哉
【O-0486】　 透析導入時の心不全の分類と生命予後
 石巻赤十字病院腎臓内科 ○佐藤裕行
【O-0487】　 カルニチン投与により血液透析患者のNa利尿ペプチドはどのように変動するか
 朝日大学病院腎臓内科 ○大野道也，操　佑樹，宮崎　渚，加藤周司，大橋宏重
 朝日大学病院泌尿器科  江原英俊
 大熊内科クリニック  大熊俊男
【O-0488】　 高用量β遮断薬治療中の透析患者における透析除水に関する留意点
 尼崎永仁会クリニック腎臓内科 ○小野孝彦，野村啓子，永井博之

CKD-MBD／リン吸着剤　11:30-12:30
座長： 戸谷義幸（横浜市立大学附属病院血液浄化センター）
【O-0489】　 クエン酸第二鉄水和物錠の費用対効果分析
 東京大学医学部附属病院医療経済政策学 ○田倉智之
 鳥居薬品株式会社メディカルアフェアーズ部  伊藤恭子
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科  横山啓太郎
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
 聖路加国際病院腎臓内科  中山昌明
 （医）医心会福岡腎臓内科クリニック  平方秀樹
【O-0490】　 埼玉西部地域におけるリン吸着薬処方サーベイランス：クエン酸第二鉄水和物（FeC）の有用性
 埼玉医科大学病院腎臓内科 ○天野博明，大野洋一，友利浩司，井上　勉，岡田浩一
 埼玉医科大学病院臨床工学部  大濱和也
【O-0491】　 高齢透析患者における鉄含有リン吸着薬はCKD-MBD，および鉄・鉄代謝関連指標の高い管理目標達成率に

寄与する
 ふれあい東戸塚ホスピタル総合診療内科 ○織本健司
【O-0492】　 スクロオキシ水酸化鉄錠の治療効果と内服アドヒアランスの実態調査
 岩手医科大学附属病院泌尿器科 ○伊藤明人，松浦朋彦，杉村　淳，阿部貴弥，小原　航
 JA秋田厚生連能代厚生医療センター  高橋　誠，小峰直樹
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【O-0493】　 血液透析患者でのスクロオキシ水酸化鉄の使用報告～炭酸ランタンからの切り替え例を中心に～
 蒼龍会井上病院内科 ○福永　慎，佐々木けやき，宮部美月，土蔵尚子，

藤原木綿子，下村菜生子，木津あかね，前田忠昭，
細見由佳，辻本吉広

【O-0494】　 当院におけるスクロオキシ水酸化鉄（ピートル）の使用成績報告
 宮本整形外科病院内科 ○庄島蘇音
 （医）社団尚志会福山城西病院透析センター  日野直紀，岩藤知義

CKD-MBD／薬剤 1　15:40-16:30
座長： 里中弘志（獨協医科大学）
【O-0495】　 当院におけるエテルカルセチドの有用性
 （医）三良会村上新町病院 ○田中麻衣子，松江良知，福田和歌子，村上秀一
 弘前大学医学部附属病院  村上礼一，島田美智子
【O-0496】　 当院の腹膜透析患者におけるクエン酸第二鉄（リオナ）の有用性
 九州大学大学院包括的腎不全治療学 ○鳥巣久美子
 九州大学大学院病態機能内科学  辻川浩明，川井康弘，山田俊輔，中野敏昭
 九州大学病院腎疾患治療部  土本晃裕，藤崎毅一郎
【O-0497】　 炭酸ランタン長期投与で骨塩量が低下する
 長崎腎クリニック内科 ○橋口純一郎，山下鮎子
 長崎腎病院  河津多代，澤瀬健次，久原拓哉，原田孝司，舩越　哲
【O-0498】　 内服中止後2年の経過を確認できた胃粘膜ランタン沈着症の1症例
 公立甲賀病院組合公立甲賀病院内科 ○高木彩乃，桑形尚吾，渋谷和之
【O-0499】　 当院における栄養管理の現状とスクロオキシ水酸化鉄の使用経験
 善仁会横浜クリニック透析科 ○潘　勤雅

CKD-MBD／薬剤 2　16:40-17:40
座長： 大矢昌樹（和歌山県立医科大学）
【O-0500】　 当院透析患者のCKD-MBD管理状況
 （医）社団恵仁会三愛病院血管外科 ○小池裕之，大澤　暁
 （医）社団恵仁会三愛病院泌尿器科  清野耕治，品川剛廣，長根　裕
【O-0501】　 HD患者の血清Mg，P値と体組成，骨密度の関係
 （医）社団一陽会原田病院 ○水入苑生，西澤欣子，山下和臣，菅由香里，重本憲一郎
 （医）社団一陽会一陽会クリニック  碓井公二
 （医）社団一陽会横川クリニック  内藤隆之
 （医）社団一陽会イーストクリニック  有田美智子
 広島大学病院腎臓内科  土井盛博，正木崇生
【O-0502】　 維持透析患者のイバンドロン酸ナトリウム長期使用経験
 （医）社団嬉泉会大島記念嬉泉病院臨床工学科 ○伊東　貢，黒川勇人，菖蒲国沖
 （医）社団嬉泉会大島記念嬉泉病院診療技術部  勝然秀一
【O-0503】　 透析患者への抗RANKLモノクローナル抗体製剤投与による低Ca血症に対する処方透析の経験
 （医）原三信病院診療技術部臨床工学科 ○高橋利和，永露雄志，永田詢弥
 ／（医）原三信病院附属呉服町腎クリニック
 （医）原三信病院診療技術部臨床工学科  嶽本　洋
 （医）原三信病院腎臓病センター  田原　恒
 ／（医）原三信病院附属呉服町腎クリニック
 （医）原三信病院腎臓内科  四枝英樹
 （医）原三信病院附属呉服町腎クリニック  石田伊都子
【O-0504】　 デノスマブを使用した骨粗鬆症の血液透析（HD）患者3例の報告
 新里クリニック浦上 ○新里健暁，新里　健
【O-0505】　 血液透析患者におけるビタミンD欠乏症の検討
 関西医科大学香里病院腎臓病センター ○杉浦正人，戸村亮太，尾曽正樹，茂谷聡子，岸本　亮，

佐野亜加根，辻みゆき，土手絹子，居原田善治，吉田衣江，
高橋延行

CKD-MBD／各種薬剤　17:40-18:40
座長： 徳本正憲（福岡歯科大学）
【O-0506】　 当院におけるCKD-MBDガイドラインの達成に寄与する薬剤の関与についての検討
 （医）社団明生会東葉クリニック東新宿外科 ○吉田正美，山下淳一，大森耕一郎，田畑陽一郎
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【O-0507】　 ルビプロストン（アミティーザ）とエロビキシバット（グーフィス）は高リン血症を改善する
 （医）慶心会多摩永山腎・内科クリニック ○松川重明，片桐　駿，小田順一，岩崎真吾，津金澤浩彦
【O-0508】　 アレンドロン酸が透析患者の血管石灰化に与える影響について
 石川県済生会金沢病院臨床工学部 ○玉谷亮一，林　直博，三島康生，小川和俊
 石川県済生会金沢病院内科  覚知泰志
【O-0509】　 イバンドロン酸Naとデノスマブによる血液透析患者の骨粗鬆症治療
 （医）社団明芳会板橋中央総合病院腎臓内科 ○星本相法，堀圭一郎，安野江美，原野真紀子，久田莉奈，

萩原　壮，今井恵理，塚本雄介
 筑波大学附属病院血液浄化療法部  金子修三
【O-0510】　 維持透析患者のデノスマブ投与時における低Ca血症対策と発症関連因子の検討
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【O-0511】　 当院血液透析患者におけるデノスマブ投与中止後の骨密度変化について
 （医）博愛会頴田病院腎臓内科 ○飛野杏子
 （医）博愛会頴田病院腎臓内科／（株）麻生飯塚病院腎臓内科  中下さつき

第14会場（会議センター　4F　416+417）

栄養／評価 1　8:30-9:30
座長： 山中正人（高松赤十字病院腎臓病総合医療センター）
【O-0512】　 外来維持血液透析患者の食事摂取状況
 （社医）愛仁会井上病院栄養管理科 ○宮平杏奈，山本祐子，柳川瀬裕美，梅田　純
 （社医）愛仁会井上病院放射線科  栄谷　勝
 （社医）愛仁会井上病院内科  岸本博至，西澤良記，辻本吉広
【O-0513】　 血液透析患者の食品部位のカリウム量認識とカリウム測定
 大阪青山大学健康栄養学科／（医）笠原クリニック ○戸田洋子
 大阪青山大学健康栄養学科  大河内章充，斉藤　愛，清水歩美，惣司百花
 （医）笠原クリニック  松本禎弘，笠原春生，長谷川裕人
【O-0514】　 透析導入患者における栄養障害リスクと血清リン濃度の関連
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科 ○金井厳太，深川雅史
【O-0515】　 維持透析患者における栄養指標と転倒リスクの関係
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院栄養管理センター ○伊藤典子
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  日高寿美，小林修三
【O-0516】　 介護施設入所透析患者の口腔衛生状況と栄養状態
 （医）佐藤循環器科内科 ○田垣綾菜，定松友栄，佐藤　譲
 東京医療保健大学  北島幸枝
【O-0517】　 新規維持血液透析の計画導入の有無が栄養管理に及ぼす影響の検討
 北里大学病院栄養部 ○吉田朋子，森岡優子
 北里大学医学部腎臓内科学  青山東五，正木貴教，内藤正吉，佐野　隆，竹内康雄

栄養／評価 2　9:30-10:20
座長： 島田久基（信楽園病院）
【O-0518】　 Phase angle（PhA）での透析患者管理法について
 （医）社団医弘会かわしま内科クリニック ○上野幸司，河西由香里，大山彩香，菊地孝典，白石　武，

吉村　章，齋藤孝子
 自治医科大学附属病院透析部  山本尚史，井上　真，椎崎和弘，齋藤　修，長田太助
【O-0519】　 透析患者におけるADL指標としてのPhase Angleの有用性
 （医）博光会塚川第一病院透析室 ○高野　愛，廣瀬希美，野尻千春，野中和彦，久保早苗，

平岡順治，塚川博志
 大分大学医学部附属病院内分泌代謝膠原病腎臓内科  橋永絵理
【O-0521】　 認知機能障害合併CKD症例の栄養食事指導状況に関する検討
 自治医科大学附属さいたま医療センター栄養部 ○木造佳那子，村越美穂，浪川愛子，中原　忍，堀内由布子，

猪野瀬渚，宮原摩耶子，椎名美知子
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科  大河原晋，森下義幸
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【O-0522】　 血液透析患者の血清アルブミン（Alb）濃度と栄養指導の介入
 （医）良秀会藤井病院栄養科 ○吉永充代，脇田千鶴
 （医）良秀会藤井病院内科  雑賀保至，刀禰佳典，射手矢巌，宗　正敏，藤井良幸
 甲子園大学  下出真知子
【O-0523】　 管理栄養士の常駐しない施設の栄養指導回数増加に伴う指導効果の検討
 （医）佐藤循環器科内科 ○矢野　愛，佐藤　譲
 東京医療保健大学  北島幸枝

栄養／評価 3　10:30-11:40
座長： 吉田英昭（JR札幌病院）
【O-0524】　 血液透析におけるリンおよび尿素窒素除去量の検討
 北九州総合病院 ○前田友和，菅　真澄，内村圭介，末松芳隆，木室哲郎，

吉原真代，大内　健，長野一郎，永田直幹，高水間亮治
 産業医科大学病院腎臓内科  宮本　哲
 （医）行橋クリニック  松本美香
【O-0525】　 8時間の長時間低血流透析における，体組成計を用いた7年間の除脂肪体重の縦断的分析
 名古屋大学腎臓内科 ○岡崎雅樹，今泉貴広，菱田　学，丸山彰一
 （医）かもめ・みなとみらいクリニック  金田史香，西山敏郎，新井京音，一二三純，平木知依，

高木　裕，梅本光明
【O-0526】　 透析患者のサルコペニックオベシティと生命予後についての検討
 愛仁会井上病院内科 ○辻本吉広，佐々木けやき，土蔵尚子，下村菜生子，

木津あかね，西澤良記
 大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学・  森　克仁，絵本正憲，稲葉雅章
 腎臓病態内科学
【O-0527】　 透析患者におけるCRP/Alb比の予後予測指標としての有用性
 （医）衆済会増子記念病院腎臓内科 ○安田　香，両角國男
 藤田医科大学病院腎臓内科  高橋　宏
 （医）衆済会増子クリニック昴腎臓内科  山崎親雄
【O-0528】　 血液透析導入期における二次性サルコペニアと予後との関連について
 社会医療法人高清会高井病院泌尿器科 ○大西健太，上田　勉，原本順規
【O-0529】　 血液透析患者における腸腰筋測定の意義
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科 ○伊藤聖学，大河原晋，矢内克典，石井洋輝，進藤充稔，

森下義幸
 南魚沼市民病院  今井宗次郎，角田英夫，笛木真理子，坂大優作，安田雅俊，

上村達弥，桐生　智，和田典子，小林正尚，大西康史，
田部井薫

【O-0530】　 Pre dilution On line HDFの中期的栄養評価
 （医）恵優会相武台ニーレンクリニック ○伊藤太輔，南部正人，小宮山義一，伊藤孝司，大畠邦夫，

船橋勇人，三浦吉晴，鎌田裕実，森口いぶき，伊藤陽子，
小林直之，大久保充人

 北里大学病院血液浄化センター  竹内康雄

患者教育・指導 1　16:30-17:30
座長： 中野いずみ（新田塚医療福祉センター 福井総合クリニック）
【O-0531】　 服薬アドヒアランスに対する看護ケアの検討
 （医）あさお会あさおクリニック看護部 ○戀塚ゆかり，鈴木綾子
 （医）あさお会あさおクリニック内科  吉澤　亮，前波輝彦
【O-0532】　 当院維持透析患者における服薬管理に影響する因子の検討
 （医）社団小平北口クリニック ○福田淳子，川畑里恵，北山正子，渡部早苗，海津明子，

小沢　尚
【O-0533】　 血清P高値患者に対する服薬アドヒアランス向上への取り組み～第2報～
 （医）社団明厚会大石内科クリニック ○佐藤佐奈枝，天谷三代子，藤井純子，後藤淳子，鈴木弘恵，

清川栄美，小川裕二郎，大石　明
【O-0534】　 血液透析患者のリン吸着剤への関心・印象に対するアンケート調査
 （医）埼友会埼友川口クリニック看護部 ○矢尾紀子，三田健介，川島真由美
 （医）埼友会埼友草加病院診療部  中村裕也，大澤　勲，後藤善和，後藤博道
 （医）埼友会埼友草加病院看護部  高橋保子，竹内秀子
 （医）埼友会埼友川口クリニック診療部  清水辰雄，鷲尾和則
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【O-0535】　 定期薬の残薬調査～こんなに残薬があったのか～
 （医）徳洲会松原徳洲会病院腎センター ○長尾剛志，有馬　隆，山口秀子
 （医）徳洲会松原徳洲会病院泌尿器科  齋藤賢吉，西田　剛
【O-0536】　 P吸着剤服用状況から～正確な服用に向けてのアプローチ～
 （医）社団恵仁会三愛病院 ○佐々木由鶴，岩村好美，鈴木　恵，野田口めぐみ，

田村祐子，高橋美枝子，佐々木京子

患者教育・指導 2　17:30-18:30
座長： 江口美晴（伊那中央病院）
【O-0537】　 透析室における薬剤師教育の取り組み
 （医）社団石鎚会田辺中央病院臨床薬剤部 ○奥村智子，谷村朋子，金沙由理，中西菜月
 （医）社団石鎚会田辺中央病院人工透析内科  乾　恵美，畑　佳伸
 （医）社団石鎚会田辺中央病院透析室  森川咲那，亀田祥司
 （医）社団石鎚会田辺中央病院循環器内科  古川啓三
【O-0538】　 DWを覚えていますか？～スタッフの意識と患者の反応～
 （医）社団恵周会白河病院透析センター ○青山由美子
 ／（医）社団恵周会白河病院内科
 （医）社団恵周会白河病院透析センター  矢萩祐子，飯田　和
 （医）社団恵周会白河病院内科  小西文晴，佐々木豪，三宅伸之，和久昌幸，本田恒雄
【O-0539】　 塩分摂取量が多い血液透析患者の日常生活から見出す体重管理指導
 （医）玉昌会加治木温泉病院看護部 ○前畑美佳，宍野えりか，末吉幸子，辰元麻美，藤井みゆき，

新本紀子
【O-0540】　 体重グラフを活用した体重管理向上への取り組み
 （医）尚腎会高知高須病院透析室 ○西森加栄，久米　望，森かなえ，細川佐絵，河村まさ子，

堀井美智
【O-0541】　 透析間体重増加に焦点を当てたタイプ別アプローチの試み（第1報）
 （医）悠友会志木駅前クリニック／お茶の水女子大学 ○玉浦有紀
 （医）悠友会志木駅前クリニック  稲庭由美子，奈倉勇爾
【O-0542】　 チェックシートを用いた透析導入期の患者に対する指導
 （医）徳洲会沖永良部徳洲会病院 ○安田佳織，上村久江，今井めぐみ，要みつ江，前田友香，

草部唯起子
 （医）徳洲会沖永良部徳洲会病院  平野　一
 ／大阪医科大学附属病院血液浄化センター

第15会場（会議センター　4F　418）

各種病態／糖尿病・腎症・腎炎　8:30-9:30
座長： 要　伸也（杏林大学）
【O-0543】　 透析廃液に出た総アミノ酸量の計測
 帝京大学ちば総合医療センター腎センター ○安藤一郎，藤原正子，寺脇博之
 （医）社団みやぎ清耀会緑の里クリニック  石田亜希，大槻　剛，阿部未奈，宍戸　洋
【O-0544】　 Linagliptinの2つの抗炎症機序の可能性
 昭和大学薬学部社会健康薬学講座 ○齋藤拓史，山寺志保，岩井信市
 昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門  中村裕也
 ／（医）埼友会埼友草加病院
 昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門  稲垣昌博
 ／昭和大学富士吉田教育部化学
 昭和大学医学部薬理学講座医科薬理学部門  佐藤直樹，辻まゆみ，木内祐二
 （医）埼友会埼友草加病院  大澤　勲，後藤博道
 昭和大学富士吉田教育部化学  剣持幸代
【O-0545】　 エイコサペンタエン酸・アスピリン併用による慢性腎炎進行抑制メカニズムの探求
 慶應義塾大学医学部総合診療科 ○平橋淳一，宮内宏彰，大久保光修
 理化学研究所生命医科学研究センター  有田　誠
 持田製薬（株）総合研究所  中久木正則
 持田製薬（株）メディカルアフェアーズ部  河野浩之
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【O-0546】　 Hodgkinリンパ腫に伴う管内増殖性糸球体腎炎によって透析導入となった一例
 諏訪中央病院腎臓・糖尿病内科 ○松尾明大，麻生芽亜，玉井道裕，竹内菜緒，宮里悠祐，

上原裕也，山崎美佐子，浅野弘治，坂巻　壽，荒木　真
 松本大学  江原孝史
【O-0547】　 解離性大動脈瘤術後，右無機能腎，ネフローゼ症候群，重症心不全を合併した症例に対し透析導入を行った1例
 千葉西総合病院内科 ○内藤祐次
 千葉西総合病院泌尿器科  三井要造
【O-0548】　 透析導入後，低アルブミン血症が進行し腎生検を施行した1症例
 千葉大学腎臓内科 ○淺沼克彦，石井公祥，井田茉莉子，井上宏子，木村真依子，

牧野慎市，若林華恵，李　記瑋
 稲毛病院  水野立也，相澤昌史

各種病態／血管炎症候群　9:30-10:20
座長： 鈴木祐介（順天堂大学）
【O-0549】　 MPO-ANCA 関連血管炎を原疾患として維持透析となった症例の臨床的検討
 和歌山県立医科大学腎臓内科 ○田中佑典，大矢昌樹，井関景子，矢野卓郎，山本脩人，

中島悠里，美馬　亨，根木茂雄，重松　隆
【O-0550】　 血漿交換療法とリツキシマブの併用療法で救命し得た重症型ANCA関連血管炎の一例
 杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科 ○松野裕樹，國沢恭平，兵動智夏，川嶋聡子，池谷紀子，

川上貴久，福岡利仁，軽部美穂，駒形嘉紀，要　伸也
【O-0551】　 血液透析導入後otitis media with antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis（OMAAV）を

発症した多発血管炎性肉芽腫症の1例
 東京西徳洲会病院腎臓内科・血液浄化センター ○真栄里恭子
 （医）徳洲会湘南藤沢徳洲会病院  岡真知子
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院  守矢英和，持田泰寛，石岡邦啓，日高寿美，大竹剛靖，

小林修三
【O-0552】　 演題取り下げ
【O-0553】　 ANCA関連血管炎に合併する貧血は腎病変の重症度と関連する～Remit-JAV-RPGNコホートより～
 筑波大学医学医療系腎臓内科学 ○河村哲也
 ／茨城県西部メディカルセンター内科
 筑波大学医学医療系腎臓内科学  金子修三，臼井丈一，山縣邦弘
 茨城県西部メディカルセンター内科  佐久間亜季，岩渕　聡
 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学  佐田憲映，槇野博史
 名古屋大学  松尾清一
【O-0554】　 血栓性微小血管障害から末期腎不全に至り，TAFRO症候群と診断した症例の腎組織所見
 公立学校共済組合九州中央病院腎臓内科 ○三品仁美，矢田知隆，牧　建次，水政　透

各種病態／長期血液透析の課題と治療　10:30-11:10
座長： 竹岡浩也（兵庫県立尼崎総合医療センター）
【O-0555】　 維持透析患者フレイルにおける予後解析
 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科／小倉記念病院腎臓内科 ○竹内英実
 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科  内田治仁，大高　望，杉山　斉，和田　淳
 小倉記念病院腎臓内科  金井英俊
 赤磐医師会病院腎臓内科  大宮昭明
【O-0556】　 透析症例における亜鉛および銅の実証的研究
 （医）社団洛和会二条駅前クリニック腎臓内科 ○西銘圭蔵
 （医）社団洛和会東寺南病院腎臓内科  近藤守寛，齋藤和洋
 （医）社団洛和会東寺南病院健診センター  宮脇尚史
 ／京都女子大学大学院家政学研究科
【O-0557】　 高齢透析患者の微量元素の検討
 （医）陽風会高台病院 ○鍋嶋　勉，田中進一，中林直基，百瀬雄哲，高橋より子，

北原信夫
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  小泉賢洋
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【O-0558】　 透析後カリウム値と生命予後の関連
 福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター ○大西剛史
 ／京都大学医学研究科社会健康医学系専攻医療疫学分野
 京都大学医学研究科社会健康医学系専攻医療疫学分野  来海美穂，福原俊一
 京都大学医学研究科人間健康科学京阪神  福間真悟
 次世代グローバル研究リーダー育成コンソーシアム
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門  秋澤忠男

各種病態／膠原病と全身性炎症性疾患　11:30-12:40
座長： 和田隆志（金沢大学）
【O-0559】　 多剤に対する薬剤アレルギーのある成人発症Still病に血漿交換が奏功した1例
 帝京大学医学部内科学講座 ○本間文佳，山崎　修，和気快斗，飯野理沙，小林沙和子，

西山ゆり，浅子来美，新井繁幸，目良純一郎，内田俊也，
河野　肇，藤垣嘉秀，柴田　茂

【O-0560】　 成人Still病に合併した血栓性微小血管障害（TMA）に対し血漿交換が奏功した1例
 帝京大学医学部内科学講座 ○北川幸子，山崎　修，山中仁樹，浅川信一郎，古西純子，

浅子来美，山下正弘，藤巻道隆，内田俊也，河野　肇，
藤垣嘉秀，柴田　茂

【O-0561】　 TAFRO症候群による腎機能障害・大量胸腹水のため各種血液浄化療法を施行し救命し得た一例
 武蔵野赤十字病院腎臓内科／武蔵野赤十字病院総合診療科 ○坂下祥太
 武蔵野赤十字病院腎臓内科  小林伸暉，平澤　卓，笠木祐里，久山　環，安藤亮一
 武蔵野赤十字病院総合診療科  蓑毛翔吾，中司峰生，長田　薫
 武蔵野赤十字病院膠原病・リウマチ内科  前田彩花，高村聡人
【O-0562】　 強皮症腎クリーゼに対する血漿交換についての検討
 愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科 ○勝野敬之，山口　真，岩垣津志穂，野畑宏信，鬼無　洋，

坂野章吾，伊藤恭彦
【O-0563】　 限外濾過等の対症療法にて寛解を得られた全身性毛細血管漏出症候群（SCLS）の1例
 春日井市民病院腎臓内科 ○横井順平，丹羽俊輔，加藤彰寿，野田悠平，峠田直人，

三村哲史，坂　洋祐，成瀬友彦，渡邊有三
【O-0564】　 不明炎症を呈した血液透析患者の再発性多発軟骨炎の一例
 横須賀共済病院腎臓内科 ○金久恵理子，芋野充絋，大谷　恵，小出高彰，西山早乃，

柳　智貴，安藝昇太，青柳　誠，田中啓之
【O-0565】　 透析導入を要し多剤併用療法を行ったTAFRO症候群の2例
 京都第二赤十字病院腎臓内科 ○法里茉里奈，豊國恵麻，瀬野真文，小牧和美，村上　徹

看護／教育 1　15:40-16:30
座長： 喜瀬はるみ（東葛クリニック病院）
【O-0566】　 透析患者がベッド上で体験していること～私が透析室のベッドで疑似体験を行い得られた気づき～
 沖縄医療生活協同組合とよみ生協病院 ○當眞嗣哲
【O-0567】　 穿刺失敗後の立ち直りに関する精神分析
 （医）星晶会あおい病院看護部 ○米倉麻美，牧田美幸
 いたみバラ診療所看護部  平尾由美子
 愛正透析クリニック看護部  小柴隆史
 星優クリニックCE部  三宅一弘
 ふるさと透析診療所看護部  岡本康子
 （医）星晶会あおい病院診療部  松本昭英
【O-0568】　 演題取り下げ
【O-0569】　 カークパトリックの4段階評価法を用いたシミュレーショントレーニング（ST）の評価
 諏訪赤十字病院臨床工学技術課 ○宮崎和浩，小林　彩，小池美穂，宮川宜之
【O-0570】　 透析液応用装置導入に伴うスタッフ教育への取り組み
 社会医療法人同心会古賀総合病院ME技術部 ○横山聖也，鈴木智博，松岡賢一，関　　孝
 社会医療法人同心会古賀総合病院腎センター  久永修一
【O-0571】　 当院におけるBLSスキルチェックの施行
 （医）社団健栄会守谷駅前クリニック臨床工学部 ○青木凌介，高橋郁夫
 （医）社団健栄会二子玉川駅前クリニック  今井利一
 （医）社団健栄会宮前平健栄クリニック  出川寿一
 （医）社団健栄会宮前平第2クリニック  山田耕永
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看護／教育 2　16:40-17:40
座長： 篠原謙太（安芸市民病院）
【O-0572】　 患者指導に向けた取り組み～患者さんに積極的に関わっていこう～
 社会医療法人共愛会戸畑共立病院看護部 ○田代加奈，藤江理恵，山村正恵
【O-0573】　 透析クリニックにおける急変時対応の取り組み～透析中の心肺停止を経験して～
 （医）さくら北浦和腎クリニック看護部 ○宮崎ひとみ
【O-0574】　 終末期の医療・ケアに関するスタッフの意識調査～現状把握と教育課題～
 特定（医）仁真会白鷺病院看護部 ○清野さゆり，柚木徳子，竹内ひで美，山中保代，

黒田美津恵
【O-0575】　 透析室における透析開始前のタイムアウトの有用性
 熊本医療センター看護部 ○松野　順，杉谷珠美，深山美香
 熊本医療センター臨床工学技士部  松下尚暉，竹本勇介
【O-0576】　 血液浄化療法部のスタッフを対象とした急変対応への取り組み
 東京医科歯科大学医学部附属病院 ○星野泰広，城　　誠，諏訪辺久子，山下直美
【O-0577】　 腎移植看護における包括的末期腎不全学習会の意義～テキストマイニング分析を用いた検討～
 大阪市立大学医学部附属病院 ○前田景子，吉川有葵，宮本智子
 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学  内田潤次

看護／教育 3　17:40-18:40
座長： 上田聰美（腎内科クリニック世田谷）
【O-0578】　 患者と透析室看護師の関わり方～食事療法に対する意識調査から～
 （医）社団明生会東葉クリニック大網脳神経外科 ○中村法子，垰田尚子，家徳和代，関谷ゆり子，永原美和，

宮本みづ江，小澤賢一郎，小宮博一
 （医）社団明生会東葉クリニック  吉田正美，山下淳一，大森耕一郎，田畑陽一郎
【O-0579】　 透析看護における対話の重要性について
 （医）丸山会上田透析クリニック ○深宮　真，永井とよ子，村井ひとみ，岡田洋一
【O-0580】　 パンフレットとタブレット端末で動画を併用した導入時患者指導
 （医）あかね会中島土谷クリニック透析センター ○白砂健太，森石みさき，高橋清香，広本美智子，

真島菜々子，小田まや，土谷晋一郎
【O-0581】　 対人援助研修を用いた透析スタッフの教育
 真生会富山病院腎臓内科 ○二村明広
 真生会富山病院緩和ケア内科  長久栄子，河相　覚
【O-0582】　 透析室へ配置転換した看護師の思い
 日本赤十字社長野赤十字病院透析科 ○安藤幸枝，室賀真紀，近藤洋一郎，滝沢由紀子，

宮本真澄
 日本赤十字社長野赤十字病院腎臓内科  小林　衛
【O-0583】　 スタッフの行動変容により安全な透析治療が可能となった認知症患者の1例
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院人工透析センター ○稲葉圭子，小田真公子，今西典子，坂本　恵，多和田初枝，

山田和幸，菅原美子，森田知咲，岩瀬安紀子，中島美紀，
宮田久美子，東福真由美

第16会場（会議センター　4F　419）

その他の合併症／消化器／肝・胆嚢・膵疾患・悪性リンパ腫　8:30-9:30
座長： 升谷耕介（福岡大学）
【O-0584】　 維持血液透析患者の腹部外科手術における周術期合併症に関する検討
 福岡赤十字病院腎臓内科 ○古原千明，中井健太郎，石松由季子，井上めぐみ，

山本修太郎，高江啓太，黒木裕介，満生浩司
【O-0585】　 消化管出血で入院となった血液透析患者の検討
 （医）社団一陽会原田病院内科 ○山下和臣，山下秀樹，西澤欣子，水入苑生，重本憲一郎
 広島大学病院  正木崇生
【O-0586】　 透析低血圧による門脈ガス血症を発症した血液透析4症例の検討
 （医）埼友会埼友草加病院 ○中村裕也，中町正俊，大澤　勲，生方政光，原　正樹，

浅尾りん，鈴木博貴，西田洋文，西田和正，中村雅将，
後藤善和，後藤博道

 （医）埼友会埼友川口クリニック  鷲尾和則，清水辰雄
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【O-0587】　 保存的治療により軽快した血液透析患者の門脈ガス血症の一例
 JA愛知厚生連江南厚生病院腎臓内科 ○淺野由子，奥村彰太，鈴木克彦，井口大旗，古田慎司，

平松武幸
【O-0588】　 結節性紅斑を初発症状とした悪性リンパ腫の一例
 まつもと医療センター松本病院内科 ○中川道元，藤井文香，神應太朗
【O-0589】　 R-CHOP療法を施行した悪性リンパ腫発症の血液透析患者の1例
 武内病院内科 ○藤本美香，塚田哲也，清原実千代，町田博文，武内　操，

武内秀之

その他合併症／肝炎ウィルス　9:30-10:30
座長： 満生浩司（福岡赤十字病院）
【O-0590】　 透析患者のC型肝炎治療の経験～透析室のC型肝炎ゼロ達成～
 原泌尿器科病院腎臓内科 ○吉矢邦彦，高瀬重昭
【O-0591】　 外来維持透析におけるHBV既感染者の検討
 （社医）青洲会クリニック ○西山純一郎
 福岡青洲会病院  東　桂史
【O-0592】　 C型肝硬変による難治性腹水に対して胸腹腔-静脈シャントで管理し得た血液透析患者の1例
 （医）真生会真生会富山病院腎透析センター ○波部孝弘，二村明広
 （医）真生会真生会富山病院消化器センター  本藤有智
 （医）真生会真生会富山病院外科  小倉由起子，古谷正晴，本多正治
【O-0593】　 当施設におけるB型肝炎のサーベランス
 （医）社団日高会平成日高クリニック腎臓病治療センター ○鳥羽和子，下田富美子，関口博行，宮　政明，伊藤恭子
 下落合クリニック腎臓内科  菊地　勘
 日高病院腎臓病治療センター  溜井紀子，武藤重明
【O-0594】　 当施設でのHCVに対する抗ウィルス療法
 （医）社団日高会平成日高クリニック腎臓病治療センター ○下田富美子，鳥羽和子，関口博行，宮　政明，伊藤恭子
 下落合クリニック腎臓内科  菊地　勘
 日高病院腎臓病治療センター  溜井紀子，武藤重明
【O-0595】　 1a型HCV陽性透析患者がDAA療法後腎移植に至った1症例
 （医）偕翔会豊島中央病院臨床工学科 ○植松茂樹，松尾孝之，林　直道，山崎貴行
 （医）偕翔会豊島中央病院人工透析科  澤田登起彦，堀川和裕
 東京医科歯科大学消化器内科  井津井康浩

その他合併症／皮膚科・泌尿器科　10:30-11:30
座長： 玉井宏史（安城更生病院）
【O-0596】　 慢性腎臓病関連皮膚そう痒症患者の皮膚受容体の検討
 寿泉堂綜合病院泌尿器科 ○百瀬昭志，矢部通裕，千葉茂寿
 寿泉堂綜合病院透析室  千葉明子，安斎景子，井手田理恵，佐藤知香，三本木芳雄，

吉田増太郎
 寿泉堂クリニック泌尿器科  熊川健二郎，白岩康夫
 弘前大学大学院医学研究科分子病態学講座  水上浩哉
【O-0597】　 当院の透析掻痒症治療アルゴリズムの9年間の成果と課題
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科 ○高橋直子，熊谷純子
 （医）あかね会大町土谷クリニック薬剤部  吉澤　拓
【O-0598】　 チオ硫酸ナトリウムを含む集学的治療が奏功したカルシフィラキシスの1例
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院腎臓内科 ○松木久住，池下佳秀，伊原史崇，赤木祐一朗，佐々木康典，

吉田　悠，戸田孝之，松井則明
【O-0599】　 透析患者における下肢末梢皮膚病変
 東京新宿メディカルセンター腎臓内科 ○大瀬貴元
 東京新宿メディカルセンター透析室  河島美咲，知念　粒
【O-0600】　 重症前立腺肥大症合併透析患者に対するデュタステリドの長期効果
 （医）社団美心会黒沢病院泌尿器科 ○曲　友弘，関口雄一，古谷洋介，大木　亮，小倉治之，

伊藤一人，黒澤　功
【O-0601】　 BCG膀胱内注入療法中にReiter症候群を発症し，透析導入が早まった慢性腎不全の一例
 市立福知山市民病院腎臓内科 ○金森弘志
 市立福知山市民病院泌尿器科  加藤峰之，増田健人
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その他合併症／その他　11:30-12:30
座長： 熊谷裕生（防衛医科大学校）
【O-0602】　 マヴィレットによる抗ウイルス療法の過程でウイルスの陰性化とともにβ2ミクログロブリンが低下した症例
 （医）社団如水会嶋田病院透析室 ○甲斐正信
 （医）社団如水会嶋田病院腎臓内科  前原優一，嶋田英敬
【O-0603】　 治療抵抗性高カルシウム血症の季節性変動に着目しサルコイドーシスを診断しえた維持透析患者の1例
 京都府立医科大学腎臓内科 ○上原正弘，瀬川由佳，石田　良，塩津弥生，草場哲郎，

玉垣圭一
 （医）弘英会琵琶湖大橋病院透析センター  平山きふ
【O-0604】　 透析困難で発症した薬剤性副腎不全の一例
 （医）飯田橋村井医院 ○松本　博，村井誠三
【O-0605】　 VATSで切除した縦隔内異所性副甲状腺腺腫の一例
 KKR札幌医療センター外科 ○植田隆太，今　裕史，白川智沙斗，中本裕紀
【O-0606】　 遺伝性家族性高脂血症（FH）を有する長期血液透析患者のPCSK9阻害剤管理の1例
 防衛医科大学校附属病院総合臨床部 ○藤井博子
 八木内科腎臓内科  八木　信
 サンプラザ新札幌循環器病院腎臓内科  清水栄一
 東都三軒茶屋クリニック腎臓内科  久保田孝雄
【O-0607】　 手根管症候群の早期発見に向けた取り組み
 （医）あさお会あさおクリニック臨床検査部 ○石田美幸，倉茂優子
 （医）あさお会あさおクリニック内科  吉澤　亮，前波輝彦

合併症／その他 1　15:40-16:30
座長： 今　裕史（KKR札幌医療センター血液浄化センター）
【O-0608】　 血液透析患者におけるサルコペニアと栄養状態についての検討
 特定（医）仁真会白鷺病院 ○首藤亜侑美，奥野仙二，岡崎久宣，宮脇仁朗，角野莉那，

乗峯京子，庄司繁市，山川智之
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  石村栄治，稲葉雅章
【O-0609】　 血液透析患者における筋肉量の関連因子としてのビタミンD～体組成分析装置を用いての検討～
 福井総合病院内科 ○伊藤　泉，山本智恵
 福井医療大学保健医療学部看護科  供田文宏
 福井総合クリニック透析室  小林亜希，中野いずみ
 福井大学医学部腎臓内科  岩野正之
【O-0610】　 血液透析患者の慢性便秘症に対するエロビキシバット水和物の臨床効果
 （医）百武医院 ○正野武文，百武宏幸
【O-0611】　 ペインクリニックからみた透析患者の慢性痛～ 4年半の経験からみえてきたもの～
 （医）大誠会 ○淺野斗志男，松岡哲平
【O-0612】　 高齢血液透析導入患者は，導入後早期の段階から通院困難となるリスクが高い
 愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科 ○山口　真，勝野敬之，鬼無　洋，伊藤恭彦
 （医）如水会鈴鹿腎クリニック  岩島重二郎
 （医）如水会四日市腎クリニック  伊藤　豊

合併症／その他 2　16:40-17:30
座長： 斎藤知栄（筑波大学）
【O-0613】　 慢性腎臓病患者におけるエロビキシバットの有用性の検討
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科 ○松山桃子，金子昌平，宮澤晴久，平井啓之，大河原晋，

森下義幸
【O-0614】　 血液透析患者の亜鉛欠乏症と栄養状態
 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院腎臓内科 ○酒巻裕一，青柳竜治
 新潟大学腎・膠原病内科  成田一衛
【O-0615】　 低亜鉛血症患者への酢酸亜鉛補充療法第2報～リンパ球数と血清銅に注目して～
 藤田記念病院内科 ○宮崎良一，宮城恭子，川村里佳，村中あい子，

川田知恵子
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【O-0616】　 エロビキシバット投与前後のJPAC-QOLの変化
 東京女子医科大学血液浄化療法科／練馬桜台クリニック ○亀井大悟
 東京女子医科大学血液浄化療法科  土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
 東京女子医科大学臨床工学科  峰島三千男
 練馬桜台クリニック  永野正史
【O-0617】　 アセトアミノフェンにより著明な発熱と炎症反応を示した血液透析患者の一例
 東京慈恵会医科大学附属病院血液浄化部 ○加藤一彦，菅野直希，平林千尋，松尾七重，丸山之雄，

横尾　隆

合併症／その他 3　17:40-18:40
座長： 佐藤元美（新城市民病院）
【O-0618】　 腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後に慢性DICを発症した血液透析患者の1例
 富山大学第二内科 ○平澤慧里子，藤岡勇人，掛下幸太，高嶋英子，山崎秀憲，

小池　勤，絹川弘一郎
【O-0619】　 血液透析中のけいれん発作で判明した心筋虚血に伴う心室頻拍の一例
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科 ○井上　剛，中村恭菜
 ／住吉クリニック病院
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科  南学正臣
 住吉クリニック病院  山口　巖
【O-0620】　 低栄養・フレイルが原因と考えられたWernicke脳症の一例
 東京新宿メディカルセンター腎臓内科 ○權　杞映，吉川隆広，松永典子，大瀬貴元
【O-0621】　 血液透析導入期に発症した進行性多巣性白質脳症の一例
 綜合病院山口赤十字病院内科 ○春山直樹，岩本昂樹，有田ゆい，名西史夫
 綜合病院山口赤十字病院脳神経内科  永田倫之
【O-0622】　 維持血液透析患者に発症した傍腫瘍性オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の1例
 （医）社団蒼紫会森下記念病院血液透析センター ○河野　充，伊原玄英，廣谷紗千子，森下将充，森下　薫
【O-0623】　 透析医療と自殺
 滋賀医科大学 ○古川智之

第17会場（会議センター　5F　511+512）

医療安全対策　8:30-9:30
座長： 橋本哲也（桃仁会病院）
【O-0624】　 医療機器管理について～臨床工学技士の関わりを紹介～
 （社医）川島会川島病院 ○麻　裕文，大西洋樹，中野正史，廣瀬大輔，道脇宏行，

田尾知浩，西谷真明，水口　潤
【O-0625】　 血液透析センターにおける医療安全対策の取り組み
 （医）社団蒼紫会森下記念病院血液透析センター ○小笠原美幸，古屋元気，鈴鹿ゆかり，倉本真紀子，

河野　充，廣谷紗千子，森下将充，岩崎のり子，
森下　薫

【O-0626】　 血液透析療法における治療施行時の安全確認への取り組み
 大阪大学医学部附属病院臨床工学部 ○福辺祥子，井本隆之，峰松佑輔，楠本繁崇，南　　茂，

高階雅紀
 大阪大学医学部附属病院看護部  松本稔子，鈴木尚代，佐藤浩美
 大阪大学医学部附属病院腎臓内科  高橋篤史，松井　功，猪阪善隆
【O-0627】　 無記名がインシデント報告数に及ぼす影響の検討
 （医）博友会友愛中川クリニック臨床工学課 ○四方田満久，堀籠啓太
 （医）博友会友愛クリニック  廣瀬　悟
 （医）博友会友愛三橋クリニック  下山博身
【O-0628】　 緊急離脱時におけるハッピーキャスC-PROの離脱時間評価
 済生会神奈川県病院臨床工学科 ○佐藤愛來，芹澤　郁，上野圭悟，秋山　浩
 済生会神奈川県病院腎臓内科  服部吉成
 済生会神奈川県病院腎臓外科  二瓶　大
 済生会横浜市東部病院腎臓内科  宮城盛敦
 東邦大学医学部腎臓学講座  酒井　謙
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【O-0629】　 血液透析開始時タイムアウト制の取り組み
 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院血液浄化センター ○田口貴大，田中恵介，加藤千尋，吉岡佑太，高山理恵，

岡崎浩也，三木和美，河村理香，安藤圭子，光本憲祐，
福井辰成，宇津　貴

医療安全　9:30-10:30
座長： 丸山範晃（日本大学）
【O-0630】　 各種緊急脱出機材を用いた避難計画の策定
 （医）社団瀬田クリニック臨床工学チーム ○永井一九三，荻田智味，南　文子，宮本誠子，志水愛子，

西尾利二
【O-0631】　 災害時移送区分と運動機能の関係性
 （医）あさお会あさおクリニック臨床検査部 ○倉茂優子，石田美幸，前波輝彦
 （医）あさお会あさおクリニック内科  吉澤　亮，大和田滋
【O-0632】　 透析開始時のアクシデントに対する当院の取り組み～ 2人同時双方向型のダブルチェックを強化して～
 日本赤十字社医療センター血液浄化センター ○高橋愛香，柳下宏恵，藤原玲子，今井早良
【O-0633】　 現状使用されている透析用フィルムドレッシングの性能比較
 （医）昭生病院臨床工学技術部 ○福井隆一，新谷智之
 （医）昭生病院泌尿器科  和田義孝
【O-0634】　 MESHを利用した洗浄入れ忘れ防止について
 （医）社団翔未会八柱腎クリニック技士部 ○山浦正秀，藤田祐二，中澤由樹，眞山正昭，吉武浩二，

上之原麻奈
 （医）社団翔未会八柱腎クリニック腎臓内科  石田　猛
【O-0635】　 透析療法におけるCarbon emission factorの収集とその課題
 神栖済生会病院 ○永井　恵

医療安全／災害対策 1　10:30-11:30
座長： 神田英一郎（川崎医科大学附属病院腎センター）
【O-0636】　 医療情報連携システム「あじさいネット」を活用した災害等での避難透析における透析条件共有の試み
 （医）陽蘭会広瀬クリニック人工透析内科／腎臓内科 ○廣瀬弥幸，山下めぐみ
 （医）陽蘭会広瀬クリニック人工透析外科／泌尿器科  廣瀬　建
【O-0637】　 北海道胆振東部地震アンケート報告
 仁楡会病院泌尿器科 ○前野七門
 札幌北楡病院外科  久木田和丘
 クリニック198札幌腎臓内科  戸澤修平
【O-0638】　 西日本豪雨災害時の広島県医療救護調整本部から見た透析情報の課題
 青森県立中央病院血液浄化療法部 ○小笠原賢
 青森県立中央病院泌尿器科  田中壽和，岩淵郁哉，川口俊明
【O-0639】　 北海道胆振地震における隣県としての迅速な透析患者受け入れ体制の準備
 青森県立中央病院血液浄化療法部 ○小笠原賢
 青森県立中央病院泌尿器科  田中壽和，岩渕郁也，川口俊明
【O-0640】　 日本各地の透析医療における災害対策～東日本大震災が透析に与えた影響を念頭に～
 福島県立医科大学／いわき市医療センター ○小柴貴明
 （医）社団みやぎ清耀会緑の里クリニック  石田亜希，宍戸　洋
 福島県立医科大学  林　正幸
【O-0641】　 福井県における2018年豪雪災害～福井県透析施設ネットワーク・アンケートより～
 藤田記念病院内科 ○宮崎良一

医療安全／災害対策 2　11:30-12:30
座長： 竜崎崇和（東京都済生会中央病院）
【O-0642】　 当院の災害対策への取り組み
 （医）永仁会尼崎北永仁会クリニック ○山本福英，松山　幸，砂場広美，小川文香，石川亮太，

松本和浩，西山和子，藤巻惠一，永井博之
【O-0643】　 フィードバックを組み込んだ防災訓練実施によるスタッフの防災対応への認識の変化
 （医）光晴会病院血液透析室 ○田崎　優，濱崎麻里子，宇土茂子，島　春菜，石川みどり，

竹村智英子，松方沙紀枝，大坪俊夫
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【O-0644】　 外来維持透析患者の災害の備えに対する実態調査～当院が被災した状況を想定して～
 久留米大学病院腎臓センター ○北原良香，田島絵美，徳永真大，山下智美，小山由香里
 久留米大学病院臨床工学センター  今井徹朗
 久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門  玻座真琢磨，深水　圭
【O-0645】　 台風災害　支援透析を経験して
 社会医療法人敬愛会中頭病院血液浄化センター ○松田　恵，新垣愛子，新川哲子，塩浜康平，宮城　希，

金城一志，與那覇俊美，上里まどか，山田伊織，
與那嶺怜奈，砂川はるな

【O-0646】　 2018年台風21号直撃進路に伴う透析スケジュール変更についての検討
 蒲郡クリニック看護部 ○小田陽子，清水多鶴，中西伸江，平井昇示
 蒲郡クリニック腎臓内科  村上和隆
【O-0647】　 透析患者に対する連絡手段の検討
 （医）社団明厚会大石内科クリニック ○鈴木弘恵，天谷三代子，濱本千恵子，坂本真由美，

清川栄美，後藤淳子，藤井純子，佐藤佐奈枝，大石　明

医療安全／医療事故防止　15:40-16:40
座長： 藤森　明（甲南病院血液浄化・腎センター）
【O-0648】　 ブラッドアクセス固定用テープにおける固定力の検討
 関西医科大学附属病院第二内科 ○今田崇裕，中野　力，上田啓子，草部牧子，染矢和則，

塚口裕康，塩島一朗
【O-0649】　 透析センターにおける転倒防止への取り組み～転倒転落アセスメントシート・対策シートの活用～
 東芝林間病院看護部 ○志賀玲子，大滝容子，久保田美千代，福岡嘉恵
 東芝林間病院腎臓内科  岩崎美津子
【O-0650】　 外来透析患者転倒要因の調査
 （医）社団善仁会横浜第一病院 ○妹尾麗奈，加川康浩，小原圭太，松本　和，石井健夫
 （医）社団永康会元住吉腎クリニック  星野　唯，高田広美
 （医）社団東仁会国分寺南口クリニック  岩崎恵美
 善仁会グループ安全管理本部  本間　崇
【O-0651】　 透析室における薬剤3点認証導入への取り組み　第2報
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院看護部 ○松田　愛，伊藤美和子
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院臨床工学部  飯塚嗣久
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院心臓血管外科  横山秀雄
 （医）桑園中央病院泌尿器科  松井　傑
【O-0652】　 静電容量式タッチセンサーを用いた抜針事故予防器具の作成
 （医）本郷会鎌取内科技士部 ○大屋弘志，渡辺貴洋，田村智恵子
 （医）本郷会鎌取内科  山崎泰明，金井美紀
 （医）明生会東葉クリニック  伊藤家勝，佐藤忠俊，田畑陽一郎
【O-0653】　 外来透析患者の転倒予防への試み
 （医）星晶会愛正透析クリニック看護部 ○小柴隆史，山田　茜，今井弘美
 （医）星晶会愛正透析クリニック診療部  鄭　起孝，越智　聡，松本昭英

看護／医療安全／医療事故防止　16:40-17:40
座長： 前田益孝（JAとりで総合医療センター）
【O-0654】　 当院における医療機器関連インシデントの現況と課題
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院臨床工学部 ○田中結菜，信長慎太郎，植田一喜，園部里桜，野波龍作，

田原光希，元山勇士
【O-0655】　 血液透析運転開始直後までのインシデント報告と行動の実態
 田辺記念病院透析医療センター臨床工学科 ○東辻保則，畑　佳伸，中田幸平，神吉翔一郎
 滋慶医療科学大学院大学  飛田伊都子，佐々木雅子，加納　隆
【O-0656】　 当クリニックにおけるインシデントゼロに向けた取り組み
 （医）社団松和会藤沢メディカルクリニック ○前田博美，加藤　桂，立野悦子，相良由紀子，高橋めぐみ，

榎本香織，白井英子
 （医）社団松和会湘南星和クリニック  石井博文
【O-0657】　 透析室における4M5E分析を用いた医療事故防止の取り組み
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院透析室 ○小野麻由香，白垣友貴，田中奈緒美，木村文男
【O-0658】　 当院透析室における安全文化向上への取り組み
 とよみ生協病院透析室 ○友寄景介，福原祐子，與那覇綾子
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【O-0659】　 透析液溶解装置，供給装置のトラブルシューティング対策
 新潟県済生会済生会新潟第二病院臨床工学室 ○星野稔貴，廣澤　宏，堰　和人，番場香織，本望　翼，

阿部健太，長谷川伊織，近藤恭子，坂井伸行，堀　貴行，
星　義弘

第20会場（アネックスホール　F205）

看護／バスキュラーアクセス　8:30-9:30
座長： 田原　恒（原三信病院）
【O-0660】　 人工血管内シャント管理の現状
 （医）社団豊永会飯塚記念病院腎・生活習慣病センター ○長谷川理恵，太田久美子，七俵啓一郎
 （医）社団豊永会飯塚記念病院腎臓内科  杉若昌一，豊永次郎，武田一人
【O-0661】　 透析看護認定看護師が内シャント穿刺部位の選定時に困難と捉える場面とその対処方法
 （社医）札幌白石記念病院血液浄化部 ○木村　剛
【O-0662】　 長期留置カテーテル出口部の清潔保持について考える
 （医）佐藤循環器科内科透析室 ○形山裕子，小川治美，高橋妙子，佐藤　譲
【O-0663】　 透析看護師としての役割～シャント診察からみえたこと～
 （医）社団蒼紫会森下記念病院血液透析センター ○星野久美子，梁川由美子，小針美由紀，倉井麻里子，

吉冨栄美子，鈴鹿ゆかり，岩崎のり子，河野　充，
廣谷紗千子，森下将充，森下　薫

【O-0664】　 非カフ型カテーテル関連血流感染サーベイランス結果報告
 JCHO大阪病院血液浄化センター ○西川佳那恵，酒井圭子，柴谷涼子
【O-0665】　 VAIVT施行患者におけるシャント狭窄・閉塞要因についての検討
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院看護部 ○中村裕恵，山田結花
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院臨床工学科  千葉康雄，和泉一樹
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院透析センター  稲津昭仁
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院内科  久留秀樹，土屋貴彦，上畑昭美，須藤祐司
 （医）社団嬉泉会嬉泉クリニック内科  泉　朋子

看護／精神，心理 1　9:30-10:30
座長： 新田靖之（JCHO若狭高浜病院）
【O-0666】　 透析導入前後における患者の心理状態を把握する意義
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 ○八尋真名，水崎浩輔，木田有利，名波正義，長澤康行，

蓮池由起子，倉賀野隆裕
 武庫川女子大学大学院文学研究科臨床心理学専攻  本山佑子，佐方哲彦
【O-0667】　 糖尿病性足壊疽，重症下肢虚血により下肢切断した透析患者の軌跡 

～足潰瘍発生から退院後自立した生活に戻るまでの思い～
 （医）社団日本鋼管福山病院透析センター ○松田和子，大迫辰枝
 福山平成大学看護学部  内田史江
【O-0668】　 当院維持透析外来における長時間透析普及啓発に向けたアプローチのスタンドポイント 

～看護師の立場から～
 （医）腎愛会だてクリニック看護部 ○三浦かおる，仁平智子，伊達敏行
【O-0669】　 透析室スタッフが穿刺に失敗した際のストレスについての調査
 さなるサンクリニック ○山口和輝，颯田佳代子，内山真波，山口慶子，畦倉久紀
【O-0670】　 透析非導入で終末期を希望されていたA氏との関わりを振り返る～納得できる選択をめざして～
 株式会社日立製作所日立総合病院看護局 ○森永美智子，姫路佳代
 株式会社日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【O-0671】　 透析困難症の患者との関わりを通して学んだこと～危機モデルを通して見えた心理～
 （医）あおもり腎透析・泌尿器科クリニック ○阿部　梢，熊谷佳澄，金子美由紀，川越佳子，工藤冬紀子，

野呂里佳子

看護／精神，心理 2　10:30-11:30
座長： 高柳麻紀（広島大学病院）
【O-0672】　 聴覚障害を持つ患者に手話を用いたコミュニケーションを図って
 社会医療法人三栄会ツカザキ病院看護部 ○高嶋美穂，田中　歩，矢野聡子
 同臨床工学科  後藤　智，北村雅良
 同外科  塚崎高志
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【O-0673】　 C型肝炎陽性によるベッド位置固定とDAA治療が患者に与えた心理的影響
 （医）かもめクリニックかもめクリニック看護部 ○山名登代子，大和田一範，金田　浩
【O-0674】　 入院透析患者におけるソシオエステティックの効果
 （医）社団大坪会三軒茶屋病院 ○志賀千恵子
 （医）財団青葉会東都三軒茶屋クリニック腎臓内科  大坪　茂
 （医）社団大坪会三軒茶屋病院看護部  大村秀子
 日本エステティック協会  古川尚史，久米健市
 （医）社団大坪会三軒茶屋病院腎臓内科  大坪由里子
【O-0675】　 当院でのエロビキシバットの使用経験～上皮機能変容薬からの変更により下痢が改善した3症例～
 （医）社団日高会富岡クリニック ○松本　晃，高橋伴彰，小林　充，磯松幸成
 （医）社団日高会日高病院  安藤哲郎，安藤義孝
【O-0676】　 当院血液透析症例における夏季と冬季の掻痒感の比較
 （医）社団腎友会岩見沢クリニック看護部 ○葛西恵美，渡辺心平，山本章雄，千葉智市，千葉尚市
【O-0677】　 かゆみ軽減を目指した取り組み～ライスパワーを使用して～
 （医）以和貴会西崎病院透析センター ○松原　綾，永山園子，坊上百合子

看護／QOL　11:30-12:30
座長： 鉾立優作（豊郷病院血液浄化センター）
【O-0678】　 外来透析患者のエルゴメータ運動療法の日常生活行動と自己効力感の変化
 （医）結和会松山西病院看護部 ○升田安希子，川本光江，竹本祥子，栗田純子，鶴井七重，

山内多恵子，俊野昭彦
 愛媛大学  野本ひさ
【O-0679】　 当院におけるフレイルの現状
 日並内科外科医院 ○山本隆司，前田沙織，大畑由希乃，木南雄貴，北添彩乃，

八幡晃典，内古閑修
【O-0680】　 両下肢切断透析患者の移動への工夫
 （医）見水会福山クリニック ○箱田　好，塩飽直子，藤井裕子，藤井秀美，原　由枝，

北村一夫，松永幸弘，馬場　勇，加藤信夫
【O-0681】　 内シャントとカフ型カテーテル使用患者のQOLの比較
 （医）邦友会小田原循環器病院 ○府川真理子，村瀬俊文，森末明子
 公益社団法人鹿児島共済会南風病院  斎藤潤栄
 （医）社団善仁会横浜第一病院  柴田厚子
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院  谷口弘美
 （医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科  安田　透
 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院  樋口ひとみ
【O-0682】　 長期血液透析患者の妊娠と産後の看護
 北九州腎臓クリニック ○佐野愛美，中野久栄，吉田幸子，塚原健太，海津梓奈子，

海津嘉毅
 新北九州腎臓クリニック  三谷博通，海津嘉蔵
 産業医科大学病院産婦人科  柴田英治
 社会医療法人製鉄記念八幡病院産婦人科  蜂須賀徹
【O-0683】　 当院の週4回血液透析症例と4時間週3回血液透析症例の愁訴の比較
 腎友会岩見沢クリニック看護部 ○金内夏季，渡辺心平，山本章雄，千葉智市，千葉尚市

看護／血液透析における患者支援　16:40-17:40
座長： 熊澤ひとみ（偕行会透析医療事業部）
【O-0684】　 透析導入を拒否していたA氏が笑顔で透析通院できるまでの取り組み
 （医）財団東京勤労者医療会東葛病院腎センター ○浅川恵美子，久保田祐子，鈴木佳世，上條隆介，

大内田めぐみ
【O-0685】　 透析時間延長を拒む患者との関わり
 社会医療法人名古屋記念財団金山クリニック ○江尻麻実，田原美奈子，田中　希
【O-0686】　 A病院で血液透析を受けている有職者の健康行動に関する自己効力感
 （医）徳洲会札幌徳洲会病院血液浄化センター ○竹内亜佑美，石原文緒
【O-0687】　 当院の血液透析（HD）患者の便秘の現状と今後の対策
 （医）至誠会島松内科医院 ○島崎由美子，島田和美，向野恵美，稲益浩子，住田容子，

島松和正
【O-0688】　 当院の透析患者における口腔乾燥の実態調査を実施して
 （医）社団富田クリニック ○富樫映吏子，高田ゆかり，住谷ゆみ，荒木陽子，中澤弘貴，

一色啓二，富田耕彬
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【O-0689】　 維持HD患者における低カリウム（K）血症対策としてのスピロノラクトン処方の試み
 （医）琴仁会石本病院透析室 ○菱井香織，森脇美希，上野鈴香，洲崎友香子，松間　稔，

石本淳也
 和歌山県立医科大学腎臓内科学  根木茂雄，重松　隆

第21会場（アネックスホール　F206）

オンラインHDF 1　8:30-9:30
座長： 赤井靖宏（奈良県立医科大学）
【O-0690】　 On-line HDF評価における総濾過量/体表面積の有用性
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○浦辺俊一郎，加藤基子，加藤亜輝良，深澤桃子，松沢翔平，

檜山英巳，栗井阿佐美，兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院  田中進一，北村　真，飛田美穂，倉田康久
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
【O-0691】　 前希釈On-lineHDFにおいて前半集中置換が溶質除去効率に影響するか？
 （医）明生会東葉クリニック ○櫻井優也，坂口鉄兵，井竹康郎，吉田正美，山下淳一，

大森耕一郎，田畑陽一郎
【O-0692】　 後希釈オンラインHDFに間歇補充を付加すると除去効率に影響を与えるのか
 釧路泌尿器科クリニック ○大澤貞利，中村祐貴，伊藤正峰，斉藤辰巳，山本英博，

佐野　洋，久島貞一
【O-0693】　 間歇補充型血液濾過透析とオンライン血液濾過透析における体水分動態に関する検討
 東京医科歯科大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○干川祐樹，大久保淳，桜沢貴俊，岡戸丈和
【O-0694】　 逆濾過間歇補液を併用したPreOHDFにおける低分子量蛋白除去性能の検討
 社会福祉法人恩賜財団済生会済生会熊本病院臨床工学部門 ○阿南博之，吉田　豊，奥野敏行，木村亜由美，高木友理子，

荒木康幸，副島一晃
【O-0695】　 前希釈HDFの置換液量が生体適合性に与える影響
 （医）健友会本間病院透析室 ○五十嵐一生
 （医）健友会本間病院腎臓内科  中山恭子
 日本海総合病院腎臓内科  中山隆弘

オンラインHDF 2　9:30-10:30
座長： 阿部貴弥（岩手医科大学）
【O-0696】　 血漿濾過率を利用した後希釈OHDFの経験
 （医）仁水会湘南GPクリニック臨床工学部 ○平山智彦，林　亨太，押田雅絵，碓井大豪
 （医）仁水会湘南GPクリニック人工透析内科  小池　純
【O-0697】　 HDとOn-line HDFにおけるアミノ酸漏出量：Kt/V同一での検討
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○浦辺俊一郎，加藤基子，加藤亜輝良，深澤桃子，松沢翔平，

檜山英巳，栗井阿佐美，兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院  田中進一，北村　真，飛田美穂，倉田康久
 透析医療・技術研究所  坂下惠一郎
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
【O-0698】　 各治療条件の変更に伴うTMP変化の検証
 （医）拓真会田中クリニック ○武島正佳，山本浩介
 （医）拓真会仁和寺診療所  東　拓也
 姫路獨協大学  小寺宏尚
【O-0699】　 オンラインHDFで低分子ヘパリンは増量が必要か？
 特定（医）仁真会白鷺診療所医療技術部 ○光山明成，高田茂和
 特定（医）仁真会白鷺病院  井上裕史，山本忠司，山川智之
【O-0700】　 透析低血圧に対するOn line HF（OHF）に近いOHDFの治療条件の工夫
 （医）しもかど腎透析クリニック ○福井崇之，河野真紀
 （医）しもかどクリニック  下門清志，森本光士郎，小汀裕子，山本裕美
【O-0701】　 透析困難症に対するオンライン血液透析濾過の臨床効果
 社会医療法人川島会川島病院臨床工学部 ○山下　翔，田中悠作，道脇宏行，田尾知浩
 社会医療法人川島会川島病院腎臓科  岡田一義
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オンラインHDF 3　10:30-11:30
座長： 西　一彦（熊本大学）
【O-0702】　 on-lineHDFにI-HDFを組み合わせたモードの有用性検証
 社会医療法人社団順江会東京綾瀬腎クリニック ○成沢博明，石川夏実，大木佑作，染谷宗和，高山直樹，

長田しをり
【O-0703】　 O-HDF/I-HDF両者を組み合わせた透析
 （医）駿東育愛会望星第一クリニック ○鈴木克治，大石成省，若林正則，若林良則
【O-0704】　 大量濾過前置換On-line HDFとHDにおけるアミノ酸漏出の検討
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○加藤基子，浦辺俊一郎，加藤亜輝良，深澤桃子，松沢翔平，

檜山英巳，栗井阿佐美，兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院  田中進一，北村　真，飛田美穂，倉田康久
【O-0705】　 当院でのオンラインHDF後希釈での溶質除去性能の比較
 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院診療技術部ME室 ○大泉佑太，宮本隼水，小林昭徳，並木暢也，中山裕一
 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院腎臓内科  石井龍太，塚原知樹，松永恒明，金子洋子，間瀬かおり，

楊川堯基，石津　隆
【O-0706】　 後希釈OHDFでの血漿濾過率の有効性検討
 （特医）松圓会東葛クリニック病院臨床工学部 ○山田航平，小島定夫，稲田陽司
 同内科  池田耕一
 同外科  東　仲宣
【O-0707】　 希釈法の違いによる治療効率の変化
 （医）桜希会東朋八尾病院 ○大中秀介，小間　勝，金光律和，西井直美，佐藤直也，

新開多久美，井上美由紀，榊　千春，己斐知美，稲田　彩，
小谷由美子，西山　誠

オンラインHDF 4　15:40-16:40
座長： 家原典之（京都市立病院）
【O-0708】　 前希釈オンラインHDF併用I-HDFは何をもたらすか？
 （医）社団泰成会みずほ腎クリニック臨床工学部 ○鈴木勝利，斉藤孝雄
 （医）社団泰成会みずほ腎クリニック診療部  田尻篤郎，藤田章二
 （医）社団泰成会しぶかわ内科クリニック診療部  森　泰男
【O-0709】　 On-Line-HDFは栄養状態の改善に寄与するか
 グランハート透析クリニック臨床工学科 ○金指　亨，山家光織，樋口知紀，柚木　聡
 グランハート透析クリニック腎臓内科  小篠　榮，櫻井信行
【O-0710】　 当院におけるOn-line HDF実施後の患者生命予後～HDと比較して
 大幸砂田橋クリニック ○隈　修一，石原福地，中嶋俊介，伊井友昭，山田和希，

西野省吾，加藤博愛，黒岩　実，西元孝二，近藤弥生，
清水季涛，前田裕子，飯田俊郎，前田憲志

 透析医療・技術研究所  坂下惠一郎
【O-0711】　 後希釈O-HDFに可変I-HDFを併用した溶質除去効果の検討
 （社医）石心会さいわい鹿島田クリニック ○森尾仁貴，齋藤千尋，伊澤　潤，武田　勝，鶴澤一行，

木暮照子，朝倉裕士
 （社医）石心会川崎クリニック  玉木　遼，中村賢洋，若狭幹雄，宍戸寛治
【O-0712】　 高齢者へ対するオンラインHDF～当院での取り組み～
 （医）仁医会染矢クリニック ○山口　翼，宮内宗美，山邉知美，住吉安代，松澤俊雄，

木下義久，染矢克己
【O-0713】　 超長期透析歴患者における高血液流量オンラインHDF療法～透析歴50年を目指して～
 （医）社団菅沼会腎内科クリニック世田谷人工透析内科 ○菅沼信也
 （医）社団菅沼会腎内科クリニック世田谷臨床工学部  阿部達弥，正木一郎

I-HDF 1　16:40-17:40
座長： 池田裕次（佐賀大学）
【O-0714】　 iHDFの血圧安定化は透析停止による血漿再充填の促進がもたらす
 （医）健友会本間病院透析室 ○五十嵐一生
 （医）健友会本間病院腎臓内科  中山恭子
 日本海総合病院腎臓内科  中山隆弘
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【O-0715】　 間歇補充型血液透析濾過（I-HDF）における補充間隔と血圧安定効果の関連
 （医）財団青葉会東都三軒茶屋クリニック腎臓内科 ○大坪　茂，久保田孝雄
 （医）財団青葉会東都三軒茶屋クリニック看護部  成田晃子
 （医）財団青葉会東都三軒茶屋クリニック臨床工学科  後藤康司
【O-0716】　 I-HDFにおける個別間歇補充プログラムが血圧変動および血圧低下処置に与える影響
 （医）萬田記念病院診療部 ○渡部佑樹，中村　実，松浦勇介，岡山雅哉，加藤宝貢，

小林陽介，柴田晴昭
 （医）萬田記念病院内科  萩原誠也
 （医）萬田記念病院腎臓内科  名和伴恭
【O-0717】　 間歇補充型透析濾過（I-HDF）の補液間隔の違いによる溶質除去特性と循環動態の比較検討
 （医）社団宏仁会小川病院透析室 ○串橋祐也，柳澤壮志，黒岩弘樹，内田周作，新井鐘大，

澤　貴広，崔　正哉，北川　宏
 （医）社団宏仁会高坂醫院  山田裕一
【O-0718】　 当院におけるI-HDF集計報告
 （医）偕行会名港共立クリニック ○小嶺博樹，鈴木隆斗，服部　裕，北　直記，森川由紀，

萱野　哲，黒田浩樹，田岡正宏，佐藤　隆
【O-0719】　 透析液温度を変化させたI-HDF（Hot shot I-HDF）における循環動態改善効果
 さかいクリニック透析センター ○岩尾昌之，水口裕梨，前部達也，中東湧奎，西島宥碁
 さかいクリニック  坂井陽祐

I-HDF 2　17:40-18:30
座長： 久野　勉（池袋久野クリニック）
【O-0720】　 透析困難症に対するIHDFの施行経験
 社会医療法人同仁会耳原総合病院臨床工学科 ○畑　尚登，宮野伸也
 社会医療法人同仁会耳原総合病院腎臓内科  林　　研，熊澤　実，植田祐美子，大矢麻耶
【O-0721】　 I-HDF施行における血圧維持の検証
 （社医）天神会野伏間クリニック臨床工学課 ○佐野可奈
 （社医）天神会野伏間クリニック内科  田中秀憲
 （社医）天神会法人本部  岩本ひとみ
 （社医）天神会新古賀病院循環器内科  古賀伸彦
【O-0722】　 プログラム補液型HDFにおける，一回補液量減少の評価
 （医）淳康会堺近森病院 ○赤松成仁，井本大貴，花岡孝行，政木成嗣，岡林和美，

大西哲郎，前　暢子，駒井則夫
【O-0723】　 I-HDFにおける変動プログラムの検討
 三愛病院附属矢巾クリニック臨床工学科 ○中村俊康，奥野由利，伊藤伸也
 三愛病院附属矢巾クリニック泌尿器科  藤島幹彦
 （医）恵仁会三愛病院臨床工学科  浅沼慶彦
【O-0724】　 I-HDF置換方法別効果の検討
 （医）社団聖水会高山クリニック臨床工学技士部 ○上妻　功，姉川聡美，尾崎泰史，森邊朋子，田中健太郎，

米井佑紀子，大澤　徳，冨永祐輔，蟹由　斉，高山政之
 （医）社団聖水会小笠原クリニック  小笠原陽
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一般演題（口演）一般演題（口演）
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第3日目　6月30日（日）

第8会場（会議センター　3F　311+312）

血液浄化法／血漿交換／症例報告　8:30-9:30
座長： 酒井行直（日本医科大学付属病院）
【O-0725】　 甲状腺クリーゼによる循環不全に対し血漿交換＋持続血液透析が奏功した一例
 仙台市立病院 ○古田恭平，竹内陽一，古川暁子，秋保直樹，井筒琢磨，

中川　孝
【O-0726】　 ‐D‐血液型不適合妊娠に対して血漿交換が奏功した一症例
 大阪大学医学部附属病院腎臓内科 ○土井洋平，高橋篤史，森田将史，余西洋明，富　量平，

上田仁康，水井理之，濱野高行，高畠義嗣，猪阪善隆
 大阪大学医学部附属病院産科婦人科  味村和哉，木村　正
【O-0727】　 抗GAD抗体陽性の自己免疫性脳炎に対して二重濾過血漿交換が奏効した一例
 JCHO神戸中央病院腎臓内科 ○山崎皓亮，藤井敦子，中村　格，足立陽子
 JCHO神戸中央病院神経内科  辻　麻人，小別所博
【O-0728】　 ステロイド抵抗性抗アクアポリン（AQP）4抗体陰性のNMOSD に対し血漿交換が奏功した一例
 JCHO大阪病院内科 ○伊東明香根，加藤紗香，松井　翔，森岡史行，前田志穂美，

釘宮愛子，岩橋恵理子，鈴木　朗
【O-0729】　 MPO-ANCA関連腎炎で血液透析導入となり血漿交換を施行し透析離脱し得た一例
 東京品川病院 ○平山憲人，根岸康介
【O-0730】　 血漿交換が奏効した2型クリオグロブリン血症による過粘稠度症候群の一例
 東京都立墨東病院腎臓内科 ○真崎里紗，柳川英輝，鈴木健文，源馬　拓，古橋健太，

井上佑一，田中仁美，井下聖司
 東京都立墨東病院リウマチ膠原病科  島根謙一

血液浄化法／CART　臨床研究　9:30-10:30
座長： 小原史生（函館厚生院ななえ新病院）
【O-0731】　 当院におけるCARTの治療成績
 日本医科大学千葉北総病院透析科 ○山田剛久，山崎直人，柏木哲也
 日本医科大学付属病院腎臓内科  鶴岡秀一
【O-0732】　 当院における腹水濃縮再静注法（CART）の有用性の検討
 （医）偕行会名古屋共立病院臨床工学科 ○趙　承宗，樽井滋郎，宇津木哲，首藤隆太，北原良明，

加藤ゆり，中野　薫，玉木良宙，秦　慧児，恒川将大，
岸野留美子，服部紘尚，満田真吾

 （医）偕行会名古屋共立病院消化器内科  栗本拓也
【O-0733】　 腹水症におけるCARTの血清アルブミン上昇効果の検討
 信州大学医学部附属病院腎臓内科 ○山田洋輔，犬井啓太，原　悠太，藤井一聡，園田光佑，

橋本幸始，上條祐司
【O-0734】　 KM-CART施行時の洗浄回数と血清総蛋白，アルブミン回収率の関係性
 大阪府済生会中津病院臨床工学技術部 ○竹口修平，野口勇樹
 大阪府済生会中津病院腎臓内科  嶋津啓二，田中敬雄
【O-0735】　 ACH-Σを使用したCART時の逆濾過洗浄の検討
 関西電力（株）関西電力病院臨床工学部 ○梅井克行，梅田百合子，岩田まり，中西一秀
 関西電力（株）関西電力病院腎臓内科  戸田尚宏，古宮俊幸
【O-0736】　 癌性腹水の内圧CARTにおける濾過膜目詰まりの臨床的検討
 大阪赤十字病院臨床工学技術課 ○徳野雅彦，石原健志，又曽建八，白井勇希，坪田卓也，

廣瀬陽太郎，佐上善昭
 大阪赤十字病院腎臓内科  井上唯衣，岩田　恵，古賀健一，西岡敬祐，菅原　照

血液浄化法／CART／使用経験　10:30-11:30
座長： 戎　直志（北出病院）
【O-0737】　 肝移植待機患者に対するCARTの施行経験
 広島大学病院臨床工学部門 ○坂本優実，小野裕明，斎藤秀敏
 広島大学病院移植外科  大平真裕
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【O-0738】　 当院の腹水濾過濃縮再静注法への取り組み～腹水濃縮の検討～
 新城市民病院診療支援部臨床工学課 ○守屋賢志，鈴木祥仁，齊藤夏実，袴田貴大，平井友美子
 新城市民病院腎臓内科／新城市民病院透析センター  佐藤元美
【O-0739】　 PDチューブを使用した腹水濾過濃縮再静注法（CART）とHD併用の1例
 熊本医療センター救命救急部臨床工学技士部門 ○松下尚暉，田代博崇，竹本勇介，佐藤朋哉，清元　玲
 熊本医療センター腎臓内科  富田正郎，梶原健吾，板井陽平，中村朋文，山本紗友梨
【O-0740】　 薬剤性肝障害に対し，腹水濾過濃縮再静注法（CART）による補助療法が肝臓再生に貢献した1例
 諏訪中央病院臨床工学科 ○米山昂佑，濱　彩乃，赤羽祐樹，秦　寛樹，戸塚信幸
 諏訪中央病院腎臓内科  竹内菜緒，荒木　真
【O-0741】　 難治性腹水に長期の腹水濾過濃縮再注法（CART）が有用であった一例
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○金子千里，關谷秋奈，齋藤　慎
 公立富岡総合病院消化器科  齋藤秀一
【O-0742】　 生体肝移植（LDLT）後に感染予防目的にCARTを施行した1例
 広島大学病院診療支援部臨床工学部門 ○小野裕明，斎藤秀敏，坂本優実
 広島大学病院消化器・移植外科  大平真裕

血液浄化法／血漿交換療法　11:30-12:10
座長： 春日弘毅（偕行会名古屋共立病院）
【O-0743】　 当センターにおける血栓性血小板減少性紫斑病への血漿交換療法の検討
 自治医科大学附属さいたま医療センター透析部 ○湊さおり，睦好祐子，植田裕一郎，平井啓之，賀古真一，

大河原晋，神田善伸，森下義幸
【O-0744】　 多発性骨髄腫のfree light chain（FLC）除去における選択的血漿交換法（SePE）と二重濾過血漿交換法（DFPP）

の比較
 佐野厚生総合病院内科 ○渡部　統，星　健太，西岡　謙，黒川安晴，丸山　博，

村上円人
【O-0745】　 原発性マクログロブリン血症（WM）に対してPE，DFPPを施行した症例
 福岡大学病院臨床工学センター ○浜内和也，山内和也，番家久恵
 福岡大学病院腎臓膠原病内科  浜内亜希，伊藤建二，安野哲彦，升谷耕介，中島　衡
 福岡大学病院腫瘍血液感染症内科  中島勇太，高松　泰
【O-0746】　 クライオフィルトレーションの洗浄・圧力監視回路の工夫
 北播磨総合医療センター臨床工学室 ○大下夏葵，長谷川奏，清水悠雅，杉田　匠，中西鮎美，

藤川義之

血液浄化法／白血球除去療法　14:10-15:10
座長： 大棟浩平（京都桂病院）
【O-0747】　 当院における難治性潰瘍性大腸炎に対するCAPの治療成績
 秋田赤十字病院医療技術部 ○清水景介，熊谷　誠
 秋田赤十字病院消化器内科  飯塚政弘
【O-0748】　 当院における潰瘍性大腸炎に対する顆粒球吸着療法の治療成績
 伊勢崎市民病院臨床工学科 ○関塚くみ子，加藤志織，高田修二，長沼　徹，富田行成
 伊勢崎市民病院腎センター  竹澤　豊
 伊勢崎市民病院消化器内科  増尾貴成
【O-0749】　 潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療法および抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体治療の後ろ向き研究 

～費用対効果からの考察～
 東京ベイ・浦安市川医療センター ○坂井正弘，伊藤知行，伊藤慎介，遠藤慶太，林野　翔，

吉野かえで，北村浩一，本村廉明，鈴木康浩，鈴木利彦
 東京歯科大学内科  林　晃一
【O-0750】　 通常法とシングルニードル法の吸着効率を比較できた1例
 大阪府済生会中津病院腎臓内科 ○濱　悠馬，嶋津啓二，田中敬雄
 大阪府済生会中津病院臨床工学技術部  野口勇樹
【O-0751】　 Lixellの長期使用が心筋脂肪酸代謝に与える影響
 特定（医）桃仁会桃仁会病院臨床工学部 ○鈴木尚紀，人見泰正
 特定（医）桃仁会桃仁会病院循環器内科  西村眞人
 特定（医）桃仁会桃仁会病院泌尿器科  橋本哲也
【O-0752】　 GMAにおける抗凝固剤投与量の減量に関する基礎的検討
 北里大学大学院医療系研究科医療安全工学 ○佐々木和馬
 北里大学医療衛生学部臨床工学専攻  小川貴康，小林こず恵
 北里大学大学院医療系研究科医療安全工学  塚尾　浩，廣瀬　稔
 ／北里大学医療衛生学部臨床工学専攻
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急性血液浄化法／臨床研究　15:10-16:10
座長： 上條祐司（信州大学）
【O-0753】　 急性腎障害症例の腎代替療法早期離脱におけるスタチンの有用性
 平成紫川会小倉記念病院腎臓内科 ○安宅映里，原田健司，金井英俊
【O-0754】　 Septic AKIに対する急性血液浄化療法としてのPMMA-HDFの有用性
 相模原協同病院血液浄化センター ○窪田　彬，風呂正輝，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
 相模原協同病院看護部人工透析室  須田春香，小林千恵
 相模原協同病院臨床工学室  吉田昌浩，小俣利幸
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進
【O-0755】　 非閉塞性腸管虚血に対する血液浄化療法
 水戸医療センター外科 ○小崎浩一，安達直樹
 水戸医療センター泌尿器科  飯沼昌宏，市村　靖
【O-0756】　 AN69ST膜は敗血症患者の血漿IL-8を減少させる
 呉医療センター腎臓内科 ○高橋俊介，田中芳樹，京田尚子，有馬隆弘
 広島大学病院腎臓内科  中島　歩，正木崇生
【O-0757】　 遺伝性血管性浮腫の維持透析患者に発症した重症感染症について
 相模原協同病院血液浄化センター ○風呂正樹，窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
 こじま内科  小島弘之
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進
【O-0758】　 エンドトキシン吸着療法（PMX）を実施した進行性間質性肺炎の6症例の経験
 大阪医科大学附属病院血液浄化センター ○鍵谷真希，赤坂圭祐，田丸哲郎，戸川卓哉，小松剛士，

折田智宏，有家礼次，平野　一
 大阪医科大学附属病院血液浄化センター  能見勇人，東　治人
 ／大阪医科大学腎泌尿器外科

第9会場（会議センター　3F　313+314）

急性血液浄化法／CRRT　8:30-9:30
座長： 金田幸司（大分赤十字病院）
【O-0759】　 心臓血管術後HD患者における，持続的血液濾過透析（CHDF）の回路内凝固因子の検討
 帝京大学医学部附属病院腎センター ○山内貴博，宮坂康司，川崎義隆，新井繁幸，田村好古，

柴田　茂，藤垣嘉秀
 帝京大学医学部附属病院ME部  澤村成史
【O-0760】　 CRRT導入前からのrTM投与症例のFLTの検討
 佐世保市総合医療センター医療技術部臨床工学室 ○小柳邦治，永野裕之
 佐世保市総合医療センター腎臓内科  中沢将之
 佐世保市総合医療センター看護部看護科  吉福律子
【O-0761】　 CEによるICU常駐での臨床技術介入が心臓血管手術後の維持透析患者へもたらす効果
 埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部 ○浦田優子，塚本　功，松田真太郎，土屋陽平，坂下浩太，

濱田雅美，小野塚豊，山本仁志，中嶋　藍
 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部  渡辺裕輔
【O-0762】　 CEによるICU常駐での臨床技術介入が心臓血管手術後AKIでCRRTを施行した患者へもたらす効果
 埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部 ○浦田優子，塚本　功，松田真太郎，土屋陽平，坂下浩太，

濱田雅美，小野塚豊，山本仁志，中嶋　藍
 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部  渡辺裕輔
【O-0763】　 CEによるICU常駐での臨床技術介入が心臓血管手術後の血液浄化管理にもたらす効果
 埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部 ○浦田優子，塚本　功，松田真太郎，土屋陽平，坂下浩太，

濱田雅美，小野塚豊，山本仁志，中嶋　藍
 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部  渡辺裕輔
【O-0764】　 多用途血液処理用装置付属シリンジポンプ流量精度の検証
 奈良県総合医療センター臨床工学技術部 ○藤本義造，中村充輝，三馬省二
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急性血液浄化法／症例　9:30-10:30
座長： 阿部貴弥（岩手医科大学）
【O-0765】　 日本紅斑熱による敗血症性ショックに対して，CHDF，PMX-DHPの併用により救命できた1例
 中国中央病院内科 ○雛元紀和，中迫幸男，平田教至
【O-0766】　 急性腎障害を合併した悪性症候群に血液濾過透析が有効であった1例
 新渡戸記念中野総合病院 ○篠遠朋子，飯嶋真秀，横手裕明，内原俊記，融　衆太，

野田翔平，萬代新太郎，佐藤英彦，佐藤恵子，千田佳子，
野田裕美

【O-0767】　 長期透析患者に合併した褐色細胞腫の1例
 東京女子医科大学腎臓内科 ○潮　雄介，神山理明，新田孝作
 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科  土谷　健
 東京女子医科大学腎臓内科多発性嚢胞腎病態研究部門  片岡浩史，望月俊雄
 東京女子医科大学高血圧内分泌内科  森本　聡，市原淳宏
 東京女子医科大学乳腺・内分泌外科  吉田有策，岡本高宏
【O-0768】　 転移性肝腫瘍に対する肝動脈化学塞栓療法後に腫瘍崩壊症候群を来し血液透析を導入した1例
 京都府立医科大学腎臓内科 ○澤井慎二，上原正弘，砂原康人，山内紘子，森本真理，

浦田倫子，山下紀行，塩津弥生，草場哲郎，玉垣圭一
【O-0769】　 偶発性低体温症に対し持続的血液透析濾過を用いた1例
 NTT東日本札幌病院腎臓内科・透析センター ○中垣　祐，伊藤一洋，兼島伸青，眞岡知央，山本理恵，

吉岡成人
【O-0770】　 腹部大動脈閉塞と低Na血症を呈した症例にCHDFを施行し，救命した一症例
 北海道医療センター臨床工学室 ○岩館　直，阿部　渉
 北海道医療センター腎臓内科  伊藤政典，柴崎跡也

オンラインHDF／ I-HDF　10:30-11:20
座長： 一色啓二（富田クリニック）
【O-0771】　 I-HDF施行下におけるTDF-MVとNVF-Mの比較検討
 近江八幡市立総合医療センター臨床工学科 ○仲山明良，牧田広之，尾田勇樹，永福啓一，久郷　稔
 近江八幡市立総合医療センター腎臓内科  門　浩志
【O-0772】　 蛋白低漏出型ダイアライザ（Ia型）使用高齢患者におけるI-HDF
 （医）恵泉会せせらぎ病院 ○福田智康，小林紀之，高橋陽一，木村和美，戸島規子，

田中祟元，安村幹央，宮本克彦
【O-0773】　 JMS社製精密濾過フィルター JP-60Kの性能評価
 社会医療法人名古屋記念財団平針記念クリニック臨床工学部 ○桐生　武，石田拓弥，中原秀之，田島弘隆，小熊博康
 社会医療法人名古屋記念財団平針記念クリニック内科  渡辺達人，飯田喜康
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院臨床工学部  森實篤司
【O-0774】　 バクスター社製ヘモダイアフィルタ「ポリフラックスH」の症例報告
 （医）偕行会名港共立クリニック ○小嶺博樹，鈴木隆斗，服部　裕，北　直記，森川由紀，

萱野　哲，黒田浩樹，田岡正宏，佐藤　隆
【O-0775】　 バクスター社製Polyflux hヘモダイアライザーの使用経験
 北川クリニック ○川谷喜政，村山　剛，林　豊則，伊藤　央，塚原邦弘，

千藤康雄，北田加津子，坂東秀夫，岸田尚夫，北川慶幸，
丸山栄勲

オンラインHDF／フィルター性能評価　11:30-12:30
座長： 磯野元秀（滋賀病院）
【O-0776】　 ダイアライザと濾過量の変更によるRLS症状改善の検討
 （医）友秀会伊丹腎クリニック ○秋山翔太，伊丹儀友
【O-0777】　 置換液量に着目した前希釈OHDFによるFX180HDFの性能評価
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所武蔵小杉クリニック ○狩野博保，鳥井祐樹，佐貫至徳，佐藤昭子，高良雅弘，
 臨床工学部  小川千恵，前田国見
【O-0778】　 前置換on-line HDFにおけるヘモダイアフィルタFX HDFの性能評価
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○深澤桃子，栗井阿佐美，浦辺俊一郎，加藤亜輝良，

松沢翔平，加藤基子，檜山英巳，兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院  北村　真，飛田美穂，倉田康久
 透析医療・技術研究所  坂下惠一郎
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
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【O-0779】　 FIX-210Uecoの性能評価
 （医）山東第二医院臨床工学部 ○青木拓磨，後藤博之，石黒晃平，山崎良貴，長谷川文夫
 （医）山東第二医院内科  惠　らん，惠　以盛
【O-0780】　 GDF21における除去性能
 （医）偕行会セントラルクリニック ○加藤　碧，山下莉穂，鹿爪智哉，伊藤拓也，篠崎湧太，

黒田友衣，砂野裕美，藤川淳子，村上桐子，虫賀督幸，
佐藤眞由美，田島智之，上野彰之，春日弘毅

 （医）名港共立クリニック  田岡正宏
【O-0781】　 polyflux-hの性能評価
 （医）社団聖医会池永腎内科クリニック透析室 ○阿部政利，大島美範，山中　昇，池永秀樹
 （医）社団聖医会ことうだ腎クリニック透析センター  赤木　翔，平出裕紀，風間千佳，小藤田篤

急性血液浄化法／薬物中毒　14:10-15:00
座長： 木全直樹
【O-0782】　 血液透析を施行した急性カフェイン中毒患者の血中薬物動態の検討
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科 ○和田健彦，金井厳太，中川洋佑，深川雅史
 東海大学医学部救命救急科  福嶋友一
 東海大学医学部付属病院臨床検査技術科  間瀬浩安
【O-0783】　 慢性リチウム中毒に対し血液透析を行った4例の検討
 NTT東日本関東病院高血圧・腎臓内科 ○川村万里子，並河明雄，高橋紘子，古殿孝高，渋谷祐子
【O-0784】　 メトトレキサート大量療法後の急性腎障害に対し血液浄化療法が有効であった一例
 日本赤十字社京都第二赤十字病院腎臓内科 ○瀬野真文，法里茉里奈，豊國恵麻，村上　徹
 日本赤十字社京都第二赤十字病院血液内科  佐々木奈々
【O-0785】　 急性血液浄化療法を要したアシクロビル脳症・腎症の1例
 昭和大学藤が丘病院腎臓内科 ○梶谷英人，川田尚人，大宮信哉，水上　礼，丸田雄一，

佐藤芳憲，河嶋英里，井上嘉彦，小岩文彦
【O-0786】　 急性メタノール中毒に対する血液浄化療法の検討
 信州大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○栗原重和，望月勝徳，橋本幸始，今村　浩，上條祐司

血液浄化法／患者管理　15:10-16:00
座長： 坂口美佳（近畿大学）
【O-0787】　 血液透析患者の体重増加を規定する因子の検討
 （医）成田富里徳洲会病院 ○隈井友樹，荻野秀光，増村龍一，西村太秀，瓜生貴紀
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院  大竹剛靖
【O-0788】　 血液検査における体水分量評価
 （医）大誠会大垣北クリニック ○川合恭平，森本亜矢，鈴木一徳，加藤真也，山田佳輝
 （医）大誠会  松岡哲平
【O-0789】　 演題取り下げ
【O-0790】　 Volume Index（VI）を用いた適正体重の評価
 （医）生寿会五条川リハビリテーション病院 ○秋田俊紀，紙本雄介，服部貴文，尾崎弘隆，増井　洋，

島野泰暢
【O-0791】　 生体電気インピーダンス計とBV計を利用したプログラム透析の検討
 （医）財団大西会千曲中央病院臨床工学科 ○瀬在洋一，青木雅浩，若林寛子
 （医）財団大西会千曲中央病院看護部  武舎玲子
 （医）財団大西会千曲中央病院内科  大西禎彦，東海康太郎
 （医）財団大西会千曲中央病院泌尿器科  逸見一之
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科  堀越　周，阿部雅紀
【O-0792】　 当院における長時間透析のハードルを下げる（ささやかな）取り組み
 （医）社団腎愛会だてクリニック ○嶋田昌幸，南　嘉継，伊達敏行
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第10会場（会議センター　3F　315）

医療経済・保健医療　14:10-15:10
座長： 丸山之雄（東京慈恵会医科大学附属病院）
【O-0793】　 シナカルセトからエテルカルセチドへ変更後18ヶ月間のCKDMBD関連薬の医療費の推移
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○亀井大悟
 ／東京女子医科大学臨床工学科
 東京女子医科大学血液浄化療法科  土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
 練馬桜台クリニック内科  永野正史
 東京女子医科大学臨床工学科  峰島三千男
【O-0794】　 医療経済から見たシナカルセト塩酸塩とエテルカルセチドの比較
 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院腎臓内科 ○塚田美保，小川晃生，金井弘次，岡島真里，野邊香奈子，

元　志宏，池田直史
 社会医療法人財団石心会さやま腎クリニック人工透析内科  野平由香
【O-0795】　 当院でのESA製剤の使用の現状
 神戸市立医療センター中央市民病院腎臓内科 ○田路佳範，澤村直彦，中村和史，塩田文彦，吉本明弘
【O-0796】　 医療経営士資格取得の有用性
 （医）社団小羊会鎌ヶ谷第一クリニック臨床工学部 ○八木貫太，寒河江元子
 （医）社団小羊会医療本部  染谷敬彦，奥山隆之，横田秦洋，芦澤雅彦
 （医）社団小羊会  長沼信治
【O-0797】　 外来維持血液透析患者における残薬の状況とその有効活用
 特定医療法人社団三光会三光クリニック ○上野雅代，上本慶子，下村裕子，斉藤喬雄
【O-0798】　 透析施設における収益性の現状と方向性の検討（第4報）
 所沢腎クリニック ○西山　強
 埼玉医科大学総合診療内科  中元秀友

終末期医療　15:10-15:40
座長： 矢野卓郎（和歌山県立医科大学）
【O-0799】　 当院における透析非導入を選択した患者の現状
 国立国際医療研究センター病院 ○坂本絵美，新井洋平，塩路慎吾，別府寛子，近藤　勲，

三谷佑望，片桐大輔，多田真奈美，日ノ下文彦
【O-0800】　 透析中止を申し入れる家族と腎不全患者間の倫理的課題への多職種での取り組み
 飯塚病院看護部 ○岡　佳子，河津美香，中島久美子
 飯塚病院総合診療科  鵜木友都，小田浩之
【O-0801】　 演題取り下げ
【O-0802】　 当院における腹膜透析ラストへの取り組み
 獨協医科大学病院循環器・腎臓内科 ○小野田翔，阿部　誠，海賀安希子，石光　晃，平尾　潤，

内田麻友，古市将人，永瀬秋彦，大平健弘，村山慶樹，
里中弘志，藤乗嗣泰，石光俊彦

第11会場（会議センター　4F　411+412）

統計・疫学調査 1　14:10-15:10
座長： 緒方浩顕（昭和大学横浜市北部病院）
【O-0803】　 血液透析患者の10年間の死因・心血管合併症発症状況の検討～Qコホート研究10年予後～
 九州大学病態機能内科学 ○冷牟田浩人，山田俊輔，北園孝成
 福岡腎臓内科クリニック  谷口正智，中野敏昭
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
【O-0804】　 維持透析患者におけるLean tissue indexと生命予後
 産業医科大学病院循環器内科・腎臓内科 ○眞田賢哉，宮本　哲，菅　亮太，中園和利，上野啓通，

中野陽子，坂東健一郎，尾辻　豊
 （医）医生ヶ丘クリニック  田中　弘
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【O-0805】　 検査値変動の第1主成分は非健康状態・フレイルの新規マーカーである
 友愛日進クリニック ○中里優一，杉山倫子，大野玲奈，下山博史
 友愛クリニック  倉根理一，下山博身
 友愛三橋クリニック  廣瀬　悟
 友愛中川クリニック  渡部晃久
 Sherbrook大学  Alan A Cohen，Diana Leung
【O-0806】　 血液透析患者における血清IGF-1値と総死亡，心血管イベントとの関連：DREAMコホート
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学 ○中舎璃乃，絵本正憲
 大阪市立大学大学院血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪市立大学大学院腎臓病態内科学  森　克仁
 （医）蒼龍会井上病院内科  辻本吉広
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学  稲葉雅章
 ／大阪市立大学大学院腎臓病態内科学
【O-0807】　 腎代替療法開始と透析患者の死亡における季節変動
 日本透析医学会統計調査委員会 ○後藤俊介，濱野高行，尾形　聡，政金生人
【O-0808】　 透析導入の季節性は存在するか？
 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科 ○川本進也
 ／日本透析導入研究会
 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科  竹田徹朗
 日本透析導入研究会  安藤亮一，池田雅人，神田英一郎，小岩文彦，小松康宏，

常喜信彦，根木茂雄，山家俊彦，山本博之，重松　隆

統計・疫学調査 2　15:10-16:10
座長： 庄司哲雄（大阪市立大学）
【O-0809】　 奈良県における透析患者の10年間の臨床統計
 奈良県立医科大学附属病院泌尿器科 ○米田龍生，堀　俊太，吉田克法，藤本清秀，

奈良県医師会透析部会
【O-0810】　 滋賀県内の透析施設における維持透析中の多発性嚢胞腎患者に関する実態調査
 滋賀医科大学血液浄化部 ○武田尚子，金崎雅美，荒木信一
 びわこ臨床透析カンファレンス  一色啓二
【O-0811】　 透析患者の肺炎院内死亡における予後予測因子としてのBMI
 京都大学大学院医学研究科医療経済学分野 ○高田大輔，國澤　進，今中雄一
 東京医科歯科大学大学院医療政策情報学分野  伏見清秀
【O-0812】　 岡山県における透析患者の分布調査：ODN Survey（Okayama Dialysis Network Survey）
 岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科 ○内田治仁，梅林亮子，杉山　斉，和田　淳
 しげい病院  有元克彦
 幸町記念病院  宮崎雅史
 福島内科  草野　功
【O-0813】　 当科でCKD検査教育入院を経験した患者における透析開始後の予後調査
 近江八幡市立総合医療センター腎臓内科 ○仲井邦浩，門　浩志，瀬川裕佳，八田　告
【O-0814】　 透析患者におけるQOL評価の現状
 東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部門 ○大崎雄介，樺山　繁
 ／株式会社日本トリムMD室
 東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部門  山本多恵，宮崎真理子
 ／東北大学大学院医学系研究科腎・高血圧・内分泌科
 東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部門  中山昌明
 ／聖路加国際病院腎臓内科

第13会場（会議センター　4F　414+415）

体液量の評価　8:30-9:30
座長： 徳山博文（慶應義塾大学）
【O-0815】　 尿酸分布容積による細胞外液量推測は潜在的溢水の発見に有用
 （医）悠生会片桐記念クリニック ○伊藤孝仁
 大幸医工学研究所  新里高弘
 （医）社団朋進会横浜南クリニック  柴田和彦
 藤田医科大学病院医療科学部臨床工学科  中井　滋
 名古屋市工業研究所支援総括室  青木　猛
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【O-0816】　 尿酸動態モデルによる細胞内液量と高精度体成分分析装置（InBody S20）による筋肉量は相関する
 （医）社団朋進会横浜南クリニック ○柴田和彦
 （医）社団大誠会大垣北クリニック  松岡哲平
 藤田医科大学医学部腎臓内科  長谷川みどり，稲熊大城
 藤田医科大学医療科学部臨床工学科  中井　滋
 大幸医工学研究所  新里高弘
【O-0817】　 尿酸動態モデルと生体インピーダンス分析による細胞内液量の相関
 藤田医科大学医療科学部臨床工学科 ○中井　滋
 （医）悠生会片桐記念クリニック  伊藤孝仁
 名古屋市工業研究所支援総括室  青木　猛
 藤田医科大学医学部腎臓内科  湯澤由紀夫
 大幸医工学研究所  新里高弘
【O-0818】　 血液透析患者の血圧変動とその評価
 JCHO相模野病院腎臓内科 ○宮坂竜馬，高橋　遼，渡會梨紗子
 北里大学病院腎臓内科学  青山東五，竹内康雄
【O-0819】　 血液透析患者におけるヒト心房性ナトリウム利尿ペプチドとヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フ

ラグメントとの関連
 聖マリアンナ医科大学病院腎臓病センター ○小島茂樹，櫻田　勉，金城永幸，柴垣有吾
 聖マリアンナ医科大学病院CE部  志村　隼，清水　徹
【O-0820】　 一定の透析液Na濃度下における血清Na動態と体重増加の関係
 （医）社団誠仁会みはま病院 ○山本　淳，内野順司，正井基之，吉田豊彦

在宅透析　9:30-10:30
座長： 北村温美（大阪大学医学部附属病院）
【O-0821】　 在宅血液透析（HHD）における介助者の心理
 （医）衆和会長崎腎病院 ○田賀農恵，佐藤泰崇，林田征俊，白井美千代，丸山祐子，

原田孝司，船越　哲
 （医）衆和会長崎腎クリニック  永野かおり，田中　健
【O-0822】　 全自動透析装置を使用した在宅血液透析（HHD）の有用性
 （医）衆和会長崎腎病院 ○石飛征斗，佐藤泰崇，林田征俊，矢野利幸，高木伴幸，

河津多代，久原拓哉，澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲
 （医）衆和会長崎腎クリニック  田中　健，橋口純一郎
【O-0823】　 AI時代に向けた臨床工学技士業務の展望
 （医）あかね会土谷総合病院 ○星子清貴，森石みさき，川西秀樹
 （医）あかね会大町土谷クリニック  多根正二郎
【O-0824】　 個人用RO装置NCR×eco Ao800とMCR-RO-NFX4の原水使用量・料金の比較
 おばら内科腎クリニック ○松本卓也，石渡　剛，山口達也，田中良和，岩崎　香，

稲橋留美，小原功裕
【O-0825】　 在宅血液透析におけるVAエコーの有用性
 （社）石心会さやま腎クリニックCE室 ○生沼直人，長谷部裕之，野本洋平，佐藤　歩，佐藤征充，

山口京子，大久保和俊
 （社）石心会さやま腎クリニック人工透析内科  池田直史
【O-0826】　 NV膜使用による糖尿病性腎症透析患者の動脈硬化に対する臨床3年間評価
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院臨床工学部 ○久保　満
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院外科  東　仲宣

モニタリング　10:30-11:40
座長： 山下芳久（埼玉医科大学）
【O-0827】　 血液透析中の食事により肝臓内局所酸素飽和度が低下した一例
 南魚沼市民病院臨床工学人工透析科 ○笛木真理子，今井宗次郎，服部高志，和田典子，

桐生　智
 南魚沼市民病院腎臓内科  田部井薫
 自治医科大学付属さいたま医療センター腎臓内科  伊藤聖学，大河原晋
【O-0828】　 透析中CPAP療法の生体への影響～BVとログからの考察した一例～
 済生会横浜市東部病院臨床工学部 ○内山陽介，野口恭平，山田紀昭
 済生会横浜市東部病院腎臓内科  鯉渕清人，宮城盛淳
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【O-0829】　 透析モニターHD02を用いた心機能スクリーニングの検討
 社会医療法人名古屋記念財団鳴海クリニック臨床工学部 ○澤井利昌，浅井寿教，八木一朗，近藤祐利，南　陽介，

野村優作
 社会医療法人名古屋記念財団鳴海クリニック内科  横山逸男
 新生会第一病院臨床工学部  森實篤司
【O-0830】　 高感度型圧電素子を用いた連続心拍出量モニタの開発
 群馬パース大学臨床工学科 ○西本千尋，小野哲治，芝本　隆
 太陽誘電株式会社機能デバイス開発部  石黒　隆
【O-0831】　 BLMによる透析液温度を変化させたときの循環血液量変化と血圧との推移
 （医）社団松和会湘南星和クリニック ○諏訪美奈子，遠藤利孝，石井博史
 松和会グループ臨床工学技士会モニタリング委員会  鈴木知佳，大谷浩一，清水　愛，米山　貢
【O-0832】　 BV-UFC使用時に終了時BV値を推測することは可能か？～Blood VoIume Index（BVI）を考案する～
 岡垣腎クリニック ○村山憲一，村山正憲，立川　裕
【O-0833】　 末梢循環動態から見える長時間透析の有用性
 腎内科クリニック世田谷臨床工学部 ○竹石康広，種山嗣高，斎藤祐太，西澤喬光，正木一郎，

菅沼信也

腎性貧血 4　14:10-15:10
座長： 樋口輝美（博鳳会敬愛病院）
【O-0834】　 透析患者の大球性低色素性貧血と生命予後
 東京女子医科大学東医療センター ○堀本　藍，大前清嗣，小川哲也
 吉川内科医院  吉川昌男
【O-0835】　 深層学習による透析患者の貧血変化の予想
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院内科 ○長谷川真二
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院外科  東　仲宣
【O-0836】　 JR-131を52週間静脈内投与したときの安全性及び有効性の検討
 神戸大学腎臓内科学 ○西　慎一
 埼玉医科大学総合診療内科  中元秀友
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
 （医）清永会腎不全総合対策室  政金生人
【O-0837】　 JR-131とダルベポエチンアルファ（DA）の有効性の同等性及び安全性の比較検討
 神戸大学腎臓内科学 ○西　慎一
 埼玉医科大学総合診療内科  中元秀友
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
 （医）清永会腎不全総合対策室  政金生人
【O-0838】　 C.E.R.A.週1回投与の薬物動態パラメータによる高用量投与の予測
 与那原中央病院泌尿器科 ○仲山　實
【O-0839】　 赤血球造血刺激因子製剤（ESA）使用中の血液透析（HD）患者に対するダプロデュスタットの切替え試験 

～患者背景による部分集団解析
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 ○秋澤忠男
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部／腎臓・内分泌内科  南学正臣
 グラクソ・スミスクライン株式会社  米川妙子，奥田伸彦，川松真也，尾上朋弘，原　勝利，

尾関宏文，遠藤之洋
 GlaxoSmithKline, USA  Alexander R. Cobitz

腎性貧血／鉄剤その他　15:10-16:10
座長： 奥野仙二（仁真会白鷺病院）
【O-0840】　 鉄剤静注投与による高フェリチン血症透析患者は悪性腫瘍の発症リスクが高い 

～維持透析患者10年間の前向き観察研究～
 大津赤十字病院腎臓内科 ○前田咲弥子，小西　諒，森西卓也，西尾治臣，高折光司
【O-0841】　 血液透析患者貧血管理における至適鉄量の検証
 （医）社団明生会東葉クリニック佐原 ○河野孝史，石崎　徹，西森太郎，高橋貞信，田畑陽一郎
 国際医療福祉大学市川病院透析科  吉田雅博
 国際医療福祉大学市川病院腎臓内科  細谷幸司
【O-0842】　 赤血球容積粒度分布幅（RDW）を踏まえた腎性貧血治療の検討
 聖路加国際病院腎臓内科 ○伊藤雄伍，種本史明，中島大輔，孫　　楽，瀧　史香，

長浜正彦，丹野有道，中山昌明
【O-0843】　 貧血を赤血球数（RBC）350万/μL以下で行う有用性
 （医）社団H・N・メディックさっぽろ東 ○角田政隆
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【O-0844】　 透析患者に積極的に鉄投与することでESAを減量可能である
 （医）社団TLC渋谷笹塚循環器HDクリニック ○鈴木淳司
【O-0845】　 臨床背景から検討した鉄含有リン吸着薬の長期処方が鉄動態に与える影響
 （医）社団樹人会北条病院 ○前田明信，高石義浩

第14会場（会議センター　4F　416+417）

合併症／その他 4　8:30-9:30
座長： 吉村和修（帝京大学ちば総合医療センター）
【O-0846】　 維持透析患者に合併した慢性硬膜下血腫症例の検討
 （医）社団望洋会のぞみ記念下田循環器・腎臓クリニック ○花房雄治，儘田文子，古屋　健，酒井　修，高橋英樹，
 腎臓内科  古屋良恵，進士智之，内山伸浩，二出川崇，福本幸子，

中島加保子，菊池清美，林　佳美，清水寛夫，芹澤　優，
岩本和彦，金田武志，辻　洋平，伊藤悦行，押川コズエ

【O-0847】　 透析患者における抗凝固薬・抗血小板薬内服と慢性硬膜下血腫の頻度の推移
 原泌尿器科病院透析科 ○高瀬重昭，吉矢邦彦
【O-0848】　 維持血液透析中の難治性の関節リウマチ患者への生物学的製剤の使用経験
 （医）福満会トーマ・クリニック内科 ○小野高志
 近藤リウマチ整形外科クリニック  近藤正一
 （医）福満会ふくみつクリニック  佐内　透，福満東馬
【O-0849】　 維持血液透析患者における催眠薬と多剤併用薬内服による転倒リスクの検討～透析診療ネットワーク

（AQuAH-D：Alliance for Quality Assessment in Healthcare -Dialysis）を用いた多施設共同観察研究～
 川崎医科大学総合臨床医学 ○桑原篤憲
 社会医療法人愛仁会千船病院腎臓内科  中西昌平
 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科  谷澤雅彦
 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療疫学分野  池ノ上辰義，清水さやか
【O-0850】　 認知症を合併した透析患者のBPSDを伴うアパシーに対し，抑肝散と人参養栄湯を投与して奏効した二例
 （医）林病院透析科 ○松田哲久
【O-0851】　 難治性の虚血性大腸炎を合併した維持血液透析患者の1例
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○遠藤　翔
 ／慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  水口　斉，吉田　理，大家基嗣

合併症／その他 5　9:30-10:30
座長： 祖父江理（香川大学医学部附属病院）
【O-0852】　 血液透析患者におけるL-カルニチン静注投与の骨格筋への効果
 （医）衆和会長崎腎病院臨床工学課 ○宮本教司，林田征俊，矢野利幸，高木伴幸，河津多代，

久原拓哉，澤瀬健次，橋口純一郎，原田孝司，舩越　哲
【O-0853】　 血液透析症例の腎性貧血に対するレボカルニチン静注の有用性の検討
 （医）仁寿会タジミ第一病院臨床工学 ○新田聡一，鵜飼将至，林　耕平，中島康佑，渡邉友也，

柏本くみ，前田ささみ，浅井千賀，吉村祐馬，竹村朋世，
坂口果林，杉戸健二，河合真千夫，加納忠行

【O-0854】　 静注カルニチン製剤投与後の腎性貧血に対する評価
 （医）仁栄会島津病院臨床工学科 ○仙波大英，松田卓也
 （医）仁栄会島津病院透析科  武田　功，三宅　晋
【O-0855】　 透析患者のカルニチン血中濃度測定による透析臨床での課題
 野里門クリニック ○恩田久美子，小林早苗，石井洋治
【O-0856】　 酢酸亜鉛水和物製剤（ノベルジン）投与に起因した汎血球減少発症リスクを高める因子の検討
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【O-0857】　 末期腎不全患者に対するニボルマブの安全性と有効性の検討
 東京女子医科大学東医療センター泌尿器科 ○橘　秀和，堀内俊秀，林田章宏，山下かおり，土岐大介，

近藤恒徳
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合併症／その他 6　10:30-11:20
座長： 土井盛博（広島大学病院）
【O-0858】　 腰椎圧迫骨折に対し経皮的後弯矯正術（Balloon Kyphoplasty：BKP）を施行しADL拡大が得られた広汎性特

発性骨増殖症（Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis：DISH）の腹膜透析（PD）患者の一例
 （医）宏潤会大同病院NP科 ○後藤修司，辻内高士
 （医）宏潤会大同病院腎臓内科  井手敦基，早川拓人，加藤佑季，河田恭吾，浅野麻里奈，

志水秀明
【O-0859】　 回腸瘻造設後に高K血症，代謝性アシドーシスを繰り返した血液透析患者の一例
 三菱京都病院腎臓内科 ○松井　敏，天久朝廷，小野晋司
 三菱京都病院消化器外科  田中崇洋
【O-0860】　 当院の維持透析患者で発症した非外傷性筋肉内血腫の二例
 公立甲賀病院内科 ○桑形尚吾，高木彩乃，渋谷和之
【O-0861】　 クローン病，短腸症候群を合併した血液透析導入患者の一例
 秦野赤十字病院腎臓内科 ○瀧沢利一，国見基瑩，岩崎圭右，高橋寿弥
【O-0862】　 臨床的にatypical HUS（aHUS）が疑われ，診断および治療適応に苦慮した1例
 佐世保市総合医療センター ○中沢将之，林可奈子，辻　清和，藤田朋宏
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科  吉田瑶子，菅原有佳，池田洋一郎
 長崎大学病院  西野友哉

合併症／その他 7　14:10-15:20
座長： 吉田　理（慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター）
【O-0863】　 当院における認知症の実態調査
 （医）幕内会山王台病院透析センター ○鈴木康一
 （医）幕内会山王台病院内科  川崎仁志，藤原康朗，金森直明
 （医）幕内会山王台病院外科  幕内幹男
【O-0864】　 外来透析患者に対する透析中認知課題の影響
 鈴鹿医療科学大学 ○野口佑太
 （医）社団主体会主体会病院透析センター  服部真里奈，水谷智恵美，伊藤卓也，水谷益美，

川村直人
【O-0865】　 透析導入期の軽度認知機能低下へのアプローチ
 （医）埼友会埼友草加病院 ○小貫亜希子，中村裕也，大澤　勲，後藤博道
【O-0866】　 睡眠時無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸療法の効果と継続治療への関わり
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック ○齋藤歩美，飯高喜美，岩崎雅志，白井厚治
 （医）社団誠仁会みはま病院  伊藤孝子，中野美子
【O-0867】　 当院透析患者と睡眠障害～スクリーニング検査の結果より～
 新城市民病院診療支援部臨床工学課 ○守屋賢志，鈴木祥仁，齊藤夏実，袴田貴大，平井友美子
 新城市民病院腎臓内科／新城市民病院透析センター  佐藤元美
【O-0868】　 透析患者の睡眠時呼吸障害に対する検討
 岩槻南病院検査科 ○小花令奈，田村美佐子
 岩槻南病院循環器科  細越巨禎，丸山泰幸
【O-0869】　 男性透析患者に対するテストステロン補充療法の効果
 （医）社団灯弘会かげやま医院泌尿器科 ○影山慎二，清　哲也，吉田優希，大須賀佐知子，

大村久美人，佐々木美晴
 静岡市立静岡病院  松本芳博

第15会場（会議センター　4F　418）

透析看護／ケア　8:30-9:30
座長： 田中　碧（富士吉田市立病院）
【O-0870】　 認知機能が低下した患者における血液透析中のニーズの検討 

～パーソンセンタードケアの視点からひもときシート活用して～
 福岡赤十字病院 ○吉原麻衣，野田佳史，榎田陽子，池田　綾，満生浩司
【O-0871】　 腸内環境調整に視点を置いた排便コントロールの成果 

～酪酸菌配合剤（ビオスリー）内服が下剤量と便性状に与える影響～
 （医）腎愛会だてクリニック看護部 ○伊藤裕子，西森さおり，松居良子，仁平智子，伊達敏行

（
第
３
日
目
）

口　
　
演

155



【O-0872】　 当院における透析患者の腎移植への認知度調査
 （医）社団豊済会境南クリニック ○涌井みく，星野　恵，岡　美穂，菊地幸奈，井上宙哉
 （医）社団豊済会下落合クリニック  菊地　勘
【O-0873】　 デスカンファレンス継続における有用性～当院透析看護師の意識変化～
 （医）財団明理会新松戸中央総合病院血液浄化センター ○小山由美，中島理恵，佐藤英一
【O-0874】　 透析施設における糖尿病療養指導チームの取り組み
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院看護部 ○斎藤映子，小田美穂，浜崎万利子，石川未来，嶋村仁美，

長瀬ひろみ，高齋　都，石川香織，丸山寿晴
【O-0875】　 当院透析患者の睡眠障害の現状～睡眠アンケート調査による検討～
 （医）清心会徳山クリニック ○我喜屋薫，長嶺直美，橋本美和子，依田千恵美，

知念さおり，熊代理恵，徳山清之

フットケア／チーム医療　9:30-10:30
座長： フワン ワンリン（東海大学医学部付属八王子病院）
【O-0876】　 足ふぇち会活動報告
 （医）朝霧会じんの内医院透析センター ○安藤恭代
 東京西徳洲会病院  矢野晶子
 石川県済生会金沢病院  細田夕子
 成田記念病院  北　和子
 東京都済生会中央病院  高梨未央
 柏友千代田クリニック  今西伸子
 大阪労災病院  溝端美貴
 前田内科病院  石原美紀
【O-0877】　 「入職時透析研修」を導入したことによる入職者の増加
 東葛クリニック病院看護部 ○喜瀬はるみ，高橋奈緒美，谷口弘美，東　仲宣
【O-0878】　 チーム活動立ち上げ後の成果と意識調査
 （医）尚腎会高知高須病院透析室看護部 ○田岡亜希，濱口玲早，五所直子，有澤正剛，山崎多恵子，

堀井美智
【O-0879】　 透析室でのフットケアに臨床工学技士が介入して～当院の実施状況と取り組み～
 砂川市立病院臨床工学科 ○大谷励生，三浦良一
 砂川市立病院泌尿器科  五十嵐学，柳瀬雅裕
【O-0880】　 歩ける足を守るケア～チームでの協力体制を通して～
 津みなみクリニック ○出口智絵，坂口幸伸，福島奈那，湯浅恵理奈，小久保恵那，

長崎あゆみ，末崎博子，渡辺竜一，藤井ひとみ，竹内和子，
小川明日香，菊山裕佳子，中瀬千幸，坂田久美子，
伊與田美矢子，伊與田義信

【O-0881】　 当院でのSPP測定方法の統一化の検討
 さが医院 ○加藤朱里，谷田恵理子，柴田めぐみ，鈴木結子，

佐藤かおり，山田佳織，中泉信子，渡辺純一，山岸　剛，
嵯峨大介

フットケア／フットチェック　10:30-11:40
座長： 安藤恭代（じんの内医院透析センター）
【O-0882】　 看護師による下肢動脈拍動触知技能の評価
 （医）社団慈朋会澤田病院腎臓病センター ○澤田英実，佐藤英麿，古田幸子，野々村浩光，長尾吉正
 （医）社団慈朋会澤田病院内科  苅谷達也，長田紀淳，澤田重樹，後藤紘司
【O-0883】　 当院透析室におけるフットチェックの方法改善とその効果
 藤井会石切生喜病院透析センター ○植野和樹，馬渡朋子，角谷一至，立石　悠，西山賢太郎，

小野文栄，今西政仁
【O-0884】　 SPP測定が必要な透析患者の選択
 （医）あさお会あさおクリニック看護部 ○水飼和美
 （医）あさお会あさおクリニック内科  吉澤　亮，前波輝彦
【O-0885】　 当院の足観察変歴～定期的な足観察にアプリを用いた管理を試みて～
 （医）昇陽会阿佐谷すずき診療所透析室 ○角亜希子，譲原まゆみ，松岡順子，和田あゆみ，

島内千登里，宮下美恵，鈴木　太，鈴木　敦，鈴木利昭
【O-0886】　 当院における糖尿病を原疾患とする維持血液透析患者のフットケアの現状把握と今後の課題
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院東分院透析センター ○齋藤尚未，衣川暁子，西　明子
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院腎膠原病内科  小山勝志
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【O-0887】　 介護部との情報共有を目的としたフットチェックシート活用の取り組み
 （医）社団明生会東葉クリニック東新宿看護部 ○小川桂子，小池真佐子，石橋昭子，猪野尾友紀，

井竹康郎
 （医）社団明生会咲顔介護部  石田朋子，秋本真里子
 （医）社団明生会東葉クリニック大網脳神経外科  永原美和，宮本みづ江
 （医）社団明生会東葉クリニック医局  吉田正美，山下淳一，大森耕一郎，田畑陽一郎
【O-0888】　 透析患者へのフットケア指導～セルフチェック表を用いた長期的観察から～
 （特医）あかね会中島土谷クリニック透析センター ○川本一乃，森石みさき，平田千春，真島菜々子，小田まや，

広本美智子，土谷晋一郎

フットケア／治療連携　11:40-12:40
座長： 福島　亮（札幌南一条病院血液浄化センター）
【O-0889】　 兵庫県下での下肢末梢動脈疾患指導加算に関するアンケート調査
 神戸大学医学部附属病院 ○矢倉　文
 神戸大学医学部附属病院／兵庫県透析医会  河野圭志
 兵庫県透析医会  藤森　明，吉矢邦彦，山本貴敏，荒川俊雄，永井博之，

米本佐代子，藤井直彦，藤井秀毅，石井洋治，齊藤雅文，
平林俊明

【O-0890】　 末梢動脈疾患患者の血管外科紹介が救肢に及ぼす影響
 （医）佐藤循環器科内科 ○柴田奈緒，高橋妙子，佐藤　譲
【O-0891】　 「北河内連携フットスキャン」への連携について
 （医）小野山診療所 ○宮野竜一，岡本峰夫，清水秀和
 関西医科大学総合医療センター看護部  大久保縁
 関西医科大学総合医療センター血管外科  駒井宏好
【O-0892】　 透析センターでの専任看護師によるフットチェック・ケアの成果～実施1年後の患者アンケート調査から～
 偕翔会豊島中央病院看護部 ○加賀谷富子，嶋貫久美子
 偕翔会豊島中央病院診療部  澤田登起彦
【O-0893】　 当院外来透析患者のフットケアに対する意識調査
 （医）桑園中央病院血液透析センター ○石本裕美，星ゆり子
 （医）桑園中央病院救肢・創傷治療センター  佐竹享子，齋藤達弥，松井　傑
【O-0894】　 外来透析患者の自分の足を見る習慣化に向けた意識改革の取り組み
 社会医療法人ピエタ会石狩病院看護部透析室 ○上出朱加，水野彩花，高澤美香
 社会医療法人ピエタ会石狩病院泌尿器科  池田和彦，須江洋一，森川　満

フットケア／治療手段　14:10-15:20
座長： 益満美香（加治木温泉病院）
【O-0895】　 維持透析中の下肢虚血症状に対するFIR療法の効果の検証
 （医）蓮田一心会病院透析科 ○菊地美穂，藤井　渚，佐藤勝治，只浦真弓，来栖　厚
【O-0896】　 透析患者の下肢冷感に対する温熱療法の効果
 （医）健友会本間病院看護部 ○加藤幸子，田代裕美，鈴木美穂，佐藤美子
 （医）健友会本間病院透析室  五十嵐一生
 （医）健友会本間病院腎臓内科  中山恭子
【O-0897】　 創傷に対するフィラピー（遠赤外線照射）療法の使用経験
 （医）社団前田記念会石神井公園じんクリニック ○和田隆顕，藤田奏美，池田志帆子，前田国見
【O-0898】　 足部潰瘍形成の患者に高濃度炭酸泉を使用して
 （医）宏人会石巻クリニック透析科 ○秋山明美，今野美佐江，高橋けい子，今野幸子，高橋隆子，

中條佐知子，武田　裕
【O-0899】　 炭酸泉浴と炭酸ミスト法の比較
 （医）如水会鈴鹿腎クリニック ○竹田健吾，川出智史，窪田英里子，川野遼平，小倉脩平，

柳田圭祐，加藤裕介，長谷部祐二，鬼頭佳史，三浦隆史，
藤川兼一，山本和昇，出岡悦子，中田敦博，伊藤英明子，
岩島重二郎，河出恭雅，河出芳助

 （医）如水会四日市腎クリニック  伊藤　豊
【O-0900】　 透析患者へのフットケアの試み～市販薬リステリンを使用した結果～
 （社）堀ノ内病院透析センター ○矢島美穂子，井上奈津子，野田　葵，増田貴代子，

山田織江，清水淑子
【O-0901】　 足切断を宣告された患者へのフットケア～病変が改善した要因の分析～
 JA徳島厚生連阿波病院腎センター ○山本優子，板東賀名
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第16会場（会議センター　4F　419）

腹膜透析 5　8:30-9:30
座長： 佐々木環（川崎医科大学）
【O-0902】　 早期の出口部変更術が有効であった非結核性抗酸菌出口部感染症の1例
 東京逓信病院 ○丸野紗也子，松村実美子，本間志功，高野秀樹
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科  松尾七重
【O-0903】　 中性透析液と酸性透析液における腹膜劣化の肉眼的評価
 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター腎臓・高血圧内科 ○丹野有道，池田雅人
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科  古谷麻衣子，松尾七重，丸山之雄，大城戸一郎，

横尾　隆
【O-0904】　 腹膜透析導入前のCTで判明した膀胱ヘルニアの1例
 群馬県済生会前橋病院腎臓リウマチ内科 ○三島敬一郎，田部井彬史，馬場正仁，前田英昭
【O-0905】　 腹膜透析カテーテル抜去に伴い下腹壁動脈損傷による巨大皮下血腫を生じた1例
 金沢大学附属病院腎臓内科 ○豊田善真，佐藤晃一，三宅泰人，北島信治，坂井宣彦，

清水美保，古市賢吾，和田隆志
【O-0906】　 当院の腹膜透析患者におけるカルニチン欠乏の検討
 平鹿総合病院泌尿器科 ○伊藤卓雄，高橋修平，今村専太郎，鈴木丈博
【O-0907】　 腹膜透析導入2年後に，横隔膜交通症を発症した一例
 （社医）河北医療財団河北総合病院腎臓内科 ○宮沢光太郎，岡井隆広，須藤裕嗣，青木尚子，林　松彦

腹膜透析 6　9:30-10:30
座長： 金井英俊（小倉記念病院）
【O-0908】　 腹部手術歴のある6症例における経皮的腹膜透析カテーテル留置術の経験
 市立島田市民病院腎臓内科 ○野垣文昭，杉田和哉，阿部純也，鈴木訓之
【O-0909】　 腹膜透析用カテーテル簡易的腹壁固定術の有用性の検討
 （医）仁友会北彩都病院 ○山口　聡，大山哲平，徳光正行，増井則昭，石田裕則，

和田篤志，平山智也
 （医）仁友会永山腎泌尿器科クリニック  水永光博
【O-0910】　 当科における単孔式腹腔鏡下腹膜アクセス・カテーテル留置の経験
 獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 ○瀬戸口誠，徳本直彦，井上泰之，中山哲成，岡田　弘
 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科  竹田徹朗
【O-0911】　 腹膜透析関連腹膜炎による腹膜透析離脱因子の検討
 （社医）川島会川島病院 ○阪野太郎，島　久登，田代　学，川原和彦，岡田一義，

水口　潤，川島　周
【O-0912】　 Dermacoccus Nishinomiyaensisによる腹膜炎を呈した腹膜透析患者の1例
 名古屋第二赤十字病院腎臓内科 ○田中章仁，渡辺　裕，伊藤千晴，村田実奈子，新城　響，

大塚康洋，武田朝美
【O-0913】　 飼い猫が原因と思われるPasteurella multocidaによる腹膜炎を合併した腹膜透析患者の一例
 京都山城総合医療センター腎臓内科 ○浅井　修，新宮靖樹，中谷公彦

腹膜透析／病態・管理 1　10:30-11:30
座長： 杉山　斉（岡山大学）
【O-0914】　 高密度糸状コラーゲンは腹膜線維症を抑制する
 佐賀大学大学院医学研究科病因病態科学講座 ○青木茂久，戸田修二
 佐賀大学大学院医学研究科病因病態科学講座  永瀬　圭
 ／佐賀大学医学部泌尿器科学講座
 佐賀大学医学部泌尿器科学講座  野口　満
 農研機構生物機能利用研究部門  竹澤俊明
【O-0915】　 腹膜線維症におけるインフラマソームの関与についての検討
 自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門 ○菱田英里華，秋元　哲，長田太助
 自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門  駒田敬則
 ／自治医科大学分子病態治療研究センター炎症・免疫研究部
 自治医科大学分子病態治療研究センター炎症・免疫研究部  高橋将文
【O-0916】　 腹膜透析（PD）排液中のバイオマーカーにおける寄与因子の検討
 慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科 ○内山清貴，森本耕吉，脇野　修，伊藤　裕
 国際医療福祉大学病院腎臓内科  鷲田直輝，葛西貴広
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【O-0917】　 腹膜慢性炎症・線維化病態形成におけるインフラマソーム活性化の関与
 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学 ○角谷裕之，十川裕史，佐藤　稔，佐々木環，柏原直樹
【O-0918】　 重炭酸含有腹膜透析液の排液中皮細胞診に対する影響
 特定（医）仁真会白鷺病院 ○村山和美，山本忠司，乗峯京子，庄司繁市，山川智之
【O-0919】　 L-カルニチン補充療法は腹膜透析患者における残存腎機能を温存する
 久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門 ○伊藤佐久耶，甲斐田裕介，森山智文，黒川佑佳，児玉　豪，

深水　圭
 久留米大学医学部GC/MS医学応用研究施設  田代恭子，猪口隆洋

腹膜透析／病態・管理 2　11:30-12:30
座長： 伊藤孝史（島根大学医学部附属病院）
【O-0920】　 当院における高齢腹膜透析患者のQOLに影響する因子の検討
 岡山済生会総合病院内科・腎臓病センター ○丸山啓輔，野中慶佑，野村祥久，中島有理，小國舜介，

石原深雪，桃木律也，田村友和，平松　信
【O-0921】　 腹膜透析医療が見直されてきた今，はせがわ病院の役割を考える．
 （医）社団成守会はせがわ病院腎臓内科 ○都筑優子
 （医）社団成守会はせがわ病院泌尿器科  根本　勺，清水宏之，長谷川潤
 （医）社団成守会成守会クリニック泌尿器科  沖　　守
【O-0922】　 心不全合併高齢腹膜透析患者の多くは低Na血症をきたす
 貴生病院薬剤部 ○塩田優貴，加戸栄子
 貴生病院看護部  佐古光子
 貴生病院外科  門田和之
 貴生病院内科  門田智香子
【O-0923】　 CAPD排液marker（miRNAとmRNA）とPD継続期間
 大雄会第一病院泌尿器科 ○堀江正宣，川瀬紘太，高木公暁，蓑島謙一，山羽正義
 大雄会第二医化学研究所  澤村卓宏，菊池有純
【O-0924】　 腹膜透析を行った重症心不全合併患者の生命予後
 三重大学医学部附属病院腎臓内科 ○石川英二，溝口翔子，小田圭子，平林陽介，春木あゆみ，

伊藤貴康，藤本美香，村田智博，片山　鑑
 三重大学医学部附属病院循環器内科  土肥　薫，伊藤正明
【O-0925】　 当院で腹膜透析を導入した多発性嚢胞腎患者に関する検討
 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学 ○大西康博，田邊克幸，大高　望，北川正史，森永裕士，

木野村賢，和田　淳
 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学  大西章史，杉山　斉
 ／岡山大学血液浄化療法人材育成システム開発学 
 岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学  内田治仁
 ／岡山大学CKD・CVD地域連携包括医療学

透析液管理　14:10-15:20
座長： 小久保謙一（北里大学）
【O-0926】　 透析液濃度測定装置の校正パラメータ変更に伴う測定値の変化と装置間の同等性
 （医）いつき会樹クリニック ○水野祥志，太田達也，今井幹和，井川和洋，河村智子，

松岡香代子，村井聡美，濱岡ひかり，梶田　勤，山内俊裕，
松浦孝年

【O-0927】　 透析液電解質における測定方法一元化の検討
 京都桂病院臨床工学科 ○森岡達也，廣川　亮
 京都桂病院検査科  豊山浩祥
 京都桂病院腎臓内科  宮田仁美
【O-0928】　 ET連続測定をめざした生物発光法迅速測定への試み
 （医）財団明理会明理会中央総合病院血液浄化療法センター ○星野武俊，松本真澄，安田文彦，菊池　史
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
【O-0929】　 生物発光式エンドトキシン計「ルミニッツ-ET」の使用評価
 （医）偕行会名港共立クリニック ○黒田浩樹，鈴木隆斗，服部　裕，北　直記，森川由紀，

萱野　哲，小嶺博樹，田岡正宏，佐藤　隆
【O-0930】　 ET測定に生物発光法を導入して改めて分かったこと
 （医）財団明理会明理会中央総合病院血液浄化療法センター ○今井涼麻，星野武俊，原　良輔，唐沢裕介，王　靖枝，

菊池　史
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
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【O-0931】　 透析液製造区域の環境整備
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所武蔵小杉クリニック ○佐藤昭子，高良雅弘，小川千恵，前田国見
【O-0932】　 RO装置入替後生じた生菌数増加への対策
 向陽メディカルクリニック ○宮下優作，横山正智，福嶋一成，渡辺恵里子，青池郁也

第17会場（会議センター　5F　511+512）

医療安全／災害対策 3　8:30-9:30
座長： 濱田千江子（順天堂大学）
【O-0933】　 血液浄化療法部におけるBCPに基づく災害対策の対策整備への取り組み
 東京医科歯科大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○諏訪辺久子，関口真紀，山本裕子，岡戸丈和
【O-0934】　 茨城県県北地域における災害連携活動報告
 株式会社日立製作所日立総合病院看護局 ○森永美智子
 株式会社日立製作所日立総合病院臨床工学科  山田一之
 株式会社日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【O-0935】　 台風24号の影響による東三河地区の大規模停電を経験して～他院からの維持血液透析患者の受け入れ報告～
 成田記念病院血液浄化センター ○吉川ひろみ，山本美和，中林吉雄，白井絹代
 成田記念病院腎糖科  大林孝彰
【O-0936】　 災害アンケートから読み取れる患者意識調査についての一考～当院における災害対策の取り組み
 JA静岡厚生連遠州病院血液浄化センター ○野澤和子，渥美浩克，森本康二，赤堀陽子，泉地翔介，

磯間恭子，老川昌史，小西浩子，齋藤香織，関　珠紀，
中村祐介，野島美香，平野秀輔，安田友香

【O-0937】　 北海道胆振東部地震を経験して～透析室の機能や体制を考察する～
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院看護部透析室 ○伊藤美和子，松田　愛
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院臨床工学科  飯塚嗣久
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院心臓血管外科  横山秀雄
 （医）桑園中央病院泌尿器科  松井　傑
【O-0938】　 北海道胆振東部地震を経験して見えた当院の課題
 北海道勤労者医療協会勤医協中央病院血液浄化センター ○中塚啓子，五十嵐謙人，平瀬雅湖

医療安全／災害対策 4　9:30-10:30
座長： 森上辰哉（五仁会元町HDクリニック）
【O-0939】　 リライト式透析情報カード導入10年目の現状把握
 社会医療法人頌徳会日野クリニック ○井手原梢子，尾家美弥子，大栗克之，佐藤正一，左海尚子，

立山芳久，東芝昌樹，今野雄介
【O-0940】　 東日本大震災，被災を教訓に活動を開始した地域内共助体制 

～宮城県仙南透析施設災害ネットワークより震災8年後の活動報告～
 宮城県仙南透析施設災害ネットワーク／公立刈田綜合病院 ○佐々木俊一，大橋洋一
 宮城県仙南透析施設災害ネットワーク  大槻　剛，大村　均，石田亜希，宍戸　洋
 ／（医）社団みやぎ清耀会緑の里クリニック
 公立刈田綜合病院  赤松順寛
【O-0941】　 埼玉県透析災害対策協議会第1ブロックにおける災害用伝言ダイヤルを用いた訓練
 自治医科大学附属さいたま医療センター臨床工学部 ○内田隆行，百瀬直樹
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科  大河原晋，森下義幸
 埼玉県透析災害医療コーディネーター  白井哲夫，雨宮守正
【O-0942】　 災害時通信手段としてのIP無線機の実用性について
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所武蔵小杉クリニック ○鈴木良太，佐藤絵美，椎木由香，遠山大輔，高良雅弘，

小川千恵，前田国見
【O-0943】　 DMAT実働訓練との合同訓練に参加して～徳島透析医会　災害時情報ネットワーク活動報告～
 （社医）川島会川島病院 ○細谷陽子，東口祐亮，鳩成亮介，田尾知浩，水口　潤
 JA厚生連吉野川医療センター  梯　洋介，山本雅之，橋本寛文
 日赤徳島赤十字病院  大住まこと，村岡義輝，松浦元一
 徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室  小山昌宏
【O-0944】　 チューブシーラーを使用した災害時緊急離脱方法の検討
 （医）偕行会名港共立クリニック ○黒田浩樹，鈴木隆斗，服部　裕，北　直記，森川由紀，

萱野　哲，小嶺博樹，田岡正宏，佐藤　隆
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医療安全／災害対策 5　10:30-11:30
座長： 中岡明久（山陰労災病院）
【O-0945】　 北海道胆振東部地震における広域ブラックアウトを経験して
 日本赤十字社清水赤十字病院医療技術部臨床工学技術課 ○中田裕二，村谷　拓，木村佳祐，久保田絵美
 日本赤十字社清水赤十字病院消化器内科  藤城貴教
【O-0946】　 当院における災害対策～台風24号による停電災害を経験して～
 菊川市立総合病院診療技術部臨床工学科 ○宮原孝典，中平光洋，鈴木琢也
 菊川市立総合病院診療部泌尿器科  鈴木泰介
【O-0947】　 透析患者情報の伝達手段としてのリライトカード導入の試み～平成30年7月豪雨を経験して～
 （医）創和会しげい病院臨床工学部 ○青木賢司，小野太士，松田佳子，有元克彦
【O-0948】　 患者参加型防災訓練を実施して～院内マニュアル見直しの取り組み～
 （医）さくら北浦和腎クリニック ○古塩千裕，加藤米子，宮崎ひとみ，廣澤満義，山城弘充，

倉林裕一
【O-0949】　 豪雨災害による2週間の断水経験～アンケート結果から見えてくる事～
 日立造船健康保険組合因島総合病院臨床工学部 ○西　宏行，近藤隆司，松重恭平
 日立造船健康保険組合因島総合病院内科  河本紀一，橋本洋夫
【O-0950】　 LINEを利用した災害時情報収集
 新城市民病院臨床工学課 ○守屋賢志，鈴木祥仁，斎藤夏実，袴田貴大，平井友美子
 新城市民病院腎臓内科／新城市民病院人工透析センター  佐藤元美

医療安全／災害対策 6　11:30-12:30
座長： 有薗健二（腎生会中央仁クリニック）
【O-0951】　 当院人工腎センターにおける災害訓練への取り組み
 （医）暲純会武内病院臨床工学部 ○岡村有起，黒宮　俊，宮崎泰輔，堤　翔子
 （医）暲純会武内病院看護部  公野華子，内藤　彩，大瀬真希，奥村美香，佐藤恵里，

尾間勇志
 （医）暲純会武内病院内科  町田博文
【O-0952】　 西日本豪雨災害による透析被災を経験して
 （医）社団仁友会尾道クリニック臨床工学部 ○宮迫保江，道寄理菜，迫野　豊，兼長貴祐，内　久敏
 （医）社団仁友会尾道クリニック看護部  小川道子
 （医）社団仁友会尾道クリニック内科  久傳康史，浜口直樹
【O-0953】　 自施設における災害対策～患者・家族・スタッフ合同の災害勉強会及び訓練を実施して～
 （医）丸山会上田透析クリニック ○櫻井健太，石井八寿子，富澤良策，尾澤麻希，小宮山静子，

飯田美智子，上原和美，櫻井富士美，江村明美，深宮　真，
岡田洋一

【O-0954】　 患者を交えた災害訓練を実施して
 （医）医誠会都志見病院透析室 ○小室みさき，野村知由樹，山影真弓
【O-0955】　 当院透析室の災害対策
 埼玉医療生活協同組合皆野病院臨床工学科 ○小浦方美穂，島田哲也，松澤雅史，海澤克太，石丸泰史
【O-0956】　 災害時におけるマニュアルおよびアクションカードの改定
 徳島大学病院診療支援部臨床工学技術部門 ○角安香里，緒方良輔，妹尾知怜，佐藤翔平，小林誠司
 徳島大学病院看護部  岡崎明日香，白石美恵
 徳島大学病院腎臓内科  柴田恵理子，岸　　史，長井幸二郎

血液疾患　14:10-15:10
座長： 山内　淳（大阪労災病院）
【O-0957】　 ヘパリン類似物質ローションを外用後，血小板減少が再燃したヘパリン起因性血小板減少症の1例
 呉医療センター腎臓内科 ○京田尚子，高橋俊介，田中芳樹，有馬隆弘
【O-0958】　 当院でヘパリン起因性血小板減少症（HIT）と診断した血液透析の4例
 倉敷中央病院腎臓内科 ○川副智宏，島田典明，澤木　了，生田　悠，西川真那，

神崎資子，福岡晃輔，浅野健一郎
 倉敷中央病院小児科  澤田真理子
 倉敷中央病院血液内科  岡田和也
 重井医学研究所附属病院内科  福島正樹
【O-0959】　 A型インフルエンザ関連血栓性微小血管症を発症した腹膜透析患者の一例
 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院腎臓内科 ○井口大旗，奥村彰太，淺野由子，鈴木克彦，古田慎司，

平松武幸
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【O-0960】　 維持透析患者に特発性好酸球増多症候群を合併した1例
 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 ○林　綾乃，櫻木　実，森田　元，平井大輔，垣田浩子，

遠藤知美，鈴木洋行，塚本達雄
【O-0961】　 血液透析患者に発生した造影剤投与後の急速かつ重篤な血小板減少症の一例
 滋賀医科大学腎臓内科 ○御園生昌史，澤井和信，山原康佑，山原真子，武田尚子，

大澤紀之，久米真司，金崎雅美，荒木信一
【O-0962】　 シャント止血困難を契機に後天性血友病と診断した維持透析患者の一例
 京都医療センター腎臓内科 ○辻誠士郎，小泉三輝，上田直子，沈　載紀，瀬田公一，

八幡兼成

第18会場（アネックスホール　F201+F202）

エテルカルセチド 1　8:30-9:30
座長： 伊達敏行（腎愛会だてクリニック）
【O-0963】　 結節性過形成腺を有する二次性副甲状腺機能亢進症症例に対するエテルカルセチド投与による副甲状腺エ

コー所見の変化について
 （医）尚腎会高知高須病院泌尿器科 ○大田和道，下地　覚，中西茂雄，伊野部拓治，松下和弘，

沼田　明
 （医）尚腎会高知高須病院内科  松井理奈
 （医）尚腎会高知高須病院腎臓内科  池辺弥夏，水口　隆
 （医）尚腎会高知高須病院外科  福富　敬
【O-0964】　 二次性副甲状腺機能亢進症を呈する血液透析患者へのエテルカルセチドの効果
 （医）清永会矢吹病院腎臓内科 ○伊東　稔
 （医）清永会天童温泉矢吹クリニック  山口一郎
 （医）清永会本町矢吹クリニック  政金生人
【O-0965】　 エテルカルセチド（ETE）の副甲状腺PTH分泌能に対する効果
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学 ○林　礼行，今西康雄，平川智恵，宮岡大知，森　克仁，
   絵本正憲，稲葉雅章
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  井上敦人，原田一恒
 ／小野薬品工業株式会社
【O-0966】　 透析液Ca濃度（DCa）のEtelcalcetide治療効果への影響の検討
 和歌山県立医科大学腎臓内科学 ○重松　隆
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科  横山啓太郎
 （医）社団瑛会東京ネクスト内科・透析クリニック内科  秋葉　隆
 小野薬品工業（株）  藤井章史，篠田　篤
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学  秋澤忠男
【O-0967】　 血液透析におけるエテルカルセチドの薬効推移～シナカルセトからの切替え例を中心に～
 藤井会石切生喜病院腎臓内科 ○立石　悠，佐倉真理，福田裕介，笠屋拓也，今西政仁
【O-0968】　 従来治療で効果不十分なSHPTに対するエテルカルセチドの効果
 （医）あかね会中島土谷クリニック ○真島菜々子，森石みさき，小田まや，土谷晋一郎

エテルカルセチド 2　9:30-10:30
座長： 小岩文彦（昭和大学藤が丘病院）
【O-0969】　 エテルカルセチドの臨床効果に関する検討
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック ○村上康一，池田　航，稲山えみ
 （医）社団誠仁会みはま病院  正井基之
【O-0970】　 エテルカルセチドの有効性～シナカルセト効果不十分例での検討～
 （医）社団清和会笠岡第一病院内科 ○原田和博，宮島厚介
 （医）社団清和会笠岡第一病院透析部  亀鷹孝行
 タカヤクリニック  川上敦司，木曽光則
【O-0971】　 血液透析患者におけるエテルカルセチドの有用性の検討～ 52週での解析～
 金沢大学附属病院リウマチ・膠原病内科 ○山田和徳，川野充弘
 （医）社団長谷川病院  和田瑞穂，春野素子，金子　稔，柴田　透，大武礼文，

十二町明，並木幹夫，長谷川眞常，長谷川徹
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【O-0972】　 エテルカルセチドの使用経験
 埼玉医科大学病院臨床工学部 ○江波戸岳史，杉山正夫，伊佐慎太郎，鳴海敏行，村杉　浩，

本多　仁，大浜和也
 埼玉医科大学病院腎臓内科  井上秀二，友利浩司，岡田浩一
【O-0973】　 維持血液透析患者に1年間エテルカルセチドを投与した場合の有用性の検討
 （社医）川島会川島病院 ○村上真也，志内敏郎，水口　潤
【O-0974】　 9分割図治療目標達成率からみたエテルカルセチドの有効性の検討
 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院腎臓内科 ○岡島真里，小川晃生，塚田美保，金井弘次，野邊香奈子，

元　志宏，池田直史
 社会医療法人財団石心会さやま腎クリニック人工透析内科  野平由香

エボカルセト 1　10:30-11:30
座長： 滝本千恵（川崎市立井田病院）
【O-0975】　 シナカルセトからエボカルセトへの切替えでの効果比較検討
 さなるサンクリニック ○畦倉久紀，川口　宏，太田孝行，飯島也万，高山文夫
【O-0976】　 シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの147名の一斉切替え
 （医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター ○伊藤恭子，高橋愛里，斎藤たか子，宮　政明，武藤重明，

安藤哲郎，筒井貴朗，永野伸郎
【O-0977】　 シナカルセト塩酸塩切り替え例におけるエボカルセトの有効性と安全性の検討
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所武蔵小杉クリニック ○小川千恵，前田国見
【O-0978】　 エテルカルセチドからエボカルセトへの切替用量の検討
 社会医療法人社団順江会東京綾瀬腎クリニック ○長田しをり
 社会医療法人社団順江会江東病院  海老原功，小出　輝
【O-0979】　 エボカルセトによる消化器症状の改善
 社会医療法人財団石心会川崎クリニック ○熊田千晶，伊藤賀恵，中島　豊，衣笠えり子，若狭幹雄，

宍戸寛治
 （医）高人会関口内科クリニック  関口　孝
【O-0980】　 Evocalcetの副作用の低Ca血症を透析液で治療介入した臨床経験
 社会医療法人入間川病院／東北大学大学院医学系研究科， ○黒木悟郎
 東北大学未来科学技術共同研究センターNICHe高齢者
 高次脳医学／（医）社団偕翔会豊島中央病院
 ／（医）南あたみ第一病院
 社会医療法人入間川病院  上原俊司，伊藤和弘，小林英里佳，田巻和也，田中幸子，

佐藤知栄子，木内幸之助，風間浩美
 東北大学大学院医学系研究科，東北大学未来科学技術  中塚晶博，熊居慶一，菅原智裕
 共同研究センターNICHe高齢者高次脳医学
 （医）社団偕翔会豊島中央病院  黒田太郎，多田季実加，大城　顕，瀧澤美保

エボカルセト 2　11:30-12:30
座長： 古谷隆一（磐田市立総合病院）
【O-0981】　 腹膜透析患者におけるシナカルセトからエボカルセトへの切り替えを検証する
 久留米大学病院腎臓センター ○森山智文，伊藤佐久耶，黒川佑佳，浦江憲吾，中山陽介，

柴田　了，深水　圭
【O-0982】　 維持血液透析患者に，シナカルセトからエボカルセトへの変更後の有用性の検討
 社会医療法人川島会川島病院薬剤部 ○志内敏郎，村上真也
 社会医療法人川島会川島病院医局  水口　潤
【O-0983】　 シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの変更における治療効果と消化器症状の検討
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院腎臓・泌尿器科 ○小山正樹，大西信和，中村雄一，野村武史，塩田晃司，

奥原紀子，今田直樹
【O-0984】　 当院におけるcinacalcetからevocalcetへの切り替え症例の検討
 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院腎臓内科 ○杉山友貴，杉町和紀，吉水秋子，坂井健太郎，東　治道
 社会医療法人雪の聖母会聖マリアヘルスケアセンター  松井　礼
【O-0985】　 エボカルセトはシナカルセトと比較して消化器症状が少ないか？
 （医）永生会まつした腎クリニック ○松下和通，小林真希，清水明葉，山口松子，笠田寿美子，

羽根田破
【O-0986】　 CinacalcetからEvocalcetへの切替後の血清Ca濃度の推移
 社会医療法人愛仁会千船病院内科 ○金　鐘一，石井　圭，宇高千恵，中西昌平
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Ca受容体作動薬　14:10-15:10
座長： 宍戸寛治（川崎クリニック）
【O-0987】　 シナカルセトがPTxの術後経過に与える影響に関する検討
 東海大学医学部附属大磯病院腎糖尿病内科 ○巽　亮子
 東海大学医学部付属八王子病院腎内分泌代謝内科  角田隆俊
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  駒場大峰，深川雅史
【O-0988】　 シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの変更例における有効性，安全性，栄養状態の検討
 （医）健仁会益子病院附属透析クリニック腎臓内科 ○岡本日出数，勝野　浩，清水納子
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科  上田莉紗，加藤一彦，中島大輔，松本直人，横尾　隆
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科  進藤充稔，星野太郎，益子　博，森下義幸
【O-0989】　 既存カルシミメテックスからエボカルセトへの切り換え症例の検討
 南砂腎クリニック ○石黒　望，布川健康，山本　智，田中雅美，芝崎利治，

浅井雅彰，岸　洋介，湯田陽子，宮脇純也，竹内佳菜，
梅田愛子，田中新樹

【O-0990】　 シナカルセトからエボカルセトへの切り替え試験
 藤田記念病院内科 ○宮崎良一，宮城恭子，川村里佳，川田知恵子
【O-0991】　 シナカルセトからエボカルセトへの変更による投薬量の変化に関する検討
 東海大学医学部附属大磯病院腎内分泌代謝内科 ○巽　亮子，高橋浩雄，磯崎雄大
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
 京王八王子山川クリニック  山川　弘
【O-0992】　 当院におけるエボカルセトの使用経験
 嬉泉病院 ○稲津昭仁，泉　朋子，久留秀樹，土屋貴彦，須藤祐司，

上畑昭美

CKD-MBDと予後　15:10-16:10
座長： 佐藤正嗣（さとう腎臓内科ひ尿器科）
【O-0993】　 血液透析導入1年後のマグネシウム値は生命予後の予測因子である
 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷佐倉市民病院腎臓内科 ○藤井隆之，齋藤快児，越坂純也，山内伸章，森本真有，

寺崎紀子，田中宏明，鈴木理志
【O-0994】　 血液透析患者の血清リン濃度と末梢動脈疾患（PAD）との関連について：Qコホート研究10年予後
 九州大学大学院病態機能内科学 ○嶋本　聖，山田俊輔，冷牟田浩人，荒瀬北斗，中野敏昭，

北園孝成
 福岡腎臓内科クリニック  谷口正智
 福岡歯科大学総合医学講座内科学分野  徳本正憲
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
【O-0995】　 血液透析（HD）患者の生命予後に関わる腹部大動脈石灰化（AoC）の意義とAoC寄与因子の検討
 北海道恵愛会札幌南一条病院看護部 ○福島　亮，竹内順子，上野絵里，居上優香
 北海道恵愛会札幌南一条病院放射線部  大谷祐輔
 北海道恵愛会札幌南一条病院循環器・腎臓内科  菊池健次郎，土田哲人，工藤靖夫
 北海道恵愛会札幌南一条病院システム開発室  永田弘樹
 札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座  大西浩文
【O-0996】　 透析導入直前の隠れ低カルシウム（Ca）血症は介入されにくく予後不良である
 大阪大学腎臓内科学 ○山口　慧，土井洋平，岡　樹史，猪阪善隆
 大阪大学腎疾患臓器連関制御学  濱野高行
【O-0997】　 血液透析患者におけるCKD-MBDパラメーターと感染症死亡の関連について～Qコホート研究
 九州大学病態機能内科学 ○山田俊輔，中野敏昭，荒瀬北斗，北園孝成
 福岡腎臓内科クリニック  谷口正智
 福岡歯科大学内科学分野  徳本正憲
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
【O-0998】　 維持透析患者における血清マグネシウム濃度と死亡率の関係
 東京女子医科大学第四内科 ○田村友美，海上耕平，新田孝作
 公益財団法人ときわ会常磐病院  岡崎昌幸，小松水樹
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第19会場（アネックスホール　F203+F204）

バスキュラーアクセス／その他　8:30-9:30
座長： 宮田　昭（熊本赤十字病院腎センター）
【O-0999】　 数十年間のeGFR推移を一括表示するLong term eFR plotを用いた診療により，静脈カテーテルによる透析導

入が減少する
 市立大津市民病院内科 ○中澤　純，伊藤貴優，吉田尚平，高谷季穂
【O-1000】　 Vascular access 閉塞例に対するVascular Access Interventionの新しい治療 

―Guide wireを用いた機械的血栓破砕術（mechanical fragmentation）の効果―
 回生会宝塚病院 ○東田智江，中野紘平，長谷川峻，大谷雄一，林　旺城，

中村誠志，塚　芳明，畑田憲吾，奥野義幸，馬殿正人
【O-1001】　 透析の需要の多い原発近くの中核都市でのバスキュラーアクセス外来の開設
 いわき市医療センター／福島県立医科大学災害医療支援講座 ○小柴貴明
 いわき市医療センター  兼本大輔
 福島県立医科大学災害医療支援講座  二瓶　大
 （医）社団みやぎ清耀会緑の里クリニック  平沼聡史，石田亜希，宍戸　洋
【O-1002】　 新型血液浄化用コネクタ ツインシールドの基礎的実験による使用評価
 （医）社団東仁会蒲田駅前クリニック臨床工学部 ○片岡春香，河内勇樹
 東邦大学医療センター大森病院臨床工学部  室市秀久，津田圭一
 東邦大学医療センター大森病院腎センター  酒井　謙
【O-1003】　 ピローなしJMS前希釈OHDF用回路における脱血不良評価
 （医）社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター臨床工学科 ○小林裕也，小原将太，黒津希美，原久美子，増田浩司，

鈴木愛子，石川博基
【O-1004】　 シャントトラブルスコアリングシート（STSシート）の有用性の検証～血液透析効率の向上を目指して～
 神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院 ○橋澤千恵美，柄本美芽，須藤大栄子，田中輝美，塚原和絵，
 血液浄化センター  加藤恭子，西森佳代

バスキュラーアクセス／モニタリング　9:30-10:20
座長： 鎌田　正（京都市立病院）
【O-1005】　 スマートデバイスを用いたVA管理の考案
 京丹後市立弥栄病院臨床工学 ○伊藤嘉晃
【O-1006】　 エアレスモニタを使用したVA管理の有用性
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院臨床工学科 ○西　賢悟，宮崎拓也，藤平雅紀，苅込秀樹，三浦國男
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院外科  大崎慎一，池田重雄
【O-1007】　 透析液排液モニタとバスキュラーアクセス再循環の関連性
 （社医）名古屋記念財団新生会第一病院臨床工学部 ○後藤崇文，月東功希，岡本和成，鬼頭伸幸，尾関佑介，

内山春奈，川上　大，金田一彰洋，森實篤司
 （社医）名古屋記念財団新生会第一病院内科  南部隆行，古賀俊充，小川洋史
 （社医）名古屋記念財団新生会第一病院外科  藤井　恵
【O-1008】　 シャントマップのばらつき
 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院腎センター ○渡邊弘一，椛澤麻美，横山　築，青柳貴洋
 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院腎臓内科  吉岡友基，酒巻裕一，青柳竜治
【O-1009】　 各社実流量測定モニタの精度評価
 （医）社団東仁会蒲田駅前クリニック臨床工学部 ○河内勇樹，片岡春香
 東邦大学医療センター大森病院臨床工学部  室市秀久，津田圭一
 東邦大学医療センター大森病院腎センター  酒井　謙

バスキュラーアクセス／人工血管・上腕動脈　10:30-11:20
座長： 井尾浩章（順天堂大学医学部附属練馬病院）
【O-1010】　 上腕動脈表在化術後血栓症の臨床学的検討
 千葉病院透析科 ○大森　聡，杉原裕基，表　敬介，白鳥　享，室谷典善
【O-1011】　 Graft in Vein（GIV）法による人工血管移植術の短期成績の検討
 千葉病院透析科 ○杉原裕基，大森　聡，表　敬介，白鳥　享，室谷典義
【O-1012】　 人工血管シャントの再開通術後に早期再建となるリスク要因の検討
 仙台病院腎センター ○宮坂康宣，菅野厚博，佐藤壽伸，田熊淑男
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【O-1013】　 超音波検査における内シャント上腕動脈血流波形の収縮期加速時間による大動脈弁狭窄症の検出の検討
 （医）三祥会幸町記念病院検査部 ○八杉　潤，田中典子
 （医）三祥会幸町記念病院外科  松田浩明，岡　良成，宮崎雅史
 （医）三祥会幸町記念病院内科  高津成子
【O-1014】　 透析患者内シャントにおける上腕動脈高位分枝の検討
 （医）社団聖医会ことうだ腎クリニック腎センター ○赤木　翔，平出裕紀，阿部政利，人見泰久，家村知海，

池永秀夫，小藤田篤，小藤田敬介

バスキュラーアクセス／穿刺関連　11:30-12:20
座長： 錦戸雅春（長崎医療センター）
【O-1015】　 当院における穿刺ミスの要因と今後の課題
 同愛記念病院臨床工学室 ○小林孝太，矢内義人，渡邊将志
 同愛記念病院腎臓内科  秋田　渉
【O-1016】　 止血困難症例におけるアルギン酸カルシウム含有の止血絆創膏の有用性（第3報）
 （医）萌友会板倉クリニック ○中田貴史，橘田恵美，町　雅代，大河原悠生，板倉行宏
【O-1017】　 エムラクリームの静菌作用の検証と貼付用局所麻酔剤との効果比較
 社会医療法人母恋天使病院臨床工学室 ○越前谷朋香，上村恵一，大崎雄祐，島谷絵里奈，

平井萌乃香，野原充智騎
【O-1018】　 エムラクリームは透析中の穿刺部疼痛も軽減する
 （医）健友会本間病院 ○大場奈津美，五十嵐一生，笠間　健
 （医）健友会本間病院腎臓内科  中山恭子
【O-1019】　 アフェレシス療法におけるエコーガイド下大腿静脈直接穿刺法の有用性
 京都市立病院腎臓内科 ○鎌田　正，池田紘幸，谷口智基，上松瀬良，山本耕治郎，

志水愛衣，矢内佑子，富田真弓，家原典之

第20会場（アネックスホール　F205）

血液浄化法／HD／各種病態／慢性腎臓病全般　保存期　透析導入期　8:30-9:40
座長： 金森弘志（市立福知山市民病院）
【O-1020】　 電解水透析長期実施患者のアルブミン酸化還元状態～通常HD患者との比較
 大幸砂田橋ブランチクリニック ○吉崎重仁
 砂田橋クリニック  小澤裕子
 大幸砂田橋クリニック  伊井友昭，中嶋俊介，前田裕子，飯田俊郎，前田憲志
 藤田医科大学臨床工学科  大橋　篤
 透析医療・技術研究所  坂下惠一郎
【O-1021】　 ラット腎臓光学顕微鏡用組織標本の低真空走査電子顕微鏡での観察
 東北医科薬科大学医学部内科学第三（腎臓内分泌内科） ○廣瀬卓男，衣笠哲史，高橋知香，矢花郁子，中村はな，

室谷嘉一，谷　淳一，森　建文
【O-1022】　 46年の血液透析を達し得た一解剖例の報告
 虎の門病院分院腎センター ○渡邉　駿，平松里佳子，小黒昌彦，井熊大輔，水野裕基，

山内真之，諏訪部達也，澤　直樹
 虎の門病院病理部  黒江崇史，伊藤慎治，藤井丈士
 虎の門病院分院腎センター／虎の門病院病理部  乳原善文
【O-1023】　 透析低血圧と生命予後
 三井記念病院 ○竹中悠人，古瀬　智，小倉吉保，羽柴豊大，安倍寛子，

古川恵美，真弓健吾，三瀬直文
 新小岩クリニック  正木一伸，西尾恭介
【O-1024】　 血液透析患者における低カリウムレタス摂取の安全性の検討
 久留米大学病院内科学講座腎臓内科部門 ○中山陽介，乙咩崇臣，隈部由梨，平田英生，横田祐之介，

太田寛二，浦江憲吾，藤澤宏宣，森山智文，深水　圭
【O-1025】　 透析患者におけるNaバランスへの影響因子とその適正管理についての検討
 聖路加国際病院腎臓内科 ○種本史明，中島大輔，孫　　楽，伊藤雄伍，瀧　史香，

丹野有道，長浜正彦，中山昌明
【O-1026】　 血液透析患者の大動脈弁狭窄症7例に対する外科的治療の経過
 仙台市立病院 ○古田恭平，竹内陽一，古川暁子，秋保直樹
 台原内科クリニック  古田隆史

（
第
３
日
目
）

口　
　
演

166



血液浄化法／治療条件　9:50-10:30
座長： 内田潤次（大阪市立大学）
【O-1027】　 透析液流量の違いによる透析効率の検討
 （医）善仁会厚木クリニック臨床工学部 ○實平匠利，浦本雅也，梶原大雅，中村公祐
 （医）善仁会厚木クリニック診療部  千葉哲男
 （医）善仁会医療技術本部  上杉　睦
【O-1028】　 透析液温度による末梢循環動態への影響の検討
 高知高須病院臨床工学科 ○都築一生，仙頭正人，濱田あすか，小川晋平
 高知高須病院泌尿器科  大田和道
【O-1029】　 透析中のHCO3-  マスバランスについて
 特定（医）仁真会白鷺病院 ○榎本正貴，高田茂和，小北克也，山本忠司，山川智之
【O-1030】　 尿酸分布容積という概念に基づいた細胞外液量の新規推測法
 （医）悠生会片桐記念クリニック ○伊藤孝仁
 大幸医工学研究所  新里高弘
 （医）社団朋進会横浜南クリニック  柴田和彦
 藤田医科大学病院医療科学部臨床工学科  中井　滋
 名古屋市工業研究所支援総括室  青木　猛

透析機器／VA 穿刺針・血流　10:30-11:20
座長： 小川智也（埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科血液浄化センター）
【O-1031】　 バスキュラーアクセス保護を目的とした血流量の検討
 （医）慶心会ふじさん腎臓内科クリニック ○石原啓貴，佐藤知晶，小山春樹，堀内智美，原田大希
【O-1032】　 穿刺針の太さと流体の粘調度の違いにおける実血流量の変化
 大阪市立大学医学部附属病院医療機器部 ○森本一弘，新健太郎，花岡吾子，加藤慎章，杉山ゆう，

山本亜依，三浦　翼
 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器科病態学  長沼俊秀，武本佳昭，仲谷達也
【O-1033】　 Vカット針の機能評価およびランセット針との比較について
 （医）淳康会堺近森病院 ○木下朋哉，青田瞭平，竹内裕之，佐田浩一，岡林和美，

前　暢子，駒井則夫
【O-1034】　 透析用留置針の逆流防止弁が血液流量に与える影響
 埼玉医科大学病院臨床工学部 ○富永昌孝，野本　亨，梅村由貴，伊佐慎太郎，村杉　浩，

本多　仁，大浜和也
 埼玉医科大学病院腎臓病センター  井上秀二，友利浩司，岡田浩一
【O-1035】　 ポンプセグメント部の取り付け方による推定血流量モニタの変化
 三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院CE部 ○長尾泰明，野田英毅，荒川範一，畑中祐介，田添裕章，

田中　朗

第21会場（アネックスホール　F206）

骨代謝／骨折　8:30-9:30
座長： 藤森　明（甲南病院）
【O-1036】　 ワーファリン（WF）服用透析患者の血中低カルボキシル化オステオカルシン（uc-OC）濃度の検討
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック薬剤部 ○松倉泰世
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科  桑原道雄，葉山修陽，栗原　怜
 （医）慶寿会春日部内科クリニック腎臓内科  櫻井祐成
 （医）社団信英会越谷大袋クリニック腎臓内科  大薗英一
【O-1037】　 血液透析患者における活性型VitDの使用と大腿骨頸部骨折の関連
 奈良県立医科大学附属病院腎臓内科学 ○田川美穂
 日本透析医学会統計調査委員会  濱野高行，尾形　聡
【O-1038】　 血液透析患者における血清Mg値と新規骨折との関連性の検討
 北九州腎臓クリニック ○海津嘉毅
 福岡歯科大学医科歯科総合病院腎臓内科  田中　茂
 新北九州腎臓クリニック  三谷博通，海津嘉蔵
【O-1039】　 橈骨骨密度低値は透析患者の生命予後悪化に関連する
 （財）甲南会甲南病院血液浄化・腎センター ○岩﨑隆英，藤森　明，岡田志緒子，坂井　誠
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【O-1040】　 低nPCRと高nPCRは維持血液透析患者の骨折リスクを高める：Qコホート研究
 田川市立病院腎臓内科 ○大仲正太郎
 九州大学病態機能内科学  山田俊輔，辻川浩明，中野敏昭，北園孝成
 （医）医心会福岡腎臓内科クリニック  谷口正智
 福岡歯科大学総合医学講座内科学分野  徳本正憲
 奈良県立医科大学腎臓内科学  鶴屋和彦
【O-1041】　 透析患者における変形性腰椎症と副甲状腺ホルモンの関係
 特定（医）仁真会白鷺病院 ○奥野仙二，首藤亜侑美，安達かおり，松下安紀子，

長原　大，山川健次郎，庄司繁市，山川智之
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  石村栄治，稲葉雅章

Klotho・FGF23・Fetuin-A　9:30-10:20
座長： 深水　圭（久留米大学）
【O-1042】　 血液透析患者におけるSoluble Klothoと心血管イベントとの関連について
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 ○中島章雄，大城戸一郎，横山啓太郎，横尾　隆
 東京慈恵会医科大学分子疫学研究部  浦島充佳
【O-1043】　 Fetuin-A-containing calciprotein particles（CPP）によるfetuin-A翻訳後修飾
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 ○上殿英記，藤元健太，越智章展，仲谷慎也，津田昌弘，

絵本正憲
 大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学  森　克仁
 大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学  庄司哲雄，稲葉雅章
【O-1044】　 クエン酸第二鉄は血液透析患者においてFGF23を減少させ，赤血球造血刺激因子製剤の反応性も改善させる
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○丸山範晃，大月伯恭，奈倉千苗美，吉田好徳，北井真貴，

高島弘至，丸山高史，阿部雅紀
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 （医）社団優腎会優人クリニック  冨田兵衛
【O-1045】　 透析モードの違いにおけるFGF-23の除去について
 （医）山東第二医院内科 ○惠　以盛，惠　らん
【O-1046】　 経静脈内投与可能な CalcimimeticsであるEtelcalcetide の骨代謝に関する効果
 和歌山県立医科大学腎臓内科学 ○重松　隆
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科  横山啓太郎
 （医）社団瑛会東京ネクスト内科・透析クリニック内科  秋葉　隆
 小野薬品工業（株）  藤井章史，小谷　基
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学  秋澤忠男
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