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［一般演題（口演）］
第1日目　7月1日（金）

会議センター　3F　311 ＋ 312

HD　8:15-9:03　
座長： 金森弘志（市立福知山市民病院） 

丸山高史（日本大学）
【O-0001】　 血液透析導入における緊急導入または予定導入と生命予後との関連
 奈良県立医科大学腎臓内科学 ○岡本恵介，鮫島謙一，江里口雅裕，鶴屋和彦
【O-0002】　 カーボスターPからキンダリー 5Eに透析液を変更して
 （医）社団優仁会さなるサンクリニック ○畦倉久紀，森下恵介，田中公美，増田賢人，桐山翔司，

川口　宏，太田孝行，飯島也万
【O-0003】　 慢性腎臓病患者における橈骨動脈石灰化への影響因子の検討
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科 ○狩野俊樹，井尾浩章，佐々木有，武藤正浩，武藤紗也加
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎臓内科  中田純一郎，福崎晴奈，前田拓也，鈴木祐介
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科  石坂匡則，井下博之
 ／順天堂大学医学部附属順天堂医院腎臓内科
【O-0004】　 腹膜透析から血液透析移行期に急激にカルシフィラキシスを発症した一例
 独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院腎臓内科 ○頼　聖凱
【O-0005】　 ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）に対してアルガトロバンとナファモスタットを併用した1症例
 地方独立行政法人神戸市民病院機構 ○三谷莉永，中田庸介，中井雅史，垣田浩子
 神戸市立西神戸医療センター腎臓内科
 （医）社団六翠会六島クリニック  鳥越和雄
【O-0006】　 マムシ咬傷に伴う横紋筋融解症による急性腎障害に対して血液透析を要したものの離脱に成功し得た一例
 大垣市民病院糖尿病腎臓内科 ○坂口直大，傍島裕司，大橋徳巳，永田高信，小島光晴，

松山哲也

血液浄化法／高齢者／その他　9:03-9:51　
座長： 友利浩司（埼玉医科大学） 

門松　賢（独立行政法人国立病院機構東京医療センター）
【O-0007】　 療養病床入院中の透析患者の予後に影響を与える因子～入院1年未満死亡者と3年以上入院患者の入院時臨床

検査値の比較～
 （医）くらた病院腎透析科 ○飛田美穂，北村　真，阿由葉恵美，内田英雄，田中進一，

倉田康久
【O-0008】　 超高齢透析導入患者の予後の検討
 小豆島中央病院泌尿器科 ○荒井啓暢
 小豆島中央病院内科  森田峻史，原　大雅
【O-0009】　 高齢化にともなう透析導入方法の変遷
 小豆島中央病院泌尿器科 ○荒井啓暢
 小豆島中央病院内科  森田峻史，原　大雅
【O-0010】　 長期留置型カテーテルが抜去困難となった超高齢血液透析患者の1例
 近江八幡市立総合医療センター腎臓内科 ○三原　悠，黒瀬　亮，辻中瑛里香，中村匡志，足立大也，

山内明日香，門　浩志，八田　告
 近江八幡市立総合医療センター循環器内科  深井邦剛
【O-0011】　 在宅血液透析患者の予後の検討
 埼玉医科大学病院腎臓内科 ○友利浩司，杉山正夫，冨田健水，大橋直人，村杉　浩，

横田順奈，天野博明，渡辺祐輔，井上　勉，岡田浩一
【O-0012】　 難病合併腎不全症例における地域医療連携の難しさ～今後の透析医療のSDGsの成否を握るのは大病院かサ

テライトか？
 （医）清清会清田クリニック泌尿器科 ○清田敦彦
 ／京都大学大学院人間・環境学研究科
 （医）清清会清田クリニック泌尿器科  谷口泰子
 京都大学大学院人間・環境学研究科  永田素彦
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至適透析・透析スケジュール　9:51-10:39　
座長： 中山裕一（社会医療法人若竹会つくばセントラル病院） 

大水　剛（（医）社団三友会あけぼのクリニック）
【O-0013】　 高齢透析患者の透析量を再考する
 長崎腎クリニック ○河野史尭，橋口純一郎
 長崎腎病院医師部  矢野利幸，高木伴幸，澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲
 大村腎クリニック医師部  前川明洋
【O-0014】　 維持血液透析患者の残腎機能の測定
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○深澤桃子，加藤基子，加藤亜輝良，松沢翔平，余地紀嗣，

檜山英巳，栗井阿佐美，浦辺俊一郎
 （医）財団倉田会くらた病院  倉田康久，飛田美穂
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
 東京医療保健大学医療保健学部  北島幸枝
 法政大学生命科学部  山下明泰
 （医）社団健齢会ふれあいクリニック泉  兵藤　透
【O-0015】　 高BMI患者に対する前希釈OL-HDFの透析液流量増加による溶質除去効果
 （医）健友会本間なかまちクリニック臨床工学科 ○五十嵐一生
 （医）健友会本間なかまちクリニック腎臓内科  中山恭子
 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構  中山隆弘
 日本海総合病院腎臓内科
【O-0016】　 COVID-19感染拡大による施設オーバーナイト透析（INHD）の休止経験を経て
 （医）衆和会長崎腎病院臨床工学課 ○堀幸一郎，田口尚人，矢野利幸，高木伴幸，舩越　哲
 （医）衆和会大村腎クリニック医局  前川明洋
 （医）衆和会長崎腎病院医局  澤瀬健次
 （医）衆和会長崎腎クリニック医局  橋口純一郎，原田孝司
【O-0017】　 除水フリーにて管理した血液透析患者の1例
 昭和大学横浜市北部病院臨床工学室 ○菊地　武，柿沼　浩
 昭和大学横浜市北部病院内科  緒方浩顕
 昭和大学病院統括臨床工学室  大石　竜
【O-0018】　 BV計による至適透析の設定
 （医）星晶会星優クリニック臨床工学部 ○前田晃紀，山本翔平，奥田正明，齋藤仁美
 （医）星晶会星優クリニック看護部  上野和樹，杉本智恵美
 （医）星晶会星優クリニック診療部  セレスタGR，松本昭英

急性血液浄化療法／症例その他　10:39-11:27　
座長： 塚本　功（埼玉医科大学国際医療センター） 

平川晋也（東京女子医科大学病院）
【O-0019】　 早期血液透析導入により救命できた急性カフェイン中毒の1症例
 山口県立総合医療センター臨床工学部 ○杉田翔哉，森山翔太郎，藤井祐希，調　慧一，山根友里
 山口県立総合医療センター血液浄化療法センター  岡本美貴子
【O-0020】　 Hct高値で血液浄化治療に難渋した一例
 鹿児島大学病院臨床技術部臨床工学部門 ○中島高博，岩倉雅佳，江村寛之，濱洲穂積，早崎裕登，

藏元直也，佐潟芳久
 鹿児島大学病院血液浄化療法部  山田保俊，榎田英樹
【O-0021】　 完全房室ブロックを合併したリチウム中毒に血液透析を施行した一例
 仙台市立病院血液浄化療法室 ○柴田　翔，佐藤了亮，勝又尚紀，今田悠介，山本多恵
 仙台市立病院循環器内科  石田明彦
【O-0022】　 心原性肺水腫の透析患者へHFNCで奏功した2症例
 特定（医）衆済会増子記念病院臨床工学課 ○一原早耶香，東　孝信，籾山和大，平松英樹
 特定（医）衆済会増子記念病院腎臓内科  安田　香，両角國男
【O-0023】　 ECMO装着患児のCRRTにおいて短時間で回路凝固を認めた一例
 埼玉医科大学国際医療センターMEサービス部 ○葉　秀寿，塚本　功，土屋陽平，松田真太郎，坂下浩太，
   濱田雅美，廣勢健二
 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部  渡辺裕輔
【O-0024】　 持続的腎代替療法（CRRT）施行中にピローが凝固した症例
 自治医科大学附属病院臨床工学部 ○神山智基，松岡　諒，松井大知，宮本友佳，木村好文
 自治医科大学腎臓内科  吉澤寛道，齋藤　修，長田太助



105

（
第
１
日
目
）

口　
　
演

在宅透析　11:27-12:15　
座長： 大濵和也（群馬パース大学） 

坂上貴光（地方独立行政法人大牟田市立病院）
【O-0025】　 在宅血液透析における個人用粉末透析剤溶解装置についての検討
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック臨床工学部 ○阿部奈津美
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック診療部  若井陽希
 ／北里大学医学部泌尿器科
 北里大学医学部泌尿器科  兵藤　透
 北里大学医学部臓器移植・再生医療学  吉田一成
【O-0026】　 カフ型カテーテルでの在宅血液透析6年の実績報告
 （医）池田バスキュラーアクセス・透析・内科臨床工学技士部 ○岩下廉史，久保哲也，松田みゆき，岩崎和子，水内恵子，

松岡一江，梶本宗孝，安田　透，池田　潔
【O-0027】　 在宅血液透析患者と施設血液透析患者の透析後疲労自己評価尺度を用いた比較検討
 （医）誠壽会上福岡総合病院血液浄化センター ○児玉博俊，藤ノ木章浩，高橋和志，井上達夫
 （医）社団富家会富家在宅リハビリテーションケアセンター  辻　　明，上山　裕
 クリニック訪問診療科
【O-0028】　 在宅血液透析を選択する患者の傾向について～第2報～
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック臨床工学部 ○中釡祥吾，中嶋　藍
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック看護部  川畑　勝
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック腎臓内科  田中春奈，清水比美子，西田洋文，桃木久美子，

野老山武士，原　正樹
【O-0029】　 他院で在宅血液透析導入を断念された後当院で導入に至った1症例
 （医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科 ○久保哲也，岩下廉史，岩崎和子，松田みゆき，水内恵子，
 臨床工学科  松岡一江，梶本宗孝，安田　透，池田　潔
【O-0030】　 長期留置カテーテルによるHHD導入を経験した一例
 （医）さくら鶴瀬腎クリニック血液浄化部 ○島口　豊，戸塚浩平，粕谷悦子，前野須美子，小澤京子
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部  金子和史，鈴木隆司
 （医）さくらさくら記念病院腎臓内科  黒澤範夫
 （医）さくら鶴瀬腎クリニック腎臓内科  岸雄一郎

看護／精神，心理／その他　13:50-14:38　
座長： 植木嘉衛（（医）社団三思会東邦病院） 

鉾立優作（公益財団法人豊郷病院）
【O-0031】　 他施設連携により在宅透析への治療変更した症例報告
 （医）朝霧会じんの内医院透析センター ○安藤恭代，井形聡美，陣内　寛，陣内謙一
 （医）やまびこ会福岡東ほばしらクリニック  張　同輝
【O-0032】　 高齢認知症HD患者への環境調整の重要性
 （医）あさお会あさおクリニック看護部 ○大野盛子，鈴木綾子，小島典子，鈴木恵美子
 （医）あさお会あさおクリニック内科  前波輝彦
【O-0033】　 精神疾患のある患者の在宅血液透析（HHD）導入と在宅支援への取り組み
 （医）長崎腎病院看護部 ○吉田衣里子，白井美千代，丸山裕子，藤原久子，

舩越　哲
【O-0034】　 在宅血液透析の実際～介助者の立場から～
 （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-0035】　 外来維持透析患者の歩数を可視化し声かけすることで歩数が増えるか
 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院血液浄化療法室 ○石附久佑子，早川夏枝，飯山由紀，伊藤里美，桑原　舞，

中村道代，齋藤徳子
 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院  鶴巻裕一，石山悌人，渡部裕美子
 リハビリテーション科
 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院栄養科  横山恵美
【O-0036】　 透析患者の回帰担う病棟～実績報告～
 （医）光心会諏訪の杜病院 ○米村　郁，佐藤英之，長尾貴幸，福森恵子，岡本威志，

岩根美紀，武居光雄
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看護／高齢者／終末期　14:38-15:26　
座長： 池田志帆子（（医）社団前田記念会石神井公園じんクリニック） 

尾崎直子（（医）社団明生会訪問看護ステーションかがやき）
【O-0037】　 当院の透析患者のACP～もしバナゲームを利用して～
 （医）並木会並木クリニック透析センター ○朝倉清香，岡田由紀子，中村麻美，佐々木郁江，楊　朝隆，

並木祥代
【O-0038】　 「私の想い（医療に対する希望書）」を提出した患者へのアンケート調査～ACPにつながる支援に向けて～
 特定（医）仁真会白鷺病院看護部 ○竹内ひで美，清野さゆり，黒田美津恵
 特定（医）仁真会白鷺病院診療部  山川智之
【O-0039】　 終末期を迎える透析患者への支援と課題
 （医）社団優腎会優人クリニック ○油井有菜，川久保麻妃，冨田兵衛
【O-0040】　 透析認知症患者への関わり～安全・安楽・尊厳に基づくケア～
 （医）結和会松山西病院 ○水口純子，竹本祥子，矢野秀美，栗田純子，鶴井七重，

俊野昭彦
 愛媛大学  野本ひさ
【O-0041】　 透析患者の自宅での看取りを目指した看護
 東京女子医科大学病院看護部 ○高橋由実，杉本文美子
【O-0042】　 身体機能低下により17日間透析中断した患者が通院透析に至るまで
 社会医療法人財団石心会さいわい鹿島田クリニック ○島田尚美，三富優子，由井淑子，甲斐恵子，朝倉裕士

終末期医療　15:26-16:14　
座長： 石橋由孝（日本赤十字社医療センター） 

石田真理（東海大学医学部付属八王子病院）
【O-0043】　 当会維持血液透析患者における人生の最終段階医療の検証
 （医）社団一陽会横川クリニック内科 ○内藤隆之，小野京香，藤野早知栄
 （医）社団一陽会イーストクリニック内科  有田美智子
 （医）社団一陽会一陽会クリニック内科  碓井公治
 （医）社団一陽会原田病院医局  土井俊樹，山下和臣，札場保宏，水入苑生，重本憲一郎，

西澤欣子
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【O-0044】　 通院透析施設での訪問診療との連携～ 10年間の推移
 （医）眞仁会北久里浜たくちクリニック ○中西太一，稲葉直人，北村健一郎
 （医）眞仁会横須賀クリニック  小嶋啓史，木村寿宏，田村禎一，小澤　潔
 （医）眞仁会逗子桜山クリニック  福留裕一郎
 （医）眞仁会三浦シーサイドクリニック  東海林隆男
【O-0045】　 透析患者の看取り2022
 社会福祉法人ワゲン福祉会総合相模更生病院 ○野村幸範
 血液浄化センター
 社会福祉法人ワゲン福祉会総合相模更生病院看護部  設楽真樹子，鈴木美紀，小林美子，北島ゆかり，村井美幸，

町田由紀子，近藤綾乃
【O-0046】　 慢性維持透析患者の終末期における臨床的パラメータの変化
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○吉田　理，森本耕吉，山口伸子，大家基嗣
【O-0047】　 在宅医療連携による腎不全患者の終末期管理
 東北医科薬科大学医学部腎臓内分泌内科 ○森　建文，矢花郁子，石山勝也，橋本英明，中山晋吾，

伊藤大樹，鎌田綾佳，遠藤明里，松本啓而，木村朋由

人工知能（AI）・機械学習・深層学習　16:14-17:02　
座長： 小林こず恵（北里大学） 

石森　勇（東京女子医科大学）
【O-0048】　 AIと人による透析装置のエンドトキシン補捉フィルタリークテスト結果の分類の試み
 東京女子医科大学臨床工学部 ○石森　勇，村上　淳
 東京女子医科大学血液浄化療法科  花房規男，岩藤和広，土谷　健
 東京女子医科大学臨床工学科・集中治療科  市場晋吾
【O-0049】　 深層学習によるシャント音スペクトログラム画像からの自己血管内シャント機能評価推定
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院臨床工学科 ○城屋敷健志，谷口和久
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院腎センター  安永親生
 九州工業大学大学院生命体工学研究科  和田親宗
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【O-0050】　 機械学習を用いた透析後BUN値予測の可能性
 （医）みめぐみ会サンクリニック ○二宮大地，青木幸平，中村俊平
【O-0051】　 Vascular Access閉塞のリスク因子の解明と機械学習による予測
 （医）社団東仁会埼仁クリニック蕨臨床工学部 ○味野万里子，黒澤明成，小池哲平，小島美絵，秋山文洋，

高橋こずえ，岩藤和広
【O-0052】　 機械学習によるkt/V予測モデルの構築
 （医）玄々堂玄々堂泌尿器科透析室 ○石光立樹，渡邊庄三，米谷聡子
 （医）玄々堂玄々堂泌尿器科泌尿器科  山崎六志，田崎義久
 （医）別府玄々堂別府湾腎泌尿器病院泌尿器科  佐藤文憲
 （医）別府玄々堂別府湾腎泌尿器病院手術室  本多俊治
【O-0053】　 費用対効果を考慮した院内システムと透析業務支援システムとの連携
 （医）松和会望星二宮クリニック透析室 ○吉田雄一郎，藤崎智隆
 （株）メディカル東友情報システム部  田村康夫，野村和正，今井博行
 （株）東レメディカル  元木康貴，梅木浩一
 （医）望星会鶴見西口病院透析室  上田佳恵

人工知能（AI）・機械学習・その他　17:02-17:50　
座長： 後藤俊介（神戸大学医学部附属病院） 

塚本達雄（（公財）田附興風会医学研究所北野病院）
【O-0054】　 AKIおよびCKDに対して治療効果を有するヒトiPS細胞由来ネフロン前駆細胞の拡大培養法の開発
 京都大学iPS細胞研究所増殖分化機構研究部門長船研究室 ○荒岡利和，兩坂　誠，乾ちひろ，長船健二
【O-0055】　 機械学習による透析患者の四肢切断の予測
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○岩藤和広，花房規男，川口祐揮，櫻井仁子，田中伸枝，

塚田三佐緒，土谷　健
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科  阿部雅紀
 東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科  常喜信彦
 東京女子医科大学腎臓内科  新田孝作
【O-0056】　 機械学習を用いた透析導入時期の検討
 大分大学医学部附属病院内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学 ○沖田　純，中田　健，峯崎千智，内田大貴，工藤明子，
   福田顕弘，福長直也，柴田洋孝
 大分大学医学部附属病院検査部  上野民生
【O-0057】　 ヘキサデシル基固定セルロースビーズに吸着する血漿タンパク質のプロテオミクス
 新潟大学腎・膠原病内科 ○山本　卓，河内美帆，後藤　眞，成田一衛
 新潟大学生体液バイオマーカーセンター  山本恵子，平尾嘉利，山本　格
 新潟薬科大学  下條文武
【O-0058】　 検査値変動を用いた透析患者における生理調節ネットワークの分析
 （医）博友会友愛日進クリニック内科 ○中里優一，下山博史
 （医）博友会友愛クリニック  下山正博，下山博身
 （医）博友会友愛三橋クリニック  小林淳晃
 （医）博友会友愛みぬまクリニック  渡部晃久

会議センター　3F　313 ＋ 314

CKD-MBD／骨・薬剤　8:15-9:03　
座長： 山本　卓（新潟大学医歯学総合病院） 

矢島愛治（東京逓信病院）
【O-0059】　 血液透析患者で喫煙は骨折による入院のリスク因子：統計調査を用いたコホート研究
 新潟大学臓器連関学講座 ○若杉三奈子
 福島県立医科大学  風間順一郎
 日本透析医学会統計調査委員会  新田孝作
 新潟大学血液浄化療法部（腎・膠原病内科）  成田一衛
【O-0060】　 FRAXは血液透析患者の骨折リスクのみならず全死亡を予測する
 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，越坂純也，山内伸章，松永宇広，森本真有，

寺崎紀子，田中宏明，鈴木理志
【O-0061】　 透析導入期と保存期腎不全患者における骨微細構造の比較
 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院腎臓内科 ○辻　清和
 長崎大学病院腎臓内科  牟田久美子，北村峰昭，西野友哉
 長崎大学病院整形外科  横田和明，岡崎成弘，千葉　恒，尾崎　誠
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【O-0062】　 抗スクレロスチン抗体1年間投与の透析患者骨密度に及ぼす影響
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科 ○栗原　怜，桑原道雄，葉山修陽
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック泌尿器科  湯浅譲治
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック臨床検査  東　弥生
【O-0063】　 透析患者におけるデノスマブの骨微細構造への影響
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 ○井芹　健，溝渕正英，齋藤友広，加藤　憲，吉田峻祐，

寺戸成美，本田浩一
 石心会川崎クリニック  中島　豊，若狭幹雄，宍戸寛治
【O-0064】　 ロモソズマブ投与後に著明なiPTH値上昇を認めた骨粗鬆症合併維持血液透析患者の1例
 地方独立行政法人公立甲賀病院腎臓内科 ○高木彩乃，大張靖幸，佐々木裕二，渋谷和之

CKD-MBD／リン吸着薬・その他　9:03-9:51　
座長： 藤森　明（公益財団法人甲南会甲南医療センター） 

永野伸郎（（医）社団日高会日高病院）
【O-0065】　 血液透析患者の二次性副甲状腺亢進症加療に制酸剤が及ぼす影響
 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科 ○木村貴英
 ／独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院腎臓内科
 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科  種本雅之
【O-0066】　 当院におけるリン吸着薬の処方状況とCKD-MBDデータの検討
 （医）明生会東葉クリニック東新宿外科 ○吉田正美，菅谷明子，大森耕一郎，田畑陽一郎
【O-0067】　 演題取り下げ
【O-0068】　 スクロオキシ水酸化鉄によりグラフト閉塞を起こした脾臓摘出の既往歴をもつ透析患者の一例
 （医）昇陽会南池袋診療所透析室 ○伊藤　緑
 （医）昇陽会南池袋診療所透析室  宮下美恵
 ／（医）昇陽会阿佐谷すずき診療所
 （医）昇陽会阿佐谷すずき診療所  鈴木　太，鈴木　敦，鈴木利昭
【O-0069】　 スクロオキシ水酸化鉄投与による効果と有益性の検討
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉透析室 ○白木康雄，伊神隆介，神崎将克，渡辺明美，長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦
【O-0070】　 高Ca血症を伴う多発骨折に対しロモソズマブが有効であった血液透析症例
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 ○吉田峻祐，鈴木泰平，阿部真希，佐藤　望，稲葉大朗，

溝渕正英，本田浩一

CKD-MBD／薬剤その他　9:51-10:39　
座長： 齋藤　修（自治医科大学附属病院） 

鈴木利彦（公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター）
【O-0071】　 部分腎摘ラットにおける骨病変解析～エボカルセトの作用検討～
 協和キリン株式会社 ○徳永　紳，川田剛央
 北海道大学大学院歯学研究院硬組織発生生物学教室  長谷川智香，網塚憲生
【O-0072】　 透析患者における肺の転位性石灰化（metastatic pulmonary calcification;MPC）の解析
 （医）衆和会長崎腎病院放射線科 ○岩尾幸治，舩越　哲，小松利恵子
【O-0073】　 透析患者リン吸着剤（PB）適正化を目指した当院の取り組み
 （医）衆和会長崎腎病院検査課 ○中嶋幸海
 （医）衆和会長崎腎病院臨床工学課  吉野秀章
 （医）衆和会大村腎クリニック医師部  前川明洋
 （医）衆和会長崎腎病院医師部  澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲
 （医）衆和会長崎腎クリニック医師部  橋口純一郎
【O-0074】　 酸化Mg製剤投与とキンダリー 5号使用での骨代謝マーカーの評価
 むなかたクリニック ○川口雄平，高野佳奈，酒井一成，中村隆晃，早房和哉，

渡辺美紀，吉田正人，小山修平，小野祐嗣，井上禎子，
宗像　優，渡邊喜彦，植木哲雄，宗像昭夫

【O-0075】　 実臨床でウパシカルセト75 mg/週はエボカルセト1 mg/日に相当する
 （医）静心会おけはざまクリニック透析室 ○吉崎朱音，小川貴史
【O-0076】　 慢性維持透析患者におけるイバンドロネート静注製剤の臨床効果の検討
 特定（医）博愛会病院臨床工学科 ○大橋一斗，谷　和光，坂東　滋，栗本英和，松田聖士，

長末正己
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栄養／栄養指導-1　10:39-11:27　
座長： 柏木哲也（日本医科大学） 

川手由香（社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院）
【O-0077】　 高齢透析患者に対する栄養介入の有用性
 社会医療法人川島会川島病院栄養管理室 ○森　恭子，原　恵子，松浦香織，岩朝　奏，木村浩徳
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科  岡田一義，水口　潤
【O-0078】　 COVID-19感染拡大による外来透析食中断が栄養状態に与える影響について
 川崎医科大学附属病院栄養部 ○小野優奈，三宅加奈子，橋本誠子，遠藤陽子
 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学  板野精之，佐々木環
【O-0079】　 透析間体重増加指導強化が栄養状態を維持できたか検討する
 （医）萌生会大道クリニック栄養課 ○長谷川民子，酒戸侑香，大道武史
【O-0080】　 体重増加の多い患者に対する塩分摂取量指導への取り組み
 （医）葵美合クリニック看護部 ○三浦悠記子，松浦美樹，喜多由季，中村佳史，鈴木浩平，

祖父江文男
 （医）葵葵セントラル病院栄養部  小早川明美，伊藤和夏
【O-0081】　 血液透析患者の体重管理の良否に関わる因子の検討
 公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課 ○藤田咲彩，助友真知子，國井恵理，四家文恵，内田明奈，

山中優奈，日置清子
 公益財団法人ときわ会常磐病院人工透析センター  板東優太，小松水樹，岡崎真之，川口　洋
 公益財団法人ときわ会いわき泌尿器科  蔀　幸三
【O-0082】　 高齢者の透析導入時の栄養指導について
 敬愛病院栄養科 ○眞野善裕
 敬愛病院腎臓内科  樋口輝美，井下厚司，山崎俊男，大川恵里奈
 敬愛病院透析室  柳澤順子，石川由美子

栄養／栄養指導-2　11:27-12:15　
座長： 鈴木一裕（（医）援腎会すずきクリニック） 

石井有理（東京女子医科大学病院）
【O-0083】　 自施設外来維持血液透析患者のNRI-JH評価とタンパク質摂取促進ツールの開発～タンパク質摂取改善に向け

た介入～
 アルプス腎クリニック ○渡邉司朗，大森有子，芦沢理紗，山口裕子，松下和通
【O-0084】　 高齢透析患者の適切なリン制限目標とは
 （医）衆和会長崎腎病院栄養課 ○納富智子，舩越　哲
【O-0085】　 血液透析導入前の入院歴が導入入院時の栄養状態に与える影響
 北里大学病院栄養部 ○吉田朋子，森岡優子，郡山雄大
 北里大学医学部腎臓内科学  青山東五，阿部哲也，鎌田真理子，内藤正吉，竹内康雄
【O-0086】　 血液透析患者における食塩摂取量と栄養状態との関連の検討
 公益財団法人ときわ会常磐病院栄養課 ○助友真知子，内田明奈，藤田咲彩，山中優奈，四家文恵，

國井恵理，日置清子
 公益財団法人ときわ会常磐病院ときわ会  板東優太，小松水樹，岡崎真之，川口　洋
 常磐病院透析センター
【O-0087】　 外来血液透析患者における4年間の栄養指導によるリン管理への効果
 （医）斉藤内科クリニック ○坂井敦子，齋藤雅文
【O-0088】　 高リン血症を有する患者の栄養指導の一助となる因子の検討
 （医）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

腎性貧血／鉄剤・管理目標　13:50-14:38　
座長： 竹田徹朗（獨協医科大学埼玉医療センター） 

林　晃正（地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター）
【O-0089】　 TSAT ＜ 20% もferritin ＜ 100ng/mlも鉄欠乏の指標たりえません
 （医）弘愈会ひまわりクリニック人工透析内科 ○小林弘忠
【O-0090】　 鉄代謝理解は，天動説から地動説へ～持続的鉄補充法の臨床研究（第20報）～
 （医）弘愈会ひまわりクリニック人工透析内科 ○小林弘忠，松本能永
【O-0091】　 血液透析患者への鉄投与方法によるヘモグロビンサイクリングの影響
 （医）社団医弘会かわしま内科クリニック ○井上　真，白石　武，上野幸司，斎藤孝子，草野英二
【O-0092】　 Hb12g/dlを超えない鉄投与（前向きコホート研究）～赤血球数を考慮したESA調節で可能～
 （医）柏友会柏友千代田クリニック内科・腎臓内科 ○岡田　規，岡田範之
 （医）柏友会柏友クリニック  道旗　巌，由良高文
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【O-0093】　 赤血球恒数と鉄代謝マーカーとの関連に関する検討
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○川口祐輝，花房規男，櫻井仁子，田中伸枝，塚田三佐緒，

土谷　健
【O-0094】　 腎性貧血管理における鉄欠乏は血栓塞栓症を形成しやすい背景を惹起する
 （医）社団樹人会北条病院泌尿器科 ○前田明信
 （医）社団樹人会北条病院外科  高石義浩

リハビリテーション／運動療法・身体機能　14:38-15:26　
座長： 真下　泰（交雄会新さっぽろ病院） 

太田　稔（北海道大学病院）
【O-0095】　 腎臓リハビリテーションの試み
 JCHO三島総合病院透析センター ○高橋壮太郎，満間大介，藤野瑛里加，西尾　勝，杉田栄一，

山田敏生，平賀聖悟
【O-0096】　 血液透析患者におけるエコー法を用いた下肢筋肉の質的・量的評価と身体運動機能の関係
 関西医科大学香里病院腎臓病センター ○佐野亜加根，杉浦正人，茂谷聡子，有江茂樹，岸本　亮，

尾曽正樹，戸村亮太，吉田衣江，高橋延行
 関西医科大学香里病院リハビリテーション科  和田貴仁
【O-0097】　 血液透析患者においてカルニチン投与が筋輝度に及ぼす影響
 関西医科大学香里病院腎臓病センター ○杉浦正人，佐野亜加根，有江茂樹，岸本　亮，尾曽正樹，

戸村亮太，茂谷聡子，高橋延行
 関西医科大学香里病院リハビリテーション科  和田貴仁
【O-0098】　 高齢透析患者への透析中の運動療法の効果
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院 ○加藤雅寛，浅井一晃，原田久美，柴田昌典，伊藤　功
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【O-0099】　 透析患者の筋力低下防止への働きかけ
 （医）沖縄徳洲会静岡徳洲会病院臨床工学科 ○志賀正直
 （医）沖縄徳洲会静岡徳洲会病院リハビリテーション科  梅坂恭平
 （医）沖縄徳洲会静岡徳洲会病院内科  鈴木尚亨，山之上弘樹，相澤信行

リハビリテーション／運動療法　15:26-16:14　
座長： 宮崎真理子（東北大学病院） 

柴垣有吾（聖マリアンナ医科大学）
【O-0100】　 運動療法アシストVR（virtual reality）ゲームの効果と安全性の検証～透析患者の利用を目指して～
 （医）偕行会偕行会城西病院リハビリ課 ○高橋　蓮，日比野貴志，森下沙友美
 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部  矢部広樹
 理学療法学科
 （医）偕行会偕行会城西病院内科  石川英昭
【O-0101】　 透析患者の心臓予備能と運動耐容能
 嬉泉病院リハビリテーション科 ○臼井直人
 ／順天堂大学大学院医学研究科腎臓内科学
 嬉泉病院内科  上畑昭美，稲津昭仁
 順天堂大学大学院医学研究科腎臓内科学  中田純一郎，久留秀樹，鈴木祐介
 嬉泉病院リハビリテーション科  小島　将
【O-0102】　 高齢通院透析患者に対する腎臓リハビリテーションの取り組み
 （医）亀岡病院リハビリテーション科 ○宇都将浩，人見千紘，松本恵治，須田泰正
 （医）亀岡病院整形外科  藤田信彦
 （医）亀岡病院透析センター  那須智仁，桑迫直子
 （医）亀岡病院泌尿器科／（医）亀岡病院透析センター  藤井秀岳
【O-0103】　 透析サルコペニア患者に対する運動療法の有用性
 （医）康仁会西の京病院診療支援部リハビリテーション科 ○竹村淳也，本庄真子，佐々井栄美，山内紀子，明道知己
 （医）康仁会西の京病院透析センター  山岡みゆき，野口　幸，吉岡伸夫
【O-0104】　 透析患者に対する運動療法の必要性について
 （医）星晶会あおい病院リハビリテーション課 ○永井智晃
 ／（医）星晶会あおい病院診療部
 （医）星晶会あおい病院リハビリテーション課  野村亮太，花房康至
 （医）星晶会あおい病院診療部  古田　穣，小林望美，松本昭英
【O-0105】　 高齢維持血液透析患者のシャントPTAが透析中運動療法に与える影響
 （医）偕行会偕行会城西病院技術部リハビリ課 ○日比野貴志，森下沙友美，高橋　蓮
 （医）偕行会偕行会城西病院内科  石川英昭
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リハビリテーション／身体機能・取組み・その他　16:14-17:02　
座長： 安藤康宏（国際医療福祉大学病院） 

渡辺久美（桜美林大学）
【O-0106】　 保存期慢性腎臓病（CKD）患者に対する教育入院における理学療法士介入効果の検討
 トヨタ記念病院リハビリテーション科 ○竹谷健吾
 トヨタ記念病院腎臓内科  山本義浩
【O-0107】　 コロナ禍における血液透析患者の骨格筋量の縦断的推移について
 （医）社団秋葉原いずみクリニック／群馬医療福祉大学 ○浅野貞美
 （医）社団秋葉原いずみクリニック  下村有希子，佐野裕政，澁田由香，諸遊直子，川上　愛
 目白大学  万行里佳
【O-0108】　 新型コロナウイルスに罹患した透析患者の生存率を高める要因～ロジスティック回帰分析を用いた検討～
 （医）札幌朗愛会病院リハビリテーション科 ○大坂隆介，横濱千世，阿部正道，高橋科那子，古井秀典，

遠山義浩
【O-0109】　 血液透析患者におけるNRI-JHを用いたリスク分類と筋肉量との関連性
 （特医）桃仁会病院リハビリテーション科 ○槻本直也
 桃仁会病院薬局  平田元俊
 かつら透析クリニック泌尿器科／桃仁会病院泌尿器科  北村悠樹
 かつら透析クリニック泌尿器科  佐藤　暢
【O-0110】　 当院透析患者における1年間の認知機能の変化
 （医）桂名会埼友クリニックリハビリテーション科 ○島野　優
 （医）桂名会埼友クリニック内科  佐野淑江，加藤徳介
【O-0111】　 身体機能評価におけるフィードバック用紙の導入について
 聖比留会厚南セントヒル病院リハビリテーション部 ○杉山勇樹，阿座上友美，山崎美代子，桝野莉世，関谷岳凌，

宮川直之

リハビリテーション・その他病態　17:02-17:58　
座長： 柳沼樹宏（特定（医）潤恵会敬仁病院） 

島野泰暢（（医）生寿会五条川リハビリテーション病院）
【O-0112】　 心肺運動負荷試験（CPX）結果からみる透析患者の状況
 （医）博友会友愛クリニック ○下山正博，竹内真由，小林尚樹，高橋範行，下山博身
【O-0113】　 維持透析患者の身体活動と転出率に関する検討
 （医）社団欅会東大和南街クリニック ○本西秀太
 （医）社団松和会北八王子クリニック  菅野靖司
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小澤　尚
【O-0114】　 COVID-19感染拡大前後における慢性維持血液透析患者の体液組成，栄養指標の変化
 東北大学病院腎・高血圧・内分泌科 ○千葉祐貴，宮崎真理子
 （医）川平内科  高橋亮太郎，千葉茂実，堀籠郁夫
【O-0115】　 腎リハ介入後に重度サルコペニアの改善を認めた短腸症候群合併維持透析患者の一例
 佐久総合病院佐久医療センター ○大沢紘介，村上　穣，柳澤紀子，降籏俊一，池添正哉
 佐久総合病院佐久医療センター循環器内科  荻原真之
 佐久総合病院佐久医療センター薬剤部  市川裕平
【O-0116】　 透析日の朝の降圧薬の適切な処方と透析セッション中の血圧管理
 （医）尼崎永仁会クリニック腎臓内科 ○小野孝彦，塩田文彦，野村啓子，永井博之
【O-0117】　 好酸球増多による透析困難症の一例
 兵庫県立尼崎総合医療センター腎臓内科 ○山本紘子，渡邊友香，竹岡　純，前田広太郎，高見洋太郎，

寺柿万理子，才田宏奈，岩成祥夫，池田昌樹，田中麻理，
竹岡浩也

【O-0118】　 透析導入時の透析膜アレルギーを契機に特発性好酸球増加症が増悪した1例
 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター腎臓内科 ○上条将史，平　　鴻，原川さゆみ，太田祐樹
 長崎大学病院血液浄化療法部  西野友哉
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会議センター　4F　413

バスキュラーアクセス-1　8:15-9:03　
座長： 宮田　昭（（医）社団広崎会さくら病院） 

柴原　宏（相模原協同病院）
【O-0119】　 人工血管出口部狭窄に対するベアメタルステントとステントグラフト（バイアバーンⓇ）による開存期間延長

効果の比較・検討
 白光会白石病院外科 ○関島光裕，尊田和徳
【O-0120】　 ACUSEALバスキュラーグラフトにおける層間剥離の検討
 特定（医）仁真会白鷺病院診療部外科 ○宗本将嗣，向井資正，山川智之
【O-0121】　 ACUSEAL移植後，層間解離を認めた5症例
 （医）社団博鳳会敬愛病院腎臓内科 ○山崎俊男，樋口輝美，大川恵里奈，井下篤司
 （医）社団博鳳会敬愛病院看護部  石田恵美子，石川真理子，鈴木奈々，戸崎通子，柳澤順子，

中島詩織，鈴木あい子
 （医）社団博鳳会敬愛病院診療技術部  石川由美子
 （医）社団博鳳会敬愛病院循環器内科  安藤英之
【O-0122】　 前腕で動脈転位を伴った内シャント再建術の経験
 （医）関越病院透析科 ○中川芳彦，松田　香
 新都市医療研究会関越会関越腎クリニック  村上　徹
【O-0123】　 当院で施行した過剰血流内シャントへの4mmPTFEグラフトを使用した血流抑制術の報告
 社会医療法人愛仁会井上病院透析科 ○福永　慎，藤原一郎，森本　章，山村みどり
【O-0124】　 当院で頻回にPTAを要する6症例に対してVIABAHNステントグラフトを使用した報告
 春日井市民病院 ○近松大輝，林　眞子，三谷幸太郎，松本　惇，吉澤祐佳，

三村哲史，坂　洋祐，成瀬友彦

バスキュラーアクセス-2　9:03-9:51　
座長： 佐藤純彦（（医）クレドさとうクリニック） 

森本　章（社会医療法人愛仁会井上病院）
【O-0125】　 エコー併用VAIVTでの不成功について～狭窄治療と血栓治療の違い～
 社会医療法人愛仁会井上病院放射線科 ○森本　章
 社会医療法人愛仁会井上病院内科  山村みどり，福永　慎，岩田　愛
 社会医療法人愛仁会井上病院泌尿器科  三木優子，大北恭平，右梅貴信
 社会医療法人愛仁会井上病院外科  藤原一郎
 社会医療法人愛仁会井上病院血管外科  谷村信宏
【O-0126】　 6mmBB弾を比較対象物として用いたVAIVTバルーンカテーテル径選定
 独立行政法人国立病院機構呉医療センター腎臓内科 ○高橋俊介，吉田　健，野口真路，平川稔明
【O-0127】　 バルーン長によるVAIVT治療効果の比較
 信州大学医学部附属病院腎臓内科／神應透析クリニック ○橋本幸始
 信州大学医学部附属病院腎臓内科  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-0128】　 大伏在静脈を用いたボタンホール穿刺法による新規バスキュラーアクセスの試み
 （医）望星第一クリニック ○今泉健太郎，原　重美，小林直樹，若林正則
【O-0129】　 当院における超音波ガイド下VAIVTの試み
 日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科 ○奥畑好章，崔　祥大，林田真由子，中川雄太，堀越　匠，

荒川裕輔
 日本医科大学付属病院腎臓内科  酒井行直，柏木哲也
【O-0130】　 VAIVTの新時代に向けた当科での取り組み
 東海大学医学部移植外科 ○富田祐介，上原咲恵子，滝口進也，中村道郎
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バスキュラーアクセス-3　9:51-10:39　
座長： 人見泰正（特定（医）桃仁会桃仁会病院） 

井竹康郎（医療法人三橋病院）
【O-0131】　 カテーテル感染のPMX治療からエコー下穿刺へ
 （医）社団俊真会鈴木内科クリニック透析室 ○平野聖浩，内田茂男，伴野華子，林　篤志，長谷川寿美江，

篠崎清美，江本浩子
 わたしたちの生きる証  鈴木　雅
 （医）社団俊真会鈴木内科クリニック腎臓内科  鈴木俊彦
 ／わたしたちの生きる証
【O-0132】　 シャントトラブルスコアリング（S T S）評価を分析する
 （医）あさお会あさおクリニック臨床工学部 ○谷川浩太郎，小鹿昭雄，柳本政隆
 （医）あさお会あさおクリニック内科  前波輝彦
【O-0133】　 在宅血液透析におけるダルニードル穿刺～シャント感染率は増加しているか～
 （医）社団富田クリニック ○中澤弘貴，岡本晴哉，久保恵子，古澤敦志，田中　敬
 （医）社団富田クリニック第二富田クリニック  久保哲哉
 （医）社団富田クリニック  富田一聖，富田耕彬
 ／（医）社団富田クリニック第二富田クリニック
【O-0134】　 バスキュラーアクセスに随伴する後天性フォン・ヴィレブランド症候群の可能性
 北陸大学医療保健学部 ○藤井義也
 金沢大学医薬保健研究域保健学系  長屋聡美，森下英理子
 奈良県立医科大学輸血部  山田真也
 神應透析クリニック  神應太朗
 （医）社団瑞穂会みずほ病院  越野慶隆
【O-0135】　 山梨県下透析領域におけるVAに関する実態調査の報告（1）
 （医）静正会三井クリニック／山梨県臨床工学技士会 ○五味康貴，内田隆央
 ／山梨県臨床工学技士会代謝委員会
 山梨県臨床工学技士会／山梨県臨床工学技士会代謝委員会  樋口勇太
 ／（社）山梨勤労者医療協会甲府共立病院
 山梨県臨床工学技士会／山梨県臨床工学技士会代謝委員会  飯田和歌
 ／甲府市市立甲府病院
 山梨県臨床工学技士会／山梨県臨床工学技士会代謝委員会  横森智也
 ／東甲府医院
 山梨県臨床工学技士会／山梨県臨床工学技士会代謝委員会  尾前桂樹
 ／都留市立病院
 山梨県臨床工学技士会／山梨県臨床工学技士会代謝委員会  角田伊世
 ／山梨大学医学部附属病院血液浄化療法部
 山梨県臨床工学技士会／山梨県臨床工学技士会代謝委員会  竹川英史
 ／地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院
 山梨県臨床工学技士会  飯窪　護
 ／（社）山梨勤労者医療協会甲府共立病院
 山梨県臨床工学技士会／慈光会甲府城南病院  石井仁士
【O-0136】　 多施設参加型webディスカッションを実施したVAIVT施設としての取り組み
 津みなみクリニック透析センター ○三上昌志，小川明日香，坂田久美子，伊與田義信

バスキュラーアクセス-4　10:39-11:27　
座長： 神戸幸司（中部大学） 

松田政二（どい腎臓内科透析クリニック）
【O-0137】　 透析患者の穿刺部痛に対する表面麻酔薬選択の検討～エムラクリームを中心に～
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院看護部 ○山田和幸，大溝万弓，東福真由美
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院臨床工学部  松本敏嗣
【O-0138】　 タブレット端末を用いたシャントマッピングの導入報告
 南魚沼市民病院臨床工学人工透析科 ○今井宗次郎，行方朋子，服部高志，本田広貴，坂内優作，

桐生　智，井口美保
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部（腎・膠原病内科）  大塚忠司，飯野則昭
 新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育センター  吉澤優太
 魚沼基幹病院腎臓内科
 東京慈恵会医科大学附属第三病院血液浄化部  吉岡友基
 南魚沼市民病院内科  田部井薫
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【O-0139】　 タブレット型超音波診断装置導入による効果と課題
 （医）豊田会刈谷豊田東病院 ○市村　悠，久野由乃，惠　哲馬，細萱真一郎，藤川純一
【O-0140】　 常温及び加温の穿刺針使用による痛みの比較
 （医）住友別子病院臨床工学室 ○伊藤綾香，神原圭佑，小野達也，白石　理，宮崎昌彦
 （医）住友別子病院腎臓内科  金尾浩一郎
【O-0141】　 血液透析開始時，氷嚢冷却法による穿刺痛緩和効果の検討
 （医）藤井会深江クリニック ○岡村浩太郎，田口裕賀
 藤井会石切生喜病院血液浄化センター  立石　悠，西山賢太郎，今西政仁
【O-0142】　 3Dプリンターで作成したシャント血管模型の活用～穿刺ミス軽減への取り組み～
 （医）社団ひまわり会札樽病院人工透析室 ○柴田修平，倉澤幸絵，箱山大樹，金谷飛鳥，小杉　怜，

武藏真理子，福井寛之
 （医）社団ひまわり会札樽病院放射線課  高橋和也
 （医）社団ひまわり会札樽病院リハビリテーション部  佐々木秀，荒井英俊

バスキュラーアクセス-5　11:27-12:15　
座長： 北川　剛（東京警察病院） 

廣谷紗千子（（医）社団蒼紫会森下記念病院）
【O-0143】　 AVGにおけるエレファントトランクのシミュレーション解析
 神奈川工科大学大学院工学研究科 ○伊賀捺海，鈴木　聡
【O-0144】　 エコーガイド下PTAを開始して
 （医）桜菜会まろクリニック ○柴田　歩，野田香織，下岡典子，淺田由美，團栗恵美，

松原理沙，森　　通，龍田寛子，熊代千彰，奥村浩明，
福田眞弓，亀田智子，箱崎耕一，高尾舞子，山本晃代，
濱崎智弘，大浦義典，大浦真紀

【O-0145】　 ステントグラフト挿入時における超音波検査の有用性
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック ○玉置大幹，古賀真登，桃原啓介，三輪尚文，桜井　寛，
 バスキュラーアクセス治療センター  森脇総治，坪井正人，佐藤　隆
【O-0146】　 内シャント血管狭窄部位の駆血後血管拡張に関与する要因について
 （医）社団欅会久米川透析内科クリニック ○黒瀬麻城子，田中仁英
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小沢　尚
【O-0147】　 40atm超高耐圧バルーン「ATHLETIS」の短期使用経験
 （医）尽心会亀井病院放射線部 ○中田拓史
 徳島赤十字病院腎臓内科  松浦元一
 （医）尽心会亀井病院泌尿器科  榊　　学，中逵弘能，村上佳秀，濱尾　巧
【O-0148】　 超音波によるステントグラフト評価
 （医）社団善仁会横浜第一病院バスキュラーアクセスセンター ○根本　一，大石彩乃，末木志奈，宮本雅仁，佐藤和宏，

笹川　成

バスキュラーアクセス／モニタリング　13:50-14:38　
座長： 木船和弥（（医）財団松圓会東葛クリニック病院） 

原　正彦（南千住病院）
【O-0149】　 日機装社製DCS-200Siによる静的静脈圧監視機能の使用経験
 （医）社団晴山会平山病院附属花見川腎クリニック ○永富圭悟，高橋　蓮，清水優花，金井　彬，嶋田大祐，

豊田　光，黒川俊輔，木下賢司，平山　陽
 （医）社団晴山会平山病院  津田祐樹，川向光彦，平山登志夫
【O-0150】　 Flow Volumeとアクセスフローの差異についての検討
 大阪公立大学医学部附属病院医療機器部 ○新健太郎，益田奈央子，安岡美咲，高橋宏弥，古澤宥希，

森本一弘，奥田幸寛，花岡吾子
 大阪公立大学大学院医学研究科泌尿器病態学  長沼俊秀，安田麻衣子，黒木慶和，武本佳昭，内田潤次
【O-0151】　 PTA前後におけるFVとCOをモニタリングする重要性
 （医）援腎会すずきクリニック臨床工学部 ○人見友啓，鈴木翔太，山岡将陽，鈴木一裕
【O-0152】　 日機装社製透析量モニタ（DDM）における脱血状態検出能
 独立行政法人地域医療機能推進機構 ○中井　歩
 東京山手メディカルセンター臨床工学部
 独立行政法人地域医療機能推進機構  鈴木正志
 東京山手メディカルセンター腎臓内科
 独立行政法人地域医療機能推進機構  高澤賢次
 東京山手メディカルセンター心臓血管外科
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【O-0153】　 バスキュラーアクセスの血管狭窄評価における超音波診断装置の有用性についての検証
 秋田赤十字病院医療技術部血液浄化療法課 ○成田文侑，大山幸男，佐藤公哉，加賀谷亮太，清水有華，

児玉健太，利部　悠，大沢元和
 秋田赤十字病院腎臓内科  佐藤隆太，朝倉受康，畠山　卓
【O-0154】　 透析内シャント血流量の心拍出量に及ぼす影響
 （医）彩樹守口敬仁会病院臨床工学科 ○宮西　仁，東功一郎，岸本慎平，古谷和幸，宮川和也
 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院腎・透析科  甘利佳史，奥田英伸，万木孝富
 （医）彩樹門真けいじん会クリニック  中嶋章貴
 東京女子医科大学高血圧・内分泌内科  森本　聡

バスキュラーアクセス／PTA　14:38-15:26　
座長： 池田　潔（（医）心信会池田バスキュラーアクセス透析・内科） 

橋本幸始（信州大学医学部附属病院）
【O-0155】　 VA領域におけるDCBの有効性の検討～ 2施設共同研究～
 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院腎臓外科 ○二瓶　大
 タイ王国コンケン大学  林　正幸
 いわき市医療センター透析外科  小柴貴明
【O-0156】　 短期再狭窄症例に対する薬剤コーティングバルーン（DCB）PTAの治療効果についての検討
 天満中村クリニック ○中村順一，宗紗千子，日野紘子，角城靖子，橋本久美子，

碓永　萌
 井上病院放射線科  森本　章
【O-0157】　 薬剤コーティングバルーンカテーテル（IN．PACTTMAV）による開存期間延長効果の検討
 白光会白石病院外科 ○関島光裕，尊田和徳
【O-0158】　 経皮的血管拡張術における拡張時間が開存率に与える影響に関する比較試験（CARP trial）の考察
 広島大学病院腎臓内科 ○佐伯友樹，正木崇生
 広島大学病院透析内科  土井盛博
 （医）社団仁友会尾道クリニック  久傳康史
 （医）中央内科クリニック  川合　徹
 （医）社団スマイル博愛クリニック腎臓内科  高杉啓一郎
 （医）社団清流会双樹クリニック  永井巧雄
【O-0159】　 透視補助エコー下PTA導入後3年半を経過しての総括～効率，有効性，安全性の検証～
 （医）社団すずき会透析施設すずきネフロクリニック ○野村照久，土屋　孝，相川雅美
【O-0160】　 常磐病院の経皮的血管拡張術とシャント開存率についての検討
 ときわ会常磐病院泌尿器科 ○江尻博紀
 ／福島県立医科大学腎臓・高血圧内科
 ときわ会常磐病院泌尿器科  吉田直人，中村和貴，阪野太郎，小内友紀子，新村浩明
 ときわ会常磐病院腎臓内科  板東優太
 ときわ会常磐病院乳腺外科  尾崎章彦
 福島県立医科大学放射線健康管理学講座  坪倉正治
 福島県立医科大学腎臓・高血圧内科  風間順一郎

バスキュラーアクセス／エコー下穿刺　15:26-16:14　
座長： 小野淳一（川崎医科大学附属病院） 

鈴木尚紀（特定（医）桃仁会桃仁会病院）
【O-0161】　 エコー下穿刺におけるワイヤレス超音波診断装置iViz airと汎用超音波画像診断装置LOGIQ e Premiumとの比較
 （医）偕行会碧海共立クリニック透析室 ○関戸奈史乃，佐野由美子，鈴木綾子，加藤弘忠，山田育子，

小野木健詞
【O-0162】　 血管エコーによるバスキュラーアクセス管理とエコー下穿刺導入への取り組み
 （公財）日産厚生会玉川病院臨床工学科 ○松村彩子，佐藤佑介，高橋真理子，井上博満
 （公財）日産厚生会玉川病院腎臓内科  高橋康訓，今村吉彦
【O-0163】　 穿刺におけるワイヤレスポータブルエコーの評価
 （医）社団恵仁会三愛病院附属矢巾クリニック臨床工学科 ○佐々木架未，中村俊康，藤澤幸子，伊藤伸也
 （医）社団恵仁会三愛病院臨床工学科  星山　裕
 （医）社団恵仁会三愛病院附属矢巾クリニック泌尿器科  藤島幹彦
【O-0164】　 エコー下穿刺導入による穿刺成功率の評価
 （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 ○黒沼真衣，政井悠希，今井涼麻，新井光男，星野武俊，

安田文彦
 前田腎研究所  菊池　史，芝本　隆
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【O-0165】　 超音波診断装置（エコー）導入に伴う穿刺ミスの推移
 （医）社団豊済会ときわクリニック臨床工学技士課 ○関　拓也，美留町勉，清水正樹，吉川未晃，岡田隆志，

高島滉基，荒金孝行，渡辺ちえみ，奥山諒祐，飯岡大輔，
三澤英雄，大塚正一

 （医）社団豊済会下落合クリニック  菊地　勘
【O-0166】　 エコー下シャント穿刺症例の特徴からみた有用性
 社会医療法人中山会宇都宮記念病院腎・透析センター ○大畑文昭，吉原一紀，寺内匡明，古泉洋志，前囿光昭，

石光　晃，南木浩二

バスキュラーアクセス／管理／その他-1　16:14-17:02　
座長： 川原田貴士（（医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科） 

高田博弥（桃仁会病院）
【O-0167】　 シャントトラブルスコアリング（STS）シートを用いたバスキュラーアクセス（VA）管理
 （医）社団豊済会ときわクリニック臨床工学技士課 ○奥山諒祐，美留町勉，清水正樹，吉川未晃，岡田隆志，

高島滉基，荒金孝行，関　拓也，渡辺ちえみ，飯岡大輔，
三澤英雄，大塚正一

 （医）社団豊済会下落合クリニック  菊地　勘
【O-0168】　 急性期合併症入院中のVAモニタリングの重要性
 済生会横浜市東部病院臨床工学部 ○本間成亮，内山陽介
 済生会横浜市東部病院腎臓内科  宮城盛淳，鯉渕清人
【O-0169】　 超音波ドップラーを用いた透析中のシャント評価の検討
 岡崎市民病院臨床工学室 ○今村慎一，山田寛也，馬場由理，木下昌樹
【O-0170】　 薬剤コーティングバルーンによるPTA間隔とFVの調査
 （医）中央内科クリニック診療技術部 ○伊豆元勇樹，宮本照彦，林　勇介，豊田昌充，草野由恵，

川合　徹
【O-0171】　 CE部門によるVA管理
 （医）社団靭生会メディカルプラザ市川駅CE部門 ○織方光代，桐生和浩，増子智大，中村瑞穂，中村三彩，

尾苗千晴
 （医）社団靭生会メディカルプラザ市川駅透析室  河田　聡
 （医）社団靭生会メディカルプラザ市川駅内科  佐中　孜
【O-0172】　 人工血管閉塞に対して行ったVAIVT後に残存した血栓除去目的でウロキナーゼ封入が奏功した症例
 社会医療法人仁愛会浦添総合病院透析センター ○池田健司，古波蔵央子，東風平玲子，馬場千佳子，

宮城雅美，仲宗根智秋，知念笑子，久場　豪，安田なぎさ，
喜納　薫，幡野　翔，上地正人

バスキュラーアクセス／管理／その他-2　17:02-17:50　
座長： 浅井寿教（（社医）名古屋記念財団鳴海クリニック） 

堀　祐貴（日本赤十字社医療センター）
【O-0173】　 療養型入院透析患者における定期エコーとその有用性
 （医）積善会第二積善病院臨床工学室 ○中島直哉，山崎純世，村田章紘
【O-0174】　 血液透析導入患者に対する透析開始前シャントエコーを実施して
 トヨタ自動車（株）トヨタ記念病院人工透析室 ○太田光紀，山本素希，細江和人，今西健蔵，山本義浩
【O-0175】　 Numerical Rating Scaleを用いたバスキュラーアクセス評価の有用性について
 東京透析フロンティア大塚駅前クリニック臨床工学部 ○櫛野大樹，原　正樹，木村　翼，大屋友慧，廣瀬沙優里，

原田聡子，福島大空，川畑　勝，清水比美子，
野老山武士

【O-0176】　 当院におけるVA管理の現状
 （社医）白光会白石病院臨床工学部 ○畠山　海，築地秀典，岡村龍也，徳永公紀，関島光裕，

一ノ宮隆行，竹之内賢一，尊田和徳，白石幸三
 （社医）白光会白石記念クリニック臨床工学部  岩元公希，吉村美和，横山嘉寛，松浦朝代
【O-0177】　 当院におけるバスキュラーアクセス管理の取り組み
 （医）豊済会下落合クリニック ○吉田真理，長崎勇介，小桑理香，原嶋美幸，武藤かおり，

横井　良，菊地　勘
【O-0178】　 VA（バスキュラーアクセス）管理におけるデジタル聴診デバイス　ネクステートの使用経験
 新潟市社会事業協会社会福祉法人信楽園病院臨床工学科 ○新木竜一，樺沢　諒，藤田健豊，千田雅行，星野　一，

齋藤徳子
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会議センター　4F　418

移植／その他　8:15-9:03　
座長： 内田潤次（大阪公立大学） 

米田龍生（奈良県立医科大学附属病院）
【O-0179】　 当院の腎移植患者の自己腎腎癌の検討
 水戸医療センター外科 ○小崎浩一
 水戸医療センター泌尿器科  飯沼昌宏，市村　靖
【O-0180】　 腎移植周術期体重変化とDWの再考
 愛媛大学医学部附属病院泌尿器科 ○野田輝乙，宮内勇貴，渡辺隆太，西村謙一，福本哲也，

三浦徳宣，菊川忠彦，雑賀隆史
【O-0181】　 当施設において機械灌流保存を施行した脳死腎移植
 虎の門病院分院腎センター外科 ○中村有紀，三木克幸
 虎の門病院腎センター外科  横山卓剛，石井保夫
【O-0182】　 周術期循環動態モニタリング下に腎移植を行った重症心不全合併末期腎不全の一例
 札幌医科大学医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 ○長南新太，赤澤史子，小松弘明，後町　結，山下智久，

矢野俊之
 札幌医科大学医学部泌尿器科学講座  前鼻健志，田中俊明
【O-0183】　 生体腎移植後の透析再導入で苦労した一例
 米子医療センター外科 ○杉谷　厚
 米子医療センター腎臓内科  眞野　勉

移植／合併症　9:03-9:51　
座長： 升谷耕介（福岡大学） 

齋藤　満（秋田大学医学部附属病院）
【O-0184】　 移植後IgA腎症に対するステロイドパルス療法の長期効果の検討
 九州大学病院腎疾患治療部 ○松隈祐太，植木研次，安宅映里，土本晃裕，北園孝成，

中野敏昭
 福岡大学病院血液浄化療法センター  升谷耕介
 九州大学病院臨床腫瘍外科  岡部安博
【O-0185】　 三次性副甲状腺機能亢進症に対する副甲状腺摘除術の検討～鏡視下法と従来法～
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科腫瘍学講座 ○才田幸一郎，見附明彦，坂口　大，西村博昭，鑪野秀一，
 泌尿器科学分野  榎田英樹
 国立大学法人鹿児島大学病院血液浄化療法部  山田保俊
 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科腫瘍学講座  中条哲浩
 消化器・乳腺甲状腺外科学分野
【O-0186】　 生体腎移植後5カ月で移植後リンパ増殖性疾患（PTLD）を発症した1例
 東海大学医学部外科学系移植外科学 ○上原咲恵子，滝口進也，富田祐介，中村道郎
【O-0187】　 腎移植後透析再導入時に急性大動脈解離を発症したADPKDの1例
 岩手医科大学附属病院泌尿器科 ○久野瑞貴，阿部貴弥，後藤佑太，荒川夢香，松浦朋彦，

杉村　淳，小原　航
【O-0188】　 生体腎移植の2年半後に骨髄異形成症候群を発症した糖尿病性腎不全の1例
 富山県立中央病院内科 ○蓬田大地，横山真伍，玉井　亨，倉田多鶴子，舟本智章，

篠崎康之，川端雅彦
【O-0189】　 高齢のフレイルのCKDの患者に対して生体腎移植を施行し，開腹止血術を2度施行した1例
 （医）社団東光会戸田中央総合病院 ○木島　佑，清水朋一，加藤慎也，狩野香奈，堀内俊秀，

飯田祥一，東間　紘

移植／ドナー・レシピエント　9:51-10:39　
座長： 原田　浩（はらだ腎泌尿器クリニック） 

錦戸雅春（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター）
【O-0190】　 ドナー腎摘除術における温阻血時間～短縮の工夫～
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○山田大介
 東京大学医学部附属病院泌尿器科  山田雄太，川合剛人，秋山佳之，佐藤悠佑，宮川仁平，

久米春喜
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【O-0191】　 マージナルドナーの術後腎機能の検討
 愛媛県立中央病院泌尿器科 ○二宮　郁，山川真季，宗宮　快，安宅祐一朗，喜多秀仁，

中西茂雄，柳原　豊，岡本賢二郎，山師　定，菅　政治
【O-0192】　 移植後貧血（Post Transplant Anemia : PTA）に対するHIF-PH阻害剤の貧血改善効果
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター外科 ○三木克幸，横山卓剛，石井保夫，中村有紀
【O-0193】　 生体腎移植後にカンピロバクター腸炎およびFisher症候群＜ FS＞を発症した一例
 （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 ○岩渕晟英，山野水紀，尾畑翔太，師田まりえ，藤原直樹，

持田泰寛，石岡邦啓，鈴木洋行，日髙寿美，小林修三
【O-0194】　 血液透析歴30年を超えてから，夫婦間血液型不適合生体腎移植を施行した1例
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○田中章仁，齋藤尚二，古橋和拡，安田宜成，丸山彰一
 名古屋大学医学部附属病院泌尿器科  藤田高史，加藤真史
【O-0195】　 34年前に全骨盤照射施行後，生体腎移植を施行した1例
 群馬大学医学部附属病院人工腎臓センター ○須藤佑太，関根芳岳，野村昌史，新井誠二，宮澤慶行，

齋藤智美，大津　晃，岡　大祐，澤田達宏，金山あずさ，
柴田康博，鈴木和浩

 （医）社団日高会日高病院泌尿器科  羽鳥基明
 （医）望真会古作クリニック  根井　翼
 富岡地域医療企業団公立富岡総合病院  須長理沙，田中俊之，町田昌巳
 群馬県立がんセンター泌尿器科  杉野陽彦
 伊勢崎市病院事業伊勢崎市民病院  清水孝倫
 （医）望真会古作クリニック東分院  林　雅道

PD／予後・その他　10:39-11:27　
座長： 大橋　靖（東邦大学医療センター佐倉病院） 

宮園素明（佐賀大学）
【O-0196】　 PD導入期の左室駆出率と治療成績の検討
 関西電力病院腎臓内科 ○戸田尚宏，倉橋聡司，藤田京花，谷垣克哉，平島尚子，

古宮俊幸
 関西電力病院リウマチ膠原病内科  藤田昌昭
【O-0197】　 腹膜透析患者における好中球/リンパ球比と予後に関する検討
 むつ総合病院泌尿器科 ○野呂大輔，濱谷智子，百田匡毅，三上穣太郎
【O-0198】　 CAPD排液におけるPCR marker（mRNA，miRNA）の可能性
 大雄会第一病院泌尿器透析センター ○堀江正宣，秋田和利，前川由佳，高木公暁，蓑島謙一，

山羽正義
 社会医療法人大雄会大雄会医科学研究所  成瀬有純，菊池有純
【O-0199】　 当院の腹膜透析患者腹部ヘルニアに対する手術検討
 （医）にれの杜クリニック ○土橋誠一郎，有倉　潤，伊藤洋輔，玉置　透
【O-0200】　 腹膜透析患者に発症した右鼠径ヘルニアの1例
 国立病院機構呉医療センター外科 ○秋本修志，山口真治，尾上隆司，田代裕尊
 国立病院機構呉医療センター腎臓内科  野口真路，高橋俊介

PD／高齢者・小児・その他　11:27-12:15　
座長： 樋口千恵子（（医）社団明洋会柴垣医院） 

秋岡祐子（埼玉医科大学）
【O-0201】　 小児における腹膜透析導入直後の出口部リークのリスク因子の検討
 国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科 ○灘　大志，佐藤　舞，西健太朗，小椋雅夫，亀井宏一
【O-0202】　 腹膜透析（PD）患者におけるHIF-PH阻害薬（Roxadustat :Rox）の治療効果の検討
 藤田医科大学病院腎臓内科 ○木村稚菜，小出滋久，泉家亜衣，中島若菜，古田弘貴，

伊藤栄紀，吉田浩之，大谷内樹那，成宮利幸，
長谷川みどり，坪井なおたけ

 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院腎臓内科  村井由香里
 春日井市民病院腎臓内科  坂　洋祐
 名古屋大学院医学研究科腎不全システム治療学寄付講座  水野正司
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科  伊藤恭彦
【O-0203】　 当院における80歳以上の高齢者による新規腹膜透析導入患者の検討
 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 ○福岡晃輔，田中　佑，小西智子，中村美咲季，澤木　了，
 倉敷中央病院腎臓内科  神崎資子，島田典明，浅野健一郎
 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院小児科  澤田真理子
 （医）創和会重井医学研究所附属病院腎臓内科  福島正樹
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【O-0204】　 体液コントロールに腹膜透析が有効であったTAFRO症候群の1例
 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター腎膠原病内科 ○小川晃寛，北川清樹，湯淺貴博
 （医）社団瑞穂会みずほ病院  越野慶隆，宇野傳治
 （医）社団瑞穂会こしの内科クリニック  黒川幸枝
【O-0205】　 介護を要する家族の代理意思決定を経て，被嚢性腹膜硬化症を発症したが，自ら最終段階における医療・ケ

アの決定プロセスを主導した一例
 国家公務員共済組合連合会大手前病院腎臓内科 ○中森　綾，高島朗人，岡本和大，松村克典，赤垣冬子，

杉浦寿央
【O-0206】　 Mycobacterium abscessusによる出口部感染を発症した小児腎不全の女児例
 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 ○松村壮史
 神奈川県立こども医療センター腎臓内科

薬剤／アレルギー・副作用・その他　13:50-14:38　
座長： 鈴木正志（独立行政法人地域医療機能推進機構東京山手メディカルセンター） 

杉浦秀和（埼玉県済生会栗橋病院）
【O-0207】　 静注カルニチン（以下C）製剤の週3回投与と週1回投与の比較検討
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【O-0208】　 難治性下痢と急性腎不全を繰り返し，診断に苦慮したオルメサルタン関連腸疾患の1例
 京都田辺中央病院 ○乾　恵美
【O-0209】　 デュルバルマブによる免疫関連有害事象で急性肝不全を発症し，血漿交換を行ったが救命できなかった68歳

男性
 茨城県立中央病院内科 ○日野雅予，田村智宏，臼井俊明，秋山稜介，荒木眞裕，

小林弘明
【O-0210】　 レベチラセタムによる薬剤性過敏症症候群を発症した血液透析患者
 島根県立中央病院腎臓科 ○佐藤陽隆，高瀬健太郎，金　聲根
【O-0211】　 ナフォモスタットメシル酸塩にてアナフィラキシー様症状を呈した血液透析患者の1例
 （医）杉山会すぎやま病院外科 ○大塚聡樹，舘　祐二，杉山良太
 （医）杉山会ノア今池クリニック  幅　俊人，冨永芳博
【O-0212】　 透析施設における残薬管理の工夫
 （医）社団誠賀会渋谷ステーションクリニック ○冠城徳子
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  吉田　理，大家基嗣

薬剤／薬物中毒・その他　14:38-15:26　
座長： 平山浩一（東京医科大学茨城医療センター） 

松浦友一（独立行政法人国立病院機構東京医療センター）
【O-0213】　 カルニチン静注の前向き検討の長期的効果
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院内科 ○丸山寿晴，河田隆太郎，篠原樹彦，野澤幸成，藤井達也，

古田勝彦，高山英一
【O-0214】　 抗血小板薬2剤併用療法を行っている透析患者の検討
 札幌徳洲会病院腎臓内科 ○荒木　真，丸山　遥，小野寺康博
【O-0215】　 メトトレキサート中毒による急性腎不全に対し血液浄化療法を行い腎機能が回復した一例
 日本赤十字社医療センター腎臓内科 ○釡野大典，垣脇宏俊，權　杞映，相原英聴，小林　竜，

栁　麻衣，石橋由孝
【O-0216】　 肺腺癌の患者にAfatinibを投与し半月体形成性糸球体腎炎を発症した1例
 福岡大学病院血液浄化療法センター腎臓膠原病内科学 ○盛田大輔，井上　和，西田義弘，高橋宏治，伊藤建二，

安野哲彦，升谷耕介
 福岡大学病院医学部呼吸器内科学  池内伸光，井形文保，藤田昌樹
 福岡大学病院血液浄化療法センター腎臓膠原病内科学  氷室尚子，三宅勝久
 ／福岡大学病院医学部腎臓・膠原病内科学
 福岡大学病院医学部病理学  上杉憲子
【O-0217】　 メトホルミン関連乳酸アシドーシスに対して血液透析にて救命しえた一例
 近畿大学奈良病院腎臓内科 ○山根雅智，丹正幸佑，三浦純幸，山岡諭史，永澤元規，

渡瀬謙仁
【O-0218】　 炭酸リチウム中毒，急性腎不全に間欠的血液透析が著効した一例
 （医）社団明芳会高島平中央総合病院腎臓内科 ○稲村めぐみ，高橋寿弥，池田四葉
 （医）社団明芳会高島平中央総合病院血液浄化センター  高橋恭子，吉見　整，丹藤敏次
 （医）社団明芳会高島平中央総合病院救急科  加茂　潤



120

（
第
１
日
目
）

口　
　
演

チーム医療／薬剤　15:26-16:14　
座長： 西勝光紀（（医）SMC3しらかわ透析・内科クリニック） 

竹内正志（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院）
【O-0219】　 レボカルニチン投与における心機能に対する効果
 （医）如水会鈴鹿腎クリニック ○竹田健吾，中田敦博，柳田圭祐，川野遼平，山本和昇，

伊藤英明子，岩島重二郎，河出恭雅，河出芳助
【O-0220】　 血液透析患者におけるL-カルニチン静注投与の心機能への効果
 （医）衆和会長崎腎病院臨床工学課 ○井手真吾，林田征俊，矢野利幸，高木伴幸
 （医）衆和会長崎腎病院医局  澤瀬健次，河津多代，戸村秀志，山口貢正，原田孝司，

舩越　哲
【O-0221】　 当院慢性維持透析患者に対する栄養ケアサポートチームの活動
 西陣病院臨床工学科 ○野間啓太，松村　峻，東　克樹，松田英樹
 西陣病院看護部  金澤博子，山本裕美，粟野明子，立山一美
 西陣病院栄養科  竹島綾香
 西陣病院リハビリテーション科  澤井　将
 西陣病院腎臓・泌尿器科  小山正樹
【O-0222】　 PT-INR過延長が原因と考えられる透析後の止血困難により救急対応を要した一例
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック臨床工学部 ○中山翔平，中釡祥吾
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック看護部  川畑　勝
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック腎臓内科  桃木久美子，野老山武士，原　正樹
【O-0223】　 医師からのタスクシフト
 （株）飯塚病院臨床工学部 ○平川琢也，沖永一樹
 （株）飯塚病院腎臓内科  藤崎毅一郎

看護／チーム医療　16:14-17:02　
座長： 飯田美沙（地方独立行政法人長野市民病院） 

山川浩子（（医）博樹会西クリニック）
【O-0224】　 チームの特性，強み，弱みを知る
 （医）眞仁会逗子桜山クリニック外来透析 ○武藤里子，横山悦子，石江美佐，山崎貴子
【O-0225】　 透析センターにおける看護師と臨床工学技士の情報収集視点と介入方法についての検討
 （医）三和会東鷲宮病院透析センター ○小林奈緒美，木暮よしみ，齋藤ちえみ
 （医）三和会東鷲宮病院腎臓内科  澤口　博
【O-0226】　 CKDラウンドの現状と課題
 岡崎市民病院看護局 ○星井英里，三浦恵子，水野幸枝
 岡崎市民病院腎臓内科  朝田啓明，宮地博子，志貴知彦，小島昌泰，越川佳樹
 岡崎市民病院薬局  柴田浩之
 岡崎市民病院臨床検査室  白井洸羊
 岡崎市民病院臨床工学室  山田寛也
 岡崎市民病院栄養管理室  井尻靖子
【O-0227】　 社会資源の受け入れに抵抗を示す患者と家族への関わり～多職種連携で患者と家族の生活を支援する～
 （医）社団圭徳会武蔵境駅前クリニック看護部 ○猪熊莉乃，加藤美穂，中野るみ子，藤原陽子，高橋歩実
【O-0228】　 患者に寄り添う透析医療SDGs達成に向けて～チーム医療推進と持続可能な進化のための教育を問う～
 （医）厚済会上大岡仁正クリニック看護部 ○辻村陽子
 （医）厚済会上大岡仁正クリニック診療部  花岡正哲，三橋　洋，大西俊正
【O-0229】　 透析医療の看護師として
 松和会弘明寺腎クリニック透析室 ○平山美保

看護／スタッフ教育　17:02-17:58　
座長： 由井淑子（社会医療法人財団石心会川崎クリニック） 

嶋貫久美子（メディカルプラザ市川駅）
【O-0230】　 ノーリフトによる腰痛負担軽減～不良姿勢改善の重要性
 （医）長崎腎病院看護部 ○川道美鈴，山内しのぶ，丸田麻莉絵，山中真樹子，

丸山祐子，舩越　哲
【O-0231】　 バスキュラーアクセス（VA）専門外来における外来看護師の育成
 代々木山下医院 ○友房三和，山下賀正
 代々木山下医院／日本医科大学千葉北総病院心臓血管外科  山下裕正
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【O-0232】　 スタッフが考える患者支援についての意識調査
 （医）富田クリニック第二富田クリニック ○箕谷増美，加田岡美香，古澤真由美
 （医）富田クリニック第二富田クリニック  荒木陽子，富田一聖，富田耕彬
 ／（医）富田クリニック
【O-0233】　 血液透析に対する苦手意識克服のための訓練とその成果
 公立学校共済組合九州中央病院腎センター ○西原聡美，松下菜名美，大木由美子，水政　透
【O-0234】　 透析室看護師に対する教育内容の報告
 東京女子医科大学病院看護部 ○廣川牧子，杉本文美子
【O-0235】　 当院バスキュラーアクセスセンター予約業務の現状
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院 ○渡辺泰子，佐藤奈月，中山明日香，信長慎太郎，片岡和義，
 バスキュラーアクセスセンター  疋田　聡，野口智永
【O-0236】　 演題取り下げ

会議センター　4F　419

オンラインHDF／フィルター性能評価-1　8:15-9:03　
座長： 坂下惠一郎（透析医療・技術研究所） 

柴田昌典（（医）光寿会光寿会リハビリテーション病院）
【O-0237】　 AN69膜とOn-lineHDFを併用したhybrid療法の栄養改善の検証
 （医）東京綾瀬腎クリニック ○遠藤知晶，長倉愛佳，大木祐作，高山直樹，長田しをり
【O-0238】　 当法人におけるオンラインHDF設定の再考
 （医）拓真会たくしん会腎透析クリニック ○武島正佳，興梠孝洋，山本浩介
 （医）拓真会仁和寺診療所  妹尾亜由美，東　拓也
【O-0239】　 東レ社製PMMA膜ヘモダイアフィルタPMF-21Aにおける溶質除去性能の検討
 （医）豊済会下落合クリニック ○長崎勇介，原嶋美幸，武藤かおり，小桑理香，横井　良，

菊地　勘
【O-0240】　 ヘモダイアフィルタにおける溶質除去能確認の重要性
 （医）豊済会下落合クリニック ○小野里菜，長崎勇介，小桑理香，原嶋美幸，武藤かおり，

横井　良，菊地　勘
【O-0241】　 東レ社製PMF-21Aの臨床効果
 （医）清永会矢吹病院臨床工学部 ○武田朋憲，小椋滉太，千田哲郎，伊藤秀樹
 （医）清永会矢吹病院腎臓内科  政金生人
【O-0242】　 東レ社製フィルトライザーPMF-21Aの使用経験
 （医）社団クレドさとうクリニック医療技術部 ○内海展子，宮川悠斗，伊藤あづみ，鈴木貴大，

佐久間宏治
 （医）社団クレドさとうクリニック  石塚俊治，佐藤純彦

オンラインHDF／フィルター性能評価-2　9:03-9:51　
座長： 道脇宏行（社会医療法人川島会川島病院） 

小川浩之（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
【O-0243】　 東レ社製PMF-21Aの性能評価
 （医）清永会矢吹病院臨床工学部 ○小椋滉太，武田朋憲，千田哲郎，伊藤秀樹
 （医）清永会矢吹病院診療部  政金生人
【O-0244】　 東レ社製ヘモダイアフィルタPMF-21Aの性能評価
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉 ○伊神隆介，白木康雄，神崎将克，長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦
【O-0245】　 ビタミンE固定化ヘモダイアフィルター「V-22RA」の臨床評価
 （医）社団三思会東邦病院臨床工学科 ○宮村竜也，大澤佑介，宮本邦生，坂田賢一，松本理恵，

松村昌樹
 （医）社団三思会東邦病院腎臓透析センター  吉田弘明，小林さつき，松本孝之，植木嘉衛
【O-0246】　 PMMA膜血液透析濾過器PMF-21Aの性能評価
 （医）弘愈会ひまわりクリニック人工透析内科 ○松本能永，小林弘忠，小林洋子
【O-0247】　 AN69膜の使用による末梢循環動態および栄養状態の検討
 （社医）名古屋記念財団金山クリニック臨床工学部 ○田代健策，木村奈都未，蟹江あずさ，北口雅敏，

伊藤　靖
 （社医）名古屋記念財団新生会第一病院臨床工学部  森實篤司
 （社医）名古屋記念財団金山クリニック内科  木村友佳理，高山公洋，小川洋史
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【O-0248】　 PMMA膜（PMF-21A）の前希釈HDFにおける置換液量とTMP変化
 （医）大誠会松岡内科クリニック ○小林恭子

オンラインHDF／透析液　9:51-10:39　
座長： 小俣利幸（JA神奈川県厚生連相模原協同病院） 

菅野有造（明理会新松戸中央総合病院）
【O-0249】　 キンダリー 5EにおけるHDとHDFの比較（第4報）～酸塩基是正について
 特定（医）仁真会白鷺病院臨床工学科 ○榎本正貴，高田茂和，山本忠司，山川智之
【O-0250】　 キンダリー 5EにおけるHDとHDFの比較（第1報）～血清Mg濃度について～
 特定（医）仁真会白鷺病院臨床工学科 ○林田一真
 ／特定（医）仁真会白鷺病院研究室
 ／特定（医）仁真会白鷺病院診療部
 特定（医）仁真会白鷺病院臨床工学科  高田茂和
 特定（医）仁真会白鷺病院研究室  山本忠司
 特定（医）仁真会白鷺病院診療部  山川智之
【O-0251】　 キンダリー 5EにおけるHDとHDFの比較（第3報）～血清Ca濃度について～
 （特医）仁真会白鷺病院臨床工学科 ○安田尚平，高田茂和
 （特医）仁真会白鷺病院研究室  山本忠司
 （特医）仁真会白鷺病院診療部  山川智之
【O-0252】　 キンダリー 5EにおけるHDとHDFの比較（第2報）～血清K濃度について～
 特定（医）仁真会白鷺病院臨床工学科 ○若松勇貴，高田茂和
 特定（医）仁真会白鷺病院研究室  山本忠司
 特定（医）仁真会白鷺病院診療部  山川智之
【O-0253】　 粉末型キンダリー 4Eからキンダリー 5Eへの変更による比較
 山東第二医院臨床工学部 ○石黒晃平，後藤博之，青木拓磨，山崎良貴
 山東第二医院内科  惠　らん，惠　以盛
【O-0254】　 キンダリー 5E変更におけるオンラインHDF患者への透析液/補充液Ca濃度の影響について
 PL病院臨床工学技士室 ○児玉健一郎，谷　陽介，高井康輔，岩井侑里，坂井智英
 PL病院泌尿器科  中村敬弘

HD・オンラインHDF-1　10:39-11:27　
座長： 齋藤　慎（公立富岡総合病院） 

山中貴博（越谷市立病院）
【O-0255】　 慢性維持血液透析患者における透析低血圧に関連する因子の検討
 日本医療科学大学保健医療学部臨床工学科 ○梅澤香織，中尾教伸
 ／東京医療保健大学大学院医療保健学研究科
 日本医療科学大学保健医療学部臨床工学科  滑川亘希
 JA福島厚生連白河厚生総合病院臨床工学科  村田絵吏
 JA福島厚生連白河厚生総合病院泌尿器科  喜屋武淳
 東京医療保健大学大学院医療保健学研究科  比江島欣愼
【O-0256】　 血液浄化療法におけるALB除去率からみた3分画カルニチン値の検討
 （医）小平北口クリニック臨床工学技士課 ○立石　明，内田弘美，松島啓恵，岡部麻里，横尾亮介，

柳澤進一，佐藤直幸，小沢　尚
【O-0257】　 血液浄化療法におけるα1ミクログロブリン除去条件
 （医）社団慈朋会澤田病院透析部 ○斎藤拓登，野々村浩光，佐藤英麿
 （医）社団慈朋会澤田病院内科  長田紀淳，澤田重樹，後藤紘司
【O-0258】　 iHDFの血圧保持効果についての検討
 （医）社団松和会望星姉崎クリニック ○熊谷慶鑑，平林　暁，木野美紀，大枝博子，下羽宏明，

新井貴士，武田福治
【O-0259】　 透析患者の不定愁訴に対してMFX-25Uecoが有効であった1例
 公立学校共済組合東海中央病院医務局 ○水崎　勲，宇佐美湧斗，宮部将宏，長谷川真也，池場和範，

玉木高裕
 公立学校共済組合東海中央病院腎臓内科  高見徳人，重本絵実，筑紫さおり
【O-0260】　 透析中に発熱を繰り返す透析患者に対し無酢酸透析を行った一例
 （医）福徳永会さいきじんクリニック ○井上陽祐，村木雄太，齊木豊徳
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オンラインHDF・モニタリング　11:27-12:15　
座長： 松岡哲平（（医）社団大誠会） 

久野　勉（池袋久野クリニック）
【O-0261】　 前希釈OLHDF施行透析患者における血清ペントシジン濃度の検討
 （医）山東第二医院内科 ○惠　以盛，惠　らん
【O-0262】　 電解水血液透析（EHD）患者の予後調査
 聖路加国際病院腎センター／一般社団法人電解水透析研究会 ○中山昌明
 ／東北大学病院慢性腎臓病透析治療共同研究部門
 一般社団法人電解水透析研究会  伊丹儀友
 一般社団法人電解水透析研究会  樺山　繁，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門
【O-0263】　 血液透析濾過における前希釈法と後希釈法の比較検討に関する研究
 （医）あかね会土谷総合病院人工臓器部 ○川井佑允，森石みさき，川西秀樹
 広島赤十字・原爆病院腎臓内科  前田和也
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【O-0264】　 前希釈オンラインHDFにおけるconvection volume
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科 ○水入苑生，西澤欣子，重本憲一郎
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科／広島大学病院腎臓内科  土井俊樹
 （医）社団一陽会原田病院透析情報科  菅由香里
 （医）社団一陽会一陽会クリニック  碓井公治
 （医）社団一陽会イーストクリニック  有田美智子
 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-0265】　 非侵襲性連続推定心拍出量（esCCO）のシャント肢と非シャント肢との比較
 名古屋掖済会病院腎臓内科 ○中嶋　貴，稲垣高広，青木夕紀，常世田智明，岡本岳史
 名古屋掖済会病院臨床工学部  土井　厚
 中部大学生命健康科学部臨床工学科  中井浩司，平手裕市
【O-0266】　 前希釈から後希釈オンラインHDFへ変更後に透析中血圧低下をきたした1例
 大阪公立大学医学部附属病院人工腎部透析室 ○長野祐樹，長沼俊秀，黒木慶和，武本佳昭，内田潤次

HD／ HDF各種病態　13:50-14:38　
座長： 若杉正清（地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院） 

松下和通（アルプス腎クリニック）
【O-0267】　 透析液カリウム濃度2.3mEq/Lの入院患者への使用～ 2.0mEq/L透析液との比較～
 兵庫県立はりま姫路総合医療センター ○山谷哲史，泉　博子，中西昌平
 腎臓内科/腎・血液浄化センター
 社会医療法人製鉄記念広畑病院臨床工学科  濱田智興，賀原彩乃，東谷幸宣，三浦伸一
【O-0268】　 血液透析患者における腸内細菌叢の解析
 順天堂医院腎臓内科 ○越田剛生，合田朋仁，村越真紀，鈴木祐介
 順天堂大学プロバイオティクス研究講座  山城雄一郎
【O-0269】　 外来血液透析患者における血清Mg値の解析
 朝日大学病院腎臓内科 ○大城夢乃，西山　壮，大野道也，大橋宏重
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科  安田宜成，丸山彰一
 津島市民病院腎臓内科  山本順一郎
【O-0270】　 透析患者の低カリウム血症症例の検証
 （医）社団清心会緑が丘メディカルクリニック透析科，泌尿器科 ○河野孝史
 （医）社団清心会緑が丘メディカルクリニック内科，小児科  熊谷忠志
 （医）社団清心会薬円台泌尿器科腎クリニック泌尿器科  荒木俊行
 国際医療福祉大学市川病院透析科  吉田雅博
【O-0271】　 HD→I-HDF→O-HDFへの切り替えに伴う溶質除去率の変化
 友愛クリニック ○加藤　仁，黒川　仁，下山正博，下山博身，吉田和彦
 友愛日進クリニック  下山博史，野入千絵，杉山倫子，中里優一
 友愛みぬまクリニック  高雄泰行，渡部晃久
【O-0272】　 透析療法が血清アルブミンに与える影響
 岩手医科大学附属病院泌尿器科 ○荒川夢香，小原　航，阿部貴弥
 （医）楽山会せいてつ記念病院透析科  佐々木成幸，加藤哲夫



124

（
第
１
日
目
）

口　
　
演

COVID-19 ／ワクチン-1　14:38-15:26　
座長： 兵藤　透（（医）健齢会ふれあいクリニック泉） 

片桐大輔（国立研究開発法人国立国際医療研究センター）
【O-0273】　 新型コロナウイルスワクチン接種後の抗体価の血漿交換による変動
 東京医科歯科大学病院血液浄化療法部 ○大久保淳，内藤省太郎
【O-0274】　 血液透析患者の新型コロナワクチン中和抗体価の検討
 （医）つばさクリニック透析室 ○大山恵子，城和美穂子，金子直之，石田陽子，北住由美子，

大山博司，藤森　新
【O-0275】　 65歳以上の血液透析患者の新型コロナワクチン抗体価の検討
 社会医療法人川島会川島病院 ○久保田哲嗣，島　久登，田代　学，井上朋子，宮　恵子，

岡田一義，水口　潤
 徳島大学病院  辻誠士郎，吉田守美子
【O-0276】　 透析患者へのCOVID-19ワクチン接種業務について
 橋本みなみ内科本院 ○柴原奈美，礒山佳世子，後藤麻衣子，猪俣晴美，齋藤志津，

小尾　学，鈴木美峰
 相模原協同病院血液浄化センター  風呂正輝，窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
【O-0277】　 新型コロナワクチン接種後に発症し，透析も必要であった微小変化型ネフローゼ症候群の1例
 公立学校共済組合北陸中央病院内科 ○武藤寿生
 金沢大学附属病院リウマチ・膠原病内科  原　怜史，川野充弘
【O-0278】　 新型コロナウイルスワクチン接種後に悪性症候群を発症した透析患者の1例
 独立行政法人地域医療機能推進機構 ○鈴木正志，水野智仁，鈴木美香子，鈴木淳司，神山貴弘
 東京山手メディカルセンター

COVID-19 ／ワクチン-2　15:26-16:14　
座長： 三浦敬史（宮崎県立宮崎病院） 

谷澤雅彦（聖マリアンナ医科大学）
【O-0279】　 進行したCKD患者におけるCOVID-19ワクチン接種後の抗体獲得状況
 亀田総合病院腎臓高血圧内科 ○松波昌寿，鈴木　智，福田純子，杉原晋之介，長岡可楠子，

仲田真由美
 亀田総合病院血液腫瘍内科  寺尾俊紀，末永孝生
 亀田総合病院泌尿器科  久慈弘士
【O-0280】　 沖縄県透析患者におけるコロナワクチンの副反応コホート調査
 沖縄県立中部病院腎臓内科 ○宮里　均，古閑和生，来田善彦
 名嘉村クリニック臨床研究支援センター  井関邦敏
【O-0281】　 当院の透析患者における新型コロナワクチン副反応の頻度と関連因子の検討
 （医）永仁会尼崎永仁会クリニック ○塩田文彦，野村啓子，小野孝彦，永井博之
【O-0282】　 ファイザー社製mRNAワクチン接種後の血液透析患者の抗Sタンパク抗体価
 （医）飯田橋村井医院 ○松本　博，村井誠三
【O-0283】　 血液透析患者における新型コロナウィルスワクチンの臨床効果の検討
 （医）前田記念会石神井公園じんクリニック ○前田国見，長原洋子，小林真莉菜，池田志帆子，前田春菜，

宮尾眞輝
【O-0284】　 沖縄県透析施設の医療従事者における新型コロナワクチン接種状況について
 沖縄県立中部病院腎臓内科 ○古閑和生，耒田善彦
 沖縄県立中部病院腎臓内科／沖縄県透析医会  宮里　均
 （医）HSR名嘉村クリニック臨床研究支援センター  井関邦敏
 ／沖縄県透析医会

COVID-19 ／ワクチンその他　16:14-17:02　
座長： 氏家憲一（公益財団法人星総合病院） 

北村健太郎（JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院）
【O-0285】　 新型コロナウイルスワクチンBNT162b接種後の中和抗体の推移
 （医）衆和会長崎腎病院検査課 ○前田快也，中嶋幸海，内野拓寿
 （医）衆和会長崎腎病院看護部  手島和代，中村麻美
 （医）衆和会長崎腎病院医師部  舩越　哲
【O-0286】　 血液透析患者のCOVID-19に対する治療成績と患者背景に関する検討
 大阪急性期・総合医療センター臨床工学室 ○大谷旨輝，中村亮太，小西一樹，木田博太，中村年宏，

上野山充
 大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科  上田仁康，林　晃正
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【O-0287】　 腎不全患者における腎代替療法とBNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine接種後の抗体獲得率の検討
 信州大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○岩渕良平，原田　真，山田愛子，橋本幸始，上條祐司
【O-0288】　 新型コロナウイルス患者の臨時医療施設における透析経験
 （医）徳洲会湘南鎌倉総合病院臨床工学科 ○藤川大吾，種山かよ子
 （医）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，日髙寿美，小林修三
【O-0289】　 当院における新型コロナウイルス陽性透析患者に対する血液浄化方法の工夫～災害時に有用な血液浄化法と

は～
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○神宮宏臣，今井千里，野口誉史，齋藤　慎
 公立富岡総合病院泌尿器科  田中俊之，塩野昭彦
【O-0290】　 中等症COVID-19陽性血液透析患者に対する腎代替療法の検討
 地方独立行政法人りんくう総合医療センター臨床工学科 ○町田麻実，平田佳紀，川崎勇司，三角定弘，金口優生，

奥田重之，荒川昌洋
 地方独立行政法人りんくう総合医療センター腎臓内科  南方大和，重松　隆
 地方独立行政法人りんくう総合医療センター  倭　正也
 総合内科・感染症内科

COVID-19・ウイルス感染症　17:02-17:58　
座長：  伊丹儀友（（医）友秀会伊丹腎クリニック） 

根岸康介（社会医療法人河北医療財団河北総合病院）
【O-0291】　 透析患者の新型コロナワクチン接種後の抗体価結果～傾向と非透析患者との比較～
 社会（医）里仁会興生総合病院人工透析室 ○岡　友美，加茂正治
 社会（医）里仁会興生総合病院内科  林瑠衣子
 社会（医）里仁会興生総合病院心臓血管外科  藤原恒太郎
【O-0292】　 当院の透析患者と医療従事者における新型コロナワクチン接種後のIgG抗体価
 （医）社団豊済会下落合クリニック看護課 ○内田瑞穂，武藤かおり，今枝温子，菊地　勘
【O-0293】　 透析患者・健常人におけるBNT162b2接種後の中和抗体価と副反応の推移
 （医）長崎腎病院看護部 ○河野　唯，舩越　哲
 （医）大村腎クリニック  前川明洋
 （医）長崎腎クリニック  橋口純一郎，原田孝司
【O-0294】　 透析患者における新型コロナワクチン（ファイザー，BNT162b2）に対する中和抗体量と透析データとの相関
 （医）衆和会長崎腎病院 ○種河　歩，林田征俊，舩越　哲
【O-0295】　 当施設のHCV感染患者に対するグレカプレビル/ピブレンタスビル（マヴィレット配合錠）を使用した治療

効果
 （医）社団日高会平成日高クリニック人工透析センター ○鳥羽和子，下田富美子，関口博行，宮　政明，溜井紀子，

伊藤恭子
 （医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター  武藤重明，安藤哲郎
 下落合クリニック腎臓内科  菊地　勘
【O-0296】　 水頭症経過中の体動困難による横紋筋融解を契機に診断された脊髄腫瘍の一例
 宏潤会大同病院腎臓内科 ○後藤修司，貴島夕加里，松岡大樹，早川拓人，成瀬佑季，

河田恭吾，志水英明
【O-0297】　 新型コロナウイルス（COVID-19）陽性患者の血液透析の受け入れ経験
 高岡市民病院看護部 ○尾曲由佳，町野直樹，前　明子，国奥美由紀
 高岡市民病院血液浄化部  鈴木一如，平田昌義
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第2日目　7月2日（土）
会議センター　5F　511 ＋ 512

バスキュラーアクセス-6　8:00-8:48　
座長： 川合　徹（（医）中央内科クリニック） 

末光浩太郎（独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院）
【O-0298】　 複数のCTOに対し，鋭的穿刺，およびガイドワイヤーのpull　through法でVAIVT成功しえた1症例
 門司メディカルセンター内科 ○稲田良郁，溝部貴光
 門司メディカルセンター循環器内科  鐘江　香
【O-0299】　 VAIVTに伴う固定薬疹例
 （医）社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター腎臓内科 ○浦辻洋平，松本　健
 （医）社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター泌尿器科  岡田栄子，伊藤亜希子，五十嵐智博，佐藤克彦，

飯泉達夫
【O-0300】　 腕神経叢ブロック腋窩アプローチ法によるバスキュラーアクセスインターベンション治療（VAIVT）時の疼

痛管理
 （医）社団大誠会 ○淺野斗志男，松岡哲平
【O-0301】　 Chameleon PTAバルーンカテーテルの使用経験
 大阪公立大学大学院医学研究科泌尿器病態学 ○安田麻衣子，長沼俊秀，黒木慶和，武本佳昭，内田潤次
【O-0302】　 透析シャントPTA後の仮性動脈瘤に対し超音波ガイド下トロンビン注入療法を施行した1例
 市立西脇病院内科 ○武地美保，金銅研吾，木村祥子，岩井正秀
【O-0303】　 当院で施行したgraft inclusion technique（GIT）の2症例の検討
 国家公務員共済組合連合会呉共済病院腎臓内科 ○小田絢香，山本高嗣，河島孟史，草野真琴，曽爾浩太郎，

川岡孝一郎

バスキュラーアクセス-7　8:48-9:36　
座長： 新宅究典（（医）あかね会土谷総合病院） 

山本裕也（大川VA透析クリニック）
【O-0304】　 短期間頻回VAIVT症例におけるΔFVの影響
 埼玉医科大学総合医療センター臨床工学部 ○竹内大輔，葉　優寿，佐々木裕介，金山由紀
 埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター  清水泰輔，小川智也，長谷川元
【O-0305】　 VAエコー機能評価項目とAVG開存期間の関連について
 （医）尚腎会高知高須病院臨床工学部 ○上田晃司，窪内　翼，高橋和也，濱田あすか，仙頭正人
 （医）尚腎会高知高須病院泌尿器科  伊野部拓治
 （医）尚腎会高知高須病院腎臓内科  水口　隆
【O-0306】　 シャント（S）狭窄早期発見できた一事例
 （医）星晶会あおい病院透析室臨床工学部 ○玉木春嘉，吉本幸平，福間康訓
 （医）星晶会あおい病院看護部  清水　彩
 （医）星晶会あおい病院診療部  小林望美，古田　穣，松本昭英
【O-0307】　 山梨県下透析領域におけるVAに関する実態調査の報告（2）
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会 ○五味康貴，内田隆央
 ／（医）静正会三井クリニック
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会／市立甲府病院  飯田和歌
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会／東甲府病院  横森智也
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会／都留市立病院  尾前桂樹
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会  角田伊世
 ／山梨大学医学部附属病院
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会  竹川英史
 ／地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会  飯窪　護
 ／（社）山梨勤労者医療協会甲府共立病院
 山梨県臨床工学技士会同代謝委員会／慈光会甲府城南病院  石井仁士
【O-0308】　 超音波診断装置ガイド下PTAへの取り組み～造影剤アレルギーを有する患者を通し～
 （医）社団みどりの会酒井病院透析センター ○田靡将吾，花房由美子，森田　薫，大塚裕司，山下昭彦，

仲井常雄，長谷川麻衣子
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【O-0309】　 透析用監視装置の圧力計を用いた血管内圧測定
 （医）宏人会木町病院臨床工学部 ○佐藤広大，中原　翼，白田克彦，百足　強
 （医）宏人会木町病院泌尿器科  籏福文彦
 （医）宏人会木町病院腎臓内科  竹内和久

バスキュラーアクセス-8　9:36-10:24　
座長： 植村　進（社会医療法人母恋日鋼記念病院） 

平山遼一（（医）高橋内科クリニック）
【O-0310】　 カテーテルの先端形状の違いによる再循環の検討
 埼玉医科大学病院腎臓病センター ○孫　碩林，森　嵩博，鳴海敏行，村杉　浩，横田順奈，

友利浩司，岡田浩一，中元秀友
【O-0311】　 サイドホール付き血液浄化用カテーテルの血栓状況の観察
 新潟医療福祉大学臨床技術学科 ○高橋良光，追手　巍
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部  山本　卓，成田一衛
【O-0312】　 透析量モニタHD03を用いたVAサーベイランス
 済生会神奈川県病院臨床工学科 ○石鳥谷光男，金澤瑠璃，佐藤愛來，相馬和晃，芹澤　郁
 済生会神奈川県病院腎臓外科  二瓶　大
 済生会神奈川県病院腎臓内科  田井怜敏，服部吉成
【O-0313】　 透析用留置カテーテルに閉鎖式コネクタを使用した血液透析施行における血栓形成の調査
 名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部 ○平松哲明，志賀美子，野守純美代，小山富雄
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科  齋藤尚二，加藤規利，小杉智規，丸山彰一
【O-0314】　 バスキュラーアクセスカテーテルトラブルに対して血栓が与える影響
 トヨタ自動車（株）トヨタ記念病院人工透析室 ○山本素希，太田光紀，細江和人，今西健蔵，山本義浩
【O-0315】　 当院におけるカフ型カテーテルの使用報告
 （医）広崎会さくら病院透析科 ○丸山　裕，佐藤大樹，松本泰学，志水竜太，中野　明，

佐藤祐子，堺　政和，川崎俊三，宮田　昭

看護／バスキュラーアクセス-1　10:24-11:12　
座長： 小林大樹（関西労災病院） 

井上　淳（中部国際医療センター）
【O-0316】　 穿刺にエコーを用いることの効果～看護師へ導入を試みて～
 （医）すずきネフロクリニック看護科 ○荒川美智代，相川雅美，野村照久
【O-0317】　 PTAエコーナビゲーター育成のための取り組み
 （医）すずきネフロクリニック透析室 ○土屋　孝，野村照久，相川雅美
【O-0318】　 他施設でのSVBP導入に関するスタッフ指導方法
 （医）駿東育愛会望星第一クリニック ○原　重美，今泉健太郎，小林直樹，若林正則
【O-0319】　 PTA後の止血方法に関する患者プリファレンスの検討
 くにみ透析クリニック透析アクセスセンター ○山田真生，青柳俊哉，宮坂康宣
【O-0320】　 看護師による透析室でのバスキュラーアクセス（VA）エコーの有用性
 原泌尿器科病院看護部 ○山本　瑠，坂井奈美江，岩田義勝，遠藤正規
 原泌尿器科病院腎内科  吉矢邦彦，谷口　朋
【O-0321】　 バスキュラーアクセスセンター業務を円滑に行うための取り組み
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院 ○佐藤奈月，渡辺泰子，中山明日香，信長慎太郎，片岡和義，
 バスキュラーアクセスセンター  疋田　聡，野口智永

看護／バスキュラーアクセス-2　11:12-12:00　
座長： 水内恵子（（医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科） 

円城寺由加里（（医）力武医院）
【O-0322】　 A病院の維持透析患者がVA穿刺時に求める看護とは～患者に対するインタビューの分析より～
 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院透析センター ○江上　豊
 社会医療法人医翔会札幌白石記念病院血液浄化センター  木村　剛
【O-0323】　 バスキュラーアクセスに対する当院看護師の意識調査～透析看護経験年数による認識の違い～
 （医）光寿会多和田医院透析室 ○佐々木潤子，鬼頭　瞳，備前島真寿美，渡邊達昭，

多和田壽枝
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【O-0324】　 他施設からの依頼のカフ型カテーテル挿入患者に対する管理・ケア指導について
 相模原協同病院看護部 ○須田春香，小林千恵
 相模原協同病院臨床工学室  吉田昌浩，新美文子，小俣利幸
 相模原協同病院血液浄化センター  花澤勇一郎，風呂正輝，窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，

柴原　宏
【O-0325】　 VAIVT施設におけるCVTnurseの取り組み～施設間でVA情報を共有するために～
 津みなみクリニック透析室 ○坂田久美子，三上昌志，堤　陽平，新家加奈子，坂本　悠，

小川明日香，伊與田義信
【O-0326】　 先天性表皮水泡症患者が長期留置カテーテルを用い維持透析となった一例～感染予防ための折り紙式ガーゼ

固定方法～
 飯田市立病院腎センター ○仲田里美
【O-0327】　 この皮膚トラブルどうする？～当院透析室での取り組み～
 （医）クレドさとうクリニック看護部 ○橋本望絵，布施千鶴，鈴木貴大，内海展子，本庄美恵子，

佐久間宏治，石塚俊治，佐藤純彦

バスキュラーアクセス・カテーテル-1　14:00-14:48　
座長： 土田健司（土田透析アクセスクリニック） 

若林正則（望星第一クリニック）
【O-0328】　 内シャント穿刺困難に対して前腕内シャント血管表在化術を行った1例
 新潟県済生会済生会新潟病院腎膠原病内科 ○褚　瑰麗，矢田雄介，野澤由貴子，田崎和之，鈴木　靖
 新潟大学医歯学総合病院形成・再建外科  浅倉辰則
【O-0329】　 トンネラーを用いた上腕動脈表在化にて神経脈管損傷を避ける一工夫
 豊橋市民病院移植外科 ○長坂隆治，岩瀬勇人
 すぎやま病院  大塚聡樹
【O-0330】　 右房内に迷入した短期留置型カテーテル抜去の1例
 洛和会東寺南病院腎臓透析外科 ○中村智宏
 洛和会音羽記念病院腎臓透析外科  岡田晃一
 洛和会音羽記念病院腎臓内科  覚知泰志，野村祥久
 洛和会音羽病院腎臓内科  細川典久
 洛和会音羽病院心臓内科  加藤　拓
【O-0331】　 上腕動脈表在化術後に上肢の屈曲による動脈損傷を来した1例
 大阪府済生会吹田病院腎臓内科 ○玉城裕行
 奈良県立医科大学附属病院腎臓内科  江里口雅裕，鶴屋和彦
【O-0332】　 心肺蘇生時の透析用カテーテル接触が刺激伝導系障害を引き起こしたと考えられる1例
 大阪府済生会富田林病院腎臓内科 ○太田一成，米田雅美，芝池庸仁
 大阪府済生会富田林病院泌尿器科  畑中祐二，玉井健太郎，今西正昭
 大阪府済生会富田林病院内科  窪田　剛
 大阪府済生会富田林病院病理診断科  塚本吉胤
【O-0333】　 抗凝固療法で消失を認めた透析用カテーテル関連巨大血栓症の一例
 佼成病院内科 ○小野慶介，井上望帆，早川　哲，軽部美穂

バスキュラーアクセス・カテーテル-2　14:48-15:36　
座長： 池田雅人（東京慈恵会医科大学附属柏病院） 

大崎慎一（玄々堂君津病院）
【O-0334】　 カフ型カテーテルの比較検討
 相模原協同病院血液浄化センター ○風呂正輝，花澤勇一郎，窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，

柴原　宏
 相模原協同病院看護部  須田春香，小林千恵
 相模原協同病院臨床工学室  吉田昌浩，新美文子，小俣利幸
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
【O-0335】　 カフ型カテーテルの適応拡大についての検討
 （医）牧港中央病院心臓血管外科 ○毛利教生
【O-0336】　 パーマネントカテーテル使用の外来維持透析患者管理についての検討
 東京西徳洲会病院血液浄化センター ○真栄里恭子，菊地美香，山口典子
 東京西徳洲会病院外科  高木睦郎
【O-0337】　 当院における透析用カテーテル挿入について
 三重大学医学部附属病院腎臓内科 ○村田智博，小田圭子，辻本佳世，田中文香，齋木良介，

平林陽介，春木あゆみ，片山　鑑，土肥　薫
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【O-0338】　 セントロスフローを使用した症例についての検討
 相模原協同病院血液浄化センター ○花澤勇一郎，風呂正輝，窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，

柴原　宏
 相模原協同病院臨床工学室  吉田昌浩，新美文子，小俣利幸
 相模原協同病院看護部  須田春香，小林千恵
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
【O-0339】　 新しいカフ型カテーテル・グライドパスの使用経験について
 橋本みなみ内科本院 ○柴原奈美，齋藤志津，小尾　学，鈴木美峰
 相模原協同病院血液浄化センター  花澤勇一郎，風呂正輝，窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，

柴原　宏

バスキュラーアクセス／感染　15:36-16:24　
座長： 大川博永（大川VA透析クリニック） 

堀部朋子（新宿石川クリニック）
【O-0340】　 クリーンボタンホール穿刺の感染防止効果
 （医）社団朋進会東神クリニック ○柴田和彦
 大幸医工学研究所  新里高弘
 （医）平成会とうま内科  當間茂樹
 藤田医科大学病院科学部臨床工学科  中井　滋
【O-0341】　 シャント感染に対する治療方針と成績
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院シャント外科 ○藤井　恵
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院腎臓内科  伊奈研次，太田圭洋
【O-0342】　 バスキュラーアクセス（VA）の穿刺・接続時の感染防護具・消毒薬に関するアンケート調査
 信州大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○山田愛子，原田　真
 愛媛大学医学部附属病院泌尿器科  菊川忠彦
 ／国立大学医学部附属病院血液浄化部門連絡協議会
 大分大学医学部附属病院腎臓内科  中田　健
 ／国立大学医学部附属病院血液浄化部門連絡協議会
 信州大学医学部附属病院血液浄化療法部  上條祐司
 ／国立大学医学部附属病院血液浄化部門連絡協議会
【O-0343】　 シャントエントリーと思われる Staphylococcus aureus （MSSA）菌血症治療を行った透析患者の一例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○坂本絵美，片山由梨，寺川可那子，嶋田啓基，新倉崇仁，

鈴木みなみ，吉崎　幸，片桐大輔，高野秀樹
【O-0344】　 Cryptococcus neoformansによるシャント創部感染
 多摩北部医療センター腎臓内科 ○樋口真一，新野七恵，佐藤寛泰，中村佳子，小林克樹
 （医）社団豊済会ときわクリニック  大塚正一
【O-0345】　 シャント穿刺部感染に内因性細菌性眼内炎を合併した一例
 国家公務員共済組合連合会大手前病院腎臓内科 ○高島朗人，岡本和大，松村克典，赤垣冬子，中森　綾，

杉浦寿央

バスキュラーアクセス／カテーテル・合併症　16:24-17:12　
座長： 山下賀正（代々木山下医院） 

龍田浩一（新宮市立医療センター）
【O-0346】　 カフ型カテーテル感染を繰り返し，Candida albicansによる化膿性脊椎炎を発症した1例
 横須賀共済病院腎臓内科 ○大谷　恵，田中佑樹，寺井あゆみ，高橋郁太，塩路慎吾，

平澤　卓，安藝昇太，田中啓之
【O-0347】　 小腸穿孔を発症し，長期型バスキュラーカテーテルを用いて一時的に血液透析へ移行した腹膜透析患者の1例
 春日井市民病院腎臓内科 ○三谷幸太朗，近松大輝，松本　惇，小野木智加朗，

横井順平，三村哲史，坂　洋祐，成瀬友彦，渡邊有三
【O-0348】　 長期留置型カテーテル挿入中に呼吸苦症状を認めた1例
 京都第一赤十字病院腎臓内科腎不全科 ○大林勇輝，池田葵尚，飯森未沙，森本真理，中山雅由花，

薗村和宏，中ノ内恒如
【O-0349】　 カフ型カテーテルトラブルに対してカテーテル変更により奏功した2例
 徳島県厚生農業協同組合連合会阿南医療センター泌尿器科 ○小居浩之，田上隆一，井上善雄，玉置俊晃
【O-0350】　 カバードステントにて止血可能であったバスキュラアクセス関連仮性動脈瘤の2症例
 岩手医科大学附属病院泌尿器科 ○後藤佑太，松浦朋彦，加藤陽一郎，阿部貴弥，杉村　淳，

小原　航
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【O-0351】　 肘窩AVF作製において動脈触知可能部位からのアプローチが有用であった症例
 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター ○井下博之，柳川宏之，吉田舞子，中田真実，船曳和彦
 腎・高血圧内科
 順天堂大学医学部腎臓内科  鈴木祐介

バスキュラーアクセス-9　17:12-18:00　
座長： 堀田祐紀（心臓血管センター金沢循環器病院） 

野島武久（のじまバスキュラーアクセスクリニック）
【O-0352】　 X線透視で得られる指標による上大静脈右心房接合部位置の推定～透析患者のCTデータに基づく検討～
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック ○森脇総治，佐藤　隆，大久保健太郎
【O-0353】　 Elevation を用いたAVF静脈表在化法の一次・二次開存率および初回VAIVT後開存率に関する検討
 兵庫医科大学循環器・腎透析内科学 ○名波正義，蓮池由起子，倉賀野隆裕，石原正治
 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院腎臓内科  末光浩太郎
【O-0354】　 当院における自己血管内シャント手術の治療成績について（作成部位の比較検討）
 愛媛県立中央病院 ○宗宮　快，山川真季，安宅祐一朗，喜多秀仁，中西茂雄，

柳原　豊，二宮　郁，岡本賢二郎，山師　定，菅　政治
【O-0355】　 頻回のVAIVTを要した内シャント狭窄26症例に対する治療法の検討
 福岡大学病院血液浄化療法センター腎臓膠原病内科 ○松島怜央，伊藤建二，盛田なつみ，尾崎智美，高橋宏治，

冷牟田浩人，渡辺真穂，安野哲彦，升谷耕介
【O-0356】　 動脈表在化症例の導入期の左心機能と生命予後
 （医）あかね会土谷総合病院腎・血液浄化療法科 ○新宅究典，川西秀樹，森石みさき，番匠谷将孝，

土谷晋一郎
【O-0357】　 PTA治療時の静脈圧についての検討
 代々木山下医院／日本医科大学千葉北総病院心臓血管外科 ○山下裕正
 代々木山下医院  友房三和，山下賀正

会議センター　3F　311 ＋ 312

CVD-1　8:00-8:48　
座長： 塚尾　浩（順天堂大学） 

武安美希子（（医）知邑舎メディカルサテライト岩倉）
【O-0358】　 維持透析患者における左室拡張障害の要因
 （医）社団誠仁会みはま病院検査部 ○吉田亜樹，上森美緒，佐藤悠華
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック検査科  岩井典子
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック医局  岩崎雅志，坂井健彦
 （医）社団誠仁会みはま病院医局  白井厚治
【O-0359】　 糖尿病を有する血液透析患者のGLSは低下する
 （医）静心会おけはざまクリニック ○伊左次真央，小川貴史
【O-0360】　 CLTI患者に対する血行再建後の予後
 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院臨床工学科 ○田村　勝，芹澤　郁
 恩賜財団済生会済生会横浜市東部病院循環器内科  牧野憲嗣，合田秀太郎，山口航平
 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院腎臓内科  田井怜敏，服部吉成
 社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院腎臓外科  二瓶　大
【O-0361】　 炭酸ガスミストによる下肢末梢循環動態改善効果の検討　第2報
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院臨床工学科 ○相葉耕作，川上崇志，刈込秀樹，三浦國男
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院血管外科  佐藤和弘
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院腎臓外科  大崎慎一
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院消化器外科  池田重雄
【O-0362】　 レーザ血流計による脈動幅測定が透析患者の末梢動脈疾患のスクリーニングに有用であった1例
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○野口亜梨沙，齋藤　慎
 公立富岡総合病院泌尿器科  大澤英史，大山裕亮，田中俊之，塩野昭彦
【O-0363】　 PADスコアリングを用いた下肢病変リスクの検討
 市立四日市病院医療技術部臨床工学室 ○大橋　敬，門己三男
 市立四日市病院看護部人工透析室  安藤和子
 市立四日市病院腎臓内科  小林和磨，増田智広
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CVD-2　8:48-9:36　
座長： 河野圭志（神戸大学医学部附属病院） 

小川哲也（東京女子医科大学附属足立医療センター）
【O-0364】　 透析患者CLTIに対する動脈内膜摘除
 社会医療法人愛仁会井上病院血管外科/外科 ○谷村信宏，藤原一郎
 社会医療法人愛仁会井上病院放射線科・内科  森本　章，木津あかね，藤原木綿子，下村菜生子，

一居　充，辻本吉広
【O-0365】　 動脈硬化性両側腎動脈狭窄症による保存期慢性腎臓病患者（CKD）の重症下肢虚血（CLI）に吸着型血液浄

化器レオカーナが有効であった一例
 NTT東日本関東病院高血圧・腎臓内科 ○並河明雄，櫻井悠樹，山下純平，高橋紘子，古殿孝高，

渋谷祐子
【O-0366】　 皮膚還流圧（SPP）低下は足関節上腕血圧比（ABI）が正常な血液透析患者においても長期予後を予測する
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院腎臓内科 ○平塚真紀，小山勝志
 藤田医科大学病院保健学研究科  高橋　宏
 名古屋市立大学病院腎臓内科  濱野高行
【O-0367】　 当院通院透析患者の虚血性心疾患合併状況
 獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科 ○巴　　崇，上野明日香，川本進也
【O-0368】　 血液透析導入期の冠動脈CTの有用性
 （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
【O-0369】　 高血圧緊急症の治療経過中に急性乏尿性腎不全と脳虚血性病変を来した一例
 川崎市立多摩病院 ○古家紗帆，角　浩史，奥山恵美子，山田将平，蜂須賀里菜，

冨永直人
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター  柴垣有吾

CVD／不整脈・基礎　9:36-10:24　
座長： 安達政隆（熊本大学病院） 

大前清嗣（東京女子医科大学附属足立医療センター）
【O-0370】　 維持血液透析患者における血清Ca，P値とQTcの関係
 （株）麻生飯塚病院腎臓内科 ○佐々木彰，藤崎毅一郎
 九州大学大学院病態機能内科学  中野敏昭
 東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科  常喜信彦
【O-0371】　 維持血液透析患者の睡眠呼吸障害と心房細動発症の関係
 （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，藤原直樹，山野水紀，石岡邦啓，鈴木洋行，

大竹剛靖，日髙寿美，小林修三
【O-0372】　 CKDG5患者における中性脂肪蓄積心筋血管症の頻度の検討
 兵庫医科大学総合診療科 ○長澤康行，山崎博充，新村　健
 兵庫医科大学循環器・腎透析内科学  朝倉正紀，石原正治
 兵庫医科大学放射線科  北島一宏
 大阪大学中性脂肪学共同研究講座  平野賢一
【O-0373】　 血液透析患者における心血管イベント予測因子としての赤血球膜EPA/AA比の意義
 富山大学第二内科 ○掛下幸太，小池　勤，藤岡勇人，近　聡子，有澤　悠，

村井沙耶佳，清澤泰午，山崎秀憲，絹川弘一郎
 城南内科クリニック  平田　仁
 富山大学神経精神医学  鈴木道雄
【O-0374】　 血液透析（HD）と体外限外濾過法（ECUM）による血管内皮グリコカリックス（GCX）障害の比較検討
 自治医科大学附属病院腎臓内科 ○増田貴博，齋藤　修，長田太助
 自治医科大学附属病院臨床工学部  松岡　諒，秋山裕輝
 岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター  岡田英志
 血液浄化治療部門
【O-0375】　 電解質異常によるQT延長症候群から心室頻拍を来たした血液透析新規導入例
 新発田病院腎臓内科 ○松川航太郎，酒巻裕一，高橋恵実，羽深将人，小川　麻
 新発田病院循環器内科  和田理澄
 新潟大学腎・膠原病内科  成田一衛
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CVD／循環器系薬剤　10:24-11:12　
座長： 涌井広道（横浜市立大学） 

滝沢英毅（（医）手稲渓仁会病院）
【O-0376】　 血液透析患者におけるワルファリン使用状況に関する調査
 兵庫県透析医会学術統計委員会 ○河野圭志，藤井直彦，藤井秀毅，吉矢邦彦，藤森　明，

米本佐代子，松井　豊，門口　啓，荒川俊雄，永井博之，
岩崎　慧，西庵良彦，齊藤雅文，石井洋治

【O-0377】　 血圧コントロールに難渋し，ACE阻害薬（ペリンドプリル）が著効した血液透析患者の一例
 一般財団法人住友病院腎臓・高血圧内科 ○高須将伸，浅田侑樹，吉井悠貴，佐藤大飛，手代木紳，

寺嶋　謙，三木　渉，角田慎一郎，森島淳之，阪口勝彦
【O-0378】　 心不全合併末期腎不全，維持透析患者にARNIが著効した自験例
 東北医科薬科大学若林病院腎臓内科 ○安藤重輝，永井　良
【O-0379】　 ARNIを投与した低心機能の透析患者3例
 社会医療法人財団城南福祉医療協会大田病院透析室 ○村松仁美，千田宏司，谷口　泰
【O-0380】　 透析患者に対するAT1受容体拮抗薬・ネプリライシン阻害薬（ARNI）の使用経験
 獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科 ○前野栄孝，上野明日香，川本進也
【O-0381】　 血液透析及び腹膜透析高血圧患者に対するアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬の使用経験
 砂川市立病院腎透析センター ○柳瀬雅裕

CVD／血圧　11:12-12:00　
座長： 和田健太朗（（医）社団日本鋼管福山病院） 

松田洋人（（財）神奈川警友会けいゆう病院）
【O-0382】　 血液透析のQuality Indicator （QI）としての透析低血圧についての検討
 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部・腎臓内科 ○渡辺裕輔，葉　秀寿，小島恵理子，末吉慶多，塚本　功，
   岡田浩一
【O-0383】　 血液透析（HD）中収縮期血圧（SBP）低下の年平均と臨床アウトカムとの関連
 慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科 ○内山清貴，伊藤　裕
 （医）社団明洋会柴垣医院自由が丘  柴垣圭吾
 慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科  鷲田直輝
 ／国際医療福祉大学成田病院
【O-0384】　 維持透析患者における降圧Guideline遵守と生命予後との関連についての検討
 東京女子医科大学附属足立医療センター内科 ○大前清嗣
 ／（医）社団宝池会吉川内科医院
 （医）社団宝池会吉川内科医院  吉川尚男
 東京女子医科大学附属足立医療センター内科  細田祐未，平澤慧里子，登坂真依，堀本　藍，西沢蓉子，

小川哲也
【O-0385】　 少量ステロイドで透析時血圧低下を回避できた好酸球増加症の一例
 社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院腎臓内科 ○小野真也，石本尚美，大澤紀之
【O-0386】　 慢性収縮性心外膜炎に対して心膜開窓術が奏功した透析低血圧（IDH）患者の一例
 （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 ○御供彩夏，石岡邦啓，師田まりえ，岩渕晟英，尾畑翔太，

藤原直樹，山野水紀，持田泰寛，岡真知子，真栄里恭子，
鈴木洋行，守矢英和，大竹剛靖，日髙寿美，小林修三

【O-0387】　 経口昇圧薬中止により血液透析中に繰り返した腹痛が消失した2症例
 亀田総合病院腎臓高血圧内科 ○鈴木　智，杉原晋之介，登石　匠，長岡可楠子，

仲田真由美，松波昌寿，福田純子，小原まみ子
 亀田総合病院腫瘍外科  矢嶋　淳
 亀田総合病院泌尿器科  志賀直樹，久慈弘士

腎性貧血／HIF-PH阻害薬　14:00-14:48　
座長： 長谷川元（埼玉医科大学総合医療センター） 

賴　建光（獨協医科大学）
【O-0388】　 維持透析患者に対するHIF/PH阻害薬の効果の解析
 ふれあい東戸塚ホスピタル内科 ○織本健司
【O-0389】　 透析患者の赤血球増多についての検討
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○北原竜次，村澤洋美，杉山尚樹，岡本亜希子，今井　篤，

齋藤久夫，三國恒靖，鈴木唯司
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【O-0390】　 血液透析患者におけるESA製剤/roxadustatからdaprodustatへの切替えの短期効果
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 ○井芹　健，溝渕正英，青木崇吾，吉田峻祐，寺戸成美，

本田浩一
 山王台病院  藤原康朗，金森直明，幕内幹男
【O-0391】　 HIF-PH阻害薬のオーバーシュートに対する用量調整法について
 （医）杉山会すぎやま病院外科 ○大塚聡樹，舘　祐二，杉山良太
 （医）杉山会ノア今池クリニック  幅　俊人，冨永芳博
【O-0392】　 骨髄不全を合併する血液透析患者の貧血に対し，高用量ESAからHIF-PH阻害薬ダプロデュスタットへの切り

替えを行った2例
 （医）北楡会札幌北楡病院外科 ○佐藤正法，久木田和丘，杉山　昂，谷山宣之，後藤順一，

熱田義顕，服部優宏，高橋宏明，小野寺一彦，堀江　卓，
目黒順一，米川元樹

【O-0393】　 ロキサデュスタット投与開始後に血小板減少，破砕赤血球を認めた維持血液透析患者の一例
 独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院腎臓内科 ○山田幹二，佐藤亜樹子，佐々木洋彰

ESA／ HIF-PH阻害薬-1　14:48-15:36　
座長： 稲熊大城（藤田医科大学ばんたね病院） 

竹岡浩也（尼崎総合医療センター）
【O-0394】　 ESA抵抗性貧血に対するロキサデュスタットの有効性評価と投与量に関連する因子の探索
 社会医療法人中山会宇都宮記念病院腎・透析センター ○南木浩二，石光　晃
【O-0395】　 ESA抵抗性貧血におけるHIFスタビライザーの役割
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院腎センター ○安永親生，大野晃子，吉屋圭史，宮崎雄幸，西原学宣
【O-0396】　 電解水透析における含有水素濃度の違いがESA抵抗性に与える影響の検討
 社会医療法人母恋東室蘭サテライトクリニック ○高田譲二
 社会医療法人母恋東室蘭サテライトクリニック臨床工学室  毛笠貴隆
 社会医療法人母恋日鋼記念病院臨床工学室  湊　千笑
 社会医療法人母恋東室蘭サテライトクリニック臨床工学室  植村　進
 ／社会医療法人母恋日鋼記念病院臨床工学室
【O-0397】　 ESAとHIF-PHIによるHb変動の比較
 （医）住吉クリニック病院附属大宮診療所 ○山木万里郎，柏喜代美，小林晶子，小田部美雪，松井幸英，

庄司有希
【O-0398】　 2020年度における鷹揚郷腎研究所弘前病院でのESA製剤使用状況について
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○今井　篤，村澤洋美，杉山尚樹，岡本亜希子，北原竜次，

齋藤久夫，鈴木唯司
【O-0399】　 HIF PH阻害薬の貧血改善効果には赤血球寿命の延長が関係する
 （医）だいもん内科・腎透析クリニック腎臓内科 ○大門正一郎，大瀧　睦，木下麻衣子，田中里実，安田美幸，

円城真衣，村田千春，鎌口美穂子，北本貴弥，坂本祐伽，
森内則子，西谷光広，保志場紀子，澤崎真由美，
上田律子

病態／慢性腎臓病（CKD）-1　15:36-16:24　
座長：  酒井行直（日本医科大学付属病院） 

水入苑生（（医）社団一陽会原田病院）
【O-0400】　 血液透析導入の季節と導入後の予後との関連の検討
 名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科 ○藤島由貴，丸山彰一
 藤田医科大学ばんたね病院内科  稲熊大城
 名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科  岡崎雅樹
 ／ University of California, Irvine, School of Medicine 
 Division of Nephrology, 
 Hypertension and Kidney Transplantation
 名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科  倉沢史門
 ／名古屋大学大学院医学系研究科臨床研究教育学
 名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部データセンター  今泉貴広
【O-0401】　 緊急手術後にfasting hyperkalemiaを呈した血液透析患者の1例
 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター腎臓・透析内科 ○川合政輝，井上陽平，齋藤愛美，家田研人，宮口祐樹，

菅　憲広
 名古屋市立大学病院腎臓内科  濱野高行
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【O-0402】　 Clinical Frailty Scale（CFS）による透析導入期の評価と予後
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○大木里花子，浜崎敬文，辻　沙穂，鈴木香奈，今福美紀枝，

松浦　亮，南学正臣
 東京大学医学部附属病院救急・集中治療部  土井研人
【O-0403】　 血友病A患者に内シャント造設および維持透析を施行した1例
 千葉大学医学部附属病院腎臓内科 ○石井公祥，若林華恵，淺沼克彦
 ／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腎臓内科  辰元為仁，相澤昌史
 千葉大学医学部附属病院人工腎臓部  服部憲幸
【O-0404】　 慢性腎臓病患者でコルヒチン血中濃度が高値となった一例
 （株）麻生飯塚病院腎臓内科 ○福満研人，安達翔平，坂本純永，佐藤克樹，松本英展，

中俣悠亮，佐々木彰，藤崎毅一郎

病態／慢性腎臓病（CKD）-2　16:24-17:12　
座長： 坪井直毅（藤田医科大学） 

淺沼克彦（千葉大学）
【O-0405】　 血中プロテオーム解析による糖尿病性腎症の新規バイオマーカーの探索
 日本大学医学部附属板橋病院内科学系 ○小林洋輝
 腎臓高血圧内分泌内科学分野
 ／ハーバード大学医学校ジョスリン糖尿病センター
 ハーバード大学医学校ジョスリン糖尿病センター  佐竹栄一郎，Andrzej Krolewski
 日本大学医学部附属板橋病院内科学系  阿部雅紀
 腎臓高血圧内分泌内科学分野
 アメリカ国立糖尿病・消化器・腎疾病研究所  Robert Nelson
【O-0406】　 血漿中の高血糖関連マイクロRNA（miRNA）と腎機能低下との関連
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○小林洋輝
 ／ハーバード大学医学校ジョスリン糖尿病センター
 ハーバード大学医学校ジョスリン糖尿病センター  佐竹栄一郎，阿部雅紀，Andrzej Krolewski
【O-0407】　 透析患者の糖尿病管理に関する実態調査
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科 ○高島弘至
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科  阿部雅紀
 ／日本透析医学会腎不全総合対策委員会
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
 ／日本透析医学会腎不全総合対策委員会
【O-0408】　 高度腎不全におけるアニオンギャップの診断的有用性
 社会福祉法人三井記念病院腎臓内科 ○塚田弘之，相原英聴，藪下紗耶香，新沢賢樹，真崎里紗，

古瀬　智，三瀬直文
【O-0409】　 血液透析患者の肝臓内局所酸素飽和度と臨床的因子の関連
 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，平田桃子，北野泰佑，植田裕一郎，伊藤聖学，

森下義幸
【O-0410】　 透析導入患者における下痢の発症頻度
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○吉田　理，大家基嗣
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  大場美保
 ／慶應義塾大学病院看護部

教育／システム・海外　17:12-18:00　
座長： 本田和美（（医）信英会越谷大袋クリニック） 

大前享子（（医）社団慈朋会澤田病院）
【O-0411】　 動画編集アプリを使用した教育ツールの作成
 （医）社団如水会嶋田病院透析室 ○大谷拓也，甲斐正信
 （医）社団如水会嶋田病院腎臓内科  嶋田英敬
【O-0412】　 ホームPDシステム「かぐや」における，手技に起因するアラーム発生状況の検討
 名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部 ○余語南海，平松哲明，野守純美代，志賀美子，小山富生
 名古屋大学医学部附属病院腎不全システム治療学  鈴木康弘，金　恒秀，福井聡介，水野正司
 寄附講座・腎臓内科
【O-0413】　 カンボジア国際大学透析セミナーでの講師の経験（Web英語講義）
 NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル ○松沢翔平，加藤基子，浦辺俊一郎，兵藤　透，若井陽希，

小久保謙一，山下明泰，川西秀樹
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【O-0414】　 バクスター社製自動腹膜潅流（APD）装置ゆめからかぐやへの変更を経験して
 （医）尚腎会高知高須病院臨床工学部 ○濱田あすか，小川晋平，仙頭正人
 （医）尚腎会高知高須病院腎臓内科  水口　隆
【O-0415】　 導入初期のテスト及び再指導の有用性
 （医）あかね会中島土谷クリニック透析センター ○平田貴紀，森石みさき，白砂健太，真島菜々子，小田まや，

広本美智子，土谷晋一郎
【O-0416】　 透析医療におけるSDGsを推進するために～患者協働の医療の推進の試み～
 一般社団法人ピーペック ○宿野部武志
 東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部  三浦靖彦

会議センター　3F　313 ＋ 314

急性腎不全／AKI　8:00-8:48　
座長： 森山和広（藤田医科大学） 

石山勝也（東北医科薬科大学）
【O-0417】　 抗悪性腫瘍薬投与中に劇症1型糖尿病と腫瘍崩壊症候群に伴うAKIを発症し，急性血液浄化療法により救命で

きた一例
 京都山城総合医療センター腎臓内科 ○田中寿弥，澤井慎二，浅井　修，中谷公彦
【O-0418】　 上腕骨骨折後に脂肪塞栓を発症し急性血液浄化を要した一例
 石川県立中央病院腎臓内科・リウマチ科 ○須田拓也，藤井　博，中島昭勝
【O-0419】　 CK42万U/Lの横紋筋融解症により急性腎障害を来し，血液透析を施行した1例
 成田赤十字病院腎臓内科 ○面　大地，立林　卓，倉田理華，田中俊久，倉本充彦
 成田赤十字病院精神神経科  西上奈緒子
【O-0420】　 急性間質性腎炎を認めた敗血症性AKIの症例
 徳島大学病院腎臓内科 ○上田紗代，柴田恵理子，田蒔昌憲，湊　将典，岩城真帆，

清水郁子，山口純代，宮上慎司，長谷川一宏，𦚰野　修
【O-0421】　 二峰性のTMAをきたし維持透析に至った加速型－悪性高血圧の一例
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○村田悠輔，川本俊輔，宮里紘太，秋谷友里恵，小熊秀隆，

逸見聖一朗，矢吹美奈子，福家吉伸，阿部雅紀
【O-0422】　 時期をおいた両腎梗塞により無尿となり，維持血液透析となった一例
 北海道医療センター腎臓内科 ○宮本兼玄，伊藤政典，柴崎跡也

急性腎不全／AKI ／その他　8:48-9:36　
座長： 和田健彦（東海大学） 

宮城盛淳（済生会横浜市東部病院）
【O-0423】　 当院血液浄化療法部において血液透析療法を必要とした急性腎障害患者の検討
 宮崎大学医学部附属病院循環器・腎臓内科 ○馬場明子，古郷博紀，海老原尚，石崎友梨，落合彰子，

麻生久美子，岩切太幹志，稲垣浩子，菊池正雄，藤元昭一，
海北幸一

【O-0424】　 3か月後に透析離脱し得たシドフォビルによる急性腎不全の1例
 北海道大学病院血液浄化部 ○川村拓朗，松岡奈央子，中沢大悟，田邊　起，堀田記世彦，

西尾妙織，篠原信雄
【O-0425】　 胃腸炎を契機にAKIと乳酸アシドーシスを来しHDを要した，メトホルミン内服中の一例
 社会医療法人健和会健和会病院透析センター ○原　悠太，塚原優子，熊崎　匠，熊谷悦子
【O-0426】　 血管内リンパ腫と鑑別を要した遅発性BCG感染症に伴うAKIの一例
 亀田総合病院腎臓高血圧内科 ○長岡可楠子，鈴木　智
 亀田総合病院感染症内科  石田景子，大川直紀
 亀田総合病院血液内科  寺尾俊紀
 亀田総合病院泌尿器科  久慈弘士
【O-0427】　 糖尿病性腎症に感染関連腎炎を合併し抗菌薬治療で透析を離脱し得た1例
 東北医科薬科大学病院腎臓内分泌内科 ○遠藤明里，中山晋吾，松本啓而，伊藤大樹，橋本英明，
   石山勝也，矢花郁子，木村朋由，森　建文
【O-0428】　 抗凝固療法中に急性腎障害を呈し，その後透析導入に至った一例
 大阪労災病院腎臓内科 ○芳賀亮太，杉町英香，並木雄太，加戸　学，玉井慎二郎，

野見洋基，森　大輔，長門谷克之，山内　淳
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病態／糖尿病／管理　9:36-10:24　
座長： 荒木信一（和歌山県立医科大学） 

馬場園哲也（東京女子医科大学）
【O-0429】　 糖尿病血液透析フレイル患者の血糖コントロール不良に対し，透析日のみ医療者が皮下注射するAssisted 

Injection Therapy（Assisted IT）の効果
 腎臓・代謝病治療機構／望星西新宿診療所 ○中尾俊之，権藤麻子
 望星西新宿診療所／東京警察病院  齋藤　優
 腎臓・代謝病治療機構／東京家政学院大学  金澤良枝
 望星西新宿診療所  松原直子
【O-0430】　 1型糖尿病透析患者における持続皮下インスリン注入療法の有用性と安全性
 東京女子医科大学内科学講座糖尿病・代謝内科学分野 ○森　友実，土田由紀子，高木　聡，花井　豪，三浦順之助，

馬場園哲也
【O-0431】　 糖尿病合併の透析患者におけるセマグルチドの臨床成績
 （医）創和会重井医学研究所附属病院透析内科 ○多田蘇音，渡辺真也，十川圭司，大森一慶，荒木俊江，

福島正樹，真鍋康二
【O-0432】　 血液透析患者におけるGAと突然死の関連の検討
 （医）海の弘毅会北九州腎臓クリニック ○海津嘉毅，郄　月玲
 新栄会病院  永田雅治
 （医）海の弘毅会新北九州腎臓クリニック  三谷博通，海津嘉蔵
【O-0433】　 血液透析患者の随時Cペプチドインデックス（CPI）に関する検討
 腎臓・代謝病治療機構／望星新宿南口クリニック ○権藤麻子
 腎臓・代謝病治療機構／望星西新宿診療所  中尾俊之
 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  城田直子
【O-0434】　 糖尿病透析患者におけるグリコアルブミンの認知度調査～糖尿病の治療法別の比較～
 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
 ／（医）緑栄会三愛記念病院
 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
 （医）緑栄会三愛記念病院  入江康文
 （医）緑栄会三愛記念病院  大竹喜雄
 ／（医）緑栄会三愛記念市原クリニック
 （医）緑栄会三愛記念そがクリニック  林　春幸

病態／内分泌・その他　10:24-11:12　
座長： 亀田茂美（新潟県厚生連上越総合病院） 

成瀬友彦（春日井市民病院）
【O-0435】　 血液透析患者における慢性便秘症とサルコペニアの関連性
 （医）百武医院 ○正野武文，百武宏幸
【O-0436】　 男性透析患者の筋肉量低下に対するテストステロン補充療法の効果
 かげやま医院泌尿器科 ○影山慎二，清　哲也，小根澤和真，吉田優希，大村久美人，

佐々木美晴
 静岡市立静岡病院腎臓内科  松本芳博
【O-0437】　 血液透析2型糖尿病患者における持続性GLP-1受容体作動薬セマグルチドの有用性
 社会医療法人川島会川島病院 ○志内敏郎，空野一葉，阿部誠美，島　久登，宮　恵子，

野間喜彦，小松まち子
 社会医療法人川島会藍住川島クリニック  長瀬教夫
【O-0438】　 50年以上の長期透析生存例から学ぶべきこと
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院腎センター内科 ○大久保直人，諏訪部達也，澤　直樹，大庭悠貴，井熊大輔，

水野裕基，山内真之，乳原喜文
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院病理部  宇留賀公紀，藤井丈士
【O-0439】　 両側大脳基底核に異常所見を示した糖尿病性尿毒症症候群の1例
 （医）三良会，村上新町病院 ○蝦名尚典，村上晶子，村上信子，村上秀一
 弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座  村上礼一，島田美智子
【O-0440】　 外来血液透析導入のメリットと注意点について
 （医）上大岡仁正クリニック ○三橋　洋，花岡正哲，山田裕貴子，諸宇旭純
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透析非導入／継続中止／その他　11:12-12:00　
座長： 瀬田公一（独立行政法人国立病院機構京都医療センター） 

辻本吉広（社会医療法人愛仁会高槻病院）
【O-0441】　 維持透析中止後の生存日数に関連する因子の検討
 長崎腎病院／長崎大学病院腎臓内科 ○山口貢正，北村峰昭
 長崎腎病院  舩越　哲
 長崎大学病院腎臓内科  西野友哉
【O-0442】　 「透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言」に基づいた岩手県立中部病院モデルの策定
 岩手県立中部病院泌尿器科 ○伊藤明人
 岩手医科大学附属病院泌尿器科  阿部貴弥，久野瑞貴，加藤陽一郎，小原　航
 岩手県立中部病院緩和ケア科  星野　彰
 岩手県立中部病院  伊藤達朗
【O-0443】　 「慢性腎不全患者の看取りを依頼する際の情報提供書（案）」に関するアンケート調査結果
 東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部 ○三浦靖彦
 東京慈恵会医科大学附属柏病院腎臓・高血圧内科  濱口明彦
 東京慈恵会医科大学教育センター  杉山佳史
 東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター臨床疫学研究部  松島雅人
【O-0444】　 当院の腎代替療法選択外来の現状と課題
 地方独立行政法人長崎市立病院機構 ○林はるか
 長崎みなとメディカルセンター腎臓内科
 ／長崎大学病院腎臓内科
 地方独立行政法人長崎市立病院機構  山下　裕，森本美智，岩田麻有，井上　大
 長崎みなとメディカルセンター腎臓内科
 長崎大学病院腎臓内科  阿部伸一，牟田久美子，西野友哉
【O-0445】　 腎代替療法導入を見合わせた21トリソミーの末期腎不全例～SDMの必要性～
 東京女子医科大学腎臓小児科 ○石塚喜世伸，三浦健一郎，江口　誠，安藤太郎，白井陽子，

金子直人，服部元史
【O-0446】　 低血糖性脳症のため維持血液透析の見合わせを検討した一例
 近畿大学奈良病院腎臓内科 ○真鍋昌平，永澤元規，三浦純幸，山岡諭史，山根雅智，

丹正幸佑，渡瀬謙仁
 近畿大学奈良病院メンタルヘルス科  大山覚照

医療安全／事故防止　14:00-14:48　
座長： 楢村友隆（倉敷芸術科学大学） 

植木隼人（（医）児玉病院）
【O-0447】　 静脈側抜針事故で警報が鳴らなかった事例（第2報）～非検知率と対策の検討～
 （医）沼津岡宮第一クリニック ○高地一輝，森田尚克，若林良則
 （医）望星第一クリニック  大石成省，鈴木克治，若林正則
【O-0448】　 GS1バーコードを用いた透析医療トレーサビリティシステムの開発
 独立行政法人地域医療機能推進機構 ○渡邉研人，中井　歩
 東京山手メディカルセンター臨床工学部
 独立行政法人地域医療機能推進機構  鈴木正志
 東京山手メディカルセンター腎臓内科
【O-0449】　 ラップフィルム保護による自己抜針予防の検討
 （医）偕行会海部共立クリニック透析事業部 ○原田駿一，服部達也，藤田亞矢子，永井のり子，

井上　肇
【O-0450】　 グループ外施設との透析関連研修の経験
 （医）社団永康会蒲田駅前クリニック臨床工学部 ○片岡春香，小林生馬，吉田紗矢香
 東邦大学医療センター大森病院臨床工学部  室市秀久
 東邦大学医療センター大森病院腎センター人工透析室  酒井　謙
【O-0451】　 抜針予防シーネカバーの使用評価
 聖マリアンナ医科大学病院クリニカルエンジニア部 ○志村　隼，櫻井絵里香，佐藤賢治
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター  田中明子，田中真純，小島茂樹，櫻田　勉，柴垣有吾
 聖マリアンナ医科大学麻酔学  井上荘一郎
【O-0452】　 透析装置排液ホースの接続変更について～透析終了後に発生した水漏れを経験して～
 久留米大学病院臨床工学センター ○今井徹朗，山香　修，杉原　学
 久留米大学病院医学部内科学講座腎臓内科部門  森山智文，玻座真琢磨，深水　圭
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医療安全／その他　14:48-15:36　
座長： 小澤　尚（（医）社団欅会小平北口クリニック） 

増田めぐみ（新生会第一病院）
【O-0453】　 透析中の確認作業の実際からインシデント予防を考える
 長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原医療福祉センター ○中島菊江
 富士見高原病院厚生連
【O-0454】　 日機装社製DCS-100NXに装置更新した前後3年間の当院インシデントレポートの分析
 （医）社団坂井瑠実クリニック芦屋坂井瑠実クリニック ○峯垣文絵，矢倉大希，上田宜伸，川西壮一郎，田中　寛
 臨床工学科
【O-0455】　 業務負担を減らす工夫によりインシデントレポート数は低減できる
 （医）前田記念会石神井公園じんクリニック ○村山幸子，宮尾眞輝，池田志帆子，前田国見
【O-0456】　 透析における血管外漏出事故の要因分析～穿刺針の違いによる影響～
 （医）徳洲会湘南鎌倉総合病院血液浄化センター ○張　　茜，村上奈央子，田仲花音，玉城奈七子，

種山かよ子，愛甲美穂
 （医）徳洲会湘南鎌倉総合病院血液浄化センター  石岡邦啓
 ／（医）徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター
 （医）徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  日髙寿美，小林修三
【O-0457】　 換気対策の影響によるA溶解装置の濃度異常を経験して
 千葉西総合病院臨床工学科 ○武曽秀隆，小林大輔，上ノ町力，林　貞治
 千葉西総合病院循環器内科  飯塚大介
【O-0458】　 当院の中止基準～患者要因と転帰に焦点を当てて～
 （医）社団善仁会横浜第一病院看護部 ○中嶋美絵，蔵田由美子，福田洋子，末木志奈，佐藤和宏，

宮本雅仁，笹川　成

看護／医療安全／取組み　15:36-16:24　
座長： 佐藤久光（（医）衆済会増子記念病院） 

杉本文美子（東京女子医科大学病院）
【O-0459】　 二人体制透析開始の効果
 （医）創和会しげい病院血液浄化療法センター ○中尾敦子，小野由美，岡本明里，新保恭子
 （医）創和会しげい病院血液浄化療法センター  松田佳子
 ／（医）創和会しげい病院腎臓内科
 （医）創和会しげい病院腎臓内科  松原龍也，有元克彦
【O-0460】　 安全に関する意識調査～医療安全文化調査票を用いて～
 （医）医心会福岡腎臓内科クリニック看護部 ○中川香織，皆川由香，荒木　環，河野喜代美，谷口正智，

平方秀樹
【O-0461】　 HD開始・終了時間帯のコミュニケーションエラーを防ぐ取り組み
 （医）平針記念クリニック外来血液透析 ○清原志穂，安原伊都子，牧野範子，中谷洋子
【O-0462】　 当院におけるインシデントレポートの提出数を増やすための取り組み
 （医）勢風会津みなみクリニック ○小久保恵奈，坂口幸伸，東　文香，中瀬千幸，坂田久美子，

伊與田美矢子，伊與田義信
【O-0463】　 透析室のチーム改革を目指して～臨床工学技士との情報共有を目指した看護師の取り組み～
 東京女子医科大学病院看護部 ○杉本文美子，廣川牧子
【O-0464】　 認知機能が低下した患者への安全対策～改良型ミトンを製作して～
 （医）康仁会西の京病院透析センター ○中川実保，渡辺未来，油谷知輝，山岡みゆき，吉岡伸夫

医療安全／災害対策　16:24-17:12　
座長： 上田　晃（伊勢赤十字病院） 

秋山茂雄（三宮HDクリニック）
【O-0465】　 大阪市東エリアの透析基幹病院における災害時地域透析医療連携の現状
 大阪赤十字病院臨床工学技術課 ○白井勇希，石原健志，又曽建八，中條　聡，徳野雅彦
 大阪赤十字病院看護部  本多真弓，三島弘美
 大阪赤十字病院腎臓内科  西岡敬祐，八幡兼成
【O-0466】　 南海トラフ巨大地震に備えた当院の取り組み～ LINE　WORKSを用いた災害時連絡手段の強化～
 公益財団法人豊郷病院臨床工学科 ○北川香里，曽我弘樹，福本喜之，鉾立優作，西山俊英，

外川　巧，山脇亮太，井尻由美子，高森健太，吉川　愛，
圓城美由紀，畦地陸斗，青木清子，西村加津子
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【O-0467】　 東日本大震災から11年，地域内共助による活動継続～宮城県仙南透析施設災害ネットワークより報告～
 宮城県仙南透析施設災害ネットワーク事務局 ○佐々木俊一
 ／公立刈田綜合病院
 宮城県仙南透析施設災害ネットワーク事務局  寺島理江，馬目雅彦
 ／公立相馬総合病院
 宮城県仙南透析施設災害ネットワーク事務局  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
【O-0468】　 当院透析室における災害対策～COVID-19患者受け入れ病院の立場から～
 東京医科歯科大学病院血液浄化療法部 ○佐藤美優，尼田昭子，大久保淳，内藤省太郎
【O-0469】　 COVID-19対応の一環でSMSを連絡ツールとして活用した経験
 偕翔会豊島中央病院透析部 ○古山美和，織田貴之，塚原恵美，松尾孝之，林　直道，

林邉義人
【O-0470】　 災害拠点病院における災害時の透析用水確保に関する検討
 聖マリアンナ医科大学病院クリニカルエンジニア部 ○両角　麗，櫻井絵里香，佐藤賢治
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター  田中明子，小島茂樹，櫻田　勉，柴垣有吾
 聖マリアンナ医科大学麻酔学  井上莊一郎
 聖マリアンナ医科大学病院医療安全管理室  石上智嗣

災害対策・チーム医療　17:12-18:00　
座長： 赤塚東司雄（（医）社団赤塚クリニック） 

木村朋由（東北医科薬科大学）
【O-0471】　 雪害の透析医療への影響
 黒部市民病院内科 ○吉本敬一，遠藤俊祐，牧石祥平，池田麻侑美，竹田慎一
【O-0472】　 チーム医療による腎不全外来での若手医師教育
 日本赤十字社医療センター腎臓内科 ○栁　麻衣，垣脇宏俊，釡野大典，寸村玲奈，小林　竜，

石橋由孝
【O-0473】　 臨床工学技士からのダイアライザー黄染の報告を契機に，早期診断・治療が可能となった急性胆管炎の一症例
 慶應義塾大学医学部総合診療科 ○平橋淳一
 （医）社団全仁会東都春日部病院透析科  坂東美和，神保良太
 東京大学医学部腎臓・内分泌内科  加藤秀樹
【O-0474】　 神奈川県における危機発生時の透析医療体制について
 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院腎臓内科 ○矢尾　淳
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター  櫻田　勉
 横浜市立大学附属市民総合医療センター血液浄化療法部  平和伸仁
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  和田健彦
 北里大学病院血液浄化センター  竹内康雄
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓内科  石岡邦啓
 昭和大学横浜市北部病院内科  衣笠えり子
 社会医療法人財団石心会川崎クリニック腎臓内科  宍戸寛治
【O-0475】　 当院で発生した水道水汚染に対する人工腎臓センターの対応
 群馬大学医学部附属病院泌尿器科 ○関根芳岳，齋藤智美，金山あずさ，澤田達宏，須藤佑太，

青木雅典，岡　大祐，大津　晃，野村　恵，宮澤慶行，
新井誠二，柴田康博，鈴木和浩

 群馬大学医学部附属病院医療の質・安全管理部  小松康宏
【O-0476】　 154名の外来透析患者をひとり院長体制で診ているクリニックを支える代診医の役割
 札幌禎心会病院乳腺外科 ○高崎恵美
 （医）友秀会伊丹腎クリニック  伊丹儀友

会議センター　4F　411 ＋ 412

透析膜／除水方法　8:00-8:48　
座長： 村上　淳（東京女子医科大学） 

守田憲崇（北里大学）
【O-0477】　 ヘモダイアフィルタPolyflux-Hは，栄養状態や位相角を改善させる
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○伊藤成洋，神宮宏臣，齋藤　慎
 公立富岡総合病院泌尿器科  大澤英史，大山裕亮，田中俊之



140

（
第
２
日
目
）

口
　
　
演

【O-0478】　 膜素材の違いによるアミノ酸漏出量の検討
 北九州総合病院臨床工学科，内科 ○前田友和，菅　真澄，末松芳隆，大内　健，白水智大，

高水間亮治
 産業医科大学病院腎センター  宮本　哲
 行橋クリニック  松本美香
【O-0479】　 高血流透析と標準透析のα1-MG除去率の比較検討
 国立病院機構柳井医療センター診療部 ○増村俊臣，岩本耕輔，豊澤真吾，高木規衣，角川良行
 国立病院機構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
【O-0480】　 カーボスターからキンダリー 5号透析液変更による高齢透析患者の臨床評価
 （医）財団倉田会くらた病院 ○内田英雄，田中進一，飛田美穂，北村　真，倉田康久
【O-0481】　 IIa型ダイアライザーによるα1-MG除去率の検討
 国立病院機構柳井医療センター診療部 ○豊澤真吾，岩本耕輔，増村俊臣，高木規衣，角川良行
 国立病院機構柳井医療センター外科  松本富夫，松岡功治，竹本将彦，池田政宣，住元　了
【O-0482】　 BV-UFCの使用が透析困難症に有効だった1例
 （医）偕行会浄水共立クリニック透析医療事業部 ○西川将成，長田陽葉里，早川紘美，内藤研吾，高　桂華
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック透析医療事業部  上野彰之

透析液組成　8:48-9:36　
座長： 橋口誠一（国家公務員共済組合連合会熊本中央病院） 

宮本照彦（（医）中央内科クリニック）
【O-0483】　 透析液キンダリー 4Eから5E変更に伴う検査値変動の検討
 社会医療法人財団石心会川崎クリニック透析技術課 ○中村賢洋，佐藤　健，村木　愛，志賀洋一
 社会医療法人財団石心会川崎クリニック内科  宍戸寛治，若狭幹雄，中島　豊
【O-0484】　 透析液をキンダリー 5Eへ変更した際の血清カリウム濃度の検討
 （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，

余地紀嗣，檜山英巳，栗井阿佐美
 （医）財団倉田会くらた病院  倉田康久，飛田美穂
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
 （医）社団健齢会ふれあいクリニック泉  兵藤　透
【O-0485】　 キンダリー透析剤AF5号の臨床評価
 昭和大学横浜市北部病院臨床工学室 ○安岡大資，菊地　武，柿沼　浩
 昭和大学統括臨床工学室  大石　竜
 昭和大学横浜市北部病院内科  伊藤英利，緒方浩顕
【O-0486】　 キンダリーAF3号からキンダリーAF5号への変更によるカリウム値血液データの比較
 社会医療法人ピエタ会石狩病院ピエタ会石狩病院臨床工学課 ○宮崎貴識，石丸哲也，高橋直也，佐藤利勝
 社会医療法人ピエタ会石狩病院ピエタ会石狩病院泌尿器科  篠島弘和，池田和彦，須江洋一，森川　満
【O-0487】　 長時間透析施設におけるキンダリー透析剤4Eと5Eの比較～血液検査データより～
 （医社）兼愛会前田医院透析課 ○近藤智樹，鶴田耕一郎，今田真里，前田由紀，前田兼徳
【O-0488】　 長時間透析におけるキンダリー透析剤4Eから5Eの変更による血液検査値の比較
 （医）社団あずま腎クリニック ○金吉慶祐，宮本亮平，後藤雅宏，東　昌広

栄養／微量元素・ビタミン・その他病態　9:36-10:24　
座長： 細島康宏（新潟大学） 

前田益孝（厚生連JAとりで総合医療センター）
【O-0489】　 血液透析患者のESA反応性におけるセレンの役割と鉄動態との関連
 帝京大学医学部附属病院腎臓内科 ○安川　穂，新井繁幸，奈倉倫人，浅川信一郎，広浜大五郎，

山崎　修，田村好古，藤垣嘉秀，柴田　茂
 稲城市立病院  木戸　亮
 練馬光が丘病院  藤巻道孝
 東京北医療センター  小林沙和子
 帝京大学医学部附属病院小児科  三牧正和
 帝京平成大学  児玉浩子，内田俊也
【O-0490】　 透析液K濃度0.3mEq/Lの上昇がカリウム管理に及ぼす影響
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【O-0491】　 血液透析患者の骨・骨格筋・血管相関と総死亡，心血管事故，骨折リスクとの関連：Qコホート研究
 九州大学病態機能内科学 ○荒瀬北斗，山田俊輔，北園孝成，中野敏昭
【O-0492】　 中山間地域の血液透析患者における欠乏症の実態
 （医）社団井口会総合病院落合病院内科 ○池田　弘，味埜泰明
 （医）創和会重井医学研究所附属病院内科  真鍋康二
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【O-0493】　 亜鉛補充により汎血球減少症をきたした長期透析患者の一例
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○向田凪沙，松本　啓，亀島佐保子，松尾七重，丸山之雄，

横尾　隆
 （医）社団翔仁会青戸腎クリニック  久保　仁
【O-0494】　 たこつぼ型心筋症による慢性腎不全増悪に対して血液透析導入を行い血中カルニチン濃度が低下した一例
 茨城県立中央病院腎臓内科 ○本村鉄平，石橋　駿，日野雅予，小林弘明
 茨城県立中央病院循環器内科  馬場雅子

栄養・疫学調査　10:24-11:12　
座長： 髙田知朗（鳥取大学医学部附属病院） 

戸田尚宏（関西電力病院）
【O-0495】　 大阪府におけるがん透析患者の進展度と予後
 大阪国際がんセンターがん対策センター ○木田奈々美
 ／滋慶医療科学大学医療科学部
 大阪国際がんセンターがん対策センター  森島敏隆，宮代　勲
 滋慶医療科学大学大学院医療管理学研究科  椿原美治
【O-0496】　 外来血液透析患者の入院，転出に対する介護度，透析年数の関与について
 （医）社団欅会久米川透析内科クリニック ○櫻井詩音乃，田中仁英
 （医）社団欅会東大和南街クリニック  真々田美穂，本西秀太
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小沢　尚
【O-0497】　 慢性血液透析患者における「ルミパルスⓇHBsAg HQ」を使用したHBs抗原検査の実態について
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック検査科 ○椹木裕太，加藤愛香
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック医局  永川　修
 （医）社団誠仁会みはま病院医局  正井基之，白井厚治
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック医局  村上康一
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック医局  坂井健彦
【O-0498】　 透析セッション中のインスリンとグルカゴンの動態
 帝京大学ちば総合医療センター腎臓内科 ○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  宍戸　洋
【O-0499】　 透析中のアミノ酸製剤経静脈投与における血中および廃液中のアミノ酸動態
 帝京大学ちば総合医療センター腎臓内科 ○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-0500】　 透析患者の生存率をCPAP治療によって改善できた
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院検査科 ○永島公恵，高橋麻里子，矢島亜久里，高橋弘子
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院内科  丸山寿晴
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院医療秘書科  高橋直美，冨永日菜子
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院看護部  田口　瞳，栢原恵美

統計・疫学調査　11:12-12:00　
座長： 長谷川毅（昭和大学） 

中井　滋（藤田医科大学）
【O-0501】　 2012年発表の透析患者数推計の検証と新たな推計の試み
 藤田医科大学医療科学部臨床工学科 ○中井　滋
【O-0502】　 標準化透析有病率を用いて検討した都道府県別2019年度慢性透析患者の検討
 （医）こね森内科医院 ○小根森元
 （医）樹章会本永病院内科  川西昌弘
【O-0503】　 透析患者における死亡リスク因子の年齢層別差の検討
 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター腎リウマチ科 ○諸見里拓宏
 名嘉村クリニック臨床研究支援センター  井関邦敏
【O-0504】　 奈良県における維持透析患者の動向
 奈良県立医科大学附属病院透析部 ○米田龍生，奈良県医師会透析部会
 奈良県立医科大学泌尿器科  藤本清秀
 奈良県立医科大学腎臓内科  鶴屋和彦
【O-0505】　 維持血液透析患者の急性期早期栄養介入による輸血減少効果
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院腎臓内科 ○小池清美，鈴木皓大，伊藤祐基，近藤章人，美浦利幸，

小山勝志
 滋賀大学データサイエンス教育研究センター  池之上辰義
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院栄養科  佐野弘美
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【O-0506】　 沖縄県の慢性透析患者における腎性貧血治療薬の効果検証調査：断面調査
 沖縄県人工透析研究会 ○井関邦敏，古波蔵健太郎
 沖縄県透析医会  比嘉　啓

アフェレシス（レオカーナ）-1　14:00-14:48　
座長： 佐藤元美（新城市民病院） 

松井賢治（東京慈恵会医科大学）
【O-0507】　 重症下肢虚血の難治性潰瘍に対してレオカーナによる吸着療法を行い寛解に至った糖尿病透析患者の1例
 （医）英慶会三愛クリニック腎臓内科 ○玉井路加子
 （医）英慶会三愛クリニック看護  和田早布，中村貴子，宮崎美穂
 （医）英慶会三愛クリニック臨床工学  砥上　晃，長谷川小百合
 （医）英慶会三愛クリニック外科  吉田淳一，田中三津子
 福岡県済生会福岡総合病院循環器内科  砂川玄哉，末松延裕，久保田徹
 福岡県済生会福岡総合病院腎臓内科  安井裕貴，安部泰弘
【O-0508】　 PAD合併血液透析患者の下肢潰瘍に対して吸着型血液浄化器レオカーナを使用した3症例
 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院腎臓内科 ○千葉恭司，加納知佳，野崎有沙，大城光二，押川　仁
 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院循環器内科  岩城　卓
 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院形成外科  中村　創，奥山智輝，醍醐佳代
 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院皮膚科  由井瑞絵，北畠友美，田中理子
【O-0509】　 重症下肢虚血（CLI）に対し，レオカーナによる吸着型血液浄化療法が奏功した維持血液透析患者の一例
 富山市立富山市民病院透析内科 ○石坂真菜，能勢知可子，山内博行，大田　聡，石田陽一
【O-0510】　 レオカーナによる直接血液吸着療法を施行した重症下肢虚血の血液透析患者3例の検討
 杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科 ○戸瀬颯斗，川上貴久，川嶋総子，池谷紀子，福岡利仁，

岸本暢將，駒形嘉紀，要　伸也
 杏林大学医学部付属病院形成外科  大浦紀彦
【O-0511】　 難治性皮膚潰瘍に対して吸着型血液浄化器レオカーナを使用した両側下肢閉塞性動脈硬化症の1例
 地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター ○板野明子，北村俊介，芝田洋輔，西窪哲司，渡邊大樹，
 腎臓内科  寺田賢二，森本勝彦
【O-0512】　 レオカーナ使用中にショック・呼吸停止を来した一例
 （医）社団善仁会狛江腎クリニック ○泉　朋子
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院内科  有村義宏

アフェレシス（レオカーナ）-2　14:48-15:36　
座長： 岡本裕美（東邦大学医療センター大橋病院） 

高根麻央（交雄会新さっぽろ病院）
【O-0513】　 当院におけるレオカーナの使用経験
 東京ベイ・浦安市川医療センター臨床工学室 ○鈴木康浩，福田なつ美，後藤実優，宇佐美拓也，井上裕太，

高橋裕一
 東京ベイ・浦安市川医療センター循環器内科  小島俊輔，仲間達也
 東京ベイ・浦安市川医療センター腎臓・内分泌・糖尿病内科  鈴木利彦
【O-0514】　 当院でのASO患者へのレオカーナ使用経験
 （医）広和会福馬病院 ○中澤潤也，木曽健治，時本真有美，砂田晋作，佐伯　匠，

福元勇輝，福馬寿幸
【O-0515】　 血行再建不適応の包括的高度慢性下肢虚血の創に対してレオカーナが著効した一例
 済生会横浜市東部病院臨床工学部 ○内山陽介
 済生会横浜市東部病院循環器内科  毛利晋輔
 済生会横浜市東部病院腎臓内科  宮城盛淳
【O-0516】　 CLTIを発症した透析患者にレオカーナを導入した1例
 （医）康仁会西の京病院診療支援部臨床工学科 ○二神徳明，野口　幸
 （医）康仁会西の京病院透析センター  山岡みゆき，足立浩幸，吉岡伸夫
【O-0517】　 レオカーナと血液透析を並列回路にて接続し，同時施行した1例
 （医）協友会八潮中央総合病院臨床工学科 ○新田聖弥，山田亮太，関根智之，木村真琴
【O-0518】　 下肢潰瘍治療でのレオカーナの使用経験
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院臨床工学科 ○黒川　智，千葉康雄
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院内科  馬渡貴之，久留秀樹，稲津昭仁，土屋貴彦，上畑昭美
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その他の合併症／感染症-1　15:36-16:24　
座長： 今　裕史（KKR札幌医療センター） 

西田隼人（山形大学）
【O-0519】　 Elizabethkingia anophelisによる敗血症を発症した維持透析症例の一例
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救命救急センター ○若竹春明，斉藤浩樹，堤　　健
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院感染制御部  細谷美鈴，中薗健一，松本　香，内田ゆかり，佐野文明
【O-0520】　 成人透析患者が水痘再感染時に水痘肺炎合併した一例
 （医）東名厚木病院腎透析科 ○玄　相喆，齋藤快児，堀賢一郎，大山聡子，冨田公夫
 （医）とうめい綾瀬腎クリニック  田村博之
【O-0521】　 自己腎に発症したBKウイルス腎症による急性腎障害の1例
 国立病院機構福岡東医療センター腎臓内科 ○高江啓太，上野雄貴，生島真澄，永江　洋，黒木裕介
 国立病院機構福岡東医療センター呼吸器内科  中野貴子
 加野病院  片渕律子
 福岡大学腎臓・膠原病内科  升谷耕介
【O-0522】　 膀胱自然穿孔を来した血液透析患者の1例
 埼玉メディカルセンター腎センター ○森　直己，萩原あいか，柏　真紀，山路安義
 埼玉メディカルセンター放射線科  佐藤良則
 慶應義塾大学病院感染制御部  宇野俊介
【O-0523】　 尿閉となった維持透析患者にfoley catheterを挿入し膀胱破裂となった1例
 （医）社団嬉泉クリニック ○太田茂之
 （医）社団嬉泉病院内科  馬渡貴之，久留秀樹，稲津昭仁，土屋貴彦，上畑昭美
【O-0524】　 血液透析による支持療法で救命しえた重症熱帯熱マラリアの1例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○片山由梨，片桐大輔，寺川可那子，嶋田啓基，坂本絵美，

新倉崇仁，鈴木みなみ，吉崎　幸，高野秀樹
 国立国際医療研究センター病院総合感染症科  佐藤ルブナ，山田　玄

その他の合併症／感染症-2　16:24-17:12　
座長： 村上　穣（JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター） 

杉浦寿央（国家公務員共済組合連合会大手前病院）
【O-0525】　 内シャント感染から吻合部感染瘤，敗血症性肺塞栓，頚椎硬膜外膿瘍を来たした1例
 国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院腎臓内科 ○野崎有沙，加納知佳，大城光二，千葉恭司，押川　仁
 （医）社団朋進会横浜南クリニック  久慈忠司
【O-0526】　 全身拡散強調MRI（DWIBS）が皮下膿瘍の診断に有用であった透析患者の1例
 独立行政法人地域医療機能推進機構 ○鈴木正志，水野智仁，鈴木淳司，神山貴弘
 東京山手メディカルセンター腎臓内科
【O-0527】　 黄色ブドウ球菌による縦隔膿瘍を認めた血液透析患者の1例
 神戸市立医療センター西市民病院腎臓内科 ○平井俊行，渡邉周平，隈元宣行，原　明子，瀧口梨愛
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科/腎・血液浄化センター  西　慎一
【O-0528】　 酢酸含有透析液アレルギーと鑑別困難であったS．marcescensカテーテル血流感染症の一例
 社会医療法人川島会川島病院 ○島　久登，水口　潤
【O-0529】　 化膿性肩関節炎から敗血症性ショック，死亡に至った血液透析患者の1例
 富山県立中央病院内科 ○舟本智章，横山真伍，蓬田大地，玉井　亨，倉田多鶴子，

篠崎康之，川端雅彦
【O-0530】　 Edwardsiella tarda菌血症から致死的となった維持透析患者の一例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○吉崎　幸，坂本絵美，片山由梨，寺川可那子，嶋田啓基，

新倉崇仁，鈴木みなみ，片桐大輔，高野秀樹
 国立国際医療研究センター病院総合感染症科  丸木孟知，氏家無限
 国立国際医療研究センター病院救急科  佐々木亮

地域医療／その他　17:12-18:00　
座長： 森山智文（久留米大学病院） 

濱田千江子（順天堂大学）
【O-0531】　 救急医と透析医の二刀流への挑戦は成功するのか？
 岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター ○土井智章，吉田省造，楠澤佳悟，安田　立，北川雄一郎，
 血液浄化治療部門  長屋聡一郎，岡田英志，小倉真治
 公立学校共済組合東海中央病院泌尿器科  山田　徹
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【O-0532】　 当院入院透析の現況と地域医療連携
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院 ○有村義宏，渡邊カンナ，小山雄太，坂川英一郎，天神美香，

中西延光，高橋美枝，日昔真里，元山勇士，黒田裕也，
稲葉圭子，東福真由美，荒木真理，松田崇大，野口智永，
多川　齊，安田　隆

【O-0533】　 外来透析患者の入院と地域医療連携
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院透析センター内科 ○有村義宏，安田　隆，渡邊カンナ，大和恒恵，佐藤　綾，

坂川英一郎，小山雄太
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院透析センター看護部  東福真由美
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院透析センター臨床工学部  元山勇士
【O-0534】　 血液透析導入直後に福祉施設から医療ケア可能な施設への転所と当院への転院が同時におこなわれた小児例
 （医）北辰会天の川病院小児科 ○山崎哲司
 ／（医）北辰会天の川病院血液浄化センター
 ／大阪医科薬科大学病院泌尿生殖・発達医学講座小児科学
 大阪医科薬科大学病院泌尿生殖・発達医学講座小児科学  松村英樹，芦田　明
 （医）北辰会天の川病院小児科  中倉兵庫
 ／（医）北辰会天の川病院血液浄化センター
【O-0535】　 透析患者の地域包括ケア
 （医）星晶会いたみバラ診療所 ○藤岡美紀子，大神弘美，澤田陽子，箱谷千絵，谷口和幸
 （医）星晶会老健伊丹ゆうあい居宅事業所
 （医）星晶会いたみバラ診療所看護部  今井弘美
 （医）星晶会いたみバラ診療所診療部  松本昭英
【O-0536】　 金銭的問題を抱えた患者と家族に対する在宅治療への支援
 三郷中央総合病院医療相談課 ○大塚由美子
 三郷中央総合病院泌尿器科  松岡直樹

会議センター　4F　413

COVID-19 ／治療　8:00-8:48　
座長： 長井幸二郎（静岡県立総合病院） 

井上佑一（都立墨東病院）
【O-0537】　 COVID-19罹患血液透析患者に対する抗体療法
 東都大学幕張ヒューマンケア学部臨床工学科 ○大坪　茂
 （医）社団大坪会三軒茶屋病院腎臓内科  大坪由里子
【O-0538】　 血液透析患者に対するカシリビマブ/イムデビマブの使用経験
 東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター ○酒井敬史，吉川憲子，井上　暖，内田貴大，小島　糾，
 血液浄化療法室  冨安朋宏，山田宗治，尾田高志
【O-0539】　 肺保護管理と頻回の透析施行により良好な転帰をたどった維持透析患者の重症COVID-19の1例
 （社医）河北総合病院腎臓内科／河北透析クリニック ○鈴木茂利雄
 （社医）河北総合病院臨床工学科  小幡亜妃
 （社医）河北総合病院腎臓内科  須藤裕嗣，銭谷慕子，鈴切恒平，林　松彦，岡井隆広，

根岸康介
 河北透析クリニック  青木尚子
【O-0540】　 Remdesivir早期投与が奏功したCOVID-19クラスターの透析患者7症例
 琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学 ○大城菜々子，大嶺久美子，金城孝典，山里正演，

大屋祐輔
 琉球大学病院血液浄化療法部  古波蔵健太郎，平良浩菜，座間味亮
【O-0541】　 COVID-19肺炎への集学的治療により救命し得た糖尿病性末期腎不全の1例
 富山県立中央病院内科 ○玉井　亨，横山真伍，蓬田大地，倉田多鶴子，舟本智章，

篠崎康之，川端雅彦
【O-0542】　 COVID-19肺炎を契機に血液透析に至った一例
 恩賜財団済生会済生会横浜市東部病院腎臓内科 ○山田英行，鯉渕清人，久松加奈，宮城盛淳
 恩賜財団済生会済生会横浜市東部病院呼吸器内科  後町杏子
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COVID-19 ／疫学・治療-1　8:48-9:36　
座長： 平間章郎（日本医科大学付属病院） 

吉藤　歩（東京都済生会中央病院）
【O-0543】　 透析患者におけるSARS-CoV-2ワクチン接種後の抗体獲得・持続に係る栄養状態の影響
 （医）社団観世会腎健クリニック ○玉木大輔，高橋裕一郎
 神奈川工科大学健康医療科学部管理栄養学科  菅野丈夫
 （医）社団観世会腎健クリニック  高橋浩雄
 ／東海大学大磯病院腎糖尿病内科
 東海大学医学部内科学系腎内分泌代謝内科学  駒場大峰
【O-0544】　 COVID-19肺炎に対する血液浄化療法施行時の凝固異常について
 相模原協同病院血液浄化センター ○渋谷陽平，花澤勇一郎，風呂正輝，窪田　彬，鈴木俊郎，

柴原　宏
 相模原協同病院臨床工学室  小金乙起，榎本洋平，佐藤健太郎，新美文子，吉田昌浩，

小俣利幸
【O-0545】　 新型コロナウイルス感染とインフルエンザウイルス感染時における透析患者のβ2MGの変化の違い
 茨城県立中央病院透析センター ○小林弘明，本村鉄平，石橋　駿，原田拓也，日野雅予
【O-0546】　 長崎県におけるCOVID-19陽性透析患者の対策と対応～ウィズコロナ時代における活動について～
 長崎大学病院血液浄化療法部 ○望月保志，酒井英樹
 ／長崎県腎不全対策協会・長崎県透析医会
 長崎大学病院血液浄化療法部／長崎大学病院腎臓内科  坂本良輔，山下鮎子
 長崎大学病院腎臓内科  阿部伸一
 長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科  松尾朋博，大庭康司郎，宮田康好
 長崎みなとメディカルセンター腎臓内科  山下　裕
 済生会長崎病院腎臓内科  森　篤史
 佐世保市総合医療センター腎臓内科  太田祐樹
 佐世保共済病院腎臓内科  福成健一
 諫早総合病院腎臓内科  浦松　正
 長崎医療センター腎臓内科  岡　　哲
 長崎県腎不全対策協会・長崎県透析医会  大坪俊夫，舩越　哲，錦戸雅春
 長崎県腎不全対策協会・長崎県透析医会  西野友哉
 ／長崎大学病院腎臓内科
【O-0547】　 腎内科クリニック世田谷で経験した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）陽性血液透析（HD）患者のD

ダイマー（DD）の推移
 （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）社団健齢会ふれあいクリニック泉泌尿器科  兵藤　透
【O-0548】　 COVID-19関連急性腎障害に対してネクロプシーを施行した1例
 大阪市立総合医療センター腎臓高血圧内科 ○山崎大輔，田中志歩，松木　葵，門澤啓太，坂田侑子，

長辻克史，濱田真宏，北林千津子，森川　貴，小西啓夫
 大阪市立総合医療センター救急救命部  福家顕宏

COVID-19 ／疫学・治療-2　9:36-10:24　
座長： 海老原至（水戸済生会総合病院） 

室谷嘉一（東北医科薬科大学病院）
【O-0549】　 COVID-19感染血液透析（HD）患者の院内死亡に関する予測因子の検討
 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○石岡邦啓，御供彩夏，岩渕成英，尾畑翔太，藤原直樹，

山野水紀，持田泰寛，岡真知子，真栄里恭子，鈴木洋行，
守矢英和，大竹剛靖，日髙寿美，小林修三

【O-0550】　 血液透析COVID-19患者のルーチン検査による予後予測～ 14例の後ろ向き観察～
 東海大学医学部付属大磯病院血液浄化センター ○伊藤　純，戸矢智之，五十棲このみ，川地惇朗，磯崎雄大，
 ／東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  木村守次
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
【O-0551】　 当院で発生したCOVID-19感染症のクラスターにおける血液透析患者の重症化リスクの検討
 戸田中央総合病院腎臓内科 ○井野　純，家村文香，公文佐江子，児玉美緒，佐藤啓太郎，

江泉仁人
 東京女子医科大学腎臓内科  新田孝作
【O-0552】　 当院における透析患者のCOVID-19治療
 西陣病院腎臓・泌尿器科 ○小山正樹，岩本鴻太朗，松田旭央，河原昌里南，野村武史，

今田直樹



146

（
第
２
日
目
）

口
　
　
演

【O-0553】　 COVID-19発症透析患者に対するカシリビマブ/イムデビマブ（ロナプリーブ TM）の使用経験
 KKR札幌医療センター透析科 ○大橋慶太，水上達三，高橋　遼，板倉恒輝，今　裕史
【O-0554】　 当院でCOVID-19に集団感染した高齢維持血液透析患者に関する予後規定因子の検討
 （医）社団札幌朗愛会札幌朗愛会病院人工透析センター ○高橋科那子，古井秀典，阿部正道，近江嘉代，阿部麻理奈，

遠山義浩
 （医）社団札幌朗愛会札幌朗愛会病院リハビリテーション部  横濱千世

COVID-19 ／治療・ワクチン　10:24-11:12　
座長： 小出滋久（藤田医科大学病院） 

日ノ下文彦（帝京平成大学）
【O-0555】　 当院における第4波・第5波のCOVID-19入院血液透析患者の比較
 特定（医）仁真会白鷺病院内科 ○中野雅信，乗峯京子，岡崎久宜，奥野仙二，庄司繁市，

山川智之
【O-0556】　 COVID-19肺炎に対する血液浄化療法について
 相模原協同病院血液浄化センター ○柴原　宏，花澤勇一郎，風呂正輝，窪田　彬，渋谷陽平，

鈴木俊郎
 相模原協同病院救急センター  藤平大介，羽切慎太郎
 相模原協同病院呼吸器病センター  山本倫子
【O-0557】　 COVID-19肺炎に対するPMX-DHPの有用性～ECMO症例へのPMX-DHP～
 相模原協同病院血液浄化センター ○窪田　彬，花澤勇一郎，風呂正輝，渋谷陽平，鈴木俊郎，

柴原　宏
 相模原協同病院救急センター  藤平大介，羽切慎太郎
 相模原協同病院呼吸器病センター  山本倫子
 相模原協同病院臨床工学室  小金乙起，榎本洋平，佐藤健太郎，吉田昌浩，新美文子，

小俣利幸
【O-0558】　 血液透析患者に対するBNT162b2ワクチン接種後の液性免疫応答と有害事象の検討
 藤田記念病院内科 ○宮崎良一，宮城恭子，吉田美咲，鈴木康倫
【O-0559】　 新型コロナウイルスワクチンを接種後に発症したステロイド抵抗性ネフローゼ症候群（SRNS）に対しLDLア

フェレシス（LDL-A）が奏功した1例
 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション ○小泉信太郎，高折佳央梨，今井洋輔，吉田俊子，
 淀川キリスト教病院腎臓内科  冨田弘道
【O-0560】　 COVID-19肺炎に対してカシリビマブ・イムデビマブ投与を行った産褥期維持透析患者の一例
 横浜市立大学附属市民総合医療センター腎臓・高血圧内科 ○長山尚平，鈴木将太，中山　泉，神山秋奈，河野梨奈，

大城由紀，藤原　亮，坂　早苗，平和伸仁
 横浜市立大学附属病院周産期母子医療センター  中西沙由理
 （医）社団厚済会横浜じんせい病院  佐藤　陽，山口　聡

COVID-19 ／ワクチン-3　11:12-12:00　
座長： 雨宮守正（さいたま赤十字病院） 

矢内　充（社会医療法人社団尚篤会赤心堂総合健診クリニック）
【O-0561】　 腎移植後の患者におけるSARS-CoV-2 mRNAワクチン接種後の抗体獲得率
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○藤枝久美子，田中章仁，齋藤尚二，安田宜成，古橋和拡，

丸山彰一
 名古屋大学医学部附属病院臨床検査部門  菊地良介
 名古屋大学医学部附属病院看護部  高井奈美
 名古屋大学医学部附属病院泌尿器科  藤田高史，加藤真史
【O-0562】　 維持通院血液透析患者における新型コロナワクチン接種後の抗体価の推移
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック診療部 ○若井陽希
 ／（医）社団麗星会五反田ガーデンクリニック診療部
 ／北里大学医学部泌尿器科
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック臨床工学部  阿部奈津美，徳田冬野
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック事務部  山中里佳
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック看護部  海老原慧
 （医）社団麗星会五反田ガーデンクリニック診療部  伊豆丸堅祐
 北里大学医学部泌尿器科  石井大輔，兵藤　透
 北里大学医学部臓器移植・再生医療学  吉田一成
【O-0563】　 第5波のピーク時の福島県内の透析施設におけるCOVID-19感染状況
 福島県立医大腎臓高血圧内科 ○佐藤敦也，風間咲美，田中健一，風間順一郎
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【O-0564】　 血液透析患者のCOVID-19ワクチン接種について
 （医）谷口クリニック ○谷口洋平，谷口敏雄，呉　純児，桂えつ子，瀧本和昌
【O-0565】　 当院で構築した透析患者対象の新型コロナワクチン接種体制について
 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院腎臓内科 ○矢尾　淳，横地章生
 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院医事課  土屋わか
 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院看護部  清水美樹子，中野直美，星久美子
 独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院臨床工学部  曽我部光弥，岩井陽平，北山伸治
【O-0566】　 COVID-19感染対策における透析医療と透析効率
 順天堂大学医学部附属浦安病院腎・高血圧内科 ○齊藤　翠，岩崎雅子，福田裕光，高原久嗣，廣瀬　瞳，

梅澤由佳子
 順天堂大学医学部附属浦安病院腎・高血圧内科  鈴木　仁
 ／順天堂大学腎臓内科
 順天堂大学腎臓内科  鈴木祐介

PD／感染-1　14:00-14:48　
座長： 笠井健司（富士市立中央病院） 

古賀祥嗣（社会福祉法人仁生社江戸川病院）
【O-0567】　 演題取り下げ
【O-0568】　 Mycobacterium abscessusによる腹膜透析出口部感染の一例
 奈良県西和医療センター腎臓内科 ○芝田洋輔，北村俊介，板野明子，森本勝彦
【O-0569】　 Mycobacterium mageritenseによる腹膜透析（PD）関連腹膜炎の一例
 自治医科大学腎臓内科 ○菱田英里華，吉澤寛道，今井利美，若林奈津子，大原　健，

木下真希，秋元　哲，齋藤　修，長田太助
 自治医科大学腎臓外科  岩見大基
【O-0570】　 Mycobacterium mageritenseによる腹膜透析関連腹膜炎の経験
 高松赤十字病院腎臓病総合医療センター腎不全外科 ○辻岡卓也，山中正人
 高松赤十字病院泌尿器科  廣田圭祐，宇都宮聖也，三宅毅志，泉　和良，川西泰夫
【O-0571】　 予後不良な経過を辿った抗酸菌による出口部感染の1例
 埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター ○金子　修，山本　亮，小川公己，岩下山連，清水泰輔，

小川智也，長谷川元
【O-0572】　 治療に難渋した非結核性抗酸菌による腹膜透析（PD）関連腹膜炎の1例
 慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科 ○長坂朋輝，吉田英莉子，児島大輝，内山清貴，山口慎太郎，

神田武志，伊藤　裕
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  森本耕吉

PD／感染-2　14:48-15:36　
座長： 大田　聡（富山市立富山市民病院） 

上條由佳（善仁会中田駅前泉クリニック）
【O-0573】　 腹膜透析関連腹膜炎における排液白血球数と培養陰性との関連
 大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 ○永田高信，浅井千加良，坂口直大，松山哲也，小島光晴，

大橋徳巳，傍島裕司
【O-0574】　 再発性CAPD出口部感染におけるムピロシン塗布治療の有効性
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○鈴木康弘，福井聡介，金　恒秀，齋藤尚二，加藤規利，

小杉智規，丸山彰一，水野正司
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科  伊藤恭彦
【O-0575】　 Mycobacterium abscessusによるPD腹膜炎でカテーテル抜去となった一例
 東京医科歯科大学病院腎臓内科 ○東出理栄子，松永優里恵，飯盛聡一郎，源馬　拓，

赤木祐一朗，藤木珠美，安藤史顕，萬代新太郎，
須佐紘一郎，森　崇寧，内藤省太郎，蘇原映誠，頼　建光，
内田信一

【O-0576】　 Mycobacterium abscessusによる腹膜透析カテーテルトンネル感染に筋皮弁再建も含めた外科的介入を行い
治癒した一例

 日本赤十字社医療センター腎臓内科 ○垣脇宏俊，小林　竜，栁　麻衣，石橋由孝
 杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科  前田啓造，要　伸也
 杏林大学医学部付属病院形成外科  加賀谷優，大浦紀彦
【O-0577】　 標準的治療が無効であった，複数の嫌気性菌によるPD関連腹膜炎の1例
 市立四日市病院腎臓内科 ○中野彰人，小林和磨，外山裕貴，中瀬裕貴子，服部晶子，

増田智広
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【O-0578】　 Rhodococcus equiによる腹膜透析カテーテル関連感染症の一例
 沖縄県立中部病院腎臓内科 ○耒田善彦，古閑和生，宮里　均

看護／PD／地域連携・感染・その他　15:36-16:24　
座長： 日下美保子（（医）水谷クリニック） 

星井英里（岡崎市民病院）
【O-0579】　 PD関連腹膜炎の再発を引き起こすリスク要因の検討
 名古屋大学医学部附属病院看護部 ○越取雄策，高井奈美
 名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部  平松哲明
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科・腎不全システム治療学  鈴木康弘，金　恒秀，福井聡介，水野正司
 寄付講座
【O-0580】　 腹膜透析患者の訪問看護の継続理由
 近畿大学病院光学治療センター ○河村明子，栃尾美和
 近畿大学病院人工透析部  松木隆子
 近畿大学病院患者支援センター  大西由香里
 近畿大学病院中央放射線部人工透析部光学治療センター統括  水谷由美子
 近畿大学病院腎臓内科  坂口美佳
【O-0581】　 METRICAシステムによる地域連携アプリを使用して～より密な看護師連携を目指して～
 社会福祉法人仁生社江戸川病院透析室 ○梶山友紀子，亀井香陽子，山口順子，土屋ひろ子，

古賀祥嗣
【O-0582】　 急性期病院から訪問看護へつなぐPD連携の取組み
 株式会社日立製作所日立総合病院看護局 ○森永美智子，関根理恵
 株式会社日立製作所日立総合病院訪問看護ステーションたが  三瓶初美
 株式会社日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【O-0583】　 PD+HD併用療法患者受け入れの経験から～現状と課題～
 前田記念腎研究所茂原クリニック看護部 ○山本志穂理，河邉千恵，吉野志織
 前田記念腎研究所茂原クリニック内科  渡邉　隆
【O-0584】　 在宅終末期を可能にする腹膜透析看護のシステム構築
 川原腎泌尿器科クリニック腎不全外科 ○益満美香，松本秀一朗，川原和也

透析機器／回路／針／その他　16:24-17:12　
座長： 佐久間宏治（（医）社団クレドさとうクリニック） 

田口幸雄（西クリニック）
【O-0585】　 穿刺針のサイズによる設定血流量と実血流量の基礎的研究
 耳原総合病院臨床工学科 ○覚野竜貴，下山さやか，順舩貴行，中島大志，西本昌司，

田中実優，畑　尚登，劉　春停，宮野伸也
【O-0586】　 逆流防止機構付き透析用留置針が送脱血性能へ与える影響
 東京医科歯科大学病院血液浄化療法部 ○干川祐樹，大久保淳，桜沢貴俊，出牛雅也，山本裕子，

内藤省太郎
【O-0587】　 リアル感および耐久性の有る穿刺トレーニングパッドの開発
 近畿大学生物理工学部医用工学科 ○西手芳明，河原柚香，川本彩乃
 （独法）国立病院機構大阪医療センター臨床工学室  伊藤彩乃
 （株）タナック営業開発部  棚橋一将，福島良太
 （株）朝日ラバー医療ライフサイエンス営業推進部  的場敬司
【O-0588】　 File Maker更新による業務効率の向上
 （医）幸善会前田病院腎センター ○馬場遼太郎，小林稔行，古賀幸雄，安田百合絵，伊達沙織，

中島明希，林　和歌，中島　唯，前田篤宏，前田麻木
【O-0589】　 多用途透析監視装置DCS-200Siにおける実血流量の比較
 浜松医科大学附属病院医療機器管理部 ○近藤翔胤，山口浩輝，鈴木勘太，長末鉄平，中村元春，

瀧山弘也，高柳　拓，田仲飛鳥，木村竜希，鈴木咲子，
加茂嗣典，川村茂之，水口智明

 浜松医科大学附属病院血液浄化療法部  江間信吾，伊藤裕美
 ／浜松医科大学附属病院医療機器管理部
 浜松医科大学附属病院医療機器管理部  中島芳樹
 ／浜松医科大学附属病院麻酔科蘇生科
 浜松医科大学附属病院血液浄化療法部  加藤明彦
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【O-0590】　 体外循環開始直後の回路凝固により透析困難を来した1例
 埼玉医科大学総合医療センター臨床工学部 ○葉　優寿，佐々木裕介，池田敬太，伊佐祐也，金山由紀
 埼玉医科大学総合医療センター看護部  長谷川総子，安田多美子
 埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター  清水泰輔，小川智也，長谷川元

透析回路　17:12-18:00　
座長： 鈴木　聡（神奈川工科大学） 

川﨑路浩（神奈川工科大学）
【O-0591】　 日機装社製アーチループ回路が透析中の血液凝固能に与える影響
 セントラル腎クリニック龍ケ崎 ○山崎雄太，葛西紘司，松崎あゆみ
 （社医）若竹会つくばセントラル病院臨床工学科  中山裕一
 （社医）若竹会つくばセントラル病院腎臓内科  金子洋子
【O-0592】　 血液透析における回路・留置針固定方法の検討
 （医）豊田会高浜豊田病院透析センター ○廣浦徹郎，間中泰弘
【O-0593】　 血液回路の供給不能で代替血液回路を使用した経験
 （医）仁栄会島津病院臨床工学科 ○松田卓也，小松晋也，浅野弘嗣，斧　武志
【O-0594】　 日機装社製専用血液回路アーチループ回路の有用性
 JA徳島厚生連阿南医療センター臨床工学科 ○池内琢真，真野一穂，西崎力斗，石田太一，前田修歩，

谷　啓史，長地佑太，川原経男
 JA徳島厚生連阿南医療センター泌尿器科  小居浩之，田上隆一，井上善雄，玉置俊晃
【O-0595】　 COVID-19による血液回路供給不足時の対応
 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院臨床工学科 ○荒川康輔，解良芳生，平賀　優，星野　一
 社会福祉法人新潟市社会事業協会信楽園病院腎臓内科  齋藤徳子
【O-0596】　 透析用血液回路の製造工場一時閉鎖に伴い代替回路を使用した対応
 耳原総合病院臨床工学科 ○西本昌司，下山さやか，順舩貴行，中島大志，田中実優，

畑　尚登，劉　春停，宮野伸也

会議センター　4F　418

その他の合併症-1　8:00-8:48　
座長： 金子朋広（日本医科大学多摩永山病院） 

浅井利大（大阪市立総合医療センター）
【O-0597】　 当院で経験した血液透析患者に発症した腎出血5例の検討
 JCHO諫早総合病院腎臓内科 ○小橋川早紀，露木智久，清水政利，辻　清和，浦松　正
 JCHO諫早総合病院放射線科  林　秀行
 くすもと内科クリニック  新井英之
 長崎大学病院腎臓内科  牟田久美子，西野友哉
【O-0598】　 献腎移植後の下部尿路障害の1例
 山梨大学医学部附属病院泌尿器科 ○澤田智史
 ／山梨大学医学部附属病院血液浄化療法部
 山梨大学医学部附属病院腎臓内科  高橋和也，古屋文彦
 山梨大学医学部附属病院泌尿器科  吉良　聡，矢野文彬，佐藤　毅，平岡正義，武藤竜也，

椙村光貴，土田哲司，中込宙史，神家満学，武田正之，
三井貴彦

 山梨大学医学部附属病院血液浄化療法部  内村幸平
 ／山梨大学医学部附属病院腎臓内科
【O-0599】　 感染を契機にBickerstaff型脳幹脳炎をきたした維持透析患者の一例
 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○鈴木みなみ，坂本絵美，片山由梨，寺川可那子，嶋田啓基，

新倉崇仁，吉崎　幸，片桐大輔，高野秀樹
 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院神経内科  新井憲俊
【O-0600】　 MSSA菌血症/髄膜炎治療中にcritical illness polyneuropathyを呈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 ○野林大幹，神崎　剛，島田華花，柴田友莉子，板木春衣，

松尾七重，丸山之雄，横尾　隆
【O-0601】　 血液透析中の痙攣を契機に水痘・帯状疱疹ウイルス髄膜炎と診断された一例
 さいたま市立病院泌尿器科 ○村上哲史
 東京歯科大学市川総合病院内科  井上博之
 さいたま市立病院内科  田坂祐司
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【O-0602】　 腹膜透析から血液透析に移行し繰り返す痙攣発作を離脱し得た一例
 大垣市民病院糖尿病・腎臓内科 ○浅井千加良，松山哲也，小島光晴，永田高信，大橋徳巳，

傍島裕司

その他の合併症／血液疾患　8:48-9:36　
座長： 大井克征（国家公務員共済組合連合会東京共済病院） 

滝本千恵（川崎市立井田病院）
【O-0603】　 血液透析導入期に心嚢液貯留から悪性リンパ腫の診断に至った一例
 東京歯科大学市川総合病院腎臓内科 ○船木裕規，徳山博文，坂巻裕介，井上博之，宮内宏彰
【O-0604】　 維持血液透析患者に発症した遅発性溶血性輸血副作用（DHTR）の1例
 埼玉医科大学病院腎臓病センター ○小原　祥，天野博明，深谷大地，井上　勉，岡田義昭，

岡田浩一
【O-0605】　 多発脳梗塞を発症したヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の一例
 埼玉医科大学病院腎臓内科 ○横山優美，天野博明，伊藤悠人，友利浩司，井上　勉，

岡田浩一
【O-0606】　 フォン・ウィルブランド病のCKD患者に対し透析条件工夫により安全に導入し得た一例
 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院腎臓内科 ○高橋郁太，中村典彦，田中佑樹，寺井あゆみ，大谷　恵，

塩路慎吾，平澤　卓，安藝昇太，田中啓之
【O-0607】　 シャント術後に線溶亢進型DICを呈し止血に難渋した1例
 信州大学医学部附属病院腎臓内科 ○橋本幸始，山田洋輔，上條祐司
【O-0608】　 血液透析導入に伴う未分画ヘパリンの使用でヘパリン起因性血小板減少症（HIT）を来した二例
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 ○島村典佑，副田圭祐，磯崎雄大，中川洋佑，小泉賢洋，

和田健彦，深川雅史

その他の合併症／皮膚疾患　9:36-10:24　
座長： 高橋直子（（医）あかね会大町土谷クリニック） 

長田しをり（社会医療法人社団順江会東京綾瀬腎クリニック）
【O-0609】　 慢性腎臓病関連皮膚掻痒症患者における皮膚イオンチャンネルの検索～第3報～
 寿泉堂綜合病院泌尿器科 ○百瀬昭志，矢部通裕，千葉茂寿
 寿泉堂クリニック透析室  皆川　敦，吉田睦美，須藤弘子，熊川健二郎，白岩康雄
 弘前大学大学院医学研究科分子病態学講座  水上浩哉
【O-0610】　 血液透析患者の痒みと視神経乳頭周囲所見の関連
 順天堂大学医学部附属静岡病院腎臓内科 ○清水芳男，加藤有紗，平沢智美，若林啓一
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科  鈴木祐介
【O-0611】　 透析掻痒症に対する治療アルゴリズムとチーム医療の有用性をgenderで評価する
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科 ○高橋直子
 （医）あかね会大町土谷クリニック薬剤部  吉澤　拓
【O-0612】　 重症型先天性表皮水泡症で平均余命を超過し腹膜透析の継続が得られている1例
 北海道大学病院リウマチ腎臓内科 ○小松本真起，川村拓朗，八反田文彦，松岡奈央子，

中沢大悟，西尾妙織，渥美達也
【O-0613】　 脊髄刺激療法によりカルシフィラキシスの潰瘍疼痛を良好に管理した透析患者の1例
 春日井市民病院腎臓内科 ○小野木智加朗，三谷幸太郎，松本　惇，横井順平，

三村哲史，坂　洋祐，成瀬友彦
 春日井市民病院皮膚科  大林三裕佳，中村賢人，古橋卓也
【O-0614】　 DPP-4阻害薬服用中に水疱性皮膚疾患を呈した透析患者の2例
 東北公済病院内科 ○栗原　功，石川綾子，小原克也

その他の合併症／悪性腫瘍-1　10:24-11:12　
座長： 小野寺一彦（社会医療法人北楡会札幌北楡病院） 

林　秀樹（JA徳島厚生連吉野川医療センター）
【O-0615】　 一般人口と比較した透析患者のがん死亡リスク
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 ○和田健彦，駒場大峰，深川雅史
【O-0616】　 緊急血液透析導入の入院中に腹膜播種が判明した形質細胞様型尿路上皮癌の1例
 広島県厚生農業協同組合連合会JA広島総合病院腎臓内科 ○薬師寺諒，山村恒平，下田大紀，山内崇宏
【O-0617】　 転移性腎癌に対するニボルブマブ・イピリムマブ併用療法により下垂体機能低下症を来した透析患者の一例
 （医）社団博栄会赤羽中央総合病院泌尿器科 ○林田章宏，足立高弘，濱田理宇
 （医）社団博栄会赤羽中央総合病院内科  橋本　梓，久志本優
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【O-0618】　 転移性腎癌に対してPembrolizumab，Axitinib併用療法を施行した血液透析患者の2例
 大分大学医学部腎泌尿器外科 ○篠原麻由香，羽田真郎，中島駿佑，澁谷忠正，安藤忠助，

秦　聡孝，三股浩光
【O-0619】　 進行性尿路癌に対してペムブロリズマブを使用した2名
 長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科 ○宮田康好，松尾朋博，中村裕一郎，松田　剛，光成健輔，

大庭康司郎
 長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科  望月保志
 ／長崎大学病院血液浄化療法部
【O-0620】　 腎細胞癌に対する免疫チェックポイント阻害薬により破壊性甲状腺炎・原発性副腎不全を呈した血液透析患

者の一例
 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院透析科 ○竹村浩至，奥永一成，前田祐哉，渡邊　隆，宮内義浩，

伊良部徳次

その他の合併症／悪性腫瘍-2　11:12-12:00　
座長： 副島一晃（済生会熊本病院） 

松原　雄（京都大学医学部附属病院）
【O-0621】　 維持透析患者に発生した尿路上皮癌の当院での治療成績
 奈良県総合医療センター泌尿器科 ○伊丹祥隆，大森千尋，井上剛志，松村善昭，三馬省二，

影林頼明
【O-0622】　 血清PSA値を5年以上観察した維持透析患者の検討
 （医）社団美心会黒沢病院泌尿器科 ○曲　友弘，大木　亮，馬場恭子，古谷洋介，小倉治之，

伊藤一人，黒澤　功
【O-0623】　 薬物療法が施行された透析患者における予後の検討
 慶應義塾大学医学部泌尿器科 ○大村美波，水野隆一，高橋遼平，安水洋太，森田伸也
 ／慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  吉田　理
 慶應義塾大学医学部泌尿器科  大家基嗣
【O-0624】　 進行尿路上皮癌に対するPembrolizumab投与中にACTH単独欠損症を来した維持透析患者の一例
 慶應義塾大学医学部泌尿器科 ○北岡壮太郎，水野隆一，高橋遼平，安水洋太，田中伸之，

森田伸也，大家基嗣
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  吉田　理
【O-0625】　 末期腎不全（ESRD）を伴う転移性尿路上皮癌（mUC）患者に対する全身治療の経験
 東京女子医科大学附属足立医療センター泌尿器科 ○石山雄大，稲川　徹，吉野真紀，西村紘一，石原弘喜，

土岐大介，近藤恒徳
【O-0626】　 広範なリンパ節転移から腎不全に至った未分化尿管癌の一例
 三豊総合病院泌尿器科 ○森　聰博，上松克利，山田大介
 三豊総合病院腎臓内科  山成俊夫，石津　勉

看護／栄養／その他　14:00-14:48　
座長： 平松武幸（愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院／中部大学） 

石川弘子（JAとりで総合医療センター）
【O-0627】　 透析患者における難聴とフレイルの関連
 （医）長崎腎病院看護部 ○本田　綾，林田征俊，丸山祐子，舩越　哲
【O-0628】　 血液透析患者において自施設提供透析弁当の長期摂取は食事摂取量や体組成に影響するか
 （医）永仁会永仁会病院栄養管理科 ○名須川理栄，岩崎志麻，大津明日美，大場美穂子
 （医）永仁会永仁会病院腎センター  松永智仁，宮下英士
【O-0629】　 GNRIと食習慣の調査
 （医）有心会大幸砂田橋クリニック ○藤島詩野
 東海学園大学管理栄養学科  兼平奈奈
【O-0630】　 週末にドライウェイト未到達になる要因と入院との関連性について
 （医）社団欅会久米川透析内科クリニック ○金子愛実，福島実穂，田中仁英
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小沢　尚
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【O-0631】　 血液透析患者におけるカルニチン治療と膝伸展筋力の変化との関連
 （社医）愛仁会井上病院 ○松藤勝太，李　寿恵，山口勝生，西村眞理，辻本吉広
 大阪公立大学大学院血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学  仲谷慎也，森岡与明
 大阪公立大学大学院腎臓病態内科学  森　克仁
 大阪公立大学大学院血管病態制御学  繪本正憲
 ／大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学
 ／大阪公立大学大学院腎臓病態内科学
【O-0632】　 透析中のベルト電極式骨格筋電気刺激がフレイルを呈する患者への身体機能に与える影響
 （医）眞仁会横須賀クリニック ○佐藤由貴子，柳場真樹，富樫たつ子，中島朋美，

池野みゆき
 神奈川県立保健福祉大学  藤田峰子，安藤里恵

栄養／評価法　14:48-15:36　
座長： 森　克仁（大阪公立大学） 

秋山好美（社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院）
【O-0633】　 自尿による分類はNRI-JHの実用化に有益である
 （医）静心会おけはざまクリニック透析室 ○福島夢芽，小川貴史，上里瑞希
【O-0634】　 医療療養病床入院中の血液透析患者に対する低栄養評価（NRI-JH）と蛋白質摂取量・生命予後の関連
 （医）新光会村上記念病院栄養科／新潟大学腎・膠原病内科 ○北林　紘
 新潟大学腎・膠原病内科  山本　卓，成田一衛
【O-0635】　 透析患者溢水例におけるNT-proBNPとChEの変動の関係
 （医）社団誠仁会みはま病院栄養部 ○菅井啓太，高井結日，藤田朱里，桜井千広
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック栄養科  設樂悦子
 （医）社団誠仁会みはま病院CE部  内野順司
 （医）社団誠仁会みはま病院透析科  白井厚治，正井基之
【O-0636】　 脂質や血糖の栄養指導における透析後採血の有用性
 （特医）社団三光会三光クリニック ○藤亜沙美，上野雅代，下村裕子，上本慶子，斉藤喬雄
 福岡大学腎不全総合医療学  渡邉真穂，升谷耕介
【O-0637】　 高NT-proBNP患者における除水強化での体重減少量とNT-proBNPの変動の関係
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック栄養科 ○長谷川穂香，仁平学美
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック栄養科  廣木奈津子
 （医）社団誠仁会みはま病院栄養部  菅井啓太
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック栄養科  設樂悦子
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック透析科  永川　修
 （医）社団誠仁会みはま病院透析科  白井厚治

栄養／評価法／診断-1　15:36-16:24　
座長： 山家敏彦（神奈川工科大学） 

加藤泰之（（医）徳洲会鎌ケ谷総合病院）
【O-0638】　 新型コロナウイルス対策による透析施設での食事摂取中止が食生活と栄養状態に与える影響
 （医）あかね会大町土谷クリニック透析室 ○真野　純，西田顕太郎，原田義規
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科  熊谷純子，高橋直子
【O-0639】　 透析患者におけるサルコペニアスクリーニングの検討～尿酸法筋肉量を用いた検討～
 （医）社団誠仁会みはま病院CE部 ○吉澤翔太，内野順司，正井基之
【O-0640】　 透析患者のサルコペニアを見逃さないために
 （医）友愛クリニック ○荒井健人，熊倉あゆみ，高橋範行，竹内真由，小林尚樹，

下山正博，下山博身
【O-0641】　 標準化蛋白異化率と蛋白質摂取量との乖離に着目した透析患者の栄養評価
 帝京大学福岡医療技術学部医療技術学科 ○輪内敬三，宮田賢宏
 （医）社団光仁会梶川病院  今田悠貴，末丸直子
 広島赤十字・原爆病院医療技術部臨床工学課  今田寛人
【O-0642】　 透析患者の栄養評価と影響因子の検討
 （医）社団一陽会服部病院臨床工学室 ○長谷川奏，小西修二，柏原一輝，上月達矢，杉田佳奈，

藤田美奈，吉村美沙，松本亜沙美，藤本和仁，卯内大輔，
徳田裕介，松本康平，竹下　薫，児玉哲也
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栄養／評価法／診断-2　16:24-17:12　
座長： 和泉雅章（独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院） 

植田敦志（（株）日立製作所日立総合病院）
【O-0643】　 活性型ビタミンDが骨格筋量に影響を与えるメカニズム
 山口県済生会豊浦病院内科 ○川田泰伸
 川田じゅんこクリニック内科  川田順子
 山口大学医学部遺伝子実験施設  水上洋一
【O-0644】　 血液透析患者における血清尿酸値と栄養評価指標の関連
 新潟医療生活協同組合木戸病院腎臓内科 ○土田陽平，濱ひとみ
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部（腎・膠原病内科）  山本　卓，成田一衛
【O-0645】　 透析導入後の骨格筋量変化とその関連因子について
 （医）淡海医療センター腎臓内科 ○北村　謙，信田　裕
 （医）淡海ふれあい病院じん臓病ケア総合センター  西尾利樹
【O-0646】　 血清クレアチニンによるパンデミック前後のフレイル進行の評価
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科／（医）永仁会佐藤病院 ○今泉貴広
 （医）永仁会佐藤病院  柿平達哉，細江洋介，尾崎武徳
【O-0647】　 血液透析患者におけるgeriatric nutritional risk index（GNRI）による栄養評価と感染症入院後の総死亡との

関連
 大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学 ○待場優里，森　克仁，上殿英記，仲谷慎也，津田昌宏，

繪本正憲
 大阪公立大学大学院血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪公立大学大学院医療統計学  吉田寿子
 社会医療法人愛仁会井上病院内科  辻本吉広
【O-0648】　 透析患者における細胞外液/細胞内液比（E/I比）とGeriatric Nutritional Risk Index（GNRI）の予後予測能に

ついて
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院腎臓内科 ○矢島隆宏，荒尾舞子

栄養／サルコペニア・フレイル　17:12-18:00　
座長： 磯野元秀（独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院） 

瀬戸由美（食支援みそら/まるき内科クリニック）
【O-0649】　 栄養評価NRI-JHは維持透析患者の長期予後予測因子となり得るか？
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【O-0650】　 急性期透析栄養回診の早期介入効果
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院栄養科 ○石橋龍志，佐野弘美
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院腎臓内科  小池清美
【O-0651】　 維持透析患者における高体脂肪率の功罪に関する検討
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【O-0652】　 透析患者のオーラルフレイルとGNRI・サルコペニアの調査
 （医）つばさつばさクリニック栄養科 ○礒山　悠，大山恵子，横関美枝子，大槻美佳，前田真歩
 （医）つばさ両国東口クリニック  大山博司，藤森　新，諸見里仁
【O-0653】　 高齢の維持血液透析（DH）患者に対するサルコペニア（S）と栄養状態・たんぱく質摂取の関連
 東京家政学院大学人間栄養学部 ○金澤良枝，城田直子，西村美帆子
 東京家政学院大学人間栄養学部／腎臓・代謝病治療機構  中尾俊之
【O-0654】　 前向きに検討し，栄養指導にてサルコペニアの抑制と6年生存率の改善を見た
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院病態栄養部 ○新井章恵，岸　未来，萩原友美，石川香織
 （医）社団嬉泉会春日部嬉泉病院内科  丸山寿晴

会議センター　4F　419

看護／高齢者／地域連携　8:00-8:48　
座長： 西津　規（一般財団法人平成紫川会小倉記念病院） 

篠原千香子（（医）社団秀佑会東海病院）
【O-0655】　 当院透析室看護師の退院支援における課題
 （医）社団富田クリニック ○高田ゆかり，住谷ゆみ，一色啓二
 （医）社団富田クリニック第二富田クリニック  荒木陽子，富田一聖，富田耕彬
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【O-0656】　 独居に固執する男性透析患者の看護支援
 社会福祉法人ワゲン福祉会総合相模更生病院血液浄化センター ○設楽真樹子，鈴木美紀，小林美子，北島ゆかり，村井美幸，

町田由紀子，近藤綾乃，野村幸範
【O-0657】　 透析患者に対する訪問看護による服薬支援の重要性
 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 ○山本由育，藤井亜美，水内恵子，梶本宗孝，池田　潔
【O-0658】　 当院維持透析患者の実態調査～日常生活自立度等～
 （医）沼津岡宮第一クリニック透析室 ○勝又恵美，後藤由夏，森田尚克，若林良則
 望星第一クリニック透析室  大石成省，地引敬枝，若林正則
【O-0659】　 虐待を受けた高齢透析患者の分離保護
 （医）衆和会長崎腎病院 ○江嶋祐介，小松利恵子，藤原久子，舩越　哲
【O-0660】　 90歳，独居男性の自宅生活を支える取り組み
 （医）社団中郷会新柏クリニック ○岩渕みちる，佐々木絵里香，与謝野孝子，小池和子，

木村敬太，木村靖夫

看護／高齢者／終末期／地域連携　8:48-9:36　
座長： 吉田良美（荒川クリニック） 

中尾弘美（（医）敬任会藤井寺敬任会クリニック）
【O-0661】　 外来透析患者のACPの実情から今後の支援方法を考える～ACPアンケートから見えた患者の想い～
 （医）愛生館小林記念病院看護部透析・臨床工学科 ○磯貝志保，平野仁美，田中　聖，神山理明
【O-0662】　 終末期の患者の生き方を尊重した家族と医療者の関わり
 新生会第一病院看護部 ○原　三幸，木村衣里，玉城裕史，太田敬子，井上恵理，

各務光則，高野サエカ
【O-0663】　 血液透析見合わせを希望した事例を通しアドバンス・ケア・プランニング（ACP）の実践を考える
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○山口伸子，平島麻衣子，廣川美穂子，斉藤みわ，

菅原滋和子，吉田　理
 慶應義塾大学医学部外来師長室  浦沢智佐
【O-0664】　 NPOによる高齢独居透析患者の身元引受け支援の現状と課題
 （医）星晶会いたみバラ診療所NPO法人阪神生きがい創造の会 ○南川啓子，グエンティランアイン，猪口恵美子，前田容子，

大橋福恵
 （医）星晶会いたみバラ診療所診療部  松本昭英
【O-0665】　 透析患者への透析室看護師による在宅訪問看護体制
 （医）池田バスキュラーアクセス・透析・内科透析室 ○峰松由希子，山本由育，藤井亜美，水内恵子，梶本宗孝，

池田　潔
【O-0666】　 透析センター看護師の退院支援への介入
 （医）社団聖仁会我孫子聖仁会病院透析センター ○佐藤恵子，平山優衣，野澤鮎美
 （医）社団聖仁会我孫子聖仁会病院腎臓内科  和田　仁

CVD／脳血管病害・その他　9:36-10:24　
座長： 藤井秀毅（神戸大学） 

西村眞人（桃仁会病院付属診療所）
【O-0667】　 透析導入時のHFpEFでの左室拡張障害は心血管イベント発症の予後不良因子である
 （医）さくらさくら記念病院腎臓内科 ○佐藤裕行
【O-0668】　 透析シャント設置が左室形態に及ぼす影響や因子についての調査
 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院腎臓内科 ○根岸　圭，加藤公浩，中山遼太，田邊浩太，船越一輝，

堀田知嗣，板野祐也，葛谷明彦，青山　功
【O-0669】　 心駆出率に基づく内シャント（AVF）作製による心負荷の評価
 順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科 ○廣瀬　瞳，福田裕光，梅澤由佳子，岩崎雅子，高原久嗣
 順天堂大学附属浦安病院腎・高血圧内科  鈴木　仁
 ／順天堂大学腎臓内科
 順天堂大学腎臓内科  鈴木祐介
【O-0670】　 透析シャント手術前後での心機能の変化は予後に影響する
 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 ○加藤公浩，中山遼太，田邊浩太，船越一輝，堀田知嗣，

板野祐也，葛谷明彦，青山　功
【O-0671】　 維持血液透析患者においてNT-proBNP値は虚血性脳卒中の入院を予測する
 （医）あかね会土谷総合病院腎疾患血液浄化部 ○山岡　舞
 広島大学病院腎臓内科  吉田真帆子，佐々木健介，中島　歩，土井盛博，

正木崇生
 （医）社団一陽会横川クリニック  内藤隆之
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【O-0672】　 血液透析中に心原性脳梗塞を発症し，経皮的脳血栓回収療法が奏功した1例
 済生会栗橋病院腎臓内科 ○水谷美保子，雨宮伸幸，能木場宏彦，山埼麻由子，
 ／東京女子医科大学内科学講座腎臓内科学分野  杉浦秀和
 東京女子医科大学内科学講座腎臓内科学分野  新田孝作

CVD／大血管・その他　10:24-11:12　
座長： 中野敏昭（九州大学病院） 

須田　伸（草加市立病院）
【O-0673】　 経皮的左心耳閉鎖術を施行した透析患者7例の検討
 社会福祉法人三井記念病院腎臓内科 ○真崎里紗，塚田弘之，相原英聴，新沢賢樹，藪下紗耶香，

古瀬　智，三瀬直文
 社会福祉法人三井記念病院循環器内科  阿佐美匡彦，田中　旬，田邉健吾
【O-0674】　 高度腎動脈狭窄にて末期腎不全に至るも経皮的腎動脈形成術（PTRA）により腎機能が著明に回復した二症例
 京都大学医学部附属病院腎臓内科 ○杉本　悠，山本伸也，石井　輝，柳田素子
【O-0675】　 大動脈解離術後の慢性DICを合併した高齢透析患者の一例
 独立行政法人地域医療機能推進機構 ○福崎由莉
 東京新宿メディカルセンター腎臓内科
 ／霧島市立医師会医療センター
 独立行政法人地域医療機能推進機構 　松永典子，二島伸明，内田梨沙，大瀬貴元
 東京新宿メディカルセンター腎臓内科
【O-0676】　 血液透析導入後早期に発症した特発性腎出血の1例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○新倉崇仁，鈴木みなみ，片山由梨，寺川可那子，嶋田啓基，

坂本絵美，吉崎　幸，片桐大輔，高野秀樹
 国立国際医療研究センター病院放射線科  志多由孝
【O-0677】　 心膜開窓術を必要とした尿毒症性心膜炎の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，石淵絹人，島本侑樹，

片野健一，小松和人
 福井赤十字病院循環器内科  大嶋美華
【O-0678】　 多発性嚢胞腎に合併した著明な心嚢水貯留が腎動脈塞栓術後の腎縮小に伴い改善した1例
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院腎センター ○新田久美，大庭悠貴，井熊大輔，水野裕基，山内真之，

諏訪部達也，乳原善文，澤　直樹
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院循環器内科  徳江政英，柴　昌徳

CVD-3　11:12-12:00　
座長： 永野正史（練馬桜台クリニック） 

柴垣圭吾（（医）社団明洋会柴垣医院自由が丘）
【O-0679】　 大動脈弓部石灰化と動脈硬化の関係
 みはま病院検査部 ○上森美緒，佐藤悠華，吉田亜樹
 みはま成田クリニック検査科  岩井典子
 みはま病院放射線部  井上雄一郎
 みはま病院医局  鬼塚史朗，白井厚治，正井基之
【O-0680】　 当院における脳卒中にて入院した透析患者の内訳
 （医）医翔会札幌白石記念病院臨床工学技術室 ○成田崇晴，川田大介，横山歩香
 （医）医翔会札幌白石記念病院血液浄化センター  甲田摩耶，畠山奈津美，木村　剛
 （医）医翔会札幌白石記念病院循環器内科  徳野翔太，臼井隆一，宮田節也
【O-0681】　 血液透析患者の急性心筋梗塞発症時の状況と院内死亡に関する検討
 大阪急性期・総合医療センター臨床工学室 ○大谷旨輝，木田博太，中村亮太，小西一樹，中村年宏，

上野山充
 大阪急性期・総合医療センター心臓内科  渡部徹也
 大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科  上田仁康，林　晃正
【O-0682】　 透析中の血漿カリウム低下に伴う不整脈症例に対するカリウム補充の効果
 （医）偕行会岐阜中津川共立クリニック透析室 ○伊藤順二，千村孝介，山浦小百合，野溝明弘
 （医）偕行会岐阜中津川共立クリニック内科  平田聖文
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【O-0683】　 透析患者の大動脈弁狭窄症患者の現状と弁置換術施行者の予後
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック検査科 ○岩井典子
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック検査科  加藤愛香
 （医）社団誠仁会みはま病院検査部  佐藤悠華，吉田亜樹
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック医局  岩崎雅志，坂井健彦
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック医局  稲山えみ，村上康一
 （医）社団誠仁会みはま病院医局  白井厚治
【O-0684】　 透析中の心房細動（Af）抑制にQsコントロールを用いたHFが有効であった1症例
 （医）社団湘星会小田原腎内科クリニック ○小栗直也，田中進一，堀川奈緒，土居和洋，中林直基，

江島慧星，但木　太
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科  ⻆田隆俊

オンラインHDF／ IHDF　14:00-14:48　
座長： 山下明泰（法政大学） 

田尾知浩（社会医療法人川島会川島病院）
【O-0685】　 IHDFにおける間歇補液量の変更による血圧低下処置回数，血圧変動，△BVの立ち上がりについて
 原泌尿器科病院臨床工学科 ○遠藤正規，岩田義勝
 原泌尿器科病院腎内科  吉矢邦彦
【O-0686】　 コロナ禍における血液透析治療変更の及ぼす影響について
 まつしまクリニック人工透析室 ○小出穂波，日比真志，高瀬周子
 まつしまクリニック人工透析内科  松島弘幸
【O-0687】　 後置換 Online HDFと後置換Hybrid HDFにおける置換液総量を等量にした際の比較検討
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○松沢翔平，浦辺俊一郎，加藤亜輝良，深澤桃子，余地紀嗣，

加藤基子，檜山英巳，栗井阿佐美
 （医）財団倉田会くらた病院  倉田康久，飛田美穂
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
 （医）社団健齢会ふれあいクリニック泉  兵藤　透
【O-0688】　 間歇補充型血液透析濾過（I-HDF）による治療効果について
 （医）社団長谷川病院診療技術部 ○安立　輝，櫻井杏太郎，浅野公太，藤井和希，田中佑一，

木村俊明，和田瑞穂，金子　稔，松本ゆかり，山田和徳，
大武礼文，十二町明，並木幹夫，長谷川眞常，長谷川徹

【O-0689】　 I-HDF（I），Hotshot I-HDF（HI），各種O-HDFにおける末梢血流改善効果の検討
 社会医療法人財団石心会さいわい鹿島田クリニック ○鶴澤一行，齋藤千尋，伊澤　潤，森尾仁貴，武田　勝，
 透析技術課  朝倉裕士
【O-0690】　 オンラインHDF治療中患者の不均衡症状に対するI-HDF治療の効果
 アルプス腎クリニック ○内藤憲二，光成麻美子，渡辺司朗，松下和通

オンラインHDF／臨床効果（その他）　14:48-15:36　
座長： 髙橋良光（新潟医療福祉大学） 

深澤加奈子（山梨大学医学部附属病院）
【O-0691】　 High flow on-lineHDFにおけるアミノ酸漏出抑制の検討
 （医）康仁会西の京病院診療支援部臨床工学科 ○奥　拓也，中山雄斗，萩原誠一朗，中川美沙子，二神徳明，

野口　幸
 （医）康仁会西の京病院透析センター  山岡みゆき，吉岡伸夫
【O-0692】　 α1ミクログロブリン除去率の臨床効果
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック ○田島智之，荒谷友里奈，水谷大祐，窪田莉穂，中野　薫，

榮　美光，伊藤拓也，加藤　碧，虫賀督幸，黒田浩樹，
上野彰之，佐藤　隆

【O-0693】　 オフラインHDFから前希釈オンラインHDFへの変更による透析効率と栄養状態の変化
 （医）仁楡会札幌病院臨床工学部 ○大町　和，太田隆佑
 （医）仁楡会札幌病院泌尿器科  丸晋太朗，前野七門
 （医）仁楡会札幌病院血管外科  大江公則
【O-0694】　 PMF-21Aを用いたon-lineHDFの臨床評価
 （医）順江会東京綾瀬腎クリニック ○鈴木　充，成沢博明，石川夏実，横尾拓哉，片柳律子，

田中園三，大木祐作，染谷宗和，高山直樹，長田しをり
【O-0695】　 PMMA膜ヘモダイアフィルター「PMF-21A」の使用経験
 （医）社団三思会東邦病院臨床工学科 ○篠塚翔斗，大澤佑介，坂田賢一，松本理恵，松村昌樹
 （医）社団三思会東邦病院腎臓透析センター  吉田弘明，小林さつき，松本孝之，植木嘉衛
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【O-0696】　 長期透析患者に後置換On-line HDF+リクセル併用を9ヶ月施行した1症例
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○加藤亜輝良，浦辺俊一郎，加藤基子，深澤桃子，松沢翔平，

余地紀嗣，檜山英巳，栗井阿佐美
 （医）財団倉田会くらた病院  倉田康久，飛田美穂
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
 （医）社団健齢会ふれあいクリニック泉  兵藤　透

オンラインHDF　15:36-16:24　
座長： 小久保謙一（北里大学） 

大澤貞利（釧路泌尿器科クリニック）
【O-0697】　 患者に合わせたPreOHDF置換液量の検討
 （医）社団東光会戸田中央総合病院臨床工学科 ○志村聡郁，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-0698】　 血液量モニタBVplusの循環血液量（BV）とHt測定値の検証とその有用性について
 明理会中央総合病院血液浄化療法センター ○原　良輔，早川健太，麻生さとみ，栗城翔一，黒滝理士，

星野武俊，安田文彦，王　靖枝，菊池　史
 前田腎研究所  芝本　隆
【O-0699】　 on-lineHDFの希釈方式がNa動態に与える影響
 （医）さとに田園クリニック ○湊　智博，長岡高広，南条友典，田中美香，高村淳平，

鈴木美奈，藤川康典，大塚弘剛，大畠　領，太田匡彦
【O-0700】　 ビタミンE固定化ヘモダイアフィルターV-RAの使用知見
 （医）さとに田園クリニック臨床工学科 ○長岡高広，南條友典，田中美香，高村淳平，鈴木美奈，

湊　智博
【O-0701】　 IHDFの除水停止効果の有用性を検討した1例
 西陣病院臨床工学科 ○東　克樹，野間啓太，木村隆之，松田英樹
 西陣病院腎臓泌尿器科  小山正樹
【O-0702】　 異なる重炭酸濃度で前置換・後置換オンラインHDFを施行した患者の酸塩基平衡の検討
 （医）財団倉田会えいじんクリニック臨床工学部 ○加藤基子，浦辺俊一郎，松沢翔平，加藤亜輝良，深澤桃子，

檜山英巳，栗井阿佐美
 （医）財団倉田会くらた病院  飛田美穂
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
 （医）社団健齢会ふれあいクリニック泉  兵藤　透

オンラインHDF・その他血液浄化法　16:24-17:12　
座長： 安藤勝信（地域医療振興協会練馬光が丘病院） 

木下　諒（公立羽咋病院）
【O-0703】　 透析患者の蛋白質結合型尿毒素ISの除去
 藤田医科大学医療科学部 ○大橋　篤，中井　滋，堀　秀生，川口和紀
 星城大学リハビリテーション学部  中谷直史
 藤田医科大学医学部  小出滋久，長谷川みどり，坪井直毅
【O-0704】　 両腎摘出ブタを用いた新規血液透析濾過器「ヴィエラ　V－RA」の生体適合性評価
 旭化成メディカル（株）研究・事業開発本部 ○梅野　寛，佐野裕介，清水　瞳，渡邊　厚，小泉智徳
 宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座  山本集士
 ／宮崎大学農学部附属動物病院研究室
 宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座  藤元昭一
【O-0705】　 両腎摘出ブタを用いた新規血液透析濾過器「ヴィエラ　V－RA」の溶質除去性能
 旭化成メディカル（株）研究・事業開発本部 ○梅野　寛，佐野裕介，清水　瞳，渡邊　厚，小泉智徳
 宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座  山本集士
 ／宮崎大学農学部附属動物病院研究室
 宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座  藤元昭一
【O-0706】　 前希釈on-line HDFの溶質除去機構の実験的および理論的検証
 法政大学大学院理工学研究科応用化学専攻 ○西池雄大，渡辺誠也，木口崇彦，山下明泰
【O-0707】　 透析液溶解待機機能を活用した透析液原液の節液への取り組み
 東海大学医学部付属八王子病院診療技術部臨床工学技術科 ○鷲澤拓海，村松美里，高橋泰輝，瀬戸享往
 東海大学医学部付属八王子病院腎代謝内科  中澤来馬，都川貴代，石田真理，⻆田隆俊
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【O-0708】　 異種移植への応用を目的とした二重膜濾過血漿交換手技の確立
 東京慈恵会医科大学附属病院臨床工学部 ○渡辺弦輝，堀川麻衣子，遠藤智久，渡邊　尚，平塚明倫
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科  松本直人，高村　毅，松井賢治，斉藤弥積，山本　泉，

横尾　隆
 東京慈恵会医科大学附属病院泌尿器科  佐々木裕
 大日本住友製薬株式会社  喜好昭彦，黒田貴雄，井上　誠
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓再生医学講座  小林英司

HD・オンラインHDF-2　17:12-18:00　
座長： 山本裕美（（医）社団藍蒼会しもかどクリニック） 

金山由紀（埼玉医科大学総合医療センター）
【O-0709】　 長時間血液透析患者のQOLに関する検討
 東京透析フロンティア大塚駅前クリニック ○福島大空，川畑　勝，清水比美子，桃木久美子，田中春奈，

西田洋文，野老山武士，原　正樹
【O-0710】　 キンダリー 5Eへ変更における長時間・高血流透析患者への影響について
 （医）援腎会すずきクリニック臨床工学部 ○伊東　健，人見友啓，鈴木翔太，山岡将陽，鈴木一裕
【O-0711】　 電解水透析と通常血液透析における透析後疲労感とその回復時間の比較検討
 （医）友秀会伊丹腎クリニック臨床工学室 ○山下直哉，柿崎美里，伊丹儀友
【O-0712】　 リンパックTA1からキンダリー 5号透析液への変更の影響
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○茂田　綾，佐藤慎吾，柴野豊彦
 ／慶應義塾大学病院医用工学室
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  吉田　理
 慶應義塾大学病院医用工学室  平林則行
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター  大家基嗣
 ／慶應義塾大学医学部泌尿器科
【O-0713】　 高齢透析患者に対するキンダリーAF5号の臨床経験
 （医）衆済会増子記念病院臨床工学課 ○多湖愛実，東　孝信，籾山和大，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-0714】　 オンライン血液濾過透析（OHDF）を安全に導入するにあたって
 金沢赤十字病院臨床工学技術課 ○物応瑠菜，清水瑠美，岡本　長
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第３日目　7月3日（日）
会議センター　5F　511 ＋ 512

バスキュラーアクセス／その他-1　8:00-8:48　
座長： 小野信行（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院） 

今田寛人（広島赤十字・原爆病院）
【O-0715】　 PPE（手袋）装着に伴う触知阻害による認知負荷定量化の試み
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 ○伊藤　駿
 神奈川工科大学  鈴木　聡
【O-0716】　 シャント穿刺困難の指標作成について～エコー下穿刺適応の検討～
 （医）積善会第二積善病院透析室・臨床工学室 ○山崎純世，渡會左和子，渡邉真麻，新保里佳，中島直哉，

村田章紘
【O-0717】　 適切な血液流量を得るための透析穿刺針の選択
 （医）社団駿心会稲毛病院臨床工学部 ○和田一哉，小方竜也，嶋田久美子
 （医）社団駿心会稲毛病院外科  樋上　健
 （医）社団駿心会稲毛病院腎臓内科  水野　宏
 （医）社団駿心会いなげ腎クリニック内科  水野立也
 山田医院内科  山田昌彦
【O-0718】　 当院における上腕動脈-高位分岐症例の実態調査
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院臨床工学科 ○吉田友彦，菊地香奈子，佐藤貴仁，川上崇志，刈込秀樹
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院血管外科  大崎慎一
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院外科  池田重雄
【O-0719】　 当院でのフィラピー使用経験
 （医）社団前田記念会武蔵小杉クリニック臨床工学部 ○椎木由香，高良雅弘，小川千恵，前田国見
【O-0720】　 シャント発達不全症例において，フィラピー療法が有用であった一例
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○齋藤　慎，神宮宏臣
 公立富岡総合病院泌尿器科  大澤英史，大山裕亮，田中俊之，塩野昭彦

バスキュラーアクセス／その他-2　8:48-9:36　
座長： 前波輝彦（（医）あさお会あさおクリニック） 

内野　敬（東葛クリニック病院）
【O-0721】　 左上肢透析用内シャントを有する透析患者の左腕頭静脈閉塞管理
 東都三軒茶屋クリニック腎臓内科 ○久保田孝雄，三和奈穂子
 自衛隊中央病院腎臓内科  松延華子
 自衛隊中央病院泌尿器科  床鍋繁喜
 自衛隊中央病院小児科  釡江智佳子
 新札幌循環器病院腎臓内科  清水栄一
 聖マリアンナ医科大学免疫病害動物学  清水　潤
 東都大学幕張ヒューマンケア学部臨床工学科  大坪　茂
【O-0722】　 小脳症状で硬膜動静脈瘻が発見され，シャント肢の無名静脈閉塞を認めた一例
 （医）社団明芳会イムス三芳総合病院透析内科 ○山本めい
 イムス三芳総合病院脳外科  飯島　明
 イムス三芳総合病院外科  内村智生，福田千文，木田孝志，池田豊秀
 イムス三芳総合病院腎臓高血圧内科  湯村和子
【O-0723】　 シャント閉塞を繰り返しプロテインS欠乏症と診断した血液透析患者の1例
 高岡市民病院内科 ○平田昌義，鈴木　舞，鈴木一如
【O-0724】　 HIF-PH阻害薬内服中の鉄欠乏による過凝固状態からシャント血栓性閉塞をきたしたと考えられた1例
 岩見沢市立総合病院 ○羽田　力，上泉　洋，辻　健志，鈴木麗美，浜田卓巳，

金沢　亮，谷　安弘，河合朋昭，稲垣尚人，伊藤浩二
 北海道大学病院リウマチ・腎臓内科  麻生里佳，松岡奈央子，西尾妙織
【O-0725】　 20年来の長期血液透析からシャント閉塞により腹膜透析へ移行した症例
 島根県立中央病院腎臓科 ○高瀬健太郎，佐藤陽隆，金　聲根
【O-0726】　 シャント閉塞に対する抗血栓薬3剤併用下で大腿血腫を発症した透析患者の一例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○片山由梨，坂本絵美，寺川可那子，嶋田啓基，新倉崇仁，

鈴木みなみ，吉崎　幸，片桐大輔，高野秀樹
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バスキュラーアクセス／その他-3　9:36-10:24　
座長： 安藤哲郎（（医）社団日高会日高病院） 

二瓶　大（社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院）
【O-0727】　 保存的に加療し得た，発熱を伴う人工血管動脈吻合部感染の1例
 昭和大学病院腎移植センター ○加藤容二郎，黒川聖容，稲葉大朗，吉武　理
【O-0728】　 上腕動脈を自己血管・人工血管で置換し設置した上腕内シャントの2例
 岩見沢市立総合病院外科・透析科 ○辻　健志，上泉　洋，羽田　力，河合朋昭，谷　安弘，

金沢　亮，柏倉さゆり，浜田卓巳，鈴木麗美，稲垣尚人，
伊藤浩二

 北海道大学病院リウマチ・腎臓内科  麻生里佳，松岡奈央子，西尾妙織
【O-0729】　 繰り返すシャント閉塞に対してステントグラフトが有効であった一例
 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院腎臓内科 ○原田健司，沢田雄一郎，別府祐希，濱小路友哉，倉橋基祥，

岡村員裕，桑原郁子，金井英俊
【O-0730】　 IN．PACT AVで治療後に比較的早期に閉塞した2症例
 社会医療法人友愛会友愛医療センター腎臓内科 ○関　浩道，伊是名純弥，江田はるか，平良翔吾，

照喜名重朋，玉寄しおり，喜久村祐，永山聖光，
西平守邦

 社会医療法人友愛会友愛医療センター心臓血管外科  島袋伸洋
【O-0731】　 深部静脈や分岐の影響と思われる狭窄に対し，IN．PACT AVを使用した2例の経過観察
 社会医療法人景岳会南大阪病院内科 ○増本晃治
 社会医療法人景学会南大阪病院臨床検査科  山本益子，高橋愛花，黒瀬美咲，野原亜紀
 社会医療法人景岳会南大阪病院臨床工学科  岩本孝史，田中佑樹，滝本将大
【O-0732】　 透析導入後すぐに血栓性閉塞を認めた，悪性リンパ腫治療後の人工血管の一例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○吉崎　幸，片桐大輔，片山由梨，寺川可那子，嶋田啓基，

坂本絵美，新倉崇仁，鈴木みなみ，高野秀樹
 国立国際医療研究センター病院心臓血管外科  松代卓也

バスキュラーアクセス／その他-4　10:24-11:12　
座長： 佐藤　隆（（医）偕行会偕行会セントラルクリニック） 

山岸　敬（やまぎし腎クリニック）
【O-0733】　 非カフ型カテーテル留置後に生じた非感染性血栓性静脈炎の2症例
 山梨県立中央病院腎臓内科 ○吉田　駿，薄井晃一，長沼　司，温井郁夫，若杉正清
【O-0734】　 大腿静脈に透析用短期留置カテーテル挿入時に動脈仮性瘤となった一症例
 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院腎臓内科 ○黒澤　洋，武原瑠那，椎名映里，荷見祥子，佐藤ちひろ，

海老原至
 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院循環器内科  千葉義郎
【O-0735】　 VIABAHNをAVF吻合部を越えて留置してシャント温存出来た1例
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院腎センター ○吉屋圭史，宮崎雄幸，西原学宣，安永親生
【O-0736】　 対側上肢に動静脈奇形が存在した症例に対し自己血管内シャントを造設した一例
 八尾市立病院泌尿器科 ○黒木慶和
 大阪公立大学医学部附属病院泌尿器科人工腎部  長沼俊秀，安田麻衣子，武本佳昭，内田潤次
【O-0737】　 右腋窩動脈-総腸骨動脈バイパス術後の慢性腎臓病患者でシャント造設後に間欠性跛行を来した1例
 東京医科歯科大学病院腎臓内科 ○小山紗佑実，内藤省太郎，森　崇寧，源馬　拓，

赤木祐一朗，藤木珠美，萬代新太郎，安藤史顕，
須佐紘一郎，飯盛聡一郎，蘇原映誠，頼　建光，
内田信一

【O-0738】　 内シャント造設が困難であった生体肺移植後の末期腎不全の一例
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科 ○川村万里子，中村元信，松浦　亮，倉田　遊，坂下　碧，

南学正臣
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部  山田大介，濱崎敬文
 東京大学医学部附属病院呼吸器外科  此枝千尋，佐藤雅昭，中島　淳

バスキュラーアクセス／その他-5　11:12-12:00　
座長： 中山祐治（土田透析アクセスクリニック） 

百瀬昭志（公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院）
【O-0739】　 腕頭－腋窩静脈狭窄病変に対する血管内超音波（Intravascular ultrasound: IVUS）の有用性
 （医）社団望星会望星病院 ○浅野　学，小口健一，岩渕　仁，中川早紀，船山いずみ
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【O-0740】　 AVF術後早期の定期的超音波検査の有用性に関する検討
 東京警察病院外科 ○北川　剛
 東京警察病院腎代謝科  齋藤　優，木村祐太，岡田知也
【O-0741】　 血液透析導入時のバスキュラーアクセスの有無による自宅退院率への影響
 信州大学医学部附属病院腎臓内科 ○二村駿行，原田　真，岩渕良平，山田洋輔，橋本幸始，

上條祐司
【O-0742】　 慢性心房細動と初回自己血管動静脈瘻作成後の未発達および閉塞との関連性
 岩手県立中央病院腎臓・リウマチ科 ○玉懸直人，玉山慶彦，中屋来哉，中村祐貴，斎藤永一郎，

亀井仁美，伊藤貞利，小山純司，相馬　淳
【O-0743】　 非計画透析導入と低栄養状態が末期腎不全患者の生命予後に与える影響についての検討
 大阪医科薬科大学泌尿器科 ○前之園良一，松永知久，矢野裕介，藤原裕也，中森啓太，

小村和正，上原博史，稲元輝生
 市立ひらかた病院泌尿器科  小林大介
 （医）徳洲会松原徳洲会病院泌尿器科  谷口俊理
 大阪医科薬科大学病院血液浄化センター  鍵谷真希
 大阪医科薬科大学泌尿器科  平野　一，能見勇人，東　治人
 ／大阪医科薬科大学病院血液浄化センター
【O-0744】　 透析中低血圧とシャント閉塞リスクの関連性
 （医）眞仁会横須賀クリニック ○森本靖久
 ／国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院腎臓内科
 （医）社団清湘会清湘会記念病院  青柳　誠
 （医）眞仁会横須賀クリニック  小澤　潔
 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院腎臓内科  田中啓之

HIF-PH阻害薬／合併症　13:35-14:23　
座長： 山本多恵（仙台市立病院） 

相澤昌史（千葉大学）
【O-0745】　 HIF-PH阻害薬使用血液透析患者におけるシャント狭窄・閉塞の検討
 （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  玉井淑教，小田裕基，亀鷹孝行
【O-0746】　 HIF-PH阻害薬使用中に肺血栓塞栓症を発症した末期腎不全患者の1例
 国立国際医療研究センター病院 ○新倉崇仁，片山由梨，寺川可那子，嶋田啓基，坂本絵美，

鈴木みなみ，吉崎　幸，片桐大輔，高野秀樹
 飯田橋鈴木内科  鈴木寿英
【O-0747】　 HIF-PH 阻害薬の内服開始後に閉塞性動脈硬化症の急性増悪が生じた1例
 地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター ○河村健矢，板野明子，羽根彩華，後藤田英正，芝田洋輔，
 腎臓内科  北村俊介，森本勝彦
【O-0748】　 ロキサデュサットによる甲状腺機能低下症の割合は本当なのか
 （医）養生館苫小牧日翔病院泌尿器科 ○坂本和也
 （医）養生館苫小牧日翔病院外科  飯田潤一，松久忠史，櫛田隆久，熊谷文昭
【O-0749】　 甲状腺刺激ホルモン（TSH）抑制にロキサデュスタットの関与が考えられた一例
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科 ○有吉寛明，土井俊樹，西澤欣子，水入苑生，重本憲一郎
 （医）社団一陽会横川クリニック腎臓内科  小野京香，内藤隆之
【O-0750】　 ロキサデュスタット投与後にTSH低下をきたした2例
 公立学校共済組合近畿中央病院腎臓内科 ○岩澤　嵩，斎藤清子，津久田真広，末光聡子

ESA／ HIF-PH阻害薬-2　14:23-15:11　
座長： 栗田宜明（福島県立医科大学） 

尾崎眞啓（岡山理科大学）
【O-0751】　 2006年以後の人工腎臓点数の変化～ESA製剤薬価との比較～
 （医）秀栄会所沢第一病院管理課 ○西山　強
 埼玉医科大学病院総合診療内科  中元秀友
【O-0752】　 血液透析患者に対するHIF-PH阻害薬の臨床効果：roxadustat（Rox），daprodustat（Dap），enarodustat（Ena）

の比較
 （医）衆和会長崎腎病院放射線課，臨床工学課，医師部 ○佐藤修一，赤峰太一，林田征俊，澤瀬健次，河津多代，

山口貢正，戸村秀志，舩越　哲
 （医）衆和会長崎腎クリニック医師部  橋口純一郎，原田孝司
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【O-0753】　 高容量ESA製剤からHIF-PH阻害薬への切り替えによる経済性
 （医）衆和会長崎腎病院臨床工学課 ○赤峰太一，林田征俊，戸村秀志，山口貢正，河津多代，

澤瀬健次，舩越　哲
 （医）衆和会長崎腎クリニック  橋口純一郎，原田孝司
【O-0754】　 血液透析導入前後の赤血球刺激因子製剤使用効果と腎性貧血治療薬HIF-PH阻害薬の使用状況
 東邦大学医療センター大森病院臨床工学部 ○津田圭一，元木康裕，川岸拓馬，山田隆裕，室市秀久，

塩野則次
 東邦大学医療センター大森病院腎センター人工透析室  斎藤彰信，酒井　謙
【O-0755】　 ダルベポエチンアルファ製剤BS　2社の切替経験と貧血評価
 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 ○南　陽介，河合駿一，野村優作，八木一朗，田島弘隆，

浅井寿教
 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
 社会医療法人名古屋記念財団鳴海クリニック内科  森實篤司
 ／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
【O-0756】　 ダプロデュスタットの投与間隔変更における検討
 （医）友秀会伊丹腎クリニック臨床工学室 ○柿崎美里，山下直哉，伊丹儀友

ESA／ HIF-PH阻害薬-3　15:11-15:59　
座長： 大島直紀（防衛医科大学校） 

小川千恵（前田記念腎研究所武蔵小杉クリニック）
【O-0757】　 ESA投与を必要としない血液透析患者の10年生命予後と死因について
 （医）眞仁会横須賀クリニック ○小澤　潔，小嶋啓史，木村寿宏，田村禎一
 逗子桜山クリニック  福留裕一郎
 三浦シーサイドクリニック  東海林隆男
 北久里浜たくちクリニック  稲葉直人，中西太一，北村健一郎
【O-0758】　 当院におけるダルベポエチン導入後の生存率～エポエチン期との比較
 （医）至誠会島松内科医院内科 ○島松和正，三村佳弘，住田容子，三村夏子，宮本めぐみ，

福田雅子，島田和美，向野恵美，稲益浩子
【O-0759】　 透析患者におけるESA製剤の週明け投与と週末投与の比較検討
 鯖江腎臓クリニック ○上田直和，梶川淳一，塩見直嗣，佐々木智子
【O-0760】　 高用量CERA月1回静注での鉄代謝の月内変動
 信楽園病院腎臓内科 ○島田久基，松尾浩司，津畑　豊，五十嵐宏三，齋藤徳子，

森岡哲夫
【O-0761】　 ダルベポエチンアルファと各種HIF-PH阻害薬維持量の換算表
 練馬光が丘病院 ○和田陽之介，藤巻道孝，酒井一広
 東武練馬クリニック  目良純一郎
【O-0762】　 血液透析患者におけるESAからVadadustatへの切換え後のヘモグロビン値の推移に関する検討
 奈良県立医科大学腎臓内科 ○鶴屋和彦，鮫島謙一，江里口雅裕，田邊　香
 康仁会西の京病院  吉岡伸夫
 翠悠会翠悠会診療所  田中賢治
 翠悠会高田診療所  金子佳照
 桜翔会中辻医院  中辻史好
 宇陀市立病院  丸山直樹
 大阪公立大学医療統計学  吉田寿子
 田辺三菱製薬  河口　裕，佐々木一代，田中裕之

会議センター　3F　311 ＋ 312

アフェレシス-1　8:00-8:48　
座長： 阿部貴弥（岩手医科大学） 

古市賢吾（金沢医科大学）
【O-0763】　 当院での腹水濾過濃縮再静注法（CART）における腹水中のエンドトキシン（ET）陽性率の調査
 大阪府済生会中津病院腎臓内科 ○大原隆暉，西原奈菜子，濱　悠馬，楠田梨沙，式田康人，

嶋津啓二，田中敬雄
【O-0764】　 落差式CARTにおける膜閉塞に関する比較研究～ポリエーテルスルホン膜（PES膜）vsポリエチレン膜（PE膜）～
 信州大学医学部附属病院第二内科腎臓内科 ○犬井啓太，山田洋輔，原田　真，橋本幸始，上條祐司
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【O-0765】　 透析患者PADに対するLDLアフェレシス（LDL-A）の検討
 （医）クレドさとうクリニック外科 ○佐藤純彦，佐久間宏治，内海展子，川鍋雄司，本庄美恵子，

石塚俊治
 地域医療機能推進機構千葉病院  花岡英二，河野行儀，室谷典義
【O-0766】　 血漿交換療法が著効した自己免疫性自律神経節障害の1例
 千葉大学医学部附属病院腎臓内科 ○李　記瑋
 千葉大学医学部附属病院脳神経内科  鈴木陽一，三澤園子，桑原　聡
【O-0767】　 短期集中GCAP療法（13日間で11回施行）により急速に改善した劇症全結腸型潰瘍性大腸炎の1例
 NTT東日本関東病院血液浄化センター ○古殿孝高，櫻井悠樹，山下純平，並河明雄，高橋紘子，

渋谷祐子
【O-0768】　 メトトレキサート大量療法後のメトトレキサート中毒に対し血液吸着療法が奏功した一例
 兵庫県立尼崎総合医療センター腎臓内科 ○渡邊友香，山本紘子，竹岡　純，前田広太郎，寺柿万理子，

高見洋太郎，才田宏奈，岩成祥夫，池田昌樹，田中麻理，
竹岡浩也

アフェレシス-2　8:48-9:36　
座長： 上條祐司（信州大学医学部附属病院） 

村上円人（佐野厚生総合病院）
【O-0769】　 MPO-ANCA，抗GBM抗体がともに陽性の急速進行性糸球体腎炎の1例
 大阪府済生会泉尾病院腎臓内科 ○森田龍頼，大石絵美子，萩野朋子，岸本菜央，森　泰清
【O-0770】　 分娩後に急性腎障害をきたし血漿交換を施行した妊娠関連TMAの1例
 市立三次中央病院腎臓内科 ○京田尚子，藍澤政穂，吾郷里華
【O-0771】　 非小細胞肺癌の化学療法後に血栓性微小血管障害症（TMA）を発症し血漿交換（PE）が奏功した1例
 大阪市立大学大学院 ○森岡史行，津田昌宏，重里樹里，上殿英記，仲谷慎也，
 代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  森　克仁，繪本正憲
 大阪市立大学医学部附属病院人工腎部  黒木慶和，長沼俊秀，武本佳昭，内田潤次
【O-0772】　 早期リツキシマブ併用が有効であった血栓性微小血管症の一例
 金沢医科大学腎臓内科学 ○喜多芹菜，山崎恵大，佐久間愛美，林真理恵，白川智彦，

野村和利，矢部友久，藤井　愛，熊野　奨，原口貴敏，
宮竹敦彦，野村佳苗，沖野一晃，向井清孝，林　憲史，
藤本圭司，足立浩樹，横山　仁，古市賢吾

【O-0773】　 抗GBM抗体の著明な高力価を認めた抗糸球体基底膜腎炎に対し二重濾過血漿交換療法（DFPP）と選択的血
漿交換療法（SePE）の混合療法を施行した1例

 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション ○小泉信太郎，高折佳央梨，今井洋輔，吉田俊子，
 淀川キリスト教病院腎臓内科  冨田弘道
【O-0774】　 単純及び選択的血漿交換の混合療法とリツキシマブによる集約的治療を行った抗GBM抗体型糸球体腎炎の1例
 旭川医科大学病院腎臓内科 ○倉麻里香，林　望美，末次令奈，松木孝樹，中川直樹

アフェレシス（レオカーナ）-3　9:36-10:24　
座長： 倭　成史（地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター） 

望月保志（長崎大学病院）
【O-0775】　 左下肢人工血管内シャントの血栓除去術後に急性動脈閉塞を発症した透析患者の治療経過
 社会（医）里仁会興生総合病院人工透析室 ○岡　友美，加茂正治
 社会（医）里仁会興生総合病院内科  林瑠衣子
 社会（医）里仁会興生総合病院心臓血管外科  藤原恒太郎
【O-0776】　 感染合併重症下肢虚血（CLI）症例における重症潰瘍に対しレオカーナ治療が有効であった1例
 （医）社団東京透析フロンティア東京透析フロンティア ○高橋直志，川畑　勝，野老山武士，田中春奈，西田洋文，
 西日暮里駅前クリニック  原　正樹
【O-0777】　 レオカーナ治療が腎疾患患者の身体面と精神面に及ぼす影響
 社会（医）愛仁会井上病院透析室 ○西山育美，谷口由美，小川綾子，三浦俊典，北浦和樹，

西島真紀，今井友香里，谷村信宏，木津あかね
【O-0778】　 レオカーナ使用経験
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○高橋恵美，山崎秀一，宮下光江，金子和史，鈴木隆司
 （医）さくらさくら記念病院腎臓内科  黒澤　明
 （医）さくらさくら記念病院内科  黒澤範夫
【O-0779】　 吸着型血液浄化器レオカーナの使用経験
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院臨床工学科 ○川上崇志，三浦國男，刈込秀樹
 （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
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アフェレシス（PE,DFPP）　10:24-11:12　
座長： 宇田　晋（社会医療法人財団石心会川崎幸病院） 

玉垣圭一（京都府立医科大学）
【O-0780】　 当院におけるCryofiltration施行例の検討
 近畿大学病院腎臓内科 ○樋口　敦，中谷嘉寿，福田雄基，三木美帆，今西茜衣里，

樋口侑子，岡田宜孝，高橋実代，清水和幸，三宅佐代子，
古林法大，中野志仁，坂口美佳，有馬秀二

【O-0781】　 難治性川崎病に対し血漿交換療法が有効であった1小児例
 国立大学法人富山大学附属病院透析部 ○村井沙耶佳，掛下幸太，近　聡子，有澤　悠，藤岡勇人，

清澤泰午，山崎秀憲，小池　勤，絹川弘一郎
 国立大学法人富山大学附属病院小児科  坂井知英，宮尾成明，仲岡英幸，伊吹圭二郎，小澤綾佳，

廣野恵一
【O-0782】　 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）の腎病変に対してリツキシマブと血漿交換による治療が奏功した1例
 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター腎臓内科 ○上村直道
 ／熊本大学病院腎臓内科
 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター腎臓内科  吉井隆一，松下昂樹，中村朋文，梶原健吾，富田正郎
 熊本大学病院腎臓内科  向山政志
【O-0783】　 悪性黒色腫に対してニボルマブ投与中に水疱性類天疱瘡を発症し血漿交換を行った一例
 東京都立駒込病院腎臓内科 ○蛇澤　悠，坂本悠紀子，渡辺麗子，田中春奈，原　正樹，

田中啓之，太田英里子，太田哲人
【O-0784】　 血漿交換を併用した抗NMDA受容体抗体脳炎の二例
 仙台市立病院血液浄化療法室 ○今田悠介，佐藤了亮，森　稚菜，柴田　翔
 仙台市立病院血液浄化療法室／仙台市立病院内科  古田恭平，宮内健一郎，山本多恵
 仙台市立病院神経内科  山本尚輝，池之内初，遠藤　薫
【O-0785】　 血漿交換および免疫抑制療法が奏功した抗GBM抗体型急速進行性糸球体腎炎の一例
 関東労災病院 ○坂口隆志，小林慧祐，黒岩里沙，榊原悠也，森川友喜，

濱田透真，矢尾　淳，横地章生

CART・アフェレシス　11:12-12:00　
座長： 峰松佑輔（大阪大学医学部附属病院） 

桜沢貴俊（東京医科歯科大学病院）
【O-0786】　 各社透析装置における吸着型血液浄化器の使用経験
 （社医）白光会白石病院臨床工学部 ○池田大輝，築地秀典，岡村龍也，関島光裕，徳永公紀，

竹之内賢一，一ノ宮隆行，松浦朝代，尊田和徳，
白石幸三

 （社医）白光会白石記念クリニック臨床工学部  岩元公希，横山嘉寛
【O-0787】　 腹水濃縮器の違いにおける処理後腹水に関する実験的検討
 東京医科歯科大学病院血液浄化療法部 ○出牛雅也，桜沢貴俊，大久保淳，内藤省太郎
【O-0788】　 当院における改良型腹水濾過濃縮再静注法（KM-CART）治療現状
 （医）樹心会角田病院透析課 ○小林史往，戸塚　統，八木澤雄太，芳野響一，角田祥之
【O-0789】　 当院におけるプラソートμ使用経験
 （医）徳洲会札幌南徳洲会病院臨床工学科 ○常川　健，宍戸伸彰，朝倉亜雅沙，櫻井一也
【O-0790】　 ABO血液型不適合腎移植時に遠心分離血漿交換と血液透析との併用療法を行った1例
 大阪公立大学医学部附属病院人工腎部透析室 ○高橋宏弥，長沼俊秀，益田奈央子，安岡美咲，古澤宥希，

森本一弘，奥田幸寛，新健太郎，花岡吾子，安田麻衣子，
黒木慶和，武本佳昭，内田潤次

【O-0791】　 腹水濾過濃縮再静注法（CART）に対する安全性の検討
 近畿大学病院臨床工学部 ○吉岡正訓，藤堂　敦，中野健一，増田善文
 近畿大学病院泌尿器科  能勢和宏
 近畿大学病院腎臓内科  有馬秀二

CKD-MBD／研究その他　13:35-14:23　
座長： 庄司哲雄（大阪公立大学） 

緒方浩顕（昭和大学横浜市北部病院）
【O-0792】　 簡易手法によるiPS細胞からの副甲状腺分化細胞の作製
 東海大学医学部付属八王子病院腎・内分泌代謝内科 ○石田真理，都川貴代，中澤来馬，⻆田隆俊
 東海大学医学部腎代謝内科学  澤田佳一郎
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【O-0793】　 血液透析患者における骨折の既往と心血管死との関連～Qコホート研究～
 独立行政法人国立病院機構九州医療センター腎臓内科 ○春山直樹
 ／九州大学医学部医学研究院病態機能内科学
 独立行政法人国立病院機構九州医療センター腎臓内科  中山　勝
 九州大学医学部医学研究院病態機能内科学  山田俊輔，田中　茂，北園孝成，中野敏昭
 福岡大学病院腎臓・膠原病内科学  冷牟田浩人
 （医）医心会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-0794】　 慢性腎不全患者における副甲状腺摘出術（PTX）後の筋肉量に対する影響
 豊橋市民病院移植外科 ○岩瀬勇人，長坂隆治，大塚聡樹，村岡暁憲
【O-0795】　 維持血液透析患者の栄養状態はCKD-MBDによる死亡リスクを修飾する～Qコホート研究～
 九州大学病院腎・高血圧・脳血管内科 ○山田俊輔，北園孝成，中野敏昭
 福岡歯科大学総合医学講座内科学分野  荒瀬北斗
 （医）医心会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-0796】　 透析患者における低カルボキシル化オステオカルシンと炎症の関連についての検討
 特定（医）仁真会白鷺病院 ○松下安紀子，奥野仙二，岡崎久宜，乗峯京子，山川健次郎，

庄司繁市，山川智之
 大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  森　克仁，繪本正憲
【O-0797】　 二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）増悪により副甲状腺癌を早期発見し得た一例
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○巽　亮子
 東海大学医学部移植外科  上原咲恵子，滝口進也，富田祐介，中村道郎

CKD-MBD／研究・血管石灰化　14:23-15:11　
座長： 風間順一郎（福島県立医科大学） 

大矢昌樹（和歌山県立医科大学）
【O-0798】　 慢性腎臓病における鉄剤投与の血管石灰化への影響
 兵庫医科大学循環器・腎透析内科学 ○中西真彩，後藤彩子，相地　誠，水崎浩輔，八尋真名，

木田有利，名波正義，倉賀野隆裕
【O-0799】　 食事制限を行わない長時間透析療法がCPPsに与える影響
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○西堀暢浩，今泉貴広，丸山彰一
 （医）かもめクリニックかもめ・日立クリニック  金田史香
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック  春日弘毅
 自治医科大学附属病院分子病態治療研究センター  黒尾　誠，三浦　裕
【O-0800】　 透析患者における四肢筋肉量と大動脈石灰化との関連についての検討
 特定（医）仁真会白鷺病院内科 ○杉江伸夫，奥野仙二，中野雅信，小林郁江，岡崎久宣，

乗峯京子，庄司繁市，山川智之
 大阪公立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  森　克仁，繪本正憲
【O-0801】　 透析患者におけるリン厳格管理の有用性について検討
 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，川原和彦，土井俊夫，

岡田一義，水口　潤
【O-0802】　 慢性感染を伴う巨大石灰化腫瘤を保存的に治療している一例
 福島県立医大腎臓高血圧内科 ○秦　　慧，佐藤敦也，高野栄亮，渡辺秀平，小田　朗，

田中健一，風間順一郎
【O-0803】　 顕著な異所性石灰化を認める腹膜透析（PD）患者の一例
 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○藤原直樹，御供彩夏，岩渕晟英，尾畑翔太，師田まりえ，

山野水紀，持田泰寛，石岡邦啓，鈴木洋行，守矢英和，
大竹剛靖，日髙寿美，小林修三

CKD-MBD／薬剤　15:11-15:59　
座長： 池田直史（社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院） 

藤井直彦（兵庫県立西宮病院）
【O-0804】　 血液透析患者における25OHDが全死亡，骨折に与える影響についての検討
 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腎臓・高血圧内科  加藤一彦
 ／東京慈恵会医科大学分子疫学研究部
 東京慈恵会医科大学分子疫学研究部  浦島充佳
【O-0805】　 ウパシカルセトの2次性副甲状腺機能亢進症改善効果
 （医）順江会東京綾瀬腎クリニック腎臓内科 ○長田しをり
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【O-0806】　 エボカルセトからウパシカルセトナトリウム水和物への変更による効果の検討
 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院腎臓内科 ○池田直史，大成小百合，野邊香奈子，元　志宏
 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  肥沼佳奈，清澄理恵，野平由香
【O-0807】　 アクセス開存におけるカルシウム受容体作動薬の影響
 代々木山下医院外科 ○山下賀正，山下裕正
【O-0808】　 カルシウム受容体作動薬：ウパシカルセトナトリウム水和物の使用経験について
 （医）杉山会すぎやま病院外科 ○大塚聡樹，舘　祐二，杉山良太
 （医）杉山会ノア今池クリニック  幅　俊人，冨永芳博
【O-0809】　 ビタミンD欠乏を伴う副甲状腺機能亢進症による高カルシウム血症の一例
 昭和大学藤が丘病院透析センター ○大城剛志，大宮信哉，高橋佑典，梶谷英人，川田尚人，

前住忠秀，佐藤芳憲，河嶋英里，小岩文彦

会議センター　3F　313 ＋ 314

その他の合併症／感染症-3　8:00-8:48　
座長： 坂口美佳（近畿大学） 

上村太朗（日本赤十字社松山赤十字病院）
【O-0810】　 症状が遷延したテトラミン中毒に血液透析が有効であった一例
 富士市立中央病院腎臓高血圧内科 ○秋山由里，高橋康人，末廣耀平，戸崎　武，笠井健司
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科  横尾　隆
【O-0811】　 血栓性微小血管症（TMA）に対し血漿交換施行中に大腸菌O-157LPS抗体陽性が判明し溶血性尿毒症症候群

（HUS）の診断に至った一例
 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，林　晃正
【O-0812】　 遷延する小腸出血で治療に難渋した重症サルモネラ腸炎の1例
 長浜市立湖北病院透析センター ○太田雄基，森　　優，林　一誠，山内一登与，杉江祐貴，

藤井翔太，宮崎健太，伊達成基，納谷佳男
 長浜市立湖北病院内科  冨樫弘一
【O-0813】　 感染性腸炎を契機に門脈気腫をともなう非閉塞性腸管虚血症が示唆された一例
 社会医療法人財団董仙会恵寿ローレルクリニック ○藤井　愛，松田雄斗，岡田圭一郎
 金沢医科大学病院血液浄化センター  古市賢吾
【O-0814】　 血液透析導入期に特発性小腸穿孔による腹膜炎をきたした1例
 社会医療法人海老名総合病院腎臓内科 ○米山優洋，平井太郎，佐藤直和，香取秀幸，小俣正子
 今里クリニック腎臓内科  後藤巨木
【O-0815】　 COVID-19治療中に納豆の摂食によるBacillus subtilis var．natto菌血症を発症した，多発性骨髄腫合併の維持透

析患者の一例
 東京都済生会中央病院腎臓内科 ○加藤亜唯，吉藤　歩，小松素明，杉　　渉，田村郁恵，

藤井健太郎，竜崎崇和
 東邦大学医学部微生物・感染症学講座  青木弘太郎，小森光二，石井良和

その他の合併症／感染症-4　8:48-9:36　
座長： 池添正哉（佐久総合病院） 

早川和良（JA岐阜厚生連岐阜・西濃医療センター岐北厚生病院）
【O-0816】　 血液透析患者におけるCOVID-19関連肺アスペルギルス症
 （医）あかね会土谷総合病院腎・血液浄化療法科 ○番匠谷将孝，小笠原舞，新宅究典，森石みさき，

土谷晋一郎，川西秀樹
【O-0817】　 集学的治療により血液透析から離脱し得た腎結核の一例
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科 ○加世田健，羽柴豊大，菅原真衣，中村元信
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部  濱崎敬文
 東京大学医学部附属病院泌尿器科  杉本一真，佐々木賢一，久米春喜
 東京大学医学部附属病院感染症内科  篠原孝幸，池田麻穂子
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科  南学正臣
 ／東京大学医学部附属病院血液浄化療法部
【O-0818】　 複数回の腹腔穿刺により結核性腹膜炎と診断した維持透析患者の一例
 東京ベイ・浦安市川医療センター腎臓内分泌糖尿病内科 ○高野敬佑，原　裕樹，三宅晃弘，遠藤慶太，坂井正弘，

吉野かえで，北村浩一，冠城徳子，鈴木利彦
 東京ベイ・浦安市川医療センター感染症内科  織田錬太郎
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救急医学講座  林　晃一



167

（
第
３
日
目
）

口　
　
演

【O-0819】　 結核性腹膜炎の診断に苦慮した維持血液透析患者の一例
 兵庫医科大学循環器・腎透析内科学 ○谷口賢之，大川智史，木田有利，倉賀野隆裕
【O-0820】　 維持透析患者の結核性髄膜炎で救命できず病理解剖を行った一例
 市立東大阪医療センター腎臓内科 ○柴田祥吾，高岡聖司，芳村大介，富　量平，徳田竹千代，

藤村龍太，原田　環
【O-0821】　 MPO-ANCA 関連腎炎からの血液透析導入期に粟粒結核の発症が疑われた一例
 （医）社団愛友会上尾中央総合病院腎臓内科 ○金子晴菜，森　　剛，竹内俊輔，橋本圭介，大野まさみ，

久保英二，藤原信治，大野　大，野坂仁也，兒島憲一郎

COVID-19 ／疫学　9:36-10:24　
座長： 赤井靖宏（奈良県立医科大学） 

大坪　茂（東都大学）
【O-0822】　 沖縄県における透析コロナ患者102例の報告
 沖縄県立中部病院腎臓内科 ○宮里　均，古閑和生，来田善彦
 名嘉村クリニック臨床研究支援センター  井関邦敏
【O-0823】　 当院における維持血液透析患者のCOVID-19感染の患者背景と診療実態
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 ○板木春衣，中島章雄，土谷千子，嵯峨崎誠，小林賛光，

小池健太郎，山本　泉，大城戸一郎，横尾　隆
【O-0824】　 当院で経験したCOVID-19透析患者の検討
 市立札幌病院腎臓内科 ○島本真実子，大寺紗夜，牧田　実，古川将太
 市立札幌病院リウマチ免疫内科  近藤　真，片岡　浩
 市立札幌病院感染症内科  永坂　敦
【O-0825】　 当院におけるSARS-CoV-2陽性維持透析患者の臨床背景と転帰
 奈良県総合医療センター腎臓内科 ○大堀広平，國分麻依子，丹正幸佑，松井　勝
【O-0826】　 当院におけるCOVID-19関連血液透析患者の経験
 奈良県立医科大学附属病院泌尿器科 ○清水卓斗，井上國彰，宮本達貴，阪本慧一，森澤洋介，

堀　俊太，後藤大輔，鳥本一匡，青木勝也，田中宣道，
藤本清秀

 奈良県立医科大学附属病院泌尿器科  米田龍生
 ／奈良県立医科大学附属病院透析部
 奈良県立医科大学附属病院腎臓内科  鶴屋和彦
【O-0827】　 当院で経験したSARS-CoV-2陽性維持血液透析患者の特徴と職員の抗体価について
 （医）守口敬仁会病院腎・透析科 ○甘利佳史
 社会医療法人彩樹門真けいじん会クリニック  中嶋章貴
 東京女子医科大学高血圧・内分泌内科  森本　聡，木田可奈子，市原淳宏
 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院臨床工学科  宮西　仁，東功一郎，岸本慎平，古谷和幸，櫻井悠貴，

宮川和也

COVID-19 ／感染対策・治療　10:24-11:12　
座長： 若井幸子（東京都立大久保病院） 

岡井隆広（社会医療法人河北医療財団河北総合病院）
【O-0828】　 血液透析患者におけるCOVID-19ワクチンの重症化予防効果
 東京都済生会中央病院腎臓内科 ○戸田匡太郎，吉藤　歩，加藤亜唯，小松素明，藤井健太郎，

竜崎崇和
 （医）社団豊済会下落合クリニック  菊地　勘
【O-0829】　 中和抗体価測定に基づく個別指導と意識調査から得られたもの
 （医）照風会三川クリニック内科 ○三川正人，水上雅子，児嶋真由美，村田麻美子，寺田早苗，

金山明日香
 富山県立中央病院腎臓内科  篠崎康之
 富山大学医学部第2内科  大原麻衣子
 富山大学医学部感染症科  山本義裕
【O-0830】　 埼玉県における透析患者COVID-19対策の現況と課題（第二報）
 埼玉県透析医学会透析感染対策委員会 ○雨宮守正，兒島憲一郎，小川智也，逸見憲秋，杉浦秀和，

竹田徹朗，友利浩司，岡田浩一
【O-0831】　 第二種感染症指定医療機関である当院におけるCOVID-19維持血液透析患者への透析経験
 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院腎臓内科 ○池田裕史，菰田有佑，吉田祐子
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【O-0832】　 透析患者におけるCOVID-19の治療戦略の変遷
 （医）あかね会土谷総合病院腎・血液浄化療法科 ○番匠谷将孝，川西秀樹，新宅究典，土谷晋一郎
 （医）あかね会中島土谷クリニック  森石みさき
 （医）あかね会大町土谷クリニック  高橋直子
【O-0833】　 血液透析中のCOVID-19患者に対してソトロビマブが有効であった2例
 東海大学医学部付属大磯病院腎糖尿病内科 ○戸矢智之，伊藤　純，五十棲このみ，川地惇朗，磯崎雄大，
 ／東海大学医学部腎内分泌代謝内科  木村守次
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科  深川雅史

COVID-19 ／その他　11:12-12:00　
座長： 古波蔵健太郎（琉球大学） 

出口文佐栄（（医）社団やよい会あだち江北メディカルクリニック）
【O-0834】　 当院でのCOVID-19クラスター発生時の院内透析感染対策
 社会医療法人河北医療財団河北総合病院腎臓内科 ○根岸康介，横山陽一，鈴切恒平，銭谷慕子，須藤裕嗣，

青木尚子，林　松彦，岡井隆広
 河北総合病院救急部  鈴木茂利雄
 河北総合病院臨床工学科  小幡亜妃，田中光生，松島茂嘉
【O-0835】　 無症状時にPCR検査で新型コロナウイルス感染症と診断された透析患者16例
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科／広島大学病院腎臓内科 ○土井俊樹
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科  西澤欣子，山下和臣，水入苑生，重本憲一郎
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【O-0836】　 血液透析患者におけるCOVID-19再感染の一例～抗SARS-CoV-2抗体の役割～
 東京都保健医療公社大久保病院腎内科 ○別府寛子，小川俊江，川西智子，若井幸子
 国立国際医療研究センター病院感染症内科  石金正裕
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科  片桐大輔
 東京都医学総合研究所微生物研究部門  小原道法
【O-0837】　 COVID-19ワクチン接種後にANCAと抗GBM抗体の両陽性を呈した急速進行性糸球体腎炎により透析療法に

至った一例
 帝京大学ちば総合医療センター腎センター ○小林政司，和氣快斗，寺脇博之
【O-0838】　 COVID-19感染後にギラン・バレー症候群を発症した一例
 東京都立広尾病院腎臓内科／東京都立広尾病院脳神経内科 ○山崎佳奈
 東京都立広尾病院脳神経内科  三笠道太，北見真喜子，平澤基之
 東京都立広尾病院腎臓内科  牧野利行，桂川史子，清水美幸，庄司紀和，田島真人
 東京都立広尾病院内分泌代謝内科  松下宗平
【O-0839】　 新型コロナウイルスワクチン接種後に特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を発症した維持血液透析患者の1例
 横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○福田優理子，福田菜月，石川由紀，金井大輔，金岡知彦，

涌井広道，戸谷義幸，田村功一
 （医）社団厚済会金沢クリニック  白　善雅
 横浜市立大学附属病院血液・リウマチ・感染症内科  萩原真紀

COVID-19 ／環境整備・その他-1　13:35-14:23　
座長： 西久保祐次（社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院） 

村上佳弥（日本大学）
【O-0840】　 無床透析施設におけるSARS-CoV-2陽性患者に対する維持透析施行について
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック臨床工学部 ○徳田冬野，阿部奈津美，新村晃代
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック看護部  海老原慧
 （医）社団麗星会五反田ガーデンクリニック診療部  伊豆丸堅祐
 ／（医）社団麗星会品川ガーデンクリニック診療部
 （医）社団麗星会五反田ガーデンクリニック診療部  若井陽希
 ／（医）社団麗星会品川ガーデンクリニック診療部
 ／北里大学医学部泌尿器科
 北里大学医学部泌尿器科  兵藤　透
 北里大学医学部臓器移植・再生医療学  吉田一成
【O-0841】　 当院でのCOVID-19透析患者における臨床工学技士の対応
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院臨床工学科 ○古田貴志，徳永幸子，松田英樹
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院看護部  山川京子，堀さとみ
 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
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【O-0842】　 感染症指定医療機関ではない当院で発生したCOVID-19感染の対応
 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院診療技術部臨床工学科 ○植本健太，田中裕也，横山晃一，秋山愛由，斎藤大輔，

森岡　茂
【O-0843】　 新型コロナウイルス陽性患者を受け入れて～感染予防のスタッフ教育～
 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院臨床工学科 ○梅崎麗依弥
 ／国家公務員共済組合連合会熊本中央病院腎臓内科
 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院臨床工学科  橋口誠一，前田哲也，西本幸司，石上　洸，田島陽介，

別府好則，成松悠士郎，水田哲史
 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院腎臓内科  野村和史
【O-0844】　 当院におけるSARS-CoV-2陽性維持血液透析患者への取り組み
 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院臨床工学科 ○東功一郎，大迫凌吾，岸本慎平，宮西　仁，古谷和幸，

櫻井悠貴，真邉大樹，宮川和也
 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院腎・透析科  甘利佳史
 社会医療法人彩樹門真けいじん会クリニック  中嶋章貴
 東京女子医科大学高血圧・内分泌内科  森本　聡
【O-0845】　 当院透析室におけるCovid-19の対応～院内対応と患者受け入れ～
 （株）日立製作所日立総合病院臨床工学科 ○関　大輝，明石尚樹，馬乗園伸一，安藤知之，持地貴博，

佐藤　崇
 （株）日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志

COVID-19 ／環境整備・その他-2　14:23-15:11　
座長： 徳田勝哉（原三信病院） 

丹下佳洋（九州保健福祉大学）
【O-0846】　 血液透析患者のCOVID-19抗体検査
 （医）社団茶畑会相馬中央病院臨床工学科 ○西内孝光
 （医）社団茶畑会相馬中央病院内科  標葉隆三郎，坪倉正治
 福島県立医科大学附属病院人工透析センター  風間順一郎
【O-0847】　 紫外線を利用したベッドシーツのシャント肢部分に対する感染対策
 （医）錦秀会阪和記念病院人工透析室 ○今川恵吾，松井智博，宮本太輔，北田美由季，兪　振翔
 （医）錦秀会阪和記念病院臨床検査部  上田裕子
 （株）Nishiki Corporation  新本吉浩，佐藤美保子，明田健史
 （医）錦秀会阪和記念病院心臓血管内科  中川隆文，橋村一彦
 （医）錦秀会阪和記念病院脳神経外科  藤田敏晃
【O-0848】　 手洗いによる手指衛生指導効果～手指コロニー数は減少するか～
 藤田医科大学病院血液浄化センター ○牧野真子，細江眞生，石田大賀，新　典雄，加藤政雄
 藤田医科大学医療科学部医療検査学科  堀　秀生
 藤田医科大学ばんたね病院医学部内科学講座  稲熊大城
【O-0849】　 通信機能付汎用モニタリングシステムを活用した透析室換気状態管理と新型コロナワクチンの温度管理
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック臨床工学部 ○井出雄太，阿部奈津美
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック診療部  若井陽希
 ／北里大学医学部泌尿器科
 北里大学医学部泌尿器科  兵藤　透
 北里大学医学部臓器移植・再生医療学  吉田一成
【O-0850】　 Covid-19感染症透析患者に対する当院の対応
 春日井市民病院技術局臨床工学技術室 ○毛利真吾，桐生瑞季，園田祐子，市川　賢，奥本哲平，

齋木憲人，伊藤秀明，石井裕次，石田沙織，中嶋浩詞，
柴田永利子，地方康則，重松恭一

 春日井市民病院腎臓内科  三村哲史，坂　洋祐，成瀬友彦
【O-0851】　 Webカメラ2台を用いてCOVID-19陽性（疑い）患者の隔離透析を監視した例
 （医）社団東京巨樹の会東京品川病院臨床工学科 ○丘　天祥，高橋聡美，田村　修
 （医）社団東京巨樹の会東京品川病院腎臓内科  楊井朱音
 （医）社団東京巨樹の会東京品川病院循環器内科  松本誉史，田尻勇太，高木拓郎，李　哲雄

COVID-19 ／感染対策　15:11-15:59　
座長： 大久保淳（東京医科歯科大学病院） 

三浦國男（（医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院）
【O-0852】　 透析室におけるコロナ患者の受入れと対応
 奈良県西和医療センター臨床工学技術部 ○西窪哲司，渡邊大樹，中村充輝，寺田賢二
 奈良県西和医療センター  森本勝彦



170

（
第
３
日
目
）

口　
　
演

【O-0853】　 Covid19陽性透析患者受け入れ施設における透析環境の現状と課題
 浜松医科大学附属病院医療機器管理部 ○長末鉄平，田仲飛鳥，水口智明
 浜松医科大学附属病院医療機器管理部  伊藤裕美
 ／浜松医科大学附属病院血液浄化療法部
 浜松医科大学附属病院血液浄化療法部  江間信吾，加藤明彦
【O-0854】　 COVID-19感染予防対策に伴う副次的効果について～インフルエンザ発症件数は減少したか？～
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院 ○坪井千恵，大橋利奈，中山洋美，服部智代，清水紀子，

伊藤　功，多和田壽枝
【O-0855】　 コロナ禍における透析患者向け刊行物発行への取り組み
 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院透析センター ○田島陽介，石上　洸，梅崎麗依弥，村上嘉寿美，畝田由紀，

岩岡幸子，松原智美，福田由貴子，阪田あずさ，
福本千有紀，横山玲奈，岩下　恵，右田京香，岡村茉美，
嶋崎明子，井上明日美，橋口誠一，野村和史

【O-0856】　 新型コロナウイルスに関連した当院での感染対策
 公立陶生病院血液浄化療法部 ○山田佑哉，加藤博久，工藤信隆
 公立陶生病院腎臓内科  長屋　啓，稲葉慎一郎
【O-0857】　 当会におけるCOVID-19感染対策の報告
 （医）社団明生会東葉クリニック東新宿透析科 ○新井依子，伊藤家勝，林美智子，菅谷明子，山下淳一，

吉田正美，大森耕一郎，田畑陽一郎

会議センター　4F　411 ＋ 412

看護／COVID-19 ／ワクチン・その他　10:25-11:13　
座長： 金田幸司（大分赤十字病院） 

木村　剛（札幌白石記念病院）
【O-0858】　 当院透析室内での新型コロナウイルス（COVID-19）の集団感染防止対策
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院透析室 ○黒木依子，木村文男
【O-0859】　 コロナワクチン接種を受け入れられるための取り組み
 （医）社団明生会東葉クリニック・エアポート透析科 ○平山博子，坂井晴美，永原美和，林美智子，小澤賢一郎，

菅谷明子，吉田正美，大森耕一郎，田畑陽一郎
 （医）社団明生会東葉クリニック・エアポート透析科  首藤潔彦
 ／帝京大学ちば総合医療センター外科
【O-0860】　 夜間透析時間を利用したワクチン接種実践報告
 （医）小田原新幹線クリニック ○細川愛美，府川真理子，大川留美，内田裕子，野呂眞人
 （医）小田原循環器病院  森末明子，小林敏子
【O-0861】　 新型コロナウイルス濃厚接触者隔離入院の問題点
 （医）長崎腎病院看護部 ○田島有佳，植木秀一，舩越　哲
【O-0862】　 当院における新型コロナ感染症対策とワクチン接種の取組み
 一般財団法人博慈会博慈会腎クリニック看護科 ○宮下裕夫，平野智代，金子奈緒美
 博慈会腎クリニックME機器管理課  菅原　颯，樋上信幸
 博慈会腎クリニック腎臓内科  齋藤サビーネ京子，鎌野千佐子，大沢弘和
【O-0863】　 当院での新型コロナウイルス感染症への感染対策～濃厚接触者の隔離透析実施の取り組みと課題～
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○園田あすか，宮下光江，金子和史，鈴木隆司
 （医）さくらさくら記念病院腎臓内科  黒澤　明
 （医）さくらさくら記念病院内科  黒澤範夫

看護／COVID-19 ／環境整備その他　11:13-12:01　
座長： 廣川牧子（東京女子医科大学病院） 

渡部恵理子（（医）あかね会土谷総合病院）
【O-0864】　 透析患者の新型コロナウイルス感染4例の経験と対応
 原泌尿器科病院 ○松本　愛，坂井奈美江，藤山千代，芝原陽子
 原泌尿器科病院腎内科  吉矢邦彦
【O-0865】　 COVID-19集団感染対策として実施したリネン廃止の取り組み
 社会医療法人石心会川崎クリニック ○古澤知美，渡邊美加，森　智子，野口美晴，由井淑子，

若狭幹雄，宍戸寛治
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【O-0866】　 当院における透析患者のCOVID-19受け入れ対応について
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院看護部 ○堀さとみ，山川京子，佐伯昭子
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院臨床工学科  松田英樹，徳永幸子，古田貴志
 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
【O-0867】　 COVID-19陽性透析患者の病棟隔離透析を経験して
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院透析室 ○出口埋果，増田めぐみ，山本晃裕，澤村美海
【O-0868】　 当院透析室での新型コロナウイルス感染対策の再検討
 藤田記念病院透析センター ○松田千佳子，村中あい子，加藤紀美江，宮崎良一
【O-0869】　 当院におけるCOVID19への感染対策
 （医）観世会腎健クリニック看護部 ○磯崎暁子，長谷川里奈，高橋浩雄，高橋裕一郎

CVD／心臓弁膜症　13:35-14:23　
座長： 谷山佳弘（関西医科大学） 

長田太助（自治医科大学）
【O-0870】　 重度大動脈弁狭窄症を有する維持透析患者に対するTAVIおよびAVRの周術期透析と合併症に関する検討
 東京ベイ・浦安市川医療センター ○坂井正弘，鈴木利彦，遠藤慶太，吉野かえで，北村浩一，

伊藤慎介，伊藤丈二，小船井光太郎，渡辺弘之
 東京ベイ・浦安市川医療センター  田端　実
 ／順天堂大学医学部附属順天堂医院
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院  林　晃一
【O-0871】　 経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）が内シャントに与える影響に関する検討
 聖マリアンナ医科大学病院腎臓病センター ○小島茂樹，吉田圭佑，野田竜之介，柴垣有吾，櫻田　勉
 聖マリアンナ医科大学循環器内科  出雲昌樹，佐藤如雄，渡部美佳，桑田真吾，古賀将史，

奥山和明，田邉康宏，明石嘉浩
【O-0872】　 透析患者におけるTAVIの有用性の検討
 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，飯塚一秀，中島　豊，衣笠えり子，

若狭幹雄，宍戸寛治
 永井医院  永井志保，永井哲士
 関口内科クリニック  関口　孝
 川崎幸病院  桃原哲也
【O-0873】　 経カテーテル大動脈弁留置術を施行した血液透析患者6例の特徴
 富山大学第二内科 ○有澤　悠，掛下幸太，上野博志，大島　央，上野陽平，

小野田寛，牛島龍一，傍島光男，近　聡子，村井沙耶佳，
藤岡勇人，清澤泰午，山崎秀憲，小池　勤，絹川弘一郎

【O-0874】　 ペースメーカー（PM）リードによる上大静脈（SVC）症候群に対して経皮的血管形成術（PTA）が奏効した
血液透析症例

 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院腎臓内科 ○山本智美，亀崎通嗣，西原孝明，足立陽子
【O-0875】　 閉塞性肥大型心筋症（HOCM）と重症僧帽弁狭窄症（MS）を合併した透析困難症に対して外科的僧帽弁置

換術（MVR）を行い，改善を認めた一例
 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院腎臓内科 ○戸張佑美，宮崎貴規，平井俊行，西田秀範，藤井徹郎
 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院心臓血管外科  宮島敬介，高橋政夫

病態／血管炎-1　14:23-15:11　
座長： 菊池正雄（宮崎大学医学部附属病院） 

板橋美津世（東京都健康長寿医療センター）
【O-0876】　 MPO-ANCA・抗GBM抗体Double Positiveの血管炎の一例
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科 ○小田原幹，中村元信，平川陽亮，松浦　亮，羽柴豊大，

川村万里子，加世田健，南學正臣
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部  濱崎敬文，山田大介
【O-0877】　 CRP異常高値が遷延し肺胞出血で再燃した維持透析中のANCA陰性血管炎の一例
 川崎市立川崎病院内科 ○古川貴子，川口隆久，吉川賢忠，田口博章，有馬功一郎，

安藤　孝
【O-0878】　 原因不明の腎不全で透析導入後に肺胞出血を発症しGoodpasture症候群と診断し得た一例
 大阪赤十字病院腎臓内科 ○東　良亮，北井順也，福島知穂，大宮千明，古賀健一，

西岡敬祐，八幡兼成
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【O-0879】　 血液透析導入後にびまん性肺胞出血で再燃し集学的治療で改善した顕微鏡的多発血管炎の1例
 新潟県立新発田病院腎臓内科 ○高橋恵実，酒巻裕一，羽深将人，小川　麻
 新潟県立新発田病院呼吸器内科  阿部静太郎
 新潟県立リウマチセンター内科  伊藤　聡
 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-0880】　 ANCA関連血管炎により消化管出血を繰り返した血液透析患者の一例
 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，伊藤聖学，宮澤晴久，森野諄紀，大河原晋，

森下義幸
【O-0881】　 多発脳梗塞を契機に顕微鏡的多発血管炎の診断に至った一例
 国立病院機構熊本医療センター腎臓内科 ○松下昂樹，吉井隆一，中村朋文，梶原健吾，富田正郎
 熊本大学病院腎臓内科  向山政志

病態／血管炎-2　15:11-15:59　
座長： 金子修三（板橋中央総合病院） 

片山　鑑（三重大学医学部附属病院）
【O-0882】　 COVID-19のワクチン接種を機にIgA血管炎を発症し，ステロイド治療中に上行結腸穿孔を来し，維持透析導

入となった一例
 社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院腎臓・高血圧内科 ○豊田一樹，堀米麻里，毛利公美，森　　梓，安藤大作
【O-0883】　 COVID-19ワクチン接種後に発症した抗GBM抗体，MPO-ANCA両者陽性の急速進行性腎炎に対しアフェレー

シスを施行した一例
 国立国際医療研究センター病院腎臓内科 ○寺川可那子，新倉崇仁，片桐大輔，片山由梨，嶋田啓基，

坂本絵美，鈴木みなみ，吉崎　幸，高野秀樹
【O-0884】　 インフルエンザワクチン接種後に発症した抗GBM抗体型腎炎の一例
 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター腎臓内科 ○芝元心一，小堀愛美，渡邊悠希，畑中雅喜，大森弘基，

飯尾健一郎，安東　豊
【O-0885】　 血液透析患者に発症した原発性中枢神経系血管炎の一例
 （医）社団浅ノ川浅ノ川総合病院腎臓内科 ○山之内啓貴，加賀谷侑，奥山　宏
 （医）社団浅ノ川浅ノ川総合病院脳神経内科  紺谷　智，廣瀬源二郎
 （医）社団浅ノ川浅ノ川総合病院脳神経外科  鳥越恵一朗，光田幸彦
 金沢医科大学病院血液浄化センター  横山　仁，古市賢吾
【O-0886】　 IgG4関連疾患に類似する腎病理像を呈したANCA関連腎炎の一例
 （医）財団東京勤労者医療会東葛病院腎臓内科 ○土谷良樹，野崎裕美
 （医）財団東京勤労者医療会東葛病院泌尿器科  小澤雅史
【O-0887】　 顕微鏡的多発血管炎の経過中にPosterior Reversible Encephalopathy Syndrome（PRES）を発症した一例
 群馬大学大学院腎臓・リウマチ内科 ○浜谷博子，佐藤広宣，大塚瑛公，金谷あずさ，木下雅人，

諏訪絢也，渡辺光治，中里見征央，池内秀和，坂入　徹，
金子和光，廣村桂樹

会議センター　4F　413

急性血液浄化療法　8:00-8:48　
座長： 渡辺裕輔（埼玉医科大学国際医療センター） 

根木茂雄（（医）良秀会藤井病院）
【O-0888】　 透析膜の閉塞を抑制するための再循環経路付き透析回路 recirculation hemodiafiltration（RHDF）
 福井大学医学部附属病院腎臓内科 ○西森一久，糟野健司，坂下紗弓，西川　翔，西川雄大，

森田紗由，小林麻美子，福島佐知子，三上大輔，高橋直生，
木村秀樹，岩野正之

 福井大学産学官連携本部  西村文宏
【O-0889】　 急性腎障害CRRT症例のNa調整と蛋白補充
 信州大学医学部附属病院腎臓内科 ○山口晃典，園田光佑
 ／信州大学医学部附属病院集中治療部
 信州大学医学部附属病院腎臓内科  岩渕良平，山田洋輔，原田　真，橋本幸始，上條祐司
 信州大学医学部附属病院集中治療部  三田篤義
【O-0890】　 急性カフェイン中毒に対して血液透析が有効であった一例
 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院腎臓内科 ○横山雄樹，中川和真，徳地真帆，河合秀亮，坂本早秀，

岡香奈子，大田南欧美，末光浩太郎，和泉雅章
 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院救急科  安江雄一，高松純平
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【O-0891】　 バルプロ酸ナトリウム中毒に対して血液透析を施行した一例
 新潟県病院局新潟県立中央病院内科 ○藤井美里，秋山史大，安城淳哉，吉田一浩，張　高正
 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-0892】　 重症COVID-19における血液浄化療法の炎症性サイトカイン除去効果
 札幌医科大学附属病院高度救命救急センター ○高橋科那子，井上弘行，原田敬介，上村修二，成松英智
 札幌医科大学附属病院臨床工学部  岸本万須実
【O-0893】　 メトトレキサート中毒およびそれによる急性腎障害に対して血液浄化療法を施行した1例
 防衛医科大学校病院腎臓内分泌内科 ○田代和恵，桑田幸治，梅谷　淳，三宅由佳，水口　斉，

今給黎敏彦，大島直紀，熊谷裕夫

急性血液浄化療法／AKI-1　8:48-9:36　
座長： 清水泰輔（埼玉医科大学総合医療センター） 

佐藤英一（（医）財団明理会新松戸中央総合病院）
【O-0894】　 外科的生体弁機能不全に対する経カテーテル的大動脈弁置換術（TAVI in SAV）を施行し腎機能の改善を得

た1例
 京都府立医科大学腎臓内科 ○桑原美樹，上原乃梨子，太田矩義，山内紘子，北野芙雪，

井田智治，八木　彩，桐田雄平，石田　良，的場弥生，
草場哲郎，玉垣圭一

 京都府立医科大学循環器内科  藤本智貴，全　　完
【O-0895】　 5-fluorouracil開始後の意識障害を伴う高アンモニア血症，乳酸アシドーシスに対して血液透析が奏功した一例
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科 ○中村啓太，福田　誠，井本　航，山崎政虎，野中枝理子，

力武修一，吉原万貴，高島　毅，宮園素明
【O-0896】　 末梢血幹細胞移植後の肝中心静脈閉塞症/類洞閉塞症候群によるAKIに対しRRTを実施した1例
 日本赤十字社岐阜赤十字病院腎臓内科 ○泉久美子
【O-0897】　 アルコール性劇症肝炎後の急性腎障害の一例
 徳島大学病院腎臓内科 ○宮上慎司，柴田恵理子，田蒔昌憲，上田紗代，湊　将典，

岩城真帆，清水郁子，山口純代，長谷川一宏，𦚰野　修
【O-0898】　 粘液水腫昏睡を伴う亜急性腎障害に血液透析を行うも甲状腺ホルモン補充により透析離脱しえた一例
 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター腎臓内科 ○山部優理菜，梶原健吾，松下昂樹，吉井隆一，中村朋文，

富田正郎
 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター  木下博之
 糖尿病・内分泌内科
【O-0899】　 右腎摘出術中の左腎静脈遮断操作による急性腎障害で血液透析を要した1例
 自衛隊中央病院腎臓内科 ○千田将光，冨永健太，佐藤博基，石川彩子，松延華子
 自衛隊中央病院泌尿器科  新井悠一，川口　真，水口靖規，床鍋繁喜

急性血液浄化療法／AKI-2　9:36-10:24　
座長： 安田日出夫（浜松医科大学） 

山中正人（高松赤十字病院）
【O-0900】　 急性腎障害に対する新規透析施行患者の臨床的背景と予後の検討
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○田中伸枝，櫻井仁子，川口祐輝，塚田三佐緒，花房規男，

土谷　健
 東京女子医科大学医学部4年  太田亜希子
【O-0901】　 TAFRO症候群における腎機能回復や透析離脱に要する期間の検討
 京都大学医学部附属病院腎臓内科 ○小池みなみ，山本伸也，ウェルズ健，森田圭介，

柳田素子
【O-0902】　 筋型糖原病の関与が疑われる術後悪性高熱症により急性腎障害を生じ血液浄化療法を行った1例
 京都府立医科大学腎臓内科 ○服部翔太，上原乃梨子，小牧和美，桑原美樹，太田矩義，

草場哲郎，玉垣圭一
 京都府立医科大学内分泌・糖尿病・代謝内科  小林玄樹，濱口真英，福井道明
 京都府立医科大学循環器内科  山野倫代
 京都府立医科大学心臓血管外科  小林卓馬，沼田　智
【O-0903】　 激症1型糖尿病に糖尿病性筋梗塞を併発した1例
 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター腎臓内科 ○錦戸佳南子，梶原健吾，松下昂樹，吉井隆一，中村朋文，

富田正郎
 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター糖尿病内分泌内科  大村和寛
 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター脳神経内科  津田幸元
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【O-0904】　 急性血液浄化を要したMPO-ANCA，PR3-ANCA，抗GBM抗体陽性急速進行性腎炎症候群の一剖検例
 佐世保市総合医療センター腎臓内科 ○浦　華子，太田祐樹，平　　鴻，原川さゆみ，上条将史
 長崎大学病院腎臓内科  阿部伸一，牟田久美子，西野友哉
【O-0905】　 高Mg血症の治療のため血液透析を施行した一例
 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院腎臓内科 ○中川和真，徳地真帆，横山雄樹，河合秀亮，坂本早秀，

岡香奈子，大田南欧美，末光浩太郎，和泉雅章

血液浄化法／患者管理（DWなど）　10:24-11:12　
座長： 中村　寛（江東病院） 

永渕克弥（松山市民病院）
【O-0906】　 透析患者における血中トリプシン異常高値と臨床的意義
 （医）仁友会東飯能駅前クリニック透析室 ○恩田久美子，茂木　健，金子敬子
【O-0907】　 夜間の長時間透析患者における生活満足度の検討
 （医）社団あずま腎クリニック ○高橋真理子，金吉慶祐，横山雅伸，杉　英明，宮本亮平，

石川未夏，後藤雅宏，東　昌広
【O-0908】　 電解水透析における含有水素濃度の違いがDW管理に与える影響の検討
 社会医療法人母恋日鋼記念病院臨床工学室 ○植村　進，湊　千笑
 社会医療法人母恋東室蘭サテライトクリニック臨床工学室  毛笠貴隆
 社会医療法人母恋東室蘭サテライトクリニック  高田譲二
【O-0909】　 血液透析患者のDW設定におけるPWI（plasma body weight index）の有用性に関する検討
 （医）あかね会大町土谷クリニック透析室 ○真野　純，原田智之，西亀琴瀬，森本沙紀，尾上和司
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科  熊谷純子，高橋直子
【O-0910】　 経験知をたしかめる1～透析終盤の血圧上昇は体液過剰を示唆するか？～
 増子クリニック昴 ○石野信吾，福田道雄，原田智方，浅井伸夫，田川英昇，

佐藤麻由，木元裕実，上野岳洋，鈴木　茂，三浦利幸，
木下裕子，鹿島伸康，山崎親雄

【O-0911】　 透析室でのesCCO使用経験
 （医）社団明生会東葉クリニック大網脳神経外科臨床工学技士部 ○塔尾眞也，坂本裕紀，鈴木陽一，高橋貞信，山下淳一，

小宮一博，井竹康雄，伊藤家勝，佐藤忠俊，吉田正美，
大森耕一郎，田畑陽一郎

血液浄化法／患者管理（DW・体組成）　11:12-12:00　
座長： 宮本　哲（産業医科大学病院） 

小向大輔（（医）石心会川崎幸病院）
【O-0912】　 血液透析患者における低ナトリウム血症と全死亡との関連調査
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○嶋田啓基，中島章雄，加藤一彦，大城戸一郎，横尾　隆
【O-0913】　 尿素・尿酸分布容積比（Uric acid Urea Distribution Volume Ration: UUVdR）を用いた新たな体液量の指標

と血液濃縮度（Plasma Water Index: PWI）との比較検討
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○川口祐輝，花房規男，櫻井仁子，田中伸枝，塚田三佐緒，

土谷　健
【O-0914】　 体組成測定による透析低血圧予測
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科 ○水入苑生，西澤欣子，山下和臣，菅由香里，重本憲一郎
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科／広島大学病院腎臓内科  土井俊樹，大久保愛子
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【O-0915】　 維持血液透析患者におけるnPCRとPWIの相関についての検討
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○櫻井仁子，花房規男，川口祐輝，田中伸枝，塚田三佐緒，

土谷　健
【O-0916】　 透析患者におけるNT-pro BNPとQOLの関係
 東邦大学医療センター佐倉病院血液浄化療法センター ○山崎恵介，吉田規人，石井信伍，日高　舞，大橋　靖
 （医）社団誠仁会みはま病院  正井基之，永川　修，坂井建彦，村上康一
【O-0917】　 InBodyはドライウェイト決定に有用か？
 （医）洛和会二条駅前クリニック腎臓内科 ○西銘圭蔵
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看護／保存期・導入期・維持期・終末期　13:35-14:23　
座長： 中島朋美（（医）眞仁会横須賀クリニック） 

大岩朋子（JA岐阜厚生連中部医療センター東濃厚生病院）
【O-0918】　 透析導入後に腹膜透析患者がいだくボディイメージ認識（第一報）
 昭和大学保健医療学部看護学科 ○田村由衣
 昭和大学保健医療学部看護学科  三村洋美
 ／昭和大学認定看護師教育センター
 昭和大学保健医療学部看護学科  小松崎記妃子
 ／昭和大学藤が丘病院4階西病棟
 昭和大学認定看護師教育センター  多久和善子
【O-0919】　 当院における腎臓代替療法選択説明外来の取り組み
 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院看護部 ○林　紗織，森本佐知子，和泉みどり，住岡幸枝
 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院腎臓内科  劉　和幸，鹿野　勉
【O-0920】　 特養にてadvanced care planning（ACP）を用いて治療選択をした透析患者の経験
 （医）衆和会長崎腎病院（社福）照善会こくら庵 ○福本美菜，小松利恵子，藤原久子，舩越　哲
【O-0921】　 小児から成人への移行期医療における腎代替療法選択外来の看護師の関わり
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科腎・血液浄化センター ○矢倉　文，倉持裕子，中谷真子，河野圭志，藤井秀毅，
   西　慎一
【O-0922】　 ケースカンファレンスの有用性と治療選択支援
 （医）東葉クリニック佐原人工透析科 ○関　未希，藤上千明，永原美和，平山博子，坂井晴美，

林美智子，太田麗子，奥山陽太，吉田正美，山下淳一，
大森耕一郎，田畑陽一郎

【O-0923】　 維持透析患者へのACPを用いた介入と心理的変化
 日本赤十字社福岡赤十字病院看護部 ○綿谷早記

看護／患者教育　14:23-15:11　
座長： 岡美智代（群馬大学） 

不動寺美紀（日本赤十字社福岡赤十字病院）
【O-0924】　 患者の行動変容に影響する言葉の選び方～血液透析移行期の患者の思いに寄り添う～
 嶋田病院病棟 ○中田響子，釡賀真奈美，高木美佳，王　　影，花田三美，

山下京子，石松　秀
【O-0925】　 透析処方マネジメントにおける薬剤師の介入効果
 市立四日市病院薬局 ○鈴木啓太，樋口浩輔，小川光広，加藤　浩
 市立四日市病院腎臓内科  小林和磨
【O-0926】　 当院透析患者の転倒による受傷時の受診行動についての実態調査
 （医）新生会高の原中央病院透析センター ○安田　薫，南真理子，山本恭子，新開由起乃
【O-0927】　 透析導入患者の皮膚掻痒感軽減に向けたスキンケアを促す看護
 株式会社日立製作所日立総合病院看護局 ○塩原由季，森永美智子
 株式会社日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【O-0928】　 慢性腎臓病療養指導看護師が血液透析導入期のマネジメント業務に介入し変化したこと
 （医）鉄蕉会亀田総合病院高度臨床専門職センター ○高梨弥生，飯塚裕美
 （医）鉄蕉会亀田総合病院腎臓高血圧内科  鈴木　智，杉原晋之介，登石　匠，長岡可楠子，

仲田真由美，松波昌寿
 （医）鉄蕉会亀田総合病院泌尿器科  久慈弘士
【O-0929】　 原因不明の高リン血症に対する，リン吸着剤内服のタイミングに着目した看護指導
 アルプス腎クリニック ○大森有子，渡辺司朗，芦沢理紗，山口裕子，松下和通

看護／フットケア／心理　15:11-15:59　
座長： 守矢英和（湘南鎌倉総合病院） 

花井弥穂（名古屋記念財団東海知多クリニック）
【O-0930】　 ABI（足関節上腕血圧比）5年間測定の経過から考えるフットケア
 （医）財団はまゆう会新王子病院透析室 ○大谷麻岐，朝信百合，中山桂祐，惣明靖元，瀬川賀世子，

西島博満，筬島明彦
【O-0931】　 透析中の下肢牽引痛に対する非医療用低周波刺激器「SIXPAD FOOT FIT PLUS」の有用性
 （医）長崎腎病院看護部 ○津久田明日香，舩越　哲
【O-0932】　 足を守るための取り組みと課題
 （医）回生会宝塚病院看護部透析センター ○小河直美，馬殿正人，相川晴香，中山さゆり
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【O-0933】　 下肢切断を拒否する患者への医療チームの関わり
 新生会第一病院看護部 ○榊原紗季，恒川礼奈，松田はるみ，殿村潤子，鈴木里奈
【O-0934】　 当院腎センターにおけるフットケア外来開設2年の経過と課題
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○宮下光江，羽山めぐみ，高橋恵美，園田あすか，金子和史，

鈴木隆司
 （医）さくらさくら記念病院腎臓内科  黒澤　明
 （医）さくらさくら記念病院内科  黒澤範夫
【O-0935】　 左大腿部切断を宣告された患者とその家族に対し意思決定支援をした事例
 （医）あおもり腎透析・泌尿器科クリニック ○米倉美沙子，川本るみこ，副島美由紀，川越佳子，

工藤冬紀子，熊谷佳澄，野呂里佳子

会議センター　4F　418

その他の合併症-2　8:00-8:48　
座長： 大瀬貴元（独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター） 

島田久基（信楽園病院）
【O-0936】　 透析患者の脳内代謝物と認知機能
 （医）あさお会あさおクリニック内科 ○大和田滋
 筑波技術大学附属東西医学統合医療センター内科  平山　暁
 （医）天宣会北柏リハビリ総合病院放射線部・看護部  金井俊樹，太田尻直人，石川善久，能瀬ひさ子
【O-0937】　 透析患者における睡眠時無呼吸症候群の合併率
 社会医療法人母恋日鋼記念病院腎センター ○福澤　純，高田譲二，有島通春，植村　進，大坂笑香
【O-0938】　 利尿薬抵抗性の心嚢液に対し心嚢穿刺で悪性リンパ腫と診断された多発性嚢胞腎の1例
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター腎臓内科 ○青木亮弥，北川正史，中納弘幸，渡邉慶太，寺見直人，

太田康介
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター血液内科  吉岡尚徳
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター循環器内科  林　和菜
 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター病理診断科  永喜多敬奈
【O-0939】　 低血糖性昏睡に伴い可逆性の脳白質病変を呈した一例
 日本生命済生会日本生命病院腎臓内科 ○平井祐里，勝沼倫子，光本憲祐，水本　綾，宇津　貴
【O-0940】　 長期透析患者に発症した多関節炎の検討
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院腎センター内科 ○田遠和佐子，井熊大輔，大庭悠貴，水野裕基，山内真之，

諏訪部達也，星野純一，澤　直樹，乳原善文
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院病理部  河野　圭，木脇圭一
 特殊法人日本赤十字社医療センター病理診断科  武村民子
【O-0941】　 透析アミロイド沈着症性両鎖骨下静脈狭窄に対しデブリドマン後にシャントを再造設しえた一例
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院腎臓内科 ○伊藤祐基，美浦利幸，小池清美，近藤章人，鈴木皓大，

小山勝志

その他の合併症-3　8:48-9:36　
座長： 名倉良一（（医）弘正会西京都病院） 

友松秀哲（（医）社団翔未会金町腎クリニック）
【O-0942】　 難治性下痢症の鑑別に苦慮した維持血液透析例：消化管アミロイドーシスと偽膜性腸炎の合併
 （医）社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター腎臓内科 ○松本　健，浦辻洋平
【O-0943】　 集学的治療を行ったカルシフィラキシスの一例
 防衛省防衛医科大学校病院血液透析室 ○小林洋太，桑田幸治，梅谷　淳，三宅由桂，田代和恵，

福永継実，後藤洋康，田之上桂子，山城　葵，今給黎敏彦，
大島直紀，熊谷裕生

【O-0944】　 カルシフィラキシスを呈した血液透析患者の一例
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎高血圧内科 ○武藤紗也加，井尾浩章，佐々木有，武藤正浩，狩野俊樹，

細谷玲奈，池田有沙
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎臓内科  鈴木祐介
【O-0945】　 疼痛緩和困難な陰茎カルシフィラキシスに対し陰茎切断術が奏功した一例
 JCHO大阪病院内科 ○青木克憲，玉井那実，川野祐暉，宮川博光，山口　慧，

岩橋恵理子，鈴木　朗
【O-0946】　 食道壁内偽憩室症による食道穿孔が疑われた血液透析患者の1例
 地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県西和医療センター ○北村俊介，芝田洋輔，板野明子，森本勝彦
 腎臓内科
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【O-0947】　 弓部大動脈置換術後感染・大網充填後の胃癌に対し右胃大網動脈温存幽門側胃切除を施行した透析患者の1例
 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）北海道病院外科 ○坂本　譲，白川智沙斗

その他の合併症-4　9:36-10:24　
座長： 家原典之（地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院） 

吉田英昭（JR札幌病院）
【O-0948】　 演題取り下げ
【O-0949】　 肝炎ウイルスのスクリーニングにおける検査アルゴリズム作成の効果
 福岡赤十字病院腎臓内科 ○中井健太郎，山岡奈央，井上めぐみ，宿理朋哉，原　雅俊，

中川兼康，徳本正憲
 福岡赤十字病院看護部  池田　綾
 福岡赤十字病院臨床工学課  谷口拓哉
【O-0950】　 門脈体循環シャントにより高アンモニア血症，意識障害をきたした維持透析患者の一例
 東京都立多摩総合医療センター腎臓内科 ○古橋健太，植草茉弓，土岐徳義，九鬼隆家，紀平裕美，

羽田　学
【O-0951】　 透析中に生じた高血圧発作時に血漿カテコールアミン高値を認めた褐色細胞腫の一例
 国家公務員共済組合連合会呉共済病院腎臓内科 ○曽爾浩太郎，小田絢香，山本高嗣，河島孟史，草野真琴，

川岡孝一郎
 広島県厚生農業協同組合連合会JA広島総合病院腎臓内科  山内崇宏
【O-0952】　 LCAT欠損症の長期経過により血液透析導入となった一例
 北里大学病院血液浄化センター ○内藤正吉，山崎拓也，宮坂竜馬，櫻林　俊，佐野景子，

榊原麻友子，阿部哲也，橋本恵子，高橋　遼，永岡未来，
鎌田真理子，佐野　隆，青山東五，竹内康雄

【O-0953】　 出血制御に難渋した維持透析中の下行結腸憩室出血の一例
 独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）北海道病院外科 ○白川智沙斗，坂本　譲

病態／腎炎・ネフローゼ／膠原病　10:24-11:12　
座長： 市川大介（聖マリアンナ医科大学病院） 

野﨑　剛（鹿児島市立病院）
【O-0954】　 難治性ネフローゼ症候群に対するLDLアフェレシスの効果
 社会医療法人川島会川島病院 ○島　久登，土井俊夫，東口裕亮，原田めぐみ，井上朋子，

田代　学，川原和彦，岡田一義，水口　潤
【O-0955】　 C型肝炎に対するDirect Acting Antivirals治療後にサルコイドーシスを併発した血液維持透析患者の一例
 恩賜財団福井県済生会病院内科 ○五十嵐一彦，上川康貴，梶川　尚，加藤珠代，潮木保幸
【O-0956】　 強皮症腎クリーゼで透析導入後，肺高血圧症の急速な進行により死亡した一例
 大阪赤十字病院腎臓内科 ○福島知穂，古賀健一，大宮千明，東　良亮，西岡敬祐，

八幡兼成
【O-0957】　 アルコール性肝障害に合併した腎糸球体病変が透析療法で軽快した1例
 京都山城総合医療センター腎臓内科 ○宮城浩輔，田中寿弥，澤井慎二，浅井　修，中谷公彦
【O-0958】　 治療に難渋し維持透析に至ったnon-lupus-full house-nephropathyの一例
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○村田悠輔，宮里紘太，川本俊輔，秋谷友里恵，小熊秀隆，

逸見聖一朗，矢吹美奈子，福家吉伸，阿部雅紀
【O-0959】　 血圧上昇と腎機能障害出現が一致せず診断に苦慮した強皮症腎クリーゼ（SRC）の1例
 第二大阪警察病院腎臓内科 ○窪田卓也，上床隆太，新宮昂史，水野　仁
 第二大阪警察病院免疫内科  朴　正薫，石川那智

病態／多発性嚢胞腎　11:12-12:00　
座長： 西尾妙織（北海道大学病院） 

石川英二（済生会松阪総合病院）
【O-0960】　 多発性嚢胞腎における腎嚢胞出血について
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター内科 ○諏訪部達也，乳原善文，大庭悠貴，水野裕基，井熊大輔，

山内真之，関根章成，田中希穂，長谷川詠子，星野純一，
澤　直樹

【O-0961】　 多発性嚢胞腎患者における透析導入前後の肝腎容積の変化について
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 ○諏訪部達也，乳原善文，大庭悠貴，水野裕基，井熊大輔，

山内真之，関根章成，田中希穂，長谷川詠子，星野純一，
澤　直樹
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【O-0962】　 多発性嚢胞腎患者のトルバプタン治療継続状況
 静岡社会健康医学大学院大学 ○斎藤龍太，山本博之
 ／慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室
 静岡社会健康医学大学院大学  森　　潔
【O-0963】　 常染色体優性多発性嚢胞腎の腎嚢胞感染について
 （医）社団誠仁会みはま病院透析科 ○小野敦彦，宮富良穂，リチャード恵子，永倉一武，

二瓶直樹，鬼塚史朗，正井基之，白井厚治
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック透析科  村上康一
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック透析科  永川　修
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック透析科  坂井健彦
【O-0964】　 肝嚢胞感染によりCA19-9の上昇を認めた多発性嚢胞腎による透析患者の一例
 日本赤十字社福井赤十字病院腎泌尿器科 ○島本侑樹，石淵絹人，山岸瑞希，松井佑樹，片野健一，

伊藤正典
【O-0965】　 薬剤アレルギーを有する難治性腎嚢胞感染に対しドレナージを施行した多発性嚢胞腎の透析患者の1例
 （公財）東京都保健医療公社大久保病院腎内科 ○原　将人，鈴木樹里，別府寛子，中村優香，小川ひな，

戸田美波，石渡亜由美，川西智子，小川俊江，阿部恭知，
遠藤真理子，若井幸子

PD／その他の合併症-1　13:35-14:23　
座長： 朝田啓明（岡崎市民病院） 

栁　麻衣（日本赤十字社医療センター）
【O-0966】　 腹膜透析導入後に腹部ヘルニアを発症した症例についての検討
 高松赤十字病院腎臓病総合医療センター腎不全外科 ○三宅毅志，山中正人
 高松赤十字病院泌尿器科  廣田圭祐，宇都宮聖也，辻岡卓也，泉　和良，川西泰夫
【O-0967】　 腹膜透析施行中に嚢胞感染と横隔膜交通症を同時に認めた多発性嚢胞腎の一例
 川崎医科大学附属病院腎センター ○立川理絵，山内　佑，角谷裕之，佐々木環，柏原直樹
 川崎医科大学附属病院呼吸器外科  中田昌男
【O-0968】　 腹膜透析導入期に発症した好酸球増多症の1例
 熊本大学病院腎臓内科 ○東　大樹，神吉智子，柿添　豊，中川輝政，水本輝彦，

泉裕一郎，桑原孝成，向山政志
【O-0969】　 SMAP法でのカテーテル留置1年後に出口部作成を行い，腹膜導入直後から排液不良を来したフィブリン閉塞

の1例
 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院腎臓内科 ○大野弘眞，山本真理，永瀬宏哉，岩崎慶太，野村彰宏，

猪飼浩樹，村井由香里，渡邉剛史，滝澤直歩，藤田芳郎
【O-0970】　 エンドトキシン吸着療法を要した結石性腎盂腎炎合併腹膜透析患者の1例
 東葛病院泌尿器科 ○小澤雅史
 東葛病院腎臓内科  土谷良樹，野崎裕美
【O-0971】　 腹膜透析の導入後に感染性膵嚢胞を発症し，難治性腹膜炎を合併した1例
 京都山城総合医療センター腎臓内科 ○澤井慎二，田中寿弥，浅井　修，中谷公彦

PD／その他の合併症-2　14:23-15:11　
座長： 松尾七重（東京慈恵会医科大学附属病院） 

江﨑　隆（JA尾道総合病院）
【O-0972】　 腹膜透析により交通性陰嚢水腫を発症した2例の検討
 （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 ○師田まりえ，石岡邦啓，御供彩夏，尾畑翔太，岩渕晟英，

藤原直樹，持田泰寛，山野水紀，真栄里恭子，岡真知子，
鈴木洋行，守矢英和，日髙寿美，大竹剛靖，小林修三

【O-0973】　 血液透析困難症に対し腹膜透析移行が有用であった神経性食思不振症の一例
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○亀島佐保子，丸山之雄，向田凪沙，神崎　剛，松本　啓，

松尾七重，横尾　隆
【O-0974】　 バクロフェンによる意識障害を来した腹膜透析患者の1例
 関西電力（株）関西電力病院腎臓内科 ○倉橋聡司，戸田尚宏，藤田京花，谷垣克哉，平島尚子，

藤田昌昭，古宮俊幸
 関西電力（株）関西電力病院脳神経外科  高崎盛生
【O-0975】　 腹膜透析導入後にS状結腸軸捻転症を繰り返した末期腎不全患者の1例
 九州大学病院腎疾患治療部 ○上原景大郎，山田俊輔，中野敏昭，北園孝成
【O-0976】　 腹膜透析（PD）カテーテル挿入術後に繰り返すリークを認めた1例
 国際医療福祉大学成田病院腎臓内科 ○細谷幸司，満野竜ノ介，山田斎毅，鷲田直輝
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【O-0977】　 腹膜透析カテーテルが膀胱内留置された1例
 北海道大学病院泌尿器科 ○川代啓太，堀田記世彦，岩原直也，田邉　起，篠原信雄
 北海道大学病院リウマチ・腎臓内科  川村拓朗，中沢大悟，小松本真起，西尾妙織

PD／カテーテル留置／HD併用　15:11-15:59　
座長： 春日弘毅（（医）偕行会名古屋共立病院） 

森本耕吉（慶應義塾大学）
【O-0978】　 併用療法による長期PD患者の治療成績
 日本赤十字社医療センター腎臓内科 ○栁　麻衣，垣脇宏俊，釡野大典，寸村玲奈，小林　竜，

石橋由孝
【O-0979】　 単孔式腹腔鏡下腹膜アクセス・カテーテル留置とその成績
 獨協医科大学埼玉医療センター泌尿器科 ○瀬戸口誠，兵頭洋二，齋藤一隆，徳本直彦
【O-0980】　 腹膜透析から週1回血液透析との併用療法，週3回血液透析へ変更後の予後比較
 名古屋市立大学 ○村島美穂，濱野高行
 日本大学  阿部雅紀
 矢吹病院  政金生人
 東京女子医科大学  新田孝作
【O-0981】　 PD+HD併用開始と終了時期が臨床に与える影響～多施設アンケート形式による検討～
 日立製作所日立総合病院腎臓内科 ○植田敦志，永井　恵
【O-0982】　 経皮的腹膜透析カテーテル留置術のカテーテル生存に関する検討
 島田市立総合医療センター腎臓内科 ○野垣文昭，久保伸太郎，鈴木訓之
【O-0983】　 血液透析・腹膜透析併用療法により長期間腹膜透析を継続し得た3例
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○土谷千子，松尾七重，丸山之雄，横尾　隆

会議センター　4F　419

水処理／洗浄剤-1　8:00-8:48　
座長： 山本英則（小畑醫院） 

前田　純（一宮市立市民病院）
【O-0984】　 使用済み透析液をバッファータンクとして利用した排水中和処理の検証
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所新横浜クリニック ○五十嵐光貞，照喜名朋美，姉川聡美
 臨床工学部
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所新横浜クリニック  高橋恵子
 内科
 前田記念腎研究所  芝本　隆
 （医）社団前田記念会石神井公園じんクリニック内科  前田国見
【O-0985】　 ヘモクリーン使用による洗浄の検討
 （医）星晶会ふるさと透析診療所臨床工学部 ○野原邦生，伊藤寛司
 （医）星晶会ふるさと透析診療所看護部  小椋喜代子，牧田美幸
 （医）星晶会ふるさと透析診療所診療部  吉村　久，松本昭英
【O-0986】　 過酢酸系除菌洗浄剤ステラケアCAの洗浄効果の評価
 （医）新生会新生会クリニック臨床工学部 ○白橋揚子，橋本裕一，野村　咲，磯谷香織，杉本拓弥，

田中裕樹，服部良多
 （医）新生会新生会クリニック内科  阿部智子，市田静憲，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-0987】　 過酢酸消毒と遜色ない次亜塩素酸水での透析装置洗浄及び除錆効果と中和装置の併用による排水対策
 （医）社団信愛会重松クリニック臨床工学技士科 ○芝田大二郎，財部隆弘，重松　勝
【O-0988】　 洗浄タンクを使用しない洗浄方法を導入して
 （医）惺陽会札幌ふしこ内科・透析クリニック ○加藤千晶，加埜弘樹，角田政隆
 診療技術部臨床工学技士課
【O-0989】　 RO濃縮水熱回収型ヒートポンプシステムを用いたSDGsへの取り組み
 JCHO仙台病院臨床工学部 ○長井慎二，鈴木穂乃花，鈴木朋佳，米倉麻比，高橋祐樹，

芳賀利沙子，佐藤　鼓，渡邊　咲，阿部麻里妙，伊藤舞人，
及川　翼，菊地幸枝，石森菜緒子，斎藤まゆみ，葛岡孝一，
木幡宏実

 JCHO仙台病院統括診療部  土屋善慎，佐藤光博
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水処理／洗浄剤-2　8:48-9:36　
座長： 峰島三千男（順天堂大学） 

内野順司（（医）社団誠仁会みはま病院）
【O-0990】　 ETRFへの過酸化水素残留は膜の種類で異なるのか
 （医）社団清湘会清湘会記念病院臨床工学部 ○渡井大介，橋本貴仁，野木雅仙
 前田記念腎研究所  芝本　隆
 （医）社団清湘会清湘会記念病院腎臓内科  佐々木成
【O-0991】　 下水道排水基準（pH）に適合する次亜塩素酸Na添加剤注入ポンプの開発
 （医）三軒医院透析室 ○牧尾健司，濱本統久，上野雅恵，歌谷和浩，末次将己，

三軒久義
【O-0992】　 多人数用透析装置における洗浄排水分析の取り組み（第2報）
 （医）社団靭生会メディカルプラザ市川駅CE部門 ○中村三彩，桐生和浩，中村瑞穂，緒方光代，尾苗千晴，

増子智大
 （医）社団靭生会メディカルプラザ市川駅透析室  河田　聡
 （医）社団靭生会メディカルプラザ市川駅内科  佐中　孜
【O-0993】　 透析装置用過酢酸系消毒洗浄剤HEMOCLEANの使用経験と評価
 仙台赤十字病院腎センター ○宮沼　哲，吉岡　淳，佐藤　豊，熊谷　誠
【O-0994】　 排水基準に適合した過酢酸系除菌洗浄剤パラクリアpH5の検討
 （社医）雪の聖母会聖マリア病院臨床工学室・腎臓内科 ○阿部　誠，池田智哉，木村　聖，佐藤　茂，小野信行，

東　治道
【O-0995】　 透析排水基準を満たす洗浄方法の変更
 （医）社団昇陽会阿佐谷すずき診療所 ○真田幸恵，栗島涼太，田邊州慶，平井智也，浅川悠太，

吉田真希，成海八重子，三浦由喜，新井浩之，鈴木　太，
鈴木　敦，鈴木利明

機器／水処理・洗浄剤・装置管理　9:36-10:24　
座長： 小田正美（東亜大学） 

五条敏和（（医）社団天成会天野医院）
【O-0996】　 国内の水道水における硝酸塩・亜硝酸塩の存在状況（続報）
 国立保健医療科学院生活環境研究部水管理研究領域 ○島崎　大，秋葉道宏
【O-0997】　 新たなシングルニードル透析コントロール装置による透析効率改善法の検討
 湘南工科大学大学院工学研究科機械工学専攻 ○呉　　勇
 湘南工科大学工学部人間環境学科  吉浜智悠
 刀水会齋藤記念病院  小林義朋
 刀水会第二齋藤記念クリニック  園田修一郎
 刀水会齋藤記念クリニック  平野和生，宮沢高幸
 湘南工科大学大学院工学研究科機械工学専攻  宮坂武寛
 ／湘南工科大学工学部人間環境学科
【O-0998】　 小型軽量廃液中和装置
 千葉工業大学生命科学科 ○滝口泰之
 高松医院透析室  近藤清隆
 ジープラン（株）  長谷川貴一
 ソリビアコンサルティング（株）  小久保明
【O-0999】　 電解水RO装置導入経験の報告
 聖路加国際病院臨床工学科 ○井上芳博，小澤弘子，齊藤大輔，谷川太一，金　学粋
 聖路加国際病院腎臓内科  中山昌明
【O-1000】　 透析装置用洗浄剤の検討
 福井県済生会病院臨床工学部 ○五十嵐茂幸，長野俊彦，岸上浩之，小野秀治，前川岳也
 福井県済生会病院内科  上川康貴
【O-1001】　 過酢酸系除菌洗浄剤残留確認試薬の検討
 地方独立行政法人りんくう総合医療センター臨床工学科 ○荒川昌洋
 （医）紀陽会北花田クリニック  森下裕美子
 （医）紀陽会田仲北野田病院臨床工学科  小川裕司，稲田卓矢，石橋　翼
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透析システム／装置管理　10:24-11:12　
座長： 森實篤司（新生会第一病院） 

五十嵐洋行（清永会天童温泉矢吹クリニック）
【O-1002】　 ROリカバリーシステム（RKO-403型）の有用性～再評価～
 （医）社団西崎内科医院臨床工学部 ○横山修治，中尾憲一，西崎哲一，峰重洋昭，森下眞央，

川崎　梓，守本明沙美，木村和仁，朝倉三記，石原　卓
【O-1003】　 透析用水作製装置監視システムWeLLDASを使った技術士間連携～模擬訓練を行って見えたもの～
 （医）社団協友会東川口病院臨床工学科 ○鏡田智巳，坂井翔太，平野健太，中村　渡
 （医）社団協友会東川口病院内科  小菅正裕
【O-1004】　 液漏れセンサ開発における実証実験～医工連携の一環として～
 宮崎県立延岡病院臨床工学科 ○外山芳久
 宮崎県立延岡病院内科  戸井田達典，植村倫行
 九州保健福祉大学生命医科学部  竹澤眞吾
【O-1005】　 空気電池を使用した液漏れセンサの発信確認
 社団医療法人かなめ会山内ホスピタルME課 ○西田昌司，中原冨美夫，上杉康憲，喜綿凌子，松本拓海，

小林　梓，坊垣香理
 社団医療法人かなめ会山内ホスピタル内科  高橋直子，中原康治，山内雅裕
 九州保健福祉大学生命医科学部生命医科学科  竹澤眞吾
【O-1006】　 当院における透析関連機器更新の経験～O-HDF治療継続のバリデーション構築～
 （医）社団優久会伊藤人工透析クリニック臨床工学課 ○水口泰智，藤井孝一
【O-1007】　 NF膜を使用したRO装置における伝導度推移に関する考察
 （社）北楡会札幌北楡病院臨床工学技術科 ○月安啓一郎
 （社）北楡会札幌北楡病院外科  久木田和丘，目黒順一，米川元樹

保守管理・管理体制　11:12-12:00　
座長：  青木弘之（北里大学） 

大釡健広（（医）社団クレドさとうクリニック）
【O-1008】　 在宅血液透析装置洗浄におけるSDGsへの取り組み～アルカリ系洗浄添加剤の試用～
 （医）社団厚済会上大岡仁正クリニック ○渡邉文雅，吉田真由美，川島美織，三宅伸之介，辻　拓光，

岡部知範，花岡知誉，新川栄二，竹中翔平，斎藤浩太郎，
三橋　洋，大西俊正

 （医）社団厚済会横浜じんせい病院  三沢祐功，榊原準矢，遠藤　篤，久保田百合，林　達也，
山口　聡

【O-1009】　 当院の透析室立ち上げに携わって
 （医）奥沢病院臨床工学科 ○齋藤美保，町田　歩，栗山太宏，齋藤　暢
【O-1010】　 透析液ライン洗浄・消毒時の排水処理への取り組み
 （医）腎生会中央仁クリニック ○後藤美咲，上村貴美子，福井博義
 株式会社グリンク  尾園正具，高木憲二，田嶋敏彦
【O-1011】　 透析監視装置5年間の保守管理について
 さいたま赤十字病院臨床工学技術課 ○岡部知徳，鑓田晋治，松田泰佳，大河原国博
 さいたま赤十字病院腎臓内科  星野太郎，佐藤順一，雨宮守正
【O-1012】　 新規採用多用途血液浄化装置と既存機種との使用感の比較評価
 自治医科大学附属病院臨床工学部 ○松井大知，松岡　諒，神山智基，岩田治親，横山真夏美，

秋山裕輝，宮本友佳，木村好文
 自治医科大学腎臓内科  吉澤寛道，齋藤　修，長田太助
【O-1013】　 透析排水処理工程のトラブル事例報告～CEによる透析排水管理への関り～
 （医）静正会三井クリニック臨床工学科 ○内田隆央，作山北斗，小林　直，小林柚斗，五味康貴，

佐野泰士
 （医）静正会三井クリニック泌尿器科  樋口勝弘，三井克也

透析システム／その他　13:35-14:23　
座長： 上野幸司（（医）社団医弘会かわしま内科クリニック） 

山本裕子（東京医科歯科大学附属病院）
【O-1014】　 ポケットLDFとNewRadical-7の末梢循環モニタリングの比較
 東邦大学医療センター大橋病院臨床工学部 ○関根ひかり，功力未夢，岡本裕美，別所郁夫
 東邦大学医療センター大橋病院麻酔科  小竹良文
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【O-1015】　 装置統合管理支援システムの使用経験～透析液原液の節液効果～
 （医）あさお会あさおクリニック臨床工学部 ○千原大広，谷川浩太郎，小鹿昭雄，柳本政隆
 （医）あさお会あさおクリニック  前波輝彦
【O-1016】　 クリアサイトシステムを使用した透析低血圧の病態分析～自発呼吸下における一回拍出量変化（SVV）は病

態把握に有用か～
 産業医科大学病院臨床工学部 ○濱本達矩，古子永遠，佐藤佑太郎，田中将光，高橋一久
 産業医科大学病院腎センター  中園和利，上野啓通，長谷川恵美，久間昭寛，宮本　哲
【O-1017】　 異なる透析液使用によるCa2+とQTc時間について
 （医）偕行会長野駒ヶ根共立クリニック ○中沢　幹，新倉秀雄，丸野志緒美，河野啓一
 （医）偕行会岐阜中津川共立クリニック  野溝明弘，平田聖文
【O-1018】　 長時間透析患者における体組成計を用いた体型の検討
 あずま腎クリニック ○宮本亮平，後藤雅宏，東　昌広
【O-1019】　 多人数透析装置とRO装置のトラブル
 （医）メディカルプラザ市川駅臨床工学部 ○増子智大，桐生和浩，織方光代，中村三彩，中村瑞穂，

尾苗千晴
 （医）メディカルプラザ市川駅内科透析室  河田　聡，佐中　孜

透析モニタリング／体液管理　14:23-15:11　
座長： 長尾尋智（（医）知邑舎メディカルサテライト岩倉） 

芝本　隆（（医）前田記念会前田腎研究所）
【O-1020】　 脈波変動指標PViは，透析患者のDW評価に活用できるか？
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○齋藤　慎，神宮宏臣
 公立富岡総合病院泌尿器科  大澤英史，大山裕亮，田中俊之，塩野昭彦
【O-1021】　 透析患者に対するBIA法を用いた位相角の評価
 （医）柏友会柏友クリニック ○伊藤　晃，用木俊次，道旗　巌，由良高文
 （医）柏友会柏友千代田クリニック  今村雅一，内田勝宏，岡田　規，岡田範之
【O-1022】　 位相角（Phase Angle）の経時的な変化はDWの評価因子となり，生命予後の指標となる
 （医）社団信愛会重松クリニック ○岡本真博，重松　勝
 ／（医）信愛会信愛クリニック
 （医）信愛会信愛クリニック  庄垣内良人
【O-1023】　 治療方法別による循環血液量の濃縮度の違いについて
 （医）尚腎会高知高須病院臨床工学部 ○小川晋平，濱田あすか，仙頭正人
 （医）尚腎会高知高須病院血液透析科  水口　隆
【O-1024】　 DW評価におけるInBodyS10を用いた生体電気インピーダンス（BIA）法の活用について
 （医）清心会徳山クリニック ○中村颯太，山内康彦，徳山敦之，熊代理恵，知念さおり，

徳山清之
【O-1025】　 日機装社製透析装置搭載血圧計オシログラフの活用性について
 社会医療法人名古屋記念財団東海クリニック臨床工学部 ○加藤一将，市川博章，岡村直哉，杉山淳一，澤井利昌，

中村優介，小柴大弥
 社会医療法人名古屋記念財団東海クリニック内科  佐藤晴男，杉原英男，齊藤和洋
 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

透析モニタリング／その他　15:11-15:59　
座長： 濵田あすか（（医）尚腎会高知高須病院） 

五十嵐一生（（医）健友会本間なかまちクリニック）
【O-1026】　 透析後低カリウム血症の寄与因子と透析中カリウム補正の影響
 日産厚生会玉川病院透析センター ○砂川大伍，松村彩子，有川純右，中村彩華，真島友紀恵，

相良　文，井上博満，高橋康訓，今村吉彦
 東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科  常喜信彦
【O-1027】　 耳朶血流量のモニタリングは血圧低下の予見に有用である
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○神宮宏臣，齋藤　慎
 公立富岡総合病院泌尿器科  大澤英史，大山裕亮，田中俊之，塩野昭彦
【O-1028】　 BV－UFCの有用性と今後の課題
 （医）養真会上総記念病院透析センター ○露崎研磨
 （医）養真会上総記念病院内科  本吉光隆，院去　崇
 （医）養真会上総記念病院看護部  堀雄一郎，齋藤好美，大下和代，茂木ゆみ子，

地曵みどり
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【O-1029】　 日機装社製ブラッドボリューム計BVplus性能評価
 特定（医）仁真会白鷺病院臨床工学科 ○松元憲太，西村結樹，黒田昌弘，高田茂和
 特定（医）仁真会白鷺病院診療部  寺田隆久，加藤禎一，山川智之
【O-1030】　 COVID-19個室隔離透析に対する遠隔モニタリングシステムの有用性の検討
 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 ○岡本和成，鬼頭伸幸，川上　大，金田一彰洋，森實篤司
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院内科  古賀俊充，伊奈研次
【O-1031】　 レーザ血流計の下肢血流評価における適正な指標は脈動幅である
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○齋藤　慎，伊藤成洋
 公立富岡総合病院泌尿器科  大澤英史，大山裕亮，田中俊之


