
23rdJSPD
23rdJSPD23rdJSPD
23rdJSPD

第1日目
プログラム日程表 平成29年10月7日（土）
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会場名

部屋名

第1会場
北九州国際会議場 北九州国際会議場西日本総合展示場 AIM

メインホール（1F）

第2会場
国際会議場（2F）

第3会場
21会議室（2F）

第4会場
32会議室（3F）

第5会場
311･312･313（3F）

第6会場
314･315（3F）

ポスター
会場

機器展示
会場

イベントホール
（１F）

D・E・F・G
展示場（3F）

8：50～9：00開 会 式
【SY1】 9：00～10：30

シンポジウム１
高齢者腹膜透析の

臨床

司会：金井　英俊
　　　佐々木　環

【SY9】 13：00～15：00

シンポジウム9
腹膜透析医療の
グランドデザイン

を描く

司会：中元　秀友
　　　土谷　　健

【WS2】 13：00～15：00

ワークショップ2
失敗から学ぶ
腹膜透析

司会：正木　崇生
　　　阿部　雅紀

【SY10】15：00～17：00

シンポジウム10
併用療法

司会：森石みさき
　　　丸山　之雄

【SY11】15：00～17：00

シンポジウム11
地域連携

司会：岡田　一義
　　　政金　生人

【SY6】 10：30～11：30

シンポジウム6
離脱期管理
司会：金田　幸司
　　　井尾　浩章

【WS1】 10：30～11：30

ワークショップ1
臨床研究デザイン

の基本
司会：鶴屋　和彦
　　　小松　弘幸

【SY7】 10：30～11：30

シンポジウム7
地域包括ケアと腹膜透析

－その可能性と制約を考える－
司会：笠井　健司
　　　宮崎　正信

【SY8】 10：30～11：30

シンポジウム8
糖尿病

司会：馬場園哲也
　　　丸山　弘樹

10：30～11：30

教育セミナー1
PDの歴史と基礎
司会：川口　良人
　　　秋葉　　隆
演者：窪田　　実
　　　小松　康宏

：同時通訳有り

【SY2】 9：00～10：30

シンポジウム2
早期離脱

司会：伊丹　儀友
　　　酒井　　謙

【SSY】 9：00～11：30

緊急シンポジウム
腎代替療法の適切な

情報提供

司　会：中元　秀友
　　　　秋澤　忠男
演　者：秋野　公造
　　　　中元　秀友
　　　　柏原　直樹
　　　　湯沢　賢治
　　　　内田　明子
　　　　水口　　潤
追加発言：川西　秀樹
　　　　本間　　崇

【SY3】 9：00～10：30

シンポジウム3
腹膜基礎研究

司会：中山　昌明
　　　西野　友哉

【SY4】 9：00～10：30

シンポジウム4
栄養管理

司会：菅野　義彦
　　　市川　和子

【SY5】 9：00～10：30

シンポジウム5
療法選択

司会：角田　隆俊
　　　吉田　寿子

8：30～11：00

ポスター
貼付

17：40～18：40

ポスター
発表・討論

18：40～19：10
ポスター
撤去

11：00～17：40

ポスター
閲覧

9：00～17：00

機器展示

【LS1-1】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-1　　
PD up to date
司会：水口　　潤
　　　柏原　直樹
バクスター株式会社

【LS1-2】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-2
MBD管理より考える

透析療法
司会：田村 雅仁
バイエル薬品株式会社

【LS1-3】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-3
腹膜透析のメリットを
生かした適応拡大
司会：伊藤 恭彦
株式会社ジェイ・エム・エス

【LS1-4】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-4
包括的腎不全ケア

（Total Renal Care）に
おける腹膜透析の役割
司会：平方　秀樹
中外製薬株式会社

【LS1-5】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-5
CKD-MBD治療の第一歩は
シナカルセトによるPTH抑制
－血清リン・Ca管理の為に－
司会：向山　政志
協和発酵キリン株式会社

【SL1】 13：00～14：00

特別講演1 
司会：川西　秀樹
　　　伊藤　恭彦
演者：Cheuk Chun Szeto 
　　　Mark Marshall
【LV】 14：00～15：00

ＰＤアクセス
シミュレーターライブ
司会：水口　　潤
　　　原田　健司
テルモ株式会社

【SS】 15：10～16：00
スイーツセミナー
二次性副甲状腺機能
亢進症治療戦略2017
司会：秋葉　　隆
小野薬品工業株式会社

【SY12】16：00～17：00

シンポジウム12
P-DOPPS

司会：友　　雅司
　　　土田　健司

17：00～17：30

総　　会

【SL2】 16：10～17：00

特別講演2

司会：高橋　　進
演者：伊原　和人

19：00～

情報交換会
リーガロイヤルホテル小倉　3F　「エンパイアルーム」

【O1】 13：00～14：00

口演1
診療連携

座長：高橋　直子
　　　吉原真由美

【O2】 14：00～15：00
口演2

療法選択・
意思決定支援
座長：郭　　義胤
　　　吉田　寿子

【O3】 15：00～16：00

口演3
感染症・EPS
座長：上村　太朗
　　　三瀬　直文

【O4】 16：00～17：00

口演4
腹膜基礎研究
座長：桒原　孝成
　　　重松　　隆

【ES1】

13：00～13：30

教育セミナー2 手術
司会：池田　雅人/演者：寺脇　博之

【ES2】

13：30～14：00

教育セミナー 3 導入期管理
司会：竜崎　崇和/演者：伊東　　稔

【ES3】

14：00～14：30

教育セミナー 4 出口部管理
司会：有薗　健二/演者：井尾　浩章

【ES4】

14：30～15：00

教育セミナー 5 腹膜炎
司会：樋口千恵子/演者：赤井　靖宏

【ES5】

15：00～15：30

教育セミナー 6 体液管理と除水不全
司会：伊藤　孝史/演者：丹野　有道

【ES6】

15：30～16：00

教育セミナー7 離脱
司会：保利　　敬/演者：森　　建文

【ES7】

P.8 参照

第2日目
プログラム日程表 平成29年10月8日（日）
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会場名

部屋名

第1会場
北九州国際会議場 北九州国際会議場西日本総合展示場 AIM

メインホール（1F）

第2会場
国際会議場（2F）

第3会場
21会議室（2F）

第5会場
311･312･313（3F）

第6会場
314･315（3F）

ポスター会場 機器展示会場
イベントホール（１F）D・E・F・G 展示場（3F）

【SP1】 8：30～10：30

世界と日本の
ガイドライン

司会：伊藤　恭彦
　　　樋口千恵子

【C】 8：30～10：30

腹膜病理検討会
腹膜組織障害の
サロゲートマーカー

を求めて

司会：中山　昌明
　　　濱田千江子

【WS3】 8：30～10：30

ワークショップ3
高齢者の看護

司会：野上　昌代
　　　山口　伸子

【SY13】 8：30～10：30

シンポジウム13
PD関連感染症

司会：杉山　　斉
　　　鷲田　直輝

【SP2】 10：30～11：30
九州特別企画
九州から発信する

腹膜透析の現状と未来
司会：鶴屋　和彦
　　　深水　　圭

8：30～11：00

ポスター貼付

8：30～13：30

機器展示11：00～13：30

ポスター閲覧

13：30～14：30

ポスター
発表・討論

【O5】 10：30～11：30

口演5
腹膜アクセス、
治療成績

座長：窪田　　実
　　　深澤　瑞也

【O6】 10：30～11：30

口演6
災害対策・

リスクマネジメント
座長：鯉渕　清人
　　　寺脇　博之

【O7】 10：30～11：30

口演7
高齢者

座長：倉賀野隆裕
　　　不動寺美紀

【AO1】 12：50～13：20

優秀演題1
司会：水口　　潤

【AO2】 12：50～13：20

優秀演題2
司会：佐中　　孜

【AO3】 12：50～13：20

優秀演題3
司会：小林　修三

【AO4】 12：50～13：20

優秀演題4
司会：新田　孝作

【AO5】 12：50～13：20

優秀演題5
司会：平松　　信

14：30～14：40閉会式
14：40～15：10

ポスター撤去

【LS2-1】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-1
腹膜透析患者の
合併症対策に挑む
司会：水口　潤/森石みさき
鳥居薬品株式会社

【LS2-2】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-2
地域医療連携の推進

司会：西野　友哉
テルモ株式会社

【LS2-3】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-3
併用療法、理論と臨床の

up to date
司会：友　　雅司
ニプロ株式会社

【LS2-4】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-4
腹膜透析患者の
栄養管理

司会：藤元　昭一
キッセイ薬品工業株式会社

【LS2-5】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-5
腹膜透析患者におけるカルニチン
欠乏の実態と補充療法の意義
司会：伊藤　恭彦
大塚製薬株式会社

8：30～9：00
会長講演

司会：鶴屋　和彦/演者：田村　雅仁

【PL】

9：00～9：30

教育セミナー 8 栄養
司会：升谷　耕介/演者：菅野　義彦

【ES8】

9：30～10：00

教育セミナー 9 糖尿病
司会：満生　浩司/演者：植田　敦志

【ES9】

10：00～10：30

教育セミナー10 移植
司会：山本　裕康/演者：櫻田　　勉

【ES10】

10：30～11：00

教育セミナー11 移行期PD
司会：武本　佳昭/演者：石橋　由孝

【ES11】

11：00～11：30

教育セミナー12 CKDMBD
司会：藤元　昭一/演者：谷山　佳弘

【ES12】

P.8 参照

6



23rdJSPD
23rdJSPD23rdJSPD
23rdJSPD

第1日目
プログラム日程表 平成29年10月7日（土）
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会場名

部屋名

第1会場
北九州国際会議場 北九州国際会議場西日本総合展示場 AIM

メインホール（1F）

第2会場
国際会議場（2F）

第3会場
21会議室（2F）

第4会場
32会議室（3F）

第5会場
311･312･313（3F）

第6会場
314･315（3F）

ポスター
会場

機器展示
会場

イベントホール
（１F）

D・E・F・G
展示場（3F）

8：50～9：00開 会 式
【SY1】 9：00～10：30

シンポジウム１
高齢者腹膜透析の

臨床

司会：金井　英俊
　　　佐々木　環

【SY9】 13：00～15：00

シンポジウム9
腹膜透析医療の
グランドデザイン

を描く

司会：中元　秀友
　　　土谷　　健

【WS2】 13：00～15：00

ワークショップ2
失敗から学ぶ
腹膜透析

司会：正木　崇生
　　　阿部　雅紀

【SY10】15：00～17：00

シンポジウム10
併用療法

司会：森石みさき
　　　丸山　之雄

【SY11】15：00～17：00

シンポジウム11
地域連携

司会：岡田　一義
　　　政金　生人

【SY6】 10：30～11：30

シンポジウム6
離脱期管理
司会：金田　幸司
　　　井尾　浩章

【WS1】 10：30～11：30

ワークショップ1
臨床研究デザイン

の基本
司会：鶴屋　和彦
　　　小松　弘幸

【SY7】 10：30～11：30

シンポジウム7
地域包括ケアと腹膜透析

－その可能性と制約を考える－
司会：笠井　健司
　　　宮崎　正信

【SY8】 10：30～11：30

シンポジウム8
糖尿病

司会：馬場園哲也
　　　丸山　弘樹

10：30～11：30

教育セミナー1
PDの歴史と基礎
司会：川口　良人
　　　秋葉　　隆
演者：窪田　　実
　　　小松　康宏

：同時通訳有り

【SY2】 9：00～10：30

シンポジウム2
早期離脱

司会：伊丹　儀友
　　　酒井　　謙

【SSY】 9：00～11：30

緊急シンポジウム
腎代替療法の適切な

情報提供

司　会：中元　秀友
　　　　秋澤　忠男
演　者：秋野　公造
　　　　中元　秀友
　　　　柏原　直樹
　　　　湯沢　賢治
　　　　内田　明子
　　　　水口　　潤
追加発言：川西　秀樹

【SY3】 9：00～10：30

シンポジウム3
腹膜基礎研究

司会：中山　昌明
　　　西野　友哉

【SY4】 9：00～10：30

シンポジウム4
栄養管理

司会：菅野　義彦
　　　市川　和子

【SY5】 9：00～10：30

シンポジウム5
療法選択

司会：角田　隆俊
　　　吉田　寿子

8：30～11：00

ポスター
貼付

17：40～18：40

ポスター
発表・討論

18：40～19：10
ポスター
撤去

11：00～17：40

ポスター
閲覧

9：00～17：00

機器展示

【LS1-1】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-1　　
PD up to date
司会：水口　　潤
　　　柏原　直樹
バクスター株式会社

【LS1-2】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-2
MBD管理より考える

透析療法
司会：田村 雅仁
バイエル薬品株式会社

【LS1-3】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-3
腹膜透析のメリットを
生かした適応拡大
司会：伊藤 恭彦
株式会社ジェイ・エム・エス

【LS1-4】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-4
包括的腎不全ケア

（Total Renal Care）に
おける腹膜透析の役割
司会：平方　秀樹
中外製薬株式会社

【LS1-5】11：45～12：45

ランチョンセミナー1-5
CKD-MBD治療の第一歩は
シナカルセトによるPTH抑制
－血清リン・Ca管理の為に－
司会：向山　政志
協和発酵キリン株式会社

【SL1】 13：00～14：00

特別講演1 
司会：川西　秀樹
　　　伊藤　恭彦
演者：Cheuk Chun Szeto 
　　　Mark Marshall
【LV】 14：00～15：00

ＰＤアクセス
シミュレーターライブ
司会：水口　　潤
　　　原田　健司
テルモ株式会社

【SS】 15：10～16：00
スイーツセミナー
二次性副甲状腺機能
亢進症治療戦略2017
司会：秋葉　　隆
小野薬品工業株式会社

【SY12】16：00～17：00

シンポジウム12
P-DOPPS

司会：友　　雅司
　　　土田　健司

17：00～17：30

総　　会

【SL2】 16：10～17：00

特別講演2

司会：高橋　　進
演者：伊原　和人

19：00～

情報交換会
リーガロイヤルホテル小倉　3F　「エンパイアルーム」

【O1】 13：00～14：00

口演1
診療連携

座長：高橋　直子
　　　吉原真由美

【O2】 14：00～15：00
口演2

療法選択・
意思決定支援
座長：郭　　義胤
　　　吉田　寿子

【O3】 15：00～16：00

口演3
感染症・EPS
座長：上村　太朗
　　　三瀬　直文

【O4】 16：00～17：00

口演4
腹膜基礎研究
座長：桒原　孝成
　　　重松　　隆

【ES1】

13：00～13：30

教育セミナー2 手術
司会：池田　雅人/演者：寺脇　博之

【ES2】

13：30～14：00

教育セミナー 3 導入期管理
司会：竜崎　崇和/演者：伊東　　稔

【ES3】

14：00～14：30

教育セミナー 4 出口部管理
司会：有薗　健二/演者：井尾　浩章

【ES4】

14：30～15：00

教育セミナー 5 腹膜炎
司会：樋口千恵子/演者：赤井　靖宏

【ES5】

15：00～15：30

教育セミナー 6 体液管理と除水不全
司会：伊藤　孝史/演者：丹野　有道

【ES6】

15：30～16：00

教育セミナー7 離脱
司会：保利　　敬/演者：森　　建文

【ES7】
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30
40
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30
40
50

会場名

部屋名

第1会場
北九州国際会議場 北九州国際会議場西日本総合展示場 AIM

メインホール（1F）

第2会場
国際会議場（2F）

第3会場
21会議室（2F）

第5会場
311･312･313（3F）

第6会場
314･315（3F）

ポスター会場 機器展示会場
イベントホール（１F）D・E・F・G 展示場（3F）

【SP1】 8：30～10：30

世界と日本の
ガイドライン

司会：伊藤　恭彦
　　　樋口千恵子

【C】 8：30～10：30

腹膜病理検討会
腹膜組織障害の
サロゲートマーカー

を求めて

司会：中山　昌明
　　　濱田千江子

【WS3】 8：30～10：30

ワークショップ3
高齢者の看護

司会：野上　昌代
　　　山口　伸子

【SY13】 8：30～10：30

シンポジウム13
PD関連感染症

司会：杉山　　斉
　　　鷲田　直輝

【SP2】 10：30～11：30
九州特別企画
九州から発信する

腹膜透析の現状と未来
司会：鶴屋　和彦
　　　深水　　圭

8：30～11：00

ポスター貼付

8：30～13：30

機器展示11：00～13：30

ポスター閲覧

13：30～14：30

ポスター
発表・討論

【O5】 10：30～11：30

口演5
腹膜アクセス、
治療成績

座長：窪田　　実
　　　深澤　瑞也

【O6】 10：30～11：30

口演6
災害対策・

リスクマネジメント
座長：鯉渕　清人
　　　寺脇　博之

【O7】 10：30～11：30

口演7
高齢者

座長：倉賀野隆裕
　　　不動寺美紀

【AO1】 12：50～13：20

優秀演題1
司会：水口　　潤

【AO2】 12：50～13：20

優秀演題2
司会：佐中　　孜

【AO3】 12：50～13：20

優秀演題3
司会：小林　修三

【AO4】 12：50～13：20

優秀演題4
司会：新田　孝作

【AO5】 12：50～13：20

優秀演題5
司会：平松　　信

14：30～14：40閉会式
14：40～15：10

ポスター撤去

【LS2-1】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-1
腹膜透析患者の
合併症対策に挑む
司会：水口　潤/森石みさき
鳥居薬品株式会社

【LS2-2】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-2
地域医療連携の推進

司会：西野　友哉
テルモ株式会社

【LS2-3】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-3
併用療法、理論と臨床の

up to date
司会：友　　雅司
ニプロ株式会社

【LS2-4】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-4
腹膜透析患者の
栄養管理

司会：藤元　昭一
キッセイ薬品工業株式会社

【LS2-5】 11：40～12：40

ランチョンセミナー2-5
腹膜透析患者におけるカルニチン
欠乏の実態と補充療法の意義
司会：伊藤　恭彦
大塚製薬株式会社

8：30～9：00
会長講演

司会：鶴屋　和彦/演者：田村　雅仁

【PL】

9：00～9：30

教育セミナー 8 栄養
司会：升谷　耕介/演者：菅野　義彦

【ES8】

9：30～10：00

教育セミナー 9 糖尿病
司会：満生　浩司/演者：植田　敦志

【ES9】

10：00～10：30

教育セミナー10 移植
司会：山本　裕康/演者：櫻田　　勉

【ES10】

10：30～11：00

教育セミナー11 移行期PD
司会：武本　佳昭/演者：石橋　由孝

【ES11】

11：00～11：30

教育セミナー12 CKDMBD
司会：藤元　昭一/演者：谷山　佳弘

【ES12】

P.8 参照
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10月7日（土）　17：40～18：40
ポスター会場：西日本総合展示場 AIM 3F　D・E・F・G展示場
セッション記号 セッション名

P01 一般演題 ポスター 1 カテーテル合併症
P02 一般演題 ポスター 2 適正透析・体液管理・残存腎機能
P03 一般演題 ポスター 3 栄養
P04 一般演題 ポスター 4 腹膜炎の起因菌1
P05 一般演題 ポスター 5 腹膜炎の合併症
P06 一般演題 ポスター 6 CKD-MBD・貧血・代謝異常
P07 一般演題 ポスター 7 合併症1
P08 一般演題 ポスター 8 高齢者1
P09 一般演題 ポスター 9 出口部ケア
P10 一般演題 ポスター10 患者支援1
P11 一般演題 ポスター11 療法選択
P12 一般演題 ポスター12 診療連携1
P13 一般演題 ポスター13 チーム医療・QOL1
P14 一般演題 ポスター14 システム
P15 一般演題 ポスター15 患者指導1

10月8日（日）　13：30～14：30
ポスター会場：西日本総合展示場 AIM 3F　D・E・F・G展示場
セッション記号 セッション名

P16 一般演題 ポスター16 治療成績・併用療法
P17 一般演題 ポスター17 手術手技
P18 一般演題 ポスター18 腹膜基礎・透析液・腹膜機能
P19 一般演題 ポスター19 腹膜炎の起因菌2
P20 一般演題 ポスター20 腹膜炎の治療
P21 一般演題 ポスター21 心血管疾患
P22 一般演題 ポスター22 スタッフ教育・キャリアパス
P23 一般演題 ポスター23 患者指導2
P24 一般演題 ポスター24 離脱・EPS
P25 一般演題 ポスター25 診療連携2
P26 一般演題 ポスター26 合併症2
P27 一般演題 ポスター27 高齢者2
P28 一般演題 ポスター28 患者支援2
P29 一般演題 ポスター29 チーム医療・QOL2

※演題番号について

　P01  -  01
   ［セッション記号］　　  ［発表順］

ポスタープログラム

西日本
総合展示場
AIM

西日本総合展示場本館

西日本
総合展示場
新館

JR小倉駅

■JR

■バス

■車

■フェリー

■飛行機

JR 小倉駅より 徒歩 5分
西鉄小倉駅バスセンターより　徒歩 8分
北九州都市高速道路
小倉駅北ランプより  1分
足立ランプより  8分
新門司港より  車で 30分
砂津港より  徒歩　2分
福岡空港より
　高速バスで約 1時間 20 分
　（小倉駅前下車）
　新幹線で約 30分

北九州空港より
　路線バスで約 40分
　（小倉駅バスセンター下車）
　車で約 30分

北九州国際会議場
〒802-0001　北九州市小倉北区浅野三丁目9番 30 号

西日本総合展示場
〒802-0001　北九州市小倉北区浅野三丁目8番 1号

JR 小倉駅北口
（新幹線口）
徒歩 5分

2時間
20分

5分
1時間
20分

35分

浅野バス停
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交 通 案 内

西日本
総合展示場
AIM

西日本総合展示場本館

西日本
総合展示場
新館

JR小倉駅

■JR

■バス

■車

■フェリー

■飛行機

JR 小倉駅より 徒歩 5分
西鉄小倉駅バスセンターより　徒歩 8分
北九州都市高速道路
小倉駅北ランプより  1分
足立ランプより  8分
新門司港より  車で 30分
砂津港より  徒歩　2分
福岡空港より
　高速バスで約 1時間 20 分
　（小倉駅前下車）
　新幹線で約 30分

北九州空港より
　路線バスで約 40分
　（小倉駅バスセンター下車）
　車で約 30分

北九州国際会議場
〒802-0001　北九州市小倉北区浅野三丁目9番 30 号

西日本総合展示場
〒802-0001　北九州市小倉北区浅野三丁目8番 1号

JR 小倉駅北口
（新幹線口）
徒歩 5分

2時間
20分

5分
1時間
20分

35分

浅野バス停
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吹抜

A

B

A

C

B

吹抜
国際会議室吹抜

調整室

EVホール

女子WC

33会議室

倉庫

31会議室

男
子

同時通訳ブース

EV EV

301 302 303 304 305

エントランスロビー
EV

EV

EV

EVホール

メイン
エントランス

D展示場 G展示場E+F展示場

り
通
マ
コ
タ

北九州
国際会議場

AIM

西日本総合展示場本館

西日本
総合展示場
新館

ペデストリアンデッキ

ア
リ
レ
ガ

3F
西日本総合展示場  新館

3F
西日本総合展示場  AIM

企業控室
【302会議室】

企業控室
【303会議室】

【エントランスロビー】
PCデータ受付②

【主催者室】
運営副本部

第5会場
【 311+312+313 】

第6会場
【 314+315 】

・ポスター会場
・書籍展示

【 D･E･F･G展示場 】

クローク

参加受付①

第1会場
【メインホール】

【会議室】
運営本部

【控室1】
学会本部

ランチョンセミナー
スイーツセミナー
ライブ入場整理券配布デスク

・機器展示会場
・書 籍 展 示
・ドリンクコーナー
・休憩コーナー
・物販コーナー
【 イベントホール 】

1F
北九州国際会議場

2F

3F

第3会場
【 21会議室 】

第2会場
【 国際会議室 】

第2会場
（中継会場）
【 サブホワイエ 】

【控室2】
企業控室

【控室3】
企業控室

第4会場
【 32会議室 】

【33会議室A】
企業控室

【33会議室B】
企業控室

参加受付②

会場配置図

・休憩コーナー

「腹膜透析2018」掲載用論文受付

PCデータ受付①

会場のご案内
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吹抜

A

B

A

C

B

吹抜
国際会議室吹抜

調整室

EVホール

女子WC

33会議室

倉庫

31会議室

男
子

同時通訳ブース

EV EV

301 302 303 304 305

エントランスロビー
EV

EV

EV

EVホール

メイン
エントランス

D展示場 G展示場E+F展示場

り
通
マ
コ
タ

北九州
国際会議場

AIM

西日本総合展示場本館

西日本
総合展示場
新館

ペデストリアンデッキ

ア
リ
レ
ガ

3F
西日本総合展示場  新館

3F
西日本総合展示場  AIM

企業控室
【302会議室】

企業控室
【303会議室】

【エントランスロビー】
PCデータ受付②

【主催者室】
運営副本部

第5会場
【 311+312+313 】

第6会場
【 314+315 】

・ポスター会場
・書籍展示

【 D･E･F･G展示場 】

クローク

参加受付①

第1会場
【メインホール】

【会議室】
運営本部

【控室1】
学会本部

ランチョンセミナー
スイーツセミナー
ライブ入場整理券配布デスク

・機器展示会場
・書 籍 展 示
・ドリンクコーナー
・休憩コーナー
・物販コーナー
【 イベントホール 】

1F
北九州国際会議場

2F

3F

第3会場
【 21会議室 】

第2会場
【 国際会議室 】

第2会場
（中継会場）
【 サブホワイエ 】

【控室2】
企業控室

【控室3】
企業控室

第4会場
【 32会議室 】

【33会議室A】
企業控室

【33会議室B】
企業控室

参加受付②

会場配置図

・休憩コーナー

「腹膜透析2018」掲載用論文受付

PCデータ受付①

11



23rdJSPD
23rdJSPD23rdJSPD
23rdJSPD

第23回日本腹膜透析医学会　学術集会・総会
プログラム委員

阿部　雅紀 有薗　健二 井尾　浩章

池田　裕史 石川　英二 石田　真理

石橋　由孝 伊藤　孝史 伊東　　稔

伊藤　恭彦 井上　浩伸 植田　敦志

大田　　聡 小禄　雅人 金井　英俊

菊池　秀年 木下　千春 木村　朋由

小出　滋久 鯉渕　清人 小林　広学

櫻田　　勉 鮫島　謙一 杉山　　斉

武田　一人 谷山　佳弘 田村　恭久

丹野　有道 鶴屋　和彦 寺脇　博之

中村　雅将 西尾　利樹 西野　友哉

橋本　幸始 幡谷　浩史 林　　晃正

東　　治道 深澤　瑞也 深水　　圭

藤元　昭一 古市　賢吾 保利　　敬

正木　崇生 松本秀一朗 丸山　弘樹

満生　浩司 森　　建文 山中　正人

山村　　剛 吉川　憲子 鷲田　直輝

（50音順、敬称略）　　　　　　　　　

　　　　　　上記の方々にはプログラムの企画及び、演題査読について多大なご協力を賜り、 
　　　　　　厚く御礼申しあげます。
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 総　会  日　時　2017年10月 7 日（土）　17：00～17：30
   会　場　北九州国際会議場　 1 階　「メインホール」

 理事会  日　時　2017年10月 6 日（金）　18：00～18：30
   会　場　プレミアホテル門司港　 4 階　「ジョイアA」

 評議員会  日　時　2017年10月 6 日（金）　18：30～19：30
   会　場　プレミアホテル門司港　 4 階　「ジョイアB・C」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　参加者へのご案内　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１） 登録受付、プログラム・抄録集販売

【参加受付、プログラム・抄録集販売】

北九州国際会議場
1階　交流ラウンジ

西日本総合展示場 AIM
3階　エントランスロビー

10月7日（土） 8：00 ～ 17：00 8：00 ～ 17：30

10月8日（日） 7：30 ～ 12：00 7：30 ～ 13：00

【参加費】 正会員、施設会員 10,000円（プログラム・抄録集1冊含む）
 非会員（その他） 12,000円（プログラム・抄録集1冊含む）

プログラム・抄録集を追加でご入用の方は1部2,000円にて総合受付で販売いたします。
※販売数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

・参加費と引き換えに参加証をお渡しします。参加証には、ご所属、ご氏名を各自ご記入のうえ、はっき
りとわかるように着用してください。参加証のない方はご入場できません。

・参加証の再発行は致しませんので、紛失にはご注意ください。
・クレジットカードでのお支払いはできません。
・「腹膜透析2018」申込用紙は、総合受付側に設置している回収箱に投函してください。

２） 会場内でのお願い
・発言される際はマイクを使用し、最初に所属と氏名を明らかにしてください。限られた時間内に討論が

できますよう、発言者は予めマイクの前にお並びください。
・会場内での呼び出しはお断りいたします。緊急の場合は、総合受付までお越しください。
・会場内は禁煙です。
・携帯電話のご使用はロビーにてお願いいたします。会場内ではマナーモードの設定をお願いいたします。

お 知 ら せ
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３） クローク

北九州国際会議場
１階　11会議室

10月7日（土） 8：00 ～ 19：00
10月8日（日） 7：30 ～ 15：30

※貴重品、雨具のお預かりはできませんのでご了承ください。
※西日本総合展示場 AIM にはクロークはございませんので、ご注意ください。

４） 企業展示

北九州国際会議場
1階　イベントホール

10月7日（土） 9：00 ～ 17：00
10月8日（日） 8：30 ～ 13：30

※休憩コーナー、物販コーナー、ドリンクコーナーを併設しています。

５） ランチョンセミナー・スイーツセミナー・PDアクセスシミュレーターライブ入場整理券配布

北九州国際会議場
１階　交流ラウンジ内

10月7日（土） 8：00 ～ 10：45
10月8日（日） 7：30 ～ 10：45

※ランチョンセミナー・スイーツセミナー・PDアクセスシミュレーターライブは、入場整理券制になっ
ております。

　入場整理券には数に限りがあり、先着順になりますのでご了承ください。
　整理券はセミナー開始5分後に無効となりますのでご注意ください。

６） スイーツセミナー
スイーツセミナーでは地元、北九州を代表するお菓子を用意しています。
なお、数に限りがありますので予めご了承ください。

７）休憩コーナー

北九州国際会議場
１階　イベントホール

西日本総合展示場 AIM
3階　ポスター会場

10月7日（土） 8：00 ～ 17：00 8：00 ～ 17：30
10月8日（日） 7：30 ～ 12：00 7：30 ～ 13：00

※書籍展示コーナーを併設しています。

８） 情報交換会
日時：10月7日（土）　19：00～20：30
会場：リーガロイヤルホテル小倉　3階　エンパイアルーム
会費：3,000円
定員：500名
・九州を味わっていただけるメニューをご用意しております。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
・情報交換会への参加申し込みは、参加受付にて行います。定員に達し次第、受付を終了いたします。
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９）単位取得
・本学会に参加されますと日本透析医学会 専門医制度委員会が認める学術集会として、3単位が取得で

きます。参加証は総合案内にてお渡ししています。

・本学会は一般社団法人 日本腎不全看護学会 “透析療法指導看護師” の受験資格ポイント取得対象となっ
ています。本学会に参加されますと5ポイント、筆頭演者（発表者）はさらに3ポイントを取得するこ
とができます。受験を予定されている方は、本学会の参加証を保管しておいてください。

 詳細は日本腎不全看護学会のホームページ　http://ja-nn.jp/index.html　にてご確認ください。

・本学会に参加されますと “透析技術認定士” の更新に関する参加単位として、5点を取得することがで
きます。参加証（コピーでも可）または学会名が入った領収書を、公益財団法人医療機器センター （http://
www.jaame.or.jp/）にご提出ください。

※各種手続きについては、直接、各学会・団体へお問い合わせください。

15
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・　発表者へのご案内　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各セッションの進行は、司会（座長）の指示に従ってスムーズな進行となるようご協力をお願いいたします。

１） 優秀演題セッション
優秀演題セッションの演者は下記情報交換会にて表彰式がございますので必ずご参加ください。
　情報交換会
　日時：10月7日（土）　19：00～20：30
　会場：リーガロイヤルホテル小倉　3階　エンパイアルーム
　会費：3,000円

２） 口演発表
■発表時間
優秀演題　　　 （ＡＯ） 8分（発表6分、討論2分）

一般演題 口演（Ｏ） 8分（発表6分、討論2分）

その他の講演 司会・座長　一任

■発表データについて

データ受付場所
ＰＣデータ受付① ＰＣデータ受付②

北九州国際会議場
1階　イベントホール内

西日本総合展示場 AIM
3階　エントランスロビー

データ受付
対象演題 第1～4会場での発表演題 第5・6会場での発表演題

10月7日（土） 8：00 ～ 17：00 8：00 ～ 17：00

10月8日（日） 7：30 ～ 12：50 7：30 ～ 12：50

・発表データの受付は参加受付開始と同時に開始いたします。
 （なお、発表データ受付開始時は、発表順番の早い演題を優先して受付いたしますので、ご協力をお願

いいたします。）
・発表はPC（パソコン）のみとなります。発表時間の30分前までにPCセンター（発表データ受付）にお

越しいただき、データの確認をお願いいたします。データ受付時にデータ修正は行えませんのでご了承
ください。

・アプリケーションは以下のものをご用意いたします。
 アプリケーション　Windows版　PowerPoint　2007 / 2010 / 2013 / 2016
・発表データはWindows　PowerPointで作成し、CD-RまたはUSBフラッシュメモリに保存してお持ちく

ださい。PC受付データにて、作成されたPowerPointのバージョンをお伺いいたしますので、わかるよ
うにしておいてください。

・フォントはOS標準で装備されているものを使用してください。レイアウトの崩れを防ぐために、MSゴ
シック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝の使用をお薦めいたします。

・データでのお持込の場合はWindowsで作成したデータに限定します。Macintoshでデータを作成された
場合は、ご自身のパソコンをお持込みください。

 なお、2日目の発表者の方は、前日（1日目）の正午以降より受付可能です。
・動画をご使用の場合は、ご自身のパソコンをお持込みください。
・データの送り・戻しの操作は演台にてご自身でお願いいたします。
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※PCお持込みの際の注意点
・外部（CT）ディスプレイ出力が可能であることを必ずご確認ください。
・外部ディスプレイ接続のためのコネクター（D-sub15ピン）をご持参ください。
・バッテリー切れを防ぐため、必ず電源アダプターをご持参ください。

・スムーズな進行をするために「発表者ツール」の使用はお控えください。
 発表原稿が必要な方は、あらかじめプリントアウトをお持ちください。会場でのプリントアウトは対応

しておりません。

３）ポスター発表
■登録受付
ポスター受付：西日本総合展示場 AIM　3階　エントランスロビー
ポスター会場：西日本総合展示場 AIM　3階　D・E・F・G展示場

■発表時間
発表は、1演題6分（発表4分、討論2分）です。
座長の指示に従って、時間厳守でお願いいたします。

■ポスタースケジュール
発表日 貼　付 閲　覧 発　表 撤　去

10月7日（土） 8：30 ～ 11：00 11：00 ～ 17：40 17：40 ～ 18：40 18：40 ～ 19：10

10月8日（日） 8：30 ～ 11：00 11：00 ～ 13：30 13：30 ～ 14：30 14：40 ～ 15：10

■ポスター掲示
・貼付スペースは、横90㎝×縦180㎝です。
・演題ごとに縦20㎝×横20㎝（右図参照）の演題番号のみを

用意いたします。パネルの規格に従って演題名・所属・演
者名・発表内容のポスターをご用意ください。

 ※演題名、演者名（発表者名に○印）、所属を記入してく
ださい。

・ポスターパネル、演題番号、押しピンは事務局で用意いた
します。

・目的、方法、結果、結論の順に記載してください。
 文字の書体および大きさは自由ですが、離れたところから

でも判読できるように考慮してください。
 図表の枚数、大きさは自由です。

■優秀ポスター賞
ポスターセッションでは、セッションごとに優秀ポスター賞
を選出いたします。
セッション内にて受賞者の発表、表彰がございますのでご自
身の発表終了後もセッション終了まで退出されないようにお
願いいたします。
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・・・・・・・・・・・・　利益相反（COI）に関する情報提示　・・・・・・・・・・・・・

当日の発表時、利益相反についての情報開示をお願いいたします。
・口演の場合：発表の最初または最後に、利益相反自己申告に関するスライドを加えてください。
・ポスター発表の場合：ポスターの最後に、利益相反自己申告に関する情報を開示してください。

・・・・・・・・・・・・・・　座長・司会の皆様へのご案内　・・・・・・・・・・・・・・・

１） 一般演題 口演発表の座長
・ご担当セッションの開始時間20分前までには参加受付をお済ませください。
・セッション開始15分前には次座長席にご着席ください。
 学会の円滑な運営にご協力をお願いいたします。
・発表時間は1演題8分（発表6分、討論2分）です。所定の時間に終了するようご配慮ください。

２） 一般演題 ポスター発表の座長
・ご担当セッション開始20分前までに、ポスター受付（西日本総合展示場 AIM　3階エントランスロビー）

にて受付を済ませ、討論開始時間の10分前までに担当されるセッションの最初のポスター前に待機して
ください。

 学会の円滑な運営にご協力をお願いいたします。
・発表時間は1演題6分（発表4分、討論2分）です。各セッションの進行は座長に一任しますので、所定

の時間内に終了するようご配慮ください。
・ポスターセッションでは、セッションごとに座長の先生方により優秀ポスター賞1名を選出していただ

きます。受賞者にはセッション終了時に座長の先生から表彰状と記念品をお渡しして頂きますので、予
めご了承ください。

3） その他の講演の司会
限られた時間内に発表が円滑に進行するようご配慮ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　その他のご案内　・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「腹膜透析2018」掲載用論文投稿について
①発表用論文集（腎と透析別冊「腹膜透析2018」）掲載用論文は、印刷した原稿と共に内容（CD-Rまたは

USB電子媒体）を学会期間中に北九州国際会議場「PCデータ受付①」近くの「論文受付」デスクへご
提出ください。

②投稿様式は、「腎と透析投稿規定」に準じますが、掲載ページ数等については編集委員会の決定により
下記といたします。

原則として、
・投稿は刷り上がり2ページ以内（2,500字以内）を厳守してください。
・図表1枚につき400字減といたします。また規定ページを超過する場合には、採択を見送らせていただ

きます。主要演題については大会長の判断で増減を認めることもあります。

18



23rdJSPD
23rdJSPD23rdJSPD
23rdJSPD

・付記）引用文献については著者1名とし、その他の著者は「他」「et al」と省略してください。
・投稿者は、会員（正会員、施設会員）に限らせていただきます。
・その他は、「腎と透析」投稿規定を参考にしてください。

③編集委員会で決定のうえ、修正、非採用となる事もあることをご了承ください。

④やむを得ず学会期間中にご提出いただけない場合は、下記運営事務局へ 2017年11月10日（金）消印厳守
でご送付ください。それ以上の延長は一切認められませんのでご了承ください。

〒810-0001　福岡市中央区天神 1-9-17-11階
株式会社コングレ 九州支社内
JSPD2017　運営事務局　「腹膜透析2018」　係
Tel. 092-716-7116　Fax. 092-716-7143
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指定演題司会一覧

セッション記号 セッション名 司　会 日　　　時 会　場
PL 会長講演 鶴屋　和彦 10月8日（日） 　8：30～　9：00 第1会場

SL1 特別講演1 川西　秀樹
伊藤　恭彦 10月7日（土） 13：00～14：00 第2会場

SL2 特別講演2 高橋　　進 10月7日（土） 16：10～17：00 第2会場

SY01 高齢者腹膜透析の臨床 金井　英俊
佐々木　環 10月7日（土） 　9：00～10：30 第1会場

SY02 早期離脱 伊丹　儀友
酒井　　謙 10月7日（土） 　9：00～10：30 第3会場

SY03 腹膜基礎研究 中山　昌明
西野　友哉 10月7日（土） 　9：00～10：30 第4会場

SY04 栄養管理 菅野　義彦
市川　和子 10月7日（土） 　9：00～10：30 第5会場

SY05 療法選択 角田　隆俊
吉田　寿子 10月7日（土） 　9：00～10：30 第6会場

SY06 離脱期管理 金田　幸司
井尾　浩章 10月7日（土） 10：30～11：30 第3会場

SY07 地域包括ケアと腹膜透析
ーその可能性と制約を考えるー

笠井　健司
宮崎　正信 10月7日（土） 10：30～11：30 第5会場

SY08 糖尿病 馬場園哲也
丸山　弘樹 10月7日（土） 10：30～11：30 第6会場

SY09 腹膜透析医療のグランドデザインを描く 中元　秀友
土谷　　健 10月7日（土） 13：00～15：00 第3会場

SY10 併用療法 森石みさき
丸山　之雄 10月7日（土） 15：00～17：00 第3会場

SY11 地域連携 岡田　一義
政金　生人 10月7日（土） 15：00～17：00 第5会場

SY12 P-DOPPS 友　　雅司
土田　健司 10月7日（土） 16：00～17：00 第1会場

SY13 PD関連感染症 杉山　　斉
鷲田　直輝 10月8日（日） 　8：30～10：30 第6会場

SSY 緊急シンポジウム
「腎代替療法の適切な情報提供」

中元　秀友
秋澤　忠男 10月7日（土） 　9：00～11：30 第２会場

WS1 臨床研究デザインの基本 鶴屋　和彦
小松　弘幸 10月7日（土） 10：30～11：30 第4会場

WS2 失敗から学ぶ腹膜透析 正木　崇生
阿部　雅紀 10月7日（土） 13：00～15：00 第6会場

WS3 高齢者の看護 野上　昌代
山口　伸子 10月8日（日） 　8：30～10：30 第5会場

C 腹膜病理検討会
「腹膜組織障害のサロゲートマーカーを求めて」

中山　昌明
濱田千江子 10月8日（日） 　8：30～10：30 第3会場

ES01 PDの歴史と基礎 川口　良人
秋葉　　隆 10月7日（土） 10：30～11：30 第1会場

ES02 手術 池田　雅人 10月7日（土） 13：00～13：30 第1会場
ES03 導入期管理 竜崎　崇和 10月7日（土） 13：30～14：00 第1会場
ES04 出口部管理 有薗　健二 10月7日（土） 14：00～14：30 第1会場
ES05 腹膜炎 樋口千恵子 10月7日（土） 14：30～15：00 第1会場
ES06 体液管理と除水不全 伊藤　孝史 10月7日（土） 15：00～15：30 第1会場
ES07 離脱 保利　　敬 10月7日（土） 15：30～16：00 第1会場
ES08 栄養 升谷　耕介 10月8日（日） 　9：00～　9：30 第1会場
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セッション記号 セッション名 司　会 日　　　時 会　場
ES09 糖尿病 満生　浩司 10月8日（日） 　9：30～10：00 第1会場
ES10 移植 山本　裕康 10月8日（日） 10：00～10：30 第1会場
ES11 移行期PD 武本　佳昭 10月8日（日） 10：30～11：00 第1会場
ES12 CKDMBD 藤元　昭一 10月8日（日） 11：00～11：30 第1会場

SP1 世界と日本のガイドライン 伊藤　恭彦
樋口千恵子 10月8日（日） 　8：30～10：30 第2会場

SP2 九州特別企画
「九州から発信する腹膜透析の現状と未来」

鶴屋　和彦
深水　　圭 10月8日（日） 10：30～11：30 第2会場

AO1 優秀演題１ 水口　　潤 10月8日（日） 12：50～13：20 第1会場
AO2 優秀演題２ 佐中　　孜 10月8日（日） 12：50～13：20 第2会場
AO3 優秀演題３ 小林　修三 10月8日（日） 12：50～13：20 第3会場
AO4 優秀演題４ 新田　孝作 10月8日（日） 12：50～13：20 第5会場
AO5 優秀演題５ 平松　　信 10月8日（日） 12：50～13：20 第6会場

一般演題 口演（O）　座長一覧

セッション記号 セッション名 座　長 日　　　時 会　場

O1 診療連携 高橋　直子
吉原真由美 10月7日（土） 13：00～14：00 第5会場

O2 療法選択・意思決定支援 郭　　義胤
吉田　寿子 10月7日（土） 14：00～15：00 第5会場

O3 感染症・EPS 上村　太朗
三瀬　直文 10月7日（土） 15：00～16：00 第6会場

O4 腹膜基礎研究 桒原　孝成
重松　　隆 10月7日（土） 16：00～17：00 第6会場

O5 腹膜アクセス、治療成績 窪田　　実
深澤　瑞也 10月8日（日） 10：30～11：30 第3会場

O6 災害対策・リスクマネジメント 鯉渕　清人
寺脇　博之 10月8日（日） 10：30～11：30 第5会場

O7 高齢者 倉賀野隆裕
不動寺美紀 10月8日（日） 10：30～11：30 第6会場

一般演題 ポスター（P）　座長一覧

セッション記号 セッション名 座　長 日　　　時 会　場

P01 カテーテル合併症 椛島　成利
原田　健司 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P02 適正透析・体液管理・残存腎機能 大仲正太郎
木下　千春 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P03 栄養 小畑　陽子
宮本　　哲 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P04 腹膜炎の起因菌1 筬島　明彦
西谷　隆宏 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P05 腹膜炎の合併症 菊池　秀年
西尾　利樹 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P06 CKD-MBD・貧血・代謝異常 家原　典之
林　　晃正 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P07 合併症1 瓜生　康平
小出　滋久 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場
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セッション記号 セッション名 座　長 日　　　時 会　場

P08 高齢者1 櫻田　　勉
田畑　　勉 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P09 出口部ケア 村田　敏晃
安永　親生 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P10 患者支援1 足立　陽子
原田　孝司 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P11 療法選択 奥村　紀子
吉田　恵美 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P12 診療連携1 松本秀一朗
丸山　啓輔 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P13 チーム医療・QOL1 中村　雅将
縄田　智子 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P14 システム 鮫島　謙一
星野　太郎 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P15 患者指導1 水政　　透
山村　　剛 10月7日(土） 17：40～18：40 ポスター会場

P16 治療成績・併用療法 小禄　雅人
古波蔵健太郎 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P17 手術手技 清野　耕治
吉田　一成 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P18 腹膜基礎・透析液・腹膜機能 中島　　歩
横井　秀基 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P19 腹膜炎の起因菌2 東　　治道
吉田　祐一 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P20 腹膜炎の治療 常田　康夫
中田　　健 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P21 心血管疾患 池田　裕次
斎藤　知栄 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P22 スタッフ教育・キャリアパス 中村　秀敏
松木　理浩 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P23 患者指導2 西澤　欣子
吉川　憲子 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P24 離脱・EPS 徳永　公紀
幡谷　浩史 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P25 診療連携2 橋本　幸始
守矢　英和 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P26 合併症2 佐藤　祐二
古市　賢吾 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P27 高齢者2 田村　恭久
山中　正人 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P28 患者支援2 大田　　聡
長野　裕子 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場

P29 チーム医療・QOL2 池田　裕史
森本　宏太 10月8日(日） 13：30～14：30 ポスター会場
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プログラム
10月7日土　第1日目

The 23rd Annual Meeting of the Japanese Society for Peritoneal Dialysis

第23回日本腹膜透析医学会 学術集会・総会



第１日　10月7日（土）　プログラム

第１会場（北九州国際会議場　1F　メインホール）

シンポジウム1	 9：00～10：30

高齢者腹膜透析の臨床
司会：金井　英俊（一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 腎臓内科）
 佐々木　環（川崎医科大学 腎臓高血圧内科学）

SY01-1	 Overview:	超高齢社会の腹膜透析療法
岡山済生会総合病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター　平松　　信

SY01-2	 小倉記念病院の高齢者PD患者の取り組み
紫川会 小倉記念病院　原田　健司

SY01-3	 気が付けば八王子でも高齢者　高齢者なんて呼ばないで。
東海大学医学部付属八王子病院　石田　真理

SY01-4	 東北地方における高齢腹膜透析患者	～宮城県の取り組み～
JCHO仙台病院 腎臓疾患臨床研究センター　木村　朋由

SY01-5	 社会資源を活用した高齢者患者への取り組み
函館五稜郭病院　吉原真由美

教育セミナー1　PDの歴史と基礎	 10：30～11：30

司会：川口　良人（東京慈恵会医科大学）
 秋葉　　隆（医療法人社団 関川会 関川病院）

ES01-1	 腹膜アクセスの変遷	－合併症の低減を目指して－
（医）白報会 王子病院　窪田　　実

ES01-2	 腹膜透析療法の歴史と現況：適正透析
聖路加国際病院 腎臓内科　小松　康宏

ランチョンセミナー1-1	 11：45～12：45

司会：水口　　潤（社会医療法人川島会 川島病院）
 柏原　直樹（川崎医科大学 腎臓･高血圧内科学）
共催：バクスター株式会社

LS1-1	 PD	up	to	date
埼玉医科大学 総合診療内科　中元　秀友

Nephrology, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez　Magdalena Madero
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教育セミナー2　手術	 13：00～13：30

司会：池田　雅人（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科）

ES02	 手術
帝京大学ちば総合医療センター 腎臓内科　寺脇　博之

教育セミナー3　導入期管理	 13：30～14：00

司会：竜崎　崇和（東京都済生会中央病院 腎臓内科）

ES03	 導入期管理
（医）清永会矢吹病院　伊東　　稔

教育セミナー4　出口部管理	 14：00～14：30

司会：有薗　健二（国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 腎臓科）

ES04	 出口部管理	up	to	date
順天堂大学医学部附属練馬病院 腎高血圧内科　井尾　浩章

教育セミナー5　腹膜炎	 14：30～15：00

司会：樋口千恵子（東京女子医科大学東医療センター 内科）

ES05	 PD腹膜炎ゼロを目指して
奈良県立医科大学 地域医療学講座　赤井　靖宏

教育セミナー6　体液管理と除水不全	 15：00～15：30

司会：伊藤　孝史（島根大学医学部附属病院 腎臓内科）

ES06	 体液管理と除水不全
東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科　丹野　有道

教育セミナー7　離脱	 15：30～16：00

司会：保利　　敬（宗像医師会病院 腎センター）

ES07	 腹膜透析管理と早期離脱を防ぐために
東北医科薬科大学 腎臓内分泌内科　森　　建文
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シンポジウム12	 16：00～17：00

P-DOPPS
司会：友　　雅司（大分大学医学部附属 臨床医工学センター）
 土田　健司（土田透析アクセスクリニック）

SY12-1	 PDOPPSの現状と将来
土谷総合病院　川西　秀樹

SY12-2	 PDOPPS:	腹膜透析関連感染症
愛知医科大学 腎臓リウマチ膠原病内科　伊藤　恭彦

SY12-3	 PDOPPSから見たPDカテーテル留置術の相違
山梨大学医学部付属病院 血液浄化療法部　深澤　瑞也

SY12-4	 PD患者の早期離脱　PDOPPSからの結果より
大分大学医学部 附属 臨床医工学センター　友　　雅司

第２会場（北九州国際会議場　2F　国際会議場）

緊急シンポジウム	 9：00～11：30

腎代替療法の適切な情報提供
司会：中元　秀友（日本透析医学会理事長/埼玉医科大学 総合診療内科）
 秋澤　忠男（日本透析医会会長/昭和大学医学部 内科学講座腎臓内科学部門）

SSY-1	 下肢末梢動脈疾患指導管理加算の創設について
参議院議員　秋野　公造

SSY-2	 腎代替療法選択外来の必要性
日本透析医学会理事長/埼玉医科大学 総合診療内科　中元　秀友

SSY-3	 CKD診療・療法選択の課題と人材育成
日本腎臓学会理事長/川崎医科大学 腎臓･高血圧内科　柏原　直樹

SSY-4	 腎代替療法としての腎移植	－早期情報提供の重要性－
日本移植学会副理事長/国立病院機構水戸医療センター 臓器移植外科　湯沢　賢治

SSY-5	 療法選択における意思決定を支援する看護
日本腎不全看護学会理事長　内田　明子

SSY-6	 在宅医療としての腹膜透析普及のために	～適切な情報提供の必要性～
日本腹膜透析医学会理事長/社会医療法人 川島会 川島病院　水口　　潤

追加発言1	 療法選択の必用性	－家庭血液透析－
土谷総合病院　川西　秀樹

追加発言2	 腎代替療法の適切な情報提供	～臨床工学技士の立場から～
公益社団法人日本臨床工学技士会 理事長　本間　　崇

ランチョンセミナー1-2	 11：45～12：45

司会：田村　雅仁（産業医科大学病院 腎センター）
共催：バイエル薬品株式会社

LS1-2	 MBD管理より考える透析療法
あかね会 土谷総合病院　川西　秀樹
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特別講演1	 13：00～14：00

司会：川西　秀樹（特定医療法人 あかね会 土谷総合病院）
 伊藤　恭彦（愛知医科大学 腎臓・リウマチ・膠原病内科）

SL1-1	 The	New	ISPD	Peritonitis	Recommendations
Department of Medicine & Therapeutics, Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong, China　Cheuk Chun Szeto

SL1-2	 PD	in	the	world	compared	to	PD	in	Japan.	What	is	similar,	what	is	different?
Faculty of Medical and Health Sciences, South Auckland Clinical School, University of Auckland, Auckland, New Zealand　Mark Marshall

PDアクセスシミュレーターライブ	 14：00～15：00

司会：水口　　潤（社会医療法人 川島会 川島病院）
 原田　健司（一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院）
共催：テルモ株式会社

LV	 PDアクセスシミュレーターライブ
山梨大学大学院医学工学総合研究部 泌尿器科　深澤　瑞也

山梨大学大学院医学工学総合研究部 泌尿器科　山岸　　敬

スイーツセミナー	 15：10～16：00

司会：秋葉　　隆（医療法人社団 関川会 関川病院）
共催：小野薬品工業株式会社

SS	 二次性副甲状腺機能亢進症治療戦略2017
東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科　角田　隆俊

特別講演2	 16：10～17：00

司会：高橋　　進（認定特定非営利活動法人 腎臓病早期発見推進機構）

SL2	 今後の我が国の社会保障のあり方	――医療・介護を中心に――
厚生労働省大臣官房審議官（医療介護連携担当）　伊原　和人

第３会場（北九州国際会議場　2F　21会議室）

シンポジウム2	 9：00～10：30

早期離脱
司会：伊丹　儀友（医療法人 友秀会 伊丹腎クリニック）
 酒井　　謙（東邦大学 医療センター 大森病院 腎センター）

SY02-1	 早期離脱を防ぐ行動変容について
日本赤十字社医療センター　石橋　由孝

SY02-2	 腹膜透析からの早期離脱と腹膜炎
名古屋大学大学院 医学系研究科 腎不全システム治療学　水野　正司
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SY02-3	 腹膜透析患者に対するカテーテルトラブル回避法についての検討
山口大学 医学部 泌尿器科　磯山　直仁

SY02-4	 早期離脱を防ぐには	～体液管理～
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科　丸山　之雄

シンポジウム6	 10：30～11：30

離脱期管理
司会：金田　幸司（大分赤十字病院 腎臓内科）
 井尾　浩章（順天堂大学医学部附属練馬病院 腎・高血圧内科）

SY06-1	 PD離脱期のインフォームドコンセント
東京医科歯科大学医学部附属病院 血液浄化療法部・腎臓内科　岡戸　丈和

SY06-2	 腹膜透析離脱後、腹腔洗浄を施行した患者の腹膜機能の推移と腹膜組織所見
公立学校共済組合 九州中央病院 腎臓内科　水政　　透

SY06-3	 PD離脱期の腹腔鏡所見
東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科　丹野　有道

SY06-4	 北海道広域医療圏の中でのPD離脱期管理の状況
旭川赤十字病院 腎臓内科　小林　広学

SY06-5	 PD・HD併用療法を含めた離脱期の管理
大分県厚生連 鶴見病院　安森　亮吉

ランチョンセミナー1-3	 11：45～12：45

腹膜透析のメリットを生かした適応拡大
司会：伊藤　恭彦（愛知医科大学病院 腎臓・リウマチ膠原病内科）
共催：株式会社ジェイ・エム・エス

LS1-3-1	 高齢者腎不全患者への適応
春日井市民病院 内科/透析センター　坂　　洋祐

LS1-3-2	 心機能低下腎不全患者への適応
三重大学病院 腎臓内科/血液浄化療法部　石川　英二

シンポジウム9	 13：00～15：00

腹膜透析医療のグランドデザインを描く
司会：中元　秀友（埼玉医科大学 総合診療内科）
 土谷　　健（東京女子医科大学 血液浄化療法科）

SY09-1	 急性期病院におけるPD普及の取り組みとその成果
（社福）恩賜財団 済生会熊本病院　副島　一晃

SY09-2	 地域包括ケアシステムにおける中核病院の役割	－腹膜透析と医療経済－
東京女子医科大学東医療センター 内科　樋口千恵子

SY09-3	 在宅におけるアシストPDの光と影	－経済面も含めての検討－
宮崎内科医院　宮崎　正信
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SY09-4	 現在の収益性からPDの未来を予測する
埼玉医科大学 総合診療内科　中元　秀友

SY09-5	 費用対効果からPDの未来を予測する
東京大学 大学院医学系研究科 医療経済政策学　田倉　智之

SY09-6	 「医療の質」評価からみた腹膜透析
昭和大学 研究推進室/昭和大学 医学部内科学講座腎臓内科学部門（藤が丘病院）　長谷川　毅

シンポジウム10	 15：00～17：00

併用療法
司会：森石みさき（特定医療法人 あかね会 中島土谷クリニック）
 丸山　之雄（東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科）

SY10-1	 併用療法の長所と短所
東京医科歯科大学医学部附属病院 血液浄化療法部・腎臓内科　岡戸　丈和

SY10-2	 PDHD併用療法におけるシャント血流量と心機能への影響
順天堂大学 医学部 附属静岡病院 腎臓内科　若林　啓一

SY10-3	 PD＋HD併用療法の心血管疾患および心機能に及ぼす影響
（医）あかね会 土谷総合病院 人工臓器部　番匠谷将孝

SY10-4	 前向き研究による併用療法の科学的妥当性の評価
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科　丸山　之雄

SY10-5	 併用療法と腹膜組織
順天堂大学医学部 腎臓内科/順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院　濱田千江子

第４会場（北九州国際会議場　3F　32会議室）

シンポジウム3	 9：00～10：30

腹膜基礎研究
司会：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）
 西野　友哉（長崎大学病院 腎臓内科）

SY03-1	 腹膜線維化および透過性亢進進展機序の解明
京都大学 大学院医学研究科 腎臓内科学　横井　秀基

SY03-2	 細胞内蛋白輸送による腹膜線維化機序
東北医科薬科大学 腎臓内分泌内科　森　　建文

SY03-3	 マウス腹膜線維化モデルにおけるトレハロースの線維化抑制効果の検討
金沢大学大学院 腎病態統御学・腎臓内科学　三宅　泰人

SY03-4	 重炭酸中性透析液の生体適合性
産業医科大学病院 循環器内科・腎臓内科　上野　啓通

SY03-5	 腹膜劣化と被膜形成について		
～分子状水素（H2）含有腹膜透析（PD）液の中皮細胞保護効果に関する検討からの考察

東北大学病院 慢性腎臓病透析治療共同研究部門　中山　昌明
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ワークショップ1	 10：30～11：30

臨床研究デザインの基本
司会：鶴屋　和彦（九州大学大学院医学研究院 包括的腎不全治療学）
 小松　弘幸（宮崎大学医学部内科学講座 循環体液制御学分野 医療人育成支援センター・卒後臨床研修センター）

WS1	 観察研究のデータ解析：交絡と傾向スコア
大阪市立大学大学院医学研究科 医療統計学　新谷　　歩

第５会場（西日本総合展示場 AIM　3F　311・312・313）

シンポジウム4	 9：00～10：30

栄養管理
司会：菅野　義彦（東京医科大学 腎臓内科学分野）
 市川　和子（川崎医療福祉大学 臨床栄養学科）

SY04-1	 腹膜透析患者の食事管理と栄養状態の現状と対策について
社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 栄養科　川久保幸子

SY04-2	 当院腹膜透析患者の栄養管理の現況と課題
埼玉医科大学 腎臓内科　井上　秀二

SY04-3	 栄養状態が腹膜透析継続期間に及ぼす影響
川崎医科大学附属病院 栄養部　橋本　誠子

SY04-4	 PD患者におけるNSTの試み
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科/慈恵医大附属病院栄養サポートチーム（NST）　松尾　七重

シンポジウム7	 10：30～11：30

地域包括ケアと腹膜透析	－その可能性と制約を考える－
司会：笠井　健司（富士市立中央病院 腎臓内科/東京慈恵医科大学）
 宮崎　正信（宮崎内科医院）

SY07-1	 地域包括ケアと腹膜透析
宮崎内科医院　宮崎　正信

SY07-2	 高齢者PDに有用な保険利用
バクスター（株）　大場理恵子

SY07-3	 介護付有料老人ホームにおけるPD療法の取り組みと課題
（特医）健腎会 おがわクリニック　佐藤　奈美

ランチョンセミナー1-4	 11：45～12：45

司会：平方　秀樹（医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニック）
共催：中外製薬株式会社

LS1-4	 包括的腎不全ケア（Total	Renal	Care）における腹膜透析の役割
日本赤十字社医療センター 腎臓内科　石橋　由孝
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一般演題　口演1　診療連携	 13：00～14：00

座長：高橋　直子（大町土谷クリニック）
 吉原真由美（函館五稜郭病院 腎臓内科）

O1-1	 在宅医と連携した高齢者の腹膜透析と終末期管理
東北医科薬科大学 腎臓内分泌内科　矢花　郁子

O1-2	 急性期病院が推進する腹膜透析の地域連携	－合同研修会による連携ニーズの把握－
公益財団法人 天理よろづ相談所病院 地域医療連携室　河合のり子

O1-3	 CEによる24時間病棟対応の成果および課題を考える
（公財）天理よろづ相談所病院 臨床検査部 CE部門　高橋千恵子

O1-4	 PD地域連携への取り組み
日本赤十字社和歌山医療センター 第三外来　今城　博枝

O1-5	 地域包括ケアにおけるかかりつけ医としての役割と腹膜透析外来
楠本内科医院　楠本　拓生

O1-6	 演題取り下げ

O1-7	 グループ別テーマ自己決定による“PD患者・家族の交流会”のピア・ラーニング効果
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 看護部 血液浄化センター　小塚　　彩

一般演題　口演2　療法選択・意思決定支援	 14：00～15：00

座長：郭　　義胤（福岡市立こども病院 腎疾患科）
 吉田　寿子（佐賀大学医学部附属病院 臨床研究センター）

O2-1	 医師とコメディカルスタッフにおける腹膜透析の適格基準についての認識の相違	
－コンジョイント分析を用いたWebアンケートより

佐賀大学医学部附属病院 臨床研究センター/九州大学大学院包括的腎不全治療学　吉田　寿子

O2-2	 透析選択における臨床工学技士のかかわり
公立西知多総合病院 臨床工学科　高橋　和夫

O2-3	 腹膜透析を導入する患者・家族への援助モデルの検討	～ピア・ラーニング法の実践を通して～
日本赤十字社医療センター 血液浄化センター　今井　早良

O2-4	 TRC（Total	Renal	Care）を用いた心理受容段階評価と腹膜透析導入後合併症の検討
久留米大学医学部内科学講座 腎臓内科部門　森山　智文

O2-5	 血液透析から腹膜透析へ療法変更した患者との関わり
黒部市民病院　草切　　幸

O2-6	 療法選択外来で腹膜透析を選択した超高齢患者への関わり
（医）日高会 日高病院 看護部　田丸　裕子

O2-7	 腹膜透析外来を創設してからの現況報告
（医）日高会 日高病院 看護部　麓　　真一
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シンポジウム11	 15：00～17：00

地域連携
司会：岡田　一義（社会医療法人川島会 川島病院）
 政金　生人（本町矢吹クリニック）

SY11-1	 JSPD教育研修システムは地域医療に貢献したか
大分大学医学部附属 臨床医工学センター　友　　雅司

SY11-2	 高齢腹膜透析患者の生活活動性を高めるための地域連携システムの構築と普及のための対策
大阪大学大学院 医学系研究科 腎臓内科学　猪阪　善隆

SY11-3	 地域連携の現状と課題	～拠点施設同士による遠隔地域連携～
旭川赤十字病院 腎臓内科　小林　広学

SY11-4	 東海大八王子病院と東京医科大学八王子医療センター「八王子PD倶楽部」活動中！
東海大学医学部付属八王子病院　石田　真理

SY11-5	 医療施設、介護施設との地域連携と教育研修医療機関としての地域連携
（社医）川島会 川島病院　山田　　諭

SY11-6	 腹膜透析を推進するための地域連携のあり方
本町矢吹クリニック　政金　生人

第６会場（西日本総合展示場 AIM　3F　314・315）

シンポジウム5	 9：00～10：30

療法選択
司会：角田　隆俊（東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科）
 吉田　寿子（佐賀大学医学部附属病院 臨床研究センター）

SY05-1	 末期腎不全の治療法選択とShared	Decision	Making
聖路加国際病院 腎臓内科　小松　康宏

SY05-2	 高齢化社会へ向けたPDファーストをめざして	～療法選択への看護師の介入とアセスメントシート
の作成～

一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 腎センター　西津　　規

SY05-3	 慢性腎臓病患者の療法選択時の葛藤と看護師の役割
名古屋大学医学部附属病院　高井　奈美

SY05-4	 腎代替療法選択における看護師の役割
東海大学 医学部付属 八王子病院　松本千恵美

SY05-5	 すべての導入患者さんに“最良の選択”の機会を	～療法選択シートを用いたチームでのSDMの
方法とその成績～

（社福）恩賜財団 済生会熊本病院 腎泌尿器センター 腎臓科　井上　浩伸
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シンポジウム8	 10：30～11：30

糖尿病
司会：馬場園哲也（東京女子医科大学 糖尿病センター 内科）
 丸山　弘樹（新潟大学大学院医歯学総合研究科 腎医学医療センター）

SY08-1	 糖尿病患者におけるPDの実態	～レジストリーデータを含めて～
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学　山成　俊夫

SY08-2	 糖尿病腹膜透析患者における血糖管理の意義
東京女子医科大学糖尿病センター 内科　花井　　豪

SY08-3	 糖尿病腹膜透析医療における多職種連携
新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院　飯野　則昭

SY08-4	 糖尿病性腎症患者の腹膜透析は是か非か
飯塚病院 腎臓内科　古庄　正英

ランチョンセミナー1-5	 11：45～12：45

司会：向山　政志（熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学分野）
共催：協和発酵キリン株式会社

LS1-5	 CKD-MBD治療の第一歩はシナカルセトによるPTH抑制	－血清リン・Ca管理の為に－
大阪市立大学大学院医学研究科 代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学　稲葉　雅章

ワークショップ2	 13：00～15：00

失敗から学ぶ腹膜透析
司会：正木　崇生（広島大学病院 腎臓内科）
 阿部　雅紀（日本大学 腎臓高血圧内分泌内科学）

WS2-1	 腹膜炎	～CQI活動による治療最適化～
琉球大学医学部附属病院 血液浄化療法部　恒吉　章治

WS2-2	 カテーテル挿入術の問題点
日本医科大学 腎臓内科　平間　章郎

WS2-3	 腹膜透析導入期に合併した横隔膜交通症の1例
日本大学 医学部 腎臓高血圧内分泌内科　高島　弘至

WS2-4	 PDカテーテル関連感染の失敗から学ぶ
慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科　森本　耕吉

WS2-5	 透析不足・除水不全症例から学ぶ適正透析の考え方
三重大学病院 血液浄化療法部・腎臓内科　石川　英二

WS2-6	 長期PDの課題と今後の展望	～EPS、残存腎機能の問題を含めて～
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 血液浄化療法人材育成システム開発学　杉山　　斉

WS2-7	 失敗から学ぶ腹膜透析	－看護の視点から－
安田女子大学 看護学部 看護学科　水内　恵子
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一般演題　口演3　感染症・EPS	 15：00～16：00

座長：上村　太朗（松山赤十字病院 腎臓内科（腎センター））
 三瀬　直文（三井記念病院 血液浄化部）

O3-1	 多岐にわたる合併症のため治療に難渋したpre-EPSが疑われた腹膜透析患者の一例
長崎大学病院 腎臓内科　戸村　秀志

O3-2	 非結核性抗酸菌による出口部・トンネル感染症の診断・治療の検討
琉球大学医学部附属病院 循環器・腎臓・神経内科学　砂川　祥頌

O3-3	 導入時PD	modality・接続デバイスと早期腹膜炎発症の関連性
奈良県立医科大学 第1内科　松井　　勝

O3-4	 腹膜灌流用紫外線照射器「つなぐ」による経カテーテル感染予防効果の検討
小倉記念病院 検査技師部 工学課　片山　浩二

O3-5	 培養陰性CAPD関連腹膜炎の臨床所見と予後の検討
名古屋大学大学院 医学系研究科 腎臓内科・腎不全システム治療学寄附講座　鈴木　康弘

O3-6	 腹腔内観察が可能であった腹膜透析歴29年の一剖検例
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科　古谷麻衣子

O3-7	 当院における腹膜炎起炎菌の耐性状況と治療成績
琉球大学医学部附属病院 血液浄化療法部　恒吉　章治

一般演題　口演4　腹膜基礎研究	 16：00～17：00

座長：桒原　孝成（熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学分野）
 重松　　隆（和歌山県立医科大学 腎臓内科）

O4-1	 Characterization	and	Proteomic	Profile	of	Extracellular	Vesicles	from	Peritoneal	
Dialysis	Efflux
REMAR-IVECAT Group, “Germans Trias i Pujol” Health Science Research Institute,　　　　　　　　　　　　
Can Ruti Campus, Badalona, Autonomous University of Barcelona, Barcelona, Spain　　Carreras-Planella Laura

O4-2	 腹腔内の液体貯留はNOを介して腹膜の線維化に寄与する
佐賀大学 医学部 病因病態科学講座　青木　茂久

O4-3	 重曹透析液と乳酸透析液の中皮細胞へ及ぼす影響：latent	TGFβの影響
東京女子医科大学東医療センター 内科　樋口千恵子

O4-4	 中性重炭酸腹膜透析液の長期臨床効果	－糖尿病・非糖尿病患者での比較検討－
自治医科大学附属さいたま医療センター 腎臓内科　星野　太郎

O4-5	 LED排液モニタを用いたAPD排液モニタリングシステムの基礎的検討
東京女子医科大学 臨床工学部　平川　晋也

O4-6	 腹膜透析患者における、残存腎機能低下速度と腹膜透析導入後血圧との関係
福岡赤十字病院 腎臓内科　黒木　裕介

O4-7	 腹膜透析導入患者における脂質プロファイルと残存腎機能保持との関連性
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科　本多　　佑
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ポスター会場（西日本総合展示場 AIM　3F　D・E・F・G展示場）

一般演題　ポスター1　カテーテル合併症	 17：40～18：40

座長：椛島　成利（ひびきクリニック）
 原田　健司（小倉記念病院）

P01-01	 皮下トンネル内の腹膜透析カテーテル断裂が疑われたカテーテル閉塞合併腹膜炎の一症例
東京医科歯科大学医学部附属病院 腎臓内科　岡戸　丈和

P01-02	 SMAP法で埋没させたカテーテルがフィブリン閉塞をきたすも、腹腔鏡下で閉塞解除できた	
一例

埼玉医科大学総合医療センター 腎高血圧内科　山本　　亮

P01-03	 PDカテーテルの腹腔内離断を認めた一例
日本大学医学部 腎臓高血圧内分泌内科　秋谷友里恵

P01-04	 皮下トンネル内カフ間カテーテル断裂によりカテーテル抜去を行った1例
土谷総合病院 人工臓器部　山下　正博

P01-05	 横隔膜縫縮術後長期にわたり再燃なく経過している横隔膜交通症の一例
旭川医科大学 透析センター　松木　孝樹

P01-06	 当院にて経験した横隔膜交通症の2症例
（社医）誠光会 草津総合病院　大井　衣里

P01-07	 導入後比較的早期にPDカテーテルの変色を認めた1例
日本大学医学部 腎臓高血圧内分泌内科　鄭　　立晃

P01-08	 腹膜透析カテーテル内に炭酸カルシウムが析出した症例
昭和大学江東豊洲病院 内科系診療センター 腎臓内科　保坂　　望

P01-09	 腹膜透析カテーテルの位置異常は、腹膜透析継続期間や早期離脱に影響するか？
三重大学病院 腎臓内科　石川　英二

P01-10	 腹腔鏡下カテーテル挿入術術後の早期液貯留がカテーテル関連合併症に影響するかの検討
京都大学大学院医学研究科 腎臓内科　戸田　尚宏

一般演題　ポスター2　適正透析・体液管理・残存腎機能	 17：40～18：40

座長：大仲正太郎（田川市立病院）
 木下　千春（京都民医連中央病院）

P02-01	 イコデキストリン分割長期貯留を行った3症例
（社医）友愛会豊見城中央病院 腎臓内科　永山　聖光

P02-02	 坐位と臥位との排液状況の比較
（医）五光会 福島寿光会病院　木田　雅彦

P02-03	 当院の腹膜透析患者における導入時からの腹膜平衡試験の推移
聖マリアンナ医科大学病院 川崎市立多摩病院 腎臓・高血圧内科　大石　大輔

P02-04	 BNPとInBodys10による浮腫値の関係の検討
東京女子医科大学 臨床工学部　若山　功治

P02-05	 PD導入期から体液管理に難渋した一例
JA岐阜厚生連 東濃厚生病院 腎臓内科　柏原　輝子
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P02-06	 肝硬変による大量腹水を呈する末期腎不全患者に腹膜透析を導入し体液管理と残存腎機能の改善
が得られた一例

聖隷佐倉市民病院 腎臓内科　永田真依子

P02-07	 腹膜透析（PD）患者のPD継続と残腎機能に関わる因子の検討
順天堂大学医学部附属練馬病院 腎・高血圧内科　中野　貴則

P02-08	 腹膜透析患者における残存腎機能の推移と評価
三郷中央総合病院 泌尿器科　堀内　崇真

P02-09	 生体腎移植前に透析をするなら腹膜透析の方が血液透析より移植後の腎機能は良好
熊本赤十字病院 内科　川端　知晶

P02-10	 腹膜透析患者の体組成変化に関する検討
信州大学 医学部 附属病院 腎臓内科　橋本　幸始

一般演題　ポスター3　栄養	 17：40～18：40

座長：小畑　陽子（長崎大学病院）
 宮本　　哲（産業医科大学）

P03-01	 入院高齢腹膜透析患者に対し、NST介入により栄養状態が改善する
貴生病院 薬剤部　塩田　優貴

P03-02	 肝硬変による難治性腹水を合併した腹膜透析患者に対する食事療法の実践例
琉球大学 医学部附属病院 栄養管理部　山川　房江

P03-03	 排液を採取せずに腹膜透析（PD）患者のPCRを推定する方法の検討
昭和大学藤が丘病院 栄養科　山尾　尚子

P03-04	 低K血症患者における摂取カリウム増量の取り組み	～野菜ジュース利用による有用性の検討～
小倉記念病院 栄養管理課　鹿嶋　彩子

P03-05	 甲状腺がん術後に転移性肺腫瘍が発覚したPD患者に対する栄養サポートの一症例
（独）地域医療機能推進機構 仙台病院 栄養管理室　守屋　淑子

P03-06	 姑との同居によって低栄養となり、管理栄養士が介入して改善したPD患者の一症例
（独）地域医療機能推機構 仙台病院 栄養管理室　大越　裕美

P03-07	 琉球大学医学部附属病院における腹膜透析食導入
琉球大学 医学部附属病院 栄養管理部　長嶺　愛香

P03-08	 管理栄養士が退院後訪問指導に同行して得られるもの	～病院における栄養指導だけで大丈夫？～
JA愛知厚生連 海南病院 栄養科　津村　菜甫

P03-09	 当院の透析患者におけるサプリメント摂取の実態調査
独立行政法人地域医療機能推進機構 神戸中央病院　石本千恵子
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一般演題　ポスター4　腹膜炎の起因菌1	 17：40～18：40

座長：筬島　明彦（新王子病院）
 西谷　隆宏（帯広東内科循環器クリニック）

P04-01	 γ-Streptococcusによるトンネル感染からPD関連腹膜炎を発症した1例
筑波大学 腎臓内科　佐久間亜季

P04-02	 複数菌による腹膜透析関連腹膜炎の一例
北里大学病院　阿部　哲也

P04-03	 当院で経験したセラチア腹膜炎の2症例
国際親善総合病院　安藤　匡人

P04-04	 腹膜炎の原因及び誘因に関する調査研究
一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院　梶原　大輝

P04-05	 バークホルデリア・セパシアが原因菌である腹膜透析患者の腹膜炎
（医）坂井瑠実クリニック　喜田　智幸

P04-06	 Edwardsiella	tardaによる腹膜炎を発症した腹膜透析患者の一例
三井記念病院 腎臓内科　古川　恵美

P04-07	 Achromobacter	xylosoxidansによる腹膜透析関連腹膜炎の1例
国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター　細川　亮平

P04-08	 Stenotrophomonas	maltophiliaを起因菌とする難治性腹膜炎にてカテーテル抜去に至った1例
京都第一赤十字病院 腎臓内科.腎不全科　坂口　啓子

P04-09	 腹膜透析関連腹膜炎発症時の排液培養方法が原因菌検出率に与える影響
長崎大学病院 腎臓内科　山口　貢正

P04-10	 非定型抗酸菌による腹膜透析カテーテルトンネル感染の一例
呉医療センター　田中　芳樹

一般演題　ポスター5　腹膜炎の合併症	 17：40～18：40

座長：菊池　秀年（別府医療センター）
 西尾　利樹（草津総合病院）

P05-01	 腹膜透析カテーテルの留置方法および導入までの期間と合併症についての検討
順天堂大学医学部 腎臓内科　中田純一郎

P05-02	 埋没した腹膜透析カテーテルの慢性感染によりカテーテルと直腸が穿通したと考えられた1例
奈良県立医科大学 第1内科/大阪府済生会吹田病院　治村　章惠

P05-03	 腹膜透析関連腹膜炎に腸管穿孔が合併した一例
埼玉医大総合医療センター 腎・高血圧内科　羽田野　実

P05-04	 貧血を伴った重度の血性排液を認めた男性腹膜透析患者の腹膜炎の一例
日本医科大学付属病院 腎臓内科　下田奈央子

P05-05	 感染性腎嚢胞を発症した腹膜透析の一例
川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学　近藤　　恵

P05-06	 大腸内視鏡的粘膜切除術（EMR）後に再燃性腹膜炎を発症した腹膜透析患者の一例
昭和大学医学部内科学講座 腎臓内科学部門　式田　康人
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P05-07	 胃瘻造設後に腹膜透析を導入したJoubert症候群の一例
加古川中央市民病院 腎臓内科　小坂　恭子

P05-08	 治療に苦慮したPD患者に発症した肝膿瘍の2例
（独）国立病院機構 岡山医療センター 腎臓内科　松本　和也

P05-09	 胆管穿孔を併発した腹膜透析腹膜炎の1例
熊本大学医学部附属病院 腎臓内科　水本　輝彦

P05-10	 CAPD患者の急性胆嚢炎による非感染性腹膜炎で術後PDを継続し得た3例
小倉記念病院　倉橋　基祥

一般演題　ポスター6　CKD-MBD・貧血・代謝異常	 17：40～18：40

座長：家原　典之（京都市立病院）
 林　　晃正（大阪急性期・総合医療センター）

P06-01	 当院で腹膜透析を導入した糖尿病患者の特徴について
熊本大学 医学部 附属病院 腎臓内科　岡村　景子

P06-02	 腹膜透析患者においてフェリチン高値は残存腎機能低下のリスク因子である
東京大学医学部附属病院　吉田　輝彦

P06-03	 腹膜透析における血清ヘプシジン/フェリチン比の寄与因子の検討
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科　中島　理美

P06-04	 腹膜透析患者における骨粗鬆症および骨代謝の検討
日本医科大学付属病院 腎臓内科　住　祐一郎

P06-05	 重炭酸含有腹膜透析液の血管石灰化に対する影響の検討
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科　松尾　七重

P06-06	 最適なCKD-MBD管理を目指して	－内服管理と食生活に着目して－
（社医）友愛会 豊見城中央病院　大城　匡史

P06-07	 腹膜透析患者における腹部大動脈石灰化進行速度に関与する因子について
富山市立富山市民病院　大田　　聡

P06-08	 腹膜透析患者における骨密度変化率の検証
大阪大学医学部附属病院 腎臓内科　北村　温美

P06-09	 持続血糖測定（CGM）を腹膜透析導入時に施行した一例
昭和大学横浜市北部病院　加藤　　憲

P06-10	 透析方法による血清ヘプシジン/フェリチン比の比較検討
厚木市立病院 内科　新倉　崇仁

一般演題　ポスター7　合併症1	 17：40～18：40

座長：瓜生　康平（中間市立病院）
 小出　滋久（藤田保健衛生大学）

P07-01	 Crohn病患者への腹膜透析
日本赤十字社和歌山医療センター 腎臓内科　岩重　洋平

P07-02	 腹膜透析患者に発症した血栓性微小血管症の一例
日本医科大学武蔵小杉病院 腎臓内科　久能木俊之介
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P07-03	 腹水濾過濃縮再静注法（CART）および腹水排液でコントロールできない難治性腹水が腹膜透析
（PD）再導入でコントロール可能となった1例

富山市立富山市民病院 腎臓内科　山内　博行

P07-04	 腹腔鏡下手術後に腹膜透析を再開した一例
株式会社 日立製作所 日立総合病院 看護局　森永美智子

P07-05	 大腸全摘・人工肛門造設後の高安動脈炎合併腎不全に対して腹膜透析を導入した一症例
東京医科歯科大学医学部附属病院 腎臓内科　宮崎　　崇

P07-06	 腹膜透析血液透析併用患者に発症した尿毒症性心膜炎の一例
広島市立広島市民病院　古城昭一郎

P07-07	 移植腎機能廃絶後の腹膜透析患者に発症したサイトメガロウイルス腸炎の1例
聖路加国際病院 腎臓内科　伊藤　雄伍

P07-08	 CFPM投与により脳症を発症した腹膜透析患者の2例
慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科　葛西　貴広

P07-09	 血性排液によって診断に至った肝細胞癌破裂の一例
九州大学 病態機能内科学　岸本　啓志

P07-10	 透析患者に対する転移性甲状腺分化癌への放射性ヨウ素（I-131）内用療法：血液透析から腹膜透
析への移行で実現した一例

岩手県立中央病院 腎臓・リウマチ科　吉川　和寛

一般演題　ポスター8　高齢者1	 17：40～18：40

座長：櫻田　　勉（聖マリアンナ医科大学）
 田畑　　勉（井上病院）

P08-01	 当院で経験した長期PDの2例
（医）博文会 紀の川クリニック　西浦真由美

P08-02	 高齢腹膜透析患者における外傷後水頭症に対して脳室腹腔シャント術を施行し自宅療養が可能と
なった一例

（社医）宏潤会 大同病院　加藤　佑季

P08-03	 当院における高齢CKD患者に対する腹膜透析療法の取り組み
東京歯科大学市川総合病院 内科　坂巻　裕介

P08-04	 長期療養型病院で腹膜透析管理を行う必要性
横浜じんせい病院　三橋　　洋

P08-05	 超高齢末期腎不全患者に外来腹膜透析導入を行った1例
日本赤十字社医療センター 腎臓内科　小野　慶介

P08-06	 超高齢腎不全患者に家族の支援でエクストラニールを導入した腹膜透析の一例
（医）社団日高会日高病院 腎臓内科　星　　綾子

P08-07	 大腿骨骨折を契機に腹膜透析を導入した超高齢者の一例
（財）甲南会甲南病院血液浄化腎センター　大川　智史

P08-08	 入院終末期腎不全患者に対して血液透析から腹膜透析への消極的移行を行った33例の検討
貴生病院　門田　和之

P08-09	 当院でも腹膜透析を再開することになった2症例	∽高齢腎不全患者における「人生の最終段階の
過ごし方」の一つとして∽

金沢医科大学氷見市民病院 腎臓内科　齋藤　淳史
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P08-10	 腹膜透析を導入した肝硬変合併末期腎不全の2例
関西電力病院 腎臓内科　中田　庸介

一般演題　ポスター9　出口部ケア	 17：40～18：40

座長：村田　敏晃（村上華林堂病院）
 安永　親生（福岡県済生会八幡総合病院 腎センター）

P09-01	 出口部皮膚トラブルのある腹膜透析患者の出口部自己管理についての現状調査
地方独立行政法人 大阪市立総合医療センター　原　ゆりか

P09-02	 カテーテル関連感染症を伴い出口部移動をきたしたため出口部変更術を施行した一例
独）地域医療機能推進機構 九州病院 内科　菰田　圭佑

P09-03	 腹膜炎を引き起こさないために	～出口部ケアが不十分な患者との関わりを通して～
鹿児島医療生協 谷山生協クリニック 血液浄化療法室　坂元　京美

P09-04	 皮下カフは腹膜透析導入後わずか1年で出口部側に転位する
聖マリアンナ医科大学病院 腎臓病センター　小竹　　徹

P09-05	 腹膜透析出口部・トンネル管理における当院での現状
貴生病院　中入　里英

P09-06	 出口部作成後の感染予防に対するグリップロックの有効性を検討する
聖路加国際病院 腎センター　徳元しのぶ

P09-07	 腹膜透析の出口ケア方法の変更による出口部感染状況の変化
大分赤十字病院 看護部　望月　芳美

P09-08	 腹膜透析患者の透析への思いと出口部ケア基本手技継続の検討	～自己管理の背景を把握して～
JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院 看護部　内村　実希

P09-09	 腹膜炎を予防するための取り組み	－セルフチェックリストと手洗いトレーニングキットを用いて－
（地独行）岐阜県立多治見病院　齋藤　清香

一般演題　ポスター10　患者支援1	 17：40～18：40

座長：足立　陽子（神戸中央病院）
 原田　孝司（長崎腎病院）

P10-01	 APDを導入する患者家族へ行う宿泊指導の評価
（医）仁友会 北彩都病院 看護部　河野　妥佳

P10-02	 腹膜透析はじめました	～PD診療の立ち上げと工夫～
おもろまちメディカルセンター　花城　　徹

P10-03	 患者のニーズに合わせた透析ライフ相談外来を目指して	～患者のニーズを調査して～
（社医）牧田総合病院 腎センター　佐藤　菜美

P10-04	 段階的腹膜透析導入法（SMAP）における患者の外来指導についての検討
（財）平成紫川会 小倉記念病院 腎センター　三神　綾香

P10-05	 安定した腹膜透析療法施行へと行動変容した患者の心理的因子	～インタビュー形式による検討～
公立学校共済組合 九州中央病院　三輪めぐみ

P10-06	 腹膜透析療法導入決定後の患者拒否行動に対する看護
（社医）石心会 川崎幸病院　山田江梨香
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P10-07	 患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現
春日井市民病院　山田　洋子

P10-08	 PD+HD併用療法中に今後の治療について不安があった患者への支援
（医社）手稲ネフロクリニック 看護部　酒井かおり

P10-09	 腹膜透析患者の在宅療養への支援をとおして	～導入前の介入が社会復帰をサポートする～
（社医）友愛会 豊見城中央病院看護部　上原香代子

P10-10	 医療資源の乏しい離島における腹膜透析療法　沖永良部島で初めて腹膜透析を導入した症例を通
して

（医）沖永良部徳洲会病院 看護部　林　　香織

一般演題　ポスター11　療法選択	 17：40～18：40

座長：奥村　紀子（天理よろづ相談所病院）
 吉田　恵美（九州大学病院 救命救急センター）

P11-01	 慢性腎不全患者の腹膜透析に至る意思決定のプロセス
NHO四国こどもとおとなの医療センター　丸山　紗季

P11-02	 当院での療法選択面談の現状と今後の課題
（社医）にれの杜クリニック　宮腰　麻矢

P11-03	 北海道千歳地区における腹膜透析治療導入の経緯
市立千歳市民病院 泌尿器科　新藤　純理

P11-04	 腎臓病教室開催における療法選択への効果
JA岐阜厚生連 東濃厚生病院　水野紀代美

P11-05	 当センターにおけるPD選択率向上への取り組み
日本赤十字社和歌山医療センター 腎臓内科　杉谷　盛太

P11-06	 PDを選択しなかった患者に対するアンケート結果	～ライフスタイルにあった治療方法の選択～
（医）良秀会 藤井病院　西　　美恵

P11-07	 透析クリニックで血液透析導入後、療法選択説明により腹膜透析に移行した一例
（医）一樹 筑西腎クリニック　千々和京介

P11-08	 患者の療法意思決定に療法選択外来が与えた影響
（公財）天理よろづ相談所病院 看護部　大成　明香

P11-09	 当院における腎代替療法選択外来と腹膜透析選択率に関する検討
（医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター 腎臓内科/（医）社団日高会平成日高クリニック透析センター　溜井　紀子

P11-10	 腎代替療法選択期における意思決定支援　－ピアカウンセリングの効果－
（社医）友愛会 豊見城中央病院 看護部　平良　千夏
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一般演題　ポスター12　診療連携1	 17：40～18：40

座長：松本秀一朗（加治木温泉病院）
 丸山　啓輔（岡山済生会総合病院 腎臓病センター）

P12-01	 一陽会のassisted	PDの現状と問題点
一陽会 原田病院　西澤　欣子

P12-02	 認知症で全身状態悪化しながら施設にて腹膜透析を継続し得た一例
独）地域医療機能推進機構 九州病院　吉田　良子

P12-03	 地域の医療介護資源を利用し導入できたassisted	PDの1例
愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 腎臓内科　小川　莉奈

P12-04	 家族形態の多様化に即したアシステッドPD	～ケアラー支援の必要性を考察する～
川崎市立多摩病院 腎センター 指定管理者 聖マリアンナ医科大学　石渡　希恵

P12-05	 トラブルを抱えた高齢PD患者の在宅支援が有効であった一例
田川市立病院 地域医療室　曽我部　香

P12-06	 高齢の腹膜透析患者の「家で過ごしたい」思いを支える透析外来と訪問看護師の協働モニタリング
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院　村上嘉寿美

P12-07	 高齢PD患者を地域で支えていくために
（医社）愛友会 三郷中央総合病院　大塚由美子

P12-08	 地域包括ケアシステムを利用した高齢腹膜透析導入の一例
（医）南里泌尿器科医院　南里　正之

P12-09	 在宅療養困難と考えられていたが腹膜透析移行および訪問看護支援により退院できた終末期透析
患者の1例

貴生病院　板井　郁実

P12-10	 腹膜透析患者の在宅看取りにおける医療・介護連携
赤穂市民病院 透析室　濱田　福加

一般演題　ポスター13　チーム医療・QOL1	 17：40～18：40

座長：中村　雅将（埼友草加病院）
 縄田　智子（大分県立病院）

P13-01	 PD患者ゼロからの出発　＜一例導入までの道のりと振り返り＞
ハートライフ病院 血液浄化部　張　　同輝

P13-02	 腹膜透析患者の入院受け入れに向けた当院の課題
光寿会春日井病院　守屋可奈子

P13-03	 当院で発生したPDカテーテルの接合不良のアクシデントに対する対策
東京女子医科大学 臨床工学部　瀧澤亜由美

P13-04	 当院透析室における腹膜透析業務のシステム構築
東京女子医科大学 血液浄化療法科　塚田三佐緒

P13-05	 片麻痺患者のAPD手技自立の援助
（医）葵会総合ケアステーション 訪問看護　那倉まゆみ

P13-06	 外来での腹膜平衡試験の導入による患者の負担の軽減についての考察
（社福）仁生社メディカルプラザ江戸川 看護部　八田　久司
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P13-07	 高齢腹膜透析患者の身体機能、日常生活動作及び健康関連QOLの変化
（医）偕行会 名古屋共立病院 リハビリテーション課　伊藤沙夜香

P13-08	 属性別にみた腹膜透析患者におけるKDQOL-SF
藤田保健衛生大学病院 看護部　山田　英子

P13-09	 当院腎代替療法選択支援外来およびPD外来での精神面に関するスクリーニング効果の検討
（社医）友愛会 豊見城中央病院 心理相談室　瀬名波耕二

P13-10	 PDに関するスタッフ教育の現状と今後の課題
（社福）函館厚生院 函館五稜郭病院 南6病棟　谷藤由里香

一般演題　ポスター14　システム	 17：40～18：40

座長：鮫島　謙一（奈良県立医科大学）
 星野　太郎（自治医科大学附属さいたま医療センター）

P14-01	 腹膜透析接続システム「つなぐ」は腹膜透析患者の腹膜炎を減少させる
国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 腎臓内科　高橋　俊介

P14-02	 当院における「つなぐ」使用患者のCAPD関連腹膜炎発症状況と今後の課題
（財）平成紫川会 小倉記念病院 総合5階病棟　森本　宏太

P14-03	 「つなぐⓇ」を使用し、腹膜透析導入後早期に退院が可能となった一例
公立西知多総合病院　加藤　彰浩

P14-04	 バクスター社腹膜灌流用紫外線照射器「つなぐ」は高齢者の腹膜透析導入にどのようなインパク
トがあるか？

江戸川病院 泌尿器科　坂本　　昇

P14-05	 ホームPDシステム「つなぐ」使用前後の腹膜炎発症率とPD導入時における交換手技習得日数の
検討

久留米大学医学部内科学講座 腎臓内科部門　山下　裕也

P14-06	 バクスター社製紫外線照射器（UV器）『くりーんフラッシュ』と『つなぐ』の比較検討
（社）宗像医師会病院 臨床工学科　松尾　卓也

P14-07	 新デバイス「つなぐ」導入への当院の取り組み
（医）住友別子病院 薬剤部　谷崎　文彦

P14-08	 新しい接続デバイス「つなぐ」導入後の現状と課題
公立八女総合病院 血液浄化センター　安達　優司

P14-09	 排液計量装置の電源コード接続不良によりAPD中断となった1例
東京女子医科大学 臨床工学部　宮尾亜矢子
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一般演題　ポスター15　患者指導1	 17：40～18：40

座長：水政　　透（九州中央病院）
 山村　　剛（札幌北楡病院）

P15-01	 演題取り下げ

P15-02	 腹膜透析患者の退院前・退院時自宅訪問を病棟で実施する問題と今後の課題
社会福祉法人仁生社 江戸川病院 看護部　大塚　美希

P15-03	 演題取り下げ

P15-04	 継続したケアにつながるPD外来記録の検討
福井赤十字病院　藤田　桂子

P15-05	 繰り返す夜間低血糖に対しイコデキストリン含有透析液使用時間の変更により改善が得られた	
1型糖尿病腹膜透析患者の1例

（社医）川島会 川島病院　日根　千鶴

P15-06	 導入後より全身浮腫、除水不良のPD患者が、自己管理に務め、1／W　HD併用しながらPD継
続している事例から外来での支援を振り返り学んだこと

（医）桃仁会病院　武部　明子

P15-07	 重症心不全を合併したCKD患者との関わり	～PD導入した在宅療養へ向けて～
（社医）京都桂病院 血液浄化センター　豊田　方子

P15-08	 腹膜透析患者指導の再考	～「退院後訪問シート」を用いた訪問指導を行って～
社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院　茂田　由美

P15-09	 腹膜透析導入ツールの作成	－5年間の腹膜透析導入患者の調査と指導の現状を踏まえて－
産業医科大学病院 看護部 8A病棟　濱　沙緒里

P15-10	 腹膜透析患者を対象とした手指衛生の実態調査
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院　舩津　智子
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プログラム
10月8日日　第2日目

The 23rd Annual Meeting of the Japanese Society for Peritoneal Dialysis

第23回日本腹膜透析医学会 学術集会・総会



第２日　10月8日（日）　プログラム

第1会場（北九州国際会議場　1F　メインホール）

会長講演	 8：30～9：00

司会：鶴屋　和彦（九州大学大学院医学研究院 包括的腎不全治療学）

PL	 科学するPD　～Learn	from	yesterday,	Live	for	today,	Hope	for	tomorrow～
産業医科大学病院 腎センター・腎臓内科 　田村　雅仁

教育セミナー8　栄養	 9：00～9：30

司会：升谷　耕介（福岡大学 腎臓・膠原病内科）

ES08	 食事療法の目的と方法と評価
東京医科大学 腎臓内科学分野　菅野　義彦

教育セミナー9　糖尿病	 9：30～10：00

司会：満生　浩司（福岡赤十字病院 腎臓内科）

ES09	 糖尿病患者のPD
日立製作所 日立総合病院 腎臓内科　植田　敦志

教育セミナー10　移植	 10：00～10：30

司会：山本　裕康（厚木市立病院）

ES10	 腹膜透析患者における腎移植
聖マリアンナ医科大学 腎臓病センター　櫻田　　勉

教育セミナー11　移行期PD	 10：30～11：00

司会：武本　佳昭（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学）

ES11	 療法移行
日本赤十字社医療センター　石橋　由孝

教育セミナー12　CKDMBD	 11：00～11：30

司会：藤元　昭一（宮崎大学医学部医学科 血液・血管先端医療学講座）

ES12	 CKDMBD
近畿大学 医学部 腎臓内科　谷山　佳弘
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ランチョンセミナー2-1	 11：40～12：40

腹膜透析患者の合併症対策に挑む
司会：水口　　潤（社会医療法人川島会 川島病院）
 森石みさき（あかね会 中島土谷クリニック）
共催：鳥居薬品株式会社

LS2-1-1	 腹膜透析患者の高リン血症への対策を再考する
東北大学病院 慢性腎臓病透析治療共同研究部門　中山　昌明

LS2-1-2	 腹膜透析患者の掻痒症に対する新たな治療戦略
埼玉医科大学 総合診療内科　中元　秀友

優秀演題１	 12：50～13：20

司会：水口　　潤（社会医療法人 川島会 川島病院）

AO1-1	 多施設共同前向き観察研究によるPD+HD併用療法の有用性の検討
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科/腎代替療法研究会　丸山　之雄

AO1-2	 重炭酸透析液が排液中に検出される血管増生関連因子へ与える影響の検討
産業医科大学 循環器・腎臓内科　上野　啓通

AO1-3	 腹膜透析患者におけるカルニチン動態と腹膜機能
久留米大学医学部内科学講座 腎臓内科部門　伊藤佐久耶

第２会場（北九州国際会議場　2F　国際会議場）

世界と日本のガイドライン	 8：30～10：30

司会：伊藤　恭彦（愛知医科大学 腎臓・リウマチ・膠原病内科）
 樋口千恵子（東京女子医科大学東医療センター 内科）

SP1-1	 世界からみた日本のガイドライン
本町矢吹クリニック　政金　生人

SP1-2	 ISPD	PD関連感染症ガイドラインからみた日本の現状とガイドライン
愛知医科大学 腎臓リウマチ膠原病内科　伊藤　恭彦

SP1-3	 ISPD患者教育ガイドラインから見た日本の患者教育の現状と今後
東京都済生会中央病院 腎臓内科　竜崎　崇和

SP1-4	 ISPDカテーテルガイドラインからみた日本の現状とガイドライン
山梨大学医学部付属病院 血液浄化療法部　深澤　瑞也

SP1-5	 ISPD心血管・代謝ガイドラインから見た日本の現状とガイドライン
東京女子医科大学東医療センター 内科　樋口千恵子

SP1-6	 世界のPDガイドラインと本邦の新PDガイドラインへの期待
埼玉医科大学 総合診療内科　中元　秀友
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九州特別企画	 10：30～11：30

九州から発信する腹膜透析の現状と未来
司会：鶴屋　和彦（九州大学大学院医学研究院 包括的腎不全治療学）
 深水　　圭（久留米大学医学部内科学講座 腎臓内科部門）

SP2-1	 沖縄県における腹膜透析の現状と未来
琉球大学医学部附属病院 血液浄化療法部　恒吉　章治

SP2-2	 PD患者への地域包括ケアの実現に向けた取り組み
楠本内科医院　楠本　拓生

SP2-3	 腹膜透析の現状と未来基幹病院から発するPD拡充の戦略と戦術
小倉記念病院　金井　英俊

ランチョンセミナー2-2	 11：40～12：40

地域医療連携の推進
司会：西野　友哉（長崎大学病院 腎臓内科）
共催：テルモ株式会社

LS2-2-1	 CKD発症予防・重症化対策に対する地域連携のあり方	～別府市の取り組み～
国立病院機構別府医療センター 腎臓内科　菊池　秀年

LS2-2-2	 はじめようPDの医療連携	～済生会熊本病院での取り組み～
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 腎・泌尿器センター 腎臓科　井上　浩伸

優秀演題２	 12：50～13：20

司会：佐中　　孜（社会福祉法人 仁生社 江戸川病院）

AO2-1	 腹膜透析関連リンパ管新生におけるCTGFの意義の検討
名古屋大学大学院 医学系研究科 腎臓内科学　鬼無　　洋

AO2-2	 腹膜透析患者由来ヒト腹膜中皮細胞における膜補体制御因子CD55の経時的変化
名古屋大学大学院医学系研究科 腎臓内科　小林　和磨

AO2-3	 ヒストンH3K4メチル化酵素（SET7/9）の阻害は,メチルグリオキサール（MGO）による腹膜線
維化を抑制する

広島大学病院 腎臓内科　田村　　亮
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第３会場（北九州国際会議場　2F　21会議室）

腹膜病理検討会	 8：30～10：30

腹膜組織障害のサロゲートマーカーを求めて
司会：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）
 濱田千江子（順天堂大学 腎臓内科）

C-1	 腹膜検体採取法
公立学校共済組合 九州中央病院 腎臓内科　水政　　透

C-2	 新生被膜（Newly-formed	membrane）は必ずしもEPS発症に関連しない
昭和大学 医学部 顕微解剖学/JSPD腹膜病理検討委員会　本田　一穂

C-3-1	 PD歴12年で腹腔鏡・腹膜生検で癒着と新生被膜膜を認め、EPSへのリスクのある一例
東京女子医科大学 東医療センター 内科　井上　朋子

C-3-2	 腹膜病理所見の解説
佐賀大学 医学部 病理学　青木　茂久

C-4	 腹膜透析歴29年の1剖検例における腹腔内所見
東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科　丹野　有道

C-5	 被嚢性腹膜硬化症（EPS）24年間の経験：中性透析液の影響
土谷総合病院　川西　秀樹

C-6	 腹膜組織障害のサロゲートマーカーを求めて
順天堂大学 腎臓内科　濱田千江子

C-7	 腹腔鏡による腹膜肉眼的所見の表記法に関する検討
東北大学病院 慢性腎臓病透析治療共同研究部門　中山　昌明

一般演題　口演5　腹膜アクセス、治療成績	 10：30～11：30

座長：窪田　　実（（医）白報会 王子病院）
 深澤　瑞也（山梨大学医学部 泌尿器科 血液浄化療法部）

O5-1	 シャントレスHD+PD併用療法の新しい試み
（社福）恩賜財団済生会熊本病院 腎泌尿器センター 腎臓科　井上　浩伸

O5-2	 併用（HD+PD）導入とPD導入との残存腎機能及び腹膜機能に与える影響の検討
日立製作所 日立総合病院 腎臓内科　植田　敦志

O5-3	 一陽会におけるPDカテーテル入れ替え術の検討
（医）一陽会原田病院　西澤　欣子

O5-4	 簡易手術練習器具を用いた腹膜手術教育
東北医科薬科大学 腎臓内分泌内科　森　　建文

O5-5	 王子病院におけるPDカテーテルのrevision
（医）白報会王子病院 腎臓内科　窪田　　実

O5-6	 Modified	simple	PWAT導入3年間，連続50例の成績
松山赤十字病院 腎センター　岡　　英明

O5-7	 挿入手技の徹底で、もはやカテーテル位置異常による注排液困難はPDの大きな合併症ではない！
山梨大学医学部 泌尿器科/山梨大学医学部付属病院 血液浄化療法部　深澤　瑞也
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ランチョンセミナー2-3	 11：40～12：40

併用療法、理論と臨床のup	to	date
司会：友　　雅司（大分大学医学部附属 臨床医工学センター）
共催：ニプロ株式会社

LS2-3-1	 治療スケジュールで変わる併用療法の効果
法政大学 生命科学部 環境応用化学科　山下　明泰

LS2-3-2	 併用療法の臨床とダイアライザ選択の可能性
日立製作所 日立総合病院 腎臓内科　植田　敦志

優秀演題３	 12：50～13：20

司会：小林　修三（湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター）

AO3-1	 腹膜透析関連腹膜炎における培養検体量と起炎菌検出率の関連
千葉東病院 腎臓内科　岡島　真里

AO3-2	 PD腹膜炎発症におけるBacterial	translocation（BT）についての臨床的検討
湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター　石岡　邦啓

AO3-3	 腹膜透析患者に潜む下肢末梢動脈疾患の現状	～腹膜透析患者と血液透析患者の比較検討～
富山市立富山市民病院 透析センター　竹林　陽子

第５会場（西日本総合展示場 AIM　3F　311・312・313）

ワークショップ3	 8：30～10：30

高齢者の看護
司会：野上　昌代（（財）平成紫川会 小倉記念病院  腎センター）
 山口　伸子（慶應義塾大学病院）

WS3-1	 透析医療と医療経済	～地域包括化を見据えて～
東京女子医科大学 血液浄化療法科　土谷　　健

WS3-2	 Total	Renal	Careの実践における高齢腹膜透析患者への看護
日本赤十字社医療センター 血液浄化センター　今井　早良

WS3-3	 高齢患者のPD継続過程に生じる諸問題への看護支援
関西医科大学総合医療センター 透析センター　日下美保子

WS3-4	 在宅での高齢者腹膜透析支援の課題
（一社）北九州市小倉医師会 北九州市小倉医師会訪問看護ステーション　加藤ひとみ

WS3-5	 デイサービスでの腹膜透析の実際と課題
株式会社UMEHARA アイビーデイサービスセンター　梅原　早紀
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一般演題　口演6　災害対策・リスクマネジメント	 10：30～11：30

座長：鯉渕　清人（済生会横浜市東部病院 腎臓内科）
 寺脇　博之（帝京大学医学部 第3内科学講座）

O6-1	 臨床工学技士によるAPD療法患者への災害時指導
（公財）日産厚生会玉川病院 臨床工学科　高橋真理子

O6-2	 在宅腹膜透析患者の災害時の対応に関する看護師の意識調査	～スタッフの知識習得を目指して～
岡山済生会総合病院　奥津　綾香

O6-3	 東海地区における腹膜透析用災害対策手帳（PD災害対策手帳・愛称：とっＰ）およびマニュアル
の有用性と改善策（案）の検討

名古屋大学医学部附属病院　高井　奈美

O6-4	 腹膜透析患者の災害対策への取り組み
聖路加国際病院 腎センター　山本　　愛

O6-5	 当院におけるCAPD外来患者の災害対策に対する取り組み
福岡赤十字病院　川口あかね

O6-6	 APD装置使用患者の災害指導について
公立陶生病院 血液浄化療法部　池田　　顕

O6-7	 APD緊急離脱操作患者指導	～指導1年後の現状～
熊本赤十字病院　木村由香理

ランチョンセミナー2-4	 11：40～12：40

腹膜透析患者の栄養管理
司会：藤元　昭一（宮崎大学医学部 医学科 血液・血管先端医療学講座）
共催：キッセイ薬品工業株式会社

LS2-4-1	 透析患者の蛋白摂取量について
産業医科大学病院 腎センター　宮本　　哲

LS2-4-2	 慢性腎臓病患者のリン管理
東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科　横山啓太郎

優秀演題４	 12：50～13：20

司会：新田　孝作（東京女子医科大学 第四内科）

AO4-1	 DPCデータベースを用いた腹膜透析カテーテル留置術の実態調査
東京大学 大学院医学系研究科 医療品質評価学　山本　博之

AO4-2	 重症心不全や肝硬変患者に対する腹膜透析療法の治療経験
新松戸中央総合病院 腎臓内科　佐藤　英一

AO4-3	 腎代替療法における腹膜透析一般化のための組織変革	～ビジネスフレームワークの活用～
（株）麻生 飯塚病院 腎臓内科　古庄　正英
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第６会場（西日本総合展示場 AIM　3F　314・315）

シンポジウム13	 8：30～10：30

PD関連感染症
司会：杉山　　斉（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 血液浄化療法人材育成システム開発学）
 鷲田　直輝（国際医療福祉大学医学部 腎臓内科学講座）

SY13-1	 ISPDガイドラインから見た日本のPD関連感染症
愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科　吉野　雅文

SY13-2	 PD関連腹膜炎の現状と腹膜炎コントロールに関する今後の課題
岡山大学病院 医療情報部　森永　裕士

SY13-3	 当院における腹膜透析患者の感染管理の歴史と今後
岡山大学病院 入院棟西7階　池田　美世

SY13-4	 PD関連腹膜炎の予防と初期対応に関する取り組み
慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科　森本　耕吉

SY13-5	 出口部感染に対するサーベイランスの取り組み
慶應義塾大学病院 看護部　平島麻衣子

SY13-6	 当院におけるPD関連腹膜炎の変遷と今後の課題
福岡赤十字病院 腎臓内科　黒木　裕介

SY13-7	 カテーテル出口部管理の現状
日本赤十字社 福岡赤十字病院　不動寺美紀

一般演題　口演7　高齢者	 10：30～11：30

座長：倉賀野隆裕（兵庫医科大学 内科学 腎・透析科）
 不動寺美紀（日本赤十字社 福岡赤十字病院 看護部）

O7-1	 超高齢患者に対する腎代替療法（腹膜透析、血液透析）の予後比較
（医）清永会 矢吹病院　伊東　　稔

O7-2	 訪問看護と連携した高齢腹膜透析患者の在宅導入教育とassisted	PD
東北医科薬科大学病院 腎臓内分泌内科　菊地　　縁

O7-3	 超高齢者に対する腹膜透析の現状と今後の課題
府中市民病院　後藤　如江

O7-4	 高齢者腹膜透析を支える家族のバーンアウト
（社医）牧田総合病院 看護部 腎センター　上杉　光葉

O7-5	 腹膜透析（PD）導入後の認知機能低下による継続可否
聖マリアンナ医科大学病院 看護部　藤嶋　千華

O7-6	 療養型病床における腹膜透析（PD）患者の看取り
刈谷豊田総合病院東分院　平塚　真紀

O7-7	 在宅施設を利用した高齢者腹膜透析の有用性	～得にディサービスを利用したAssited	PDについて
（医）偕行会名古屋共立病院 腎臓内科　木村　慶子
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ランチョンセミナー2-5	 11：40～12：40

司会：伊藤　恭彦（愛知医科大学病院 腎臓・リウマチ膠原病内科）
共催：大塚製薬株式会社

LS2-5	 腹膜透析患者におけるカルニチン欠乏の実態と補充療法の意義
久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門　深水　　圭

優秀演題５	 12：50～13：20

司会：平松　　信（岡山済生会総合病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター）

AO5-1	 腹膜透析患者を対象とした舌圧測定による嚥下筋定量評価及び筋力・筋量・炎症・栄養マーカー
との相関：サルコペニア増悪サイクル介入のためオーラルフレイルの観点から

日本赤十字社医療センター 腎臓内科/東京医科歯科大学 生命倫理医科学センター　上條　由佳

AO5-2	 腹膜透析カテーテルの出口部感染防止へ向けた取り組み	－テープかぶれ・かゆみの発生要因に
ついての検討－

独立行政法人 国立病院機構 千葉東病院　小山真利子

AO5-3	 Dialysis	modalityが生体腎移植に与える影響
聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科　仲田真由美

ポスター会場（西日本総合展示場 AIM　3F　D・E・F・G展示場）

一般演題　ポスター16　治療成績・併用療法	 13：30～14：30

座長：小禄　雅人（豊見城中央病院）
 古波蔵健太郎（琉球大学）

P16-01	 コントロール困難な消化管出血のある難治性腹水を伴う肝硬変合併腎不全に対して腹膜透析を導
入した1例

亀田総合病院 腎臓高血圧内科　伊藤　靖子

P16-02	 治療抵抗性心不全を伴う慢性腎不全患者における腹膜透析の効果
産業医科大学病院　中園　和利

P16-03	 難治性腹水を伴う肝硬変を合併した末期腎不全患者に腹膜透析を導入した1例
琉球大学医学部附属病院 第三内科　普久原智里

P16-04	 当クリニックにおけるPD+OHDF併用療法の取り組み
鶴瀬腎クリニック 臨床工学部　戸塚　浩平

P16-05	 PD+HD併用療法におけるonline-HDFの有効性に関する検討
京都大学医学部附属病院 腎臓内科　市岡　光洋

P16-06	 間歇補充型血液透析濾過（以下I-HDF）から腹膜透析（以下PD）ラストへ移行、その後併用療法を
行い状態の安定がみられた1症例

（医）菅沼会 腎内科クリニック世田谷　小山千代美

P16-07	 PD+HD併用療法のHDに対する優位性
南長野医療センター 篠ノ井総合病院 腎臓内科　中村　裕紀

P16-08	 PD単独、PDHD併用療法のインドキシル硫酸血中濃度に対する影響について
欅会 東大和南街クリニック　田中　仁英
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P16-09	 腹膜透析患者におけるBMIとPD関連腹膜炎発症との関連
山口赤十字病院　内田　裕士

P16-10	 当院における腹膜透析患者の肥満度と腹膜透析関連感染症との関係について
新潟県立新発田病院 腎臓内科　本間　則行

一般演題　ポスター17　手術手技	 13：30～14：30

座長：清野　耕治（三愛病院）
 吉田　一成（北里大学医学部 新世紀医療開発センター）

P17-01	 演題取り下げ

P17-02	 腹膜透析離脱時にカテーテル再埋没法を施行した4症例の検討
横須賀共済病院 腎臓内科　柳　　智貴

P17-03	 腹横筋膜面ブロックを用いたPDカテーテル留置の経験
公立西知多総合病院 腎臓内科　加藤　彰浩

P17-04	 腹膜透析治療終了時におけるカテーテル再埋没の試み
ひびきクリニック　椛島　成利

P17-05	 当院にてCRF（catheter	repair	by	a	forefinger）を施行した腹膜透析（PD）の4例
昭和大学横浜市北部病院　山本　真寛

P17-06	 当院での単孔式腹腔鏡下腹膜透析カテーテル留置術について
公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 外科　森川　彰貴

P17-07	 位置異常や注排液トラブルのないカテーテル挿入術を目指して
（社医）誠光会 草津総合病院　西尾　利樹

P17-08	 合併症予防のための手術手技の工夫について
大阪市立総合医療センター　浅井　利大

P17-09	 腹膜透析カテーテル留置時のカテーテルのたわみ具合が位置異常と関連する
三重大学医学部附属病院 血液浄化療法部　村田　智博

一般演題　ポスター18　腹膜基礎・透析液・腹膜機能	 13：30～14：30

座長：中島　　歩（広島大学）
 横井　秀基（京都大学）

P18-01	 Nrf2-Keap1制御系活性化による腹膜中皮細胞保護効果
東北医科薬科大学病院 腎臓内分泌内科　矢花　郁子

P18-02	 腹膜透析排液由来細胞を用いた腹膜線維化診断法の開発
三重大学大学院 工学研究科 分子素材工学専攻　安部　将史

P18-03	 腹膜透析液の生体適合性評価	－pH非依存性ゴルジ体分散－
三重大学大学院 工学研究科 分子素材工学専攻 生体材料化学研究室　岩本　真直

P18-04	 VEGF-D	plays	a	subtle	role	in	the	development	of	lymphangiogenesis	in	methylglyoxal-
induced	peritoneal	injury

名古屋大学医学系研究科 腎臓内科・腎不全システム治療学　孫　　　汀
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P18-05	 中性加熱滅菌ブドウ糖透析液使用腹膜透析患者におけるブドウ糖曝露量と腹膜平衡試験の関連
聖マリアンナ医科大学病院 腎臓病センター　藤田　陽子

P18-06	 当院における重炭酸腹膜透析液の臨床使用成績
産業医科大学 第二内科　八尋　和恵

P18-07	 腹膜機能検査解析ソフト『NAVI	Light』の活用	～シミュレーションによるPDメニューの検討～
JA岐阜厚生連 東濃厚生病院　高木　朋子

P18-08	 当施設における腹膜透析患者のバイオインピーダンス法による体液過剰・不足量についての検討
あかね会 土谷総合病院　白木　伸明

一般演題　ポスター19　腹膜炎の起因菌2	 13：30～14：30

座長：東　　治道（聖マリア病院）
 吉田　祐一（東苗穂病院）

P19-01	 迅速発育型非結核性抗酸菌によるCAPDカテーテル関連感染症の1例
国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 腎臓科　山本修太郎

P19-02	 IGRA陽性で肺結核・結核性腹膜炎が疑われ抗結核薬が著効した一例
山形大学 医学部 内科学第一講座　市川　一誠

P19-03	 初回腹膜炎の起因菌がStenotrophomonas Maltophiliaであった一例
藤田保健衛生大 医学部 腎内科学　小出　滋久

P19-04	 腹膜透析関連腹膜炎・トンネル感染の起因菌と治療について　当院の3年間の症例からの検討
岡山済生会総合病院 臨床研修部　大谷　天人

P19-05	 バイオフィルム形成が疑われた表皮ブ菌による再燃性腹膜炎の一例
（独）国立病院機構 別府医療センター 腎臓内科　内田　大貴

P19-06	 腹膜透析カテーテル出口部感染におけるCorynebacterium	jeikeiumの臨床的意義
琉球大学 大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学　平良　浩菜

P19-07	 エコーにて感染波及域を診断し得たMycobacterium	chelonaeによるPDトンネル感染の1例
大阪急性期・総合医療センター　奥嶋　拓樹

P19-08	 当院での早期腹膜炎発症のリスク因子の検討
埼玉医科大学病院 腎臓内科　小野　　淳

P19-09	 肺炎球菌による腹膜透析関連腹膜炎により敗血症性ショックに陥った一例
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院 腎臓内科　平井　俊行

P19-10	 Pasteurella	multocidaによるPD腹膜炎治癒後に横隔膜交通症発症が疑われた1例
昭和大学横浜市北部病院 内科　和田紗矢香
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一般演題　ポスター20　腹膜炎の治療	 13：30～14：30

座長：常田　康夫（藤沢市民病院）
 中田　　健（大分大学）

P20-01	 より良い口腔ケア習慣を有するPD患者ではPD腹膜炎発症率が低い
松山赤十字病院腎センター　岡　　英明

P20-02	 反復性腹膜炎に対してPDカテーテル抜去術と挿入術の同時施行が有効であった2例
川島病院　阿部　陽平

P20-03	 腹膜炎により腹膜透析用カテーテルを一度抜去するも再挿入し、その後再抜去した症例の腹腔鏡
所見の変遷

順天堂大学 医学部附属 練馬病院 腎高血圧内科　井下　博之

P20-04	 カテーテル出口部感染に対するアミカシン腹腔内投与のTDM実施について
琉球大学 医学部 附属病院 薬剤部　古謝さなえ

P20-05	 外科的処置を要した腹膜透析関連感染症の検討
砂川市立病院 泌尿器科　五十嵐　学

P20-06	 2歳児のトンネル感染に対しアンルーフィングを施行した1例
大阪市立大学 泌尿器科　松岡　悠大

P20-07	 カテーテルを抜去せず抗菌薬投与にて治療し得た緑膿菌による腹膜透析関連腹膜炎の1例
日立総合病院 救急集中治療科　福嶋　一剛

P20-08	 Mycobacterium	fortuitum（以下M.fortuitum）による腹膜透析（Peritoneal	dialysis	以下PD）
カテーテル出口部感染に対し早期に出口部変更術を行い感染コントロールしえた2例

（社医）友愛会 豊見城中央病院　平良　翔吾

P20-09	 保存的加療で治癒を得たMycobacterium	fortinum出口部トンネル感染の1例
貴生病院　門田智香子

P20-10	 当院におけるPD出口部感染の起因菌と治療成績
香川県立中央病院 腎臓・膠原病内科　氏家はる代

一般演題　ポスター21　心血管疾患	 13：30～14：30

座長：池田　裕次（佐賀大学医学部附属病院）
 斎藤　知栄（筑波大学）

P21-01	 PD患者の心不全の実態と予後規定因子の検討
日本医科大学付属病院 腎臓内科　寺田　光佑

P21-02	 虚血性心筋症に大動脈ステント挿入術，心臓弁置換術を経てCAPDを導入した低心機能SLEの
1例

日本赤十字社 金沢赤十字病院　下村　修治

P21-03	 腹膜透析導入と心房細動に対する肺静脈隔離術により良好な心不全コントロールを行えた一例
日本大学病院 循環器内科　原澤　信介

P21-04	 重症心不全によりPDを導入した患者の難渋した体液管理
（公財）天理よろづ相談所病院 臨床検査部 CE部門　後藤　光希

P21-05	 当院腹膜透析患者における下肢動脈の管理
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 腎臓内科　太田　康介
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P21-06	 左下肢痛を自覚してから4日後に死亡した腹膜透析患者の一例
JCHO神戸中央病院　竹内　健人

P21-07	 末期腎不全の体液過剰に対しCAPD導入したFabry病の一例
獨協医科大学病院 循環器・腎臓内科　内田　麻友

P21-08	 突然死にいった腹膜透析患者からの考察
（公社）京都保健会 京都民医連中央病院 腎循環器センター　木下　千春

P21-09	 当院における腹膜透析患者の血圧に関する検討
岡山済生会総合病院　澁藤　宣行

P21-10	 腹膜透析導入期における求心性左室肥大と関連する因子の検討
東京大学医学部附属病院　浜崎　敬文

一般演題　ポスター22　スタッフ教育・キャリアパス	 13：30～14：30

座長：中村　秀敏（小倉第一病院）
 松木　理浩（富山市立富山市民病院）

P22-01	 実際の事例から緊急時・トラブル時対応を学ぶ	－シチュエーション・ペーズド・トレーニングを
取り入れて－

（社医）友愛会 豊見城中央病院　平良　千夏

P22-02	 PD管理を始めた病棟の問題点に取り組んで	～アンケート調査から見えたこと～
京都保健会京都民医連中央病院 腎循環器病棟　井上　千裕

P22-03	 腹膜透析外来を担当する看護師の育成
新百合ヶ丘総合病院 血液浄化センター　太刀川美保

P22-04	 自宅訪問を行うことで院内看護師は真の在宅PD医療を知る
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 看護部 血液浄化センター　服部　仁美

P22-05	 退院後訪問指導の統一化を目指して
（社医）友愛会 豊見城中央病院 腎・リウマチ膠原病内科　平良　葉菜

P22-06	 腹膜透析外来看護師への教育を考える	～腹膜透析外来看護師の不安の要因分析～
（医）新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 総合腎臓病センター　木村　純子

P22-07	 腹膜透析看護の教育プログラムの確立	～2病棟の指導統一をめざして～
（株）日立製作所 日立総合病院 看護局　鈴木　里奈

P22-08	 腹膜透析関連腹膜炎の発症率を低減させた看護師の取り組み
近畿大学医学部附属病院 人工透析部　河村　明子

P22-09	 当院のPD管理体制の現状分析より	～可視化できるPD管理のCQI活動を目指して～
高松赤十字病院　光宗　仁美
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一般演題　ポスター23　患者指導2	 13：30～14：30

座長：西澤　欣子（原田病院）
 吉川　憲子（東京医科大学八王子医療センター）

P23-01	 腹膜透析患者に対するスタッフの手洗い・手指消毒指導方法の統一をはかる	～腹膜炎予防を	
目指した手洗いチェックリストを作成して～

岡崎市民病院 2階西病棟　加藤　香那

P23-02	 病棟スタッフの腹膜透析患者指導に対する苦手意識の原因分析
富山市立富山市民病院 東病棟8階　高安　七重

P23-03	 腹膜透析緊急時対応パンフレット作成
田川市立病院　高倉　美夏

P23-04	 腹膜透析における出口部感染の早期発見への取り組み
大分赤十字病院　下川　夏実

P23-05	 バッグ交換やカテーテルのトラブルを繰り返す患者の要因分析
（社医）かりゆし会 ハートライフ病院 血液浄化部　田下　　茜

P23-06	 腹膜透析から血液透析に移行した壮年期患者のセルフケア能力
獨協医科大学病院　永田　香織

P23-07	 腹膜透析液注入量の規格量と実際量の差
（医）五光会 福島寿光会病院　玉坂　恵子

P23-08	 透析患者が腹膜透析を長期に適応し継続できた要因の検討
JA長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 人工腎センター　佐藤ともみ

P23-09	 A病院における腹膜炎発症とデバイス利用の関連性についての一考察
日本赤十字社医療センター　渋谷　紋子

P23-10	 腹膜透析患者の外来看護指導における業務改善を目指した看護記録記載方法の見直し
長崎大学病院 看護部　小島　美佳

一般演題　ポスター24　離脱・EPS	 13：30～14：30

座長：徳永　公紀（鹿児島大学）
 幡谷　浩史（東京都立小児総合医療センター）

P24-01	 緑膿菌を含む複数菌によるPD関連腹膜炎のためカテーテル抜去に至った一例
広島市立広島市民病院 内科　岡本　修吾

P24-02	 早期腹膜透析離脱の背景についての検討
産業医科大学病院 循環器内科、腎臓内科　穴井　美希

P24-03	 当院のPD離脱患者の評価と早期離脱患者への対策
川崎市立多摩病院 腎臓・高血圧内科　金城　永幸

P24-04	 透析不足により早期に腹膜透析を離脱する要因について
大分赤十字病院 腎臓内科　内田　英司

P24-05	 腹膜透析患者の離脱前後の問題点
福岡県済生会 八幡総合病院　松本裕見子

P24-06	 東海PDレジストリ1と2におけるPD導入後3年未満の早期離脱に関する検討
名古屋大学 大学院医学系研究科 腎不全システム治療学/名古屋大学 医学部 腎臓内科/東海PDレジストリ研究グループ　水野　正司
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P24-07	 腹膜透析患者の早期離脱に関する検討
信州大学医学部附属病院 腎臓内科　藤井　一聡

P24-08	 腹膜透析導入1年後に被嚢性腹膜硬化症を発症し、腹膜透析用カテーテル抜去で改善した1例
東京都保健医療公社 豊島病院 腎臓内科　塩山　知里

P24-09	 中性液に長期間暴露された腹膜の変化にかんする検討
東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科　山田　　琢

P24-10	 発症リスクは低いと考えられた被嚢性腹膜硬化症を、PD離脱後5年以上経過後に発症した一例
大阪大学医学部附属病院 腎臓内科　松本あゆみ

一般演題　ポスター25　診療連携2	 13：30～14：30

座長：橋本　幸始（信州大学医学部附属病院）
 守矢　英和（湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター）

P25-01	 乳癌により余命宣告を受けた腹膜透析患者が、在宅治療を継続することができた一例
（医）東苗穂病院　マッケン沙織

P25-02	 CAPD腹膜炎患者の2症例における訪問看護による腹膜洗浄の有用性
（社福）仁生社 江戸川病院 メディカルプラザ江戸川 看護部　杉山　容子

P25-03	 より良い患者と家族のためのPDファーストを目指した地域連携	～訪問看護ステーションとの
連携にて早期の医療介入を行った事例～

（財）平成紫川会 小倉記念病院 腎センター　西津　　規

P25-04	 介護領域へのPD拡大を目指した活動と現状
田川市立病院 腎臓内科　大仲正太郎

P25-05	 腹膜透析導入時の訪問看護利用の効果	～アンケート調査より～
三井記念病院 血液浄化部　中川　純子

P25-06	 PD患者への退院後訪問指導の有効性
田川市立病院 5階東病棟　別府　美穂

P25-07	 腹膜透析患者の退院後訪問看護導入に向けた取り組み
高松赤十字病院　北山　知美

P25-08	 現象学的視点を用いた診療が有効であったPDラストの一例
日本赤十字社医療センター 腎臓内科/祐ホームクリニック麻布台　本田　和也

P25-09	 腹膜機能検査のための訪問看護との連携
（社福）函館厚生院 函館五稜郭病院 透析センター　櫻田　友美
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一般演題　ポスター26　合併症2	 13：30～14：30

座長：佐藤　祐二（宮崎大学）
 古市　賢吾（金沢大学附属病院）

P26-01	 透析液リークの診断に苦慮した高度肥満腹膜透析患者の一例
日本赤十字社医療センター 腎臓内科　高上　紀之

P26-02	 CAPD治療中にCTガイド下生検で診断したびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の一例
大分県厚生連鶴見病院 腎臓内科　佐藤　翔太

P26-03	 透析液漏の局所診断に透析液造影CTが有効であった2例
（社福）仁生社 江戸川病院 泌尿器科　緒方　彩人

P26-04	 抗結核治療薬エタンブトールによる視神経炎を発症した腹膜透析患者の一例
東京都保健医療公社 大久保病院 腎臓内科　小川　ひな

P26-05	 心タンポナーデを発症し診断に苦慮した腹膜透析患者の1例
成田記念病院 腎臓内科　前田さやか

P26-06	 女性化乳房をきたした腹膜透析患者の二例
稲城市立病院 腎臓内科　村澤　　昌

P26-07	 高浸透圧高血糖症候群を発症した腹膜透析患者の一例
松山赤十字病院 腎臓内科　平島佑太郎

P26-08	 腹膜透析施行中にイコデキストリン透析液を追加し、交通性陰嚢水腫を合併し保存的治療で改善
した症例

獨協医科大学病院 循環器・腎臓内科　平尾　　潤

P26-09	 腹膜透析患者に発症したアシクロビル脳症の一例
JCHO仙台病院 腎臓疾患臨床研究センター　木村　朋由

P26-10	 腹膜透析カテーテルによるS状結腸瘻孔を来たした1例
自治医科大学附属さいたま医療センター　矢内　克典

一般演題　ポスター27　高齢者2	 13：30～14：30

座長：田村　恭久（九州病院）
 山中　正人（高松赤十字病院）

P27-01	 施設で終末期を迎えることを希望し血液透析から腹膜透析（PD）へ移行しえた1例
昭和大学横浜市北部病院 6A病棟　佐藤美由紀

P27-02	 軽度認知症とPDトラブルの関連性の検証	～PD患者へのMOCA-Jによる軽度認知症チェックの
実施～

（社医）明陽会 成田記念病院　山本　美和

P27-03	 訪問看護が他職種を繋ぐことで在宅看取りが可能となった一例
武蔵ヶ丘訪問看護ステーション　中川　香織

P27-04	 高齢PD患者のPD継続期間と予後の調査
（医）あかね会 土谷総合病院 看護部　渡部恵理子

P27-05	 在宅医療を支える支援	～訪問診療と連携することで病院から在宅をつなぐ～
公益財団法人 日産厚生会玉川病院　藤井　沙織

P27-06	 高齢患者の意思決定における支援と関わりを振り返って
日本赤十字社和歌山医療センター 第三外来　楠本　洋子

プ
ロ
グ
ラ
ム
2
日
目

63



P27-07	 腹膜透析患者を介護する高齢家族への看護支援を考える
旭川赤十字病院　平間　優子

P27-08	 高齢腹膜透析患者におけるサルコペニアの有病率と関連要因の検討
聖隷クリストファー大学 リハビリテーション学部/（医）偕行会名古屋共立病院リハビリテーション課　矢部　広樹

一般演題　ポスター28　患者支援2	 13：30～14：30

座長：大田　　聡（富山市立富山市民病院）
 長野　裕子（産業医科大学病院）

P28-01	 体重管理が不良な腹膜透析と血液透析併用患者への介入	～患者参画型看護計画をもちいて～
（医）東苗穂病院 総合外来　菅原　智美

P28-02	 PDからHDへ移行する時の患者説明を考える	～患者心理にスポットを当てて～
（医）さくだ内科クリニック　長尾　英光

P28-03	 患者、家族の意思決定を支える社会資源
（社医）友愛会 豊見城中央病院 地域医療部 地域連携室　東門麻里子

P28-04	 塩分指導を通して行動変容につながった外来看護
太田糖尿病クリニック　毒島由香里

P28-05	 高齢患者のPDを導入するために必要なものは何か	～手技習得に自信喪失した患者の一考察～
愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 5Ｃ病棟　平野　佳代

P28-06	 併用療法から血液透析に移行した患者への援助を考える
（社医）石心会 川崎クリニック　片山亜由子

P28-07	 腹膜透析導入患者の退院指導	～退院後の生活に密着した指導パンフレットを作成して～
総合病院土浦協同病院 看護部　矢口よし江

P28-08	 腹膜透析から血液透析へ移行する患者の心理と援助	～完全移行した患者へのアンケート調査から
振り返る～

社会福祉法人 恩賜財団 済生会滋賀県病院 人工透析室　近藤　亜紀

P28-09	 適切な情報により円滑な診療を可能にする問診票の検討
（医）社団 恵仁会 三愛病院　佐藤　有希

P28-10	 PDの増加は透析医療費の適正化と透析医療機関経営の安定に寄与するか
バクスター（株）地域医療研究室　大西　宏幸
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一般演題　ポスター29　チーム医療・QOL2	 13：30～14：30

座長：池田　裕史（福岡市民病院）
 森本　宏太（小倉記念病院）

P29-01	 PD導入患者における退院後訪問の選定基準の検討	～退院前・後訪問の実践を通して～
（社医）明陽会 成田記念病院　尾崎　京子

P29-02	 訪問看護部門がない急性期病院におけるPD患者への退院後訪問システムの構築	～プロジェクト
マネジメントを用いた検証～

恩賜財団 済生会横浜市東部病院　河嶋あつ子

P29-03	 腹膜透析から血液透析へ移行した患者の検討　臨床工学技士の立場から
大分赤十字病院 医療技術部 臨床工学技術課　丸野　祐輔

P29-04	 その人らしくPD生活を送るための意思決定支援	～入退院支援センターとしての役割～
（財）平成紫川会 小倉記念病院 入退院支援センター　江口しのぶ

P29-05	 在宅支援におけるチーム医療
さくら記念病院　今川　浄子

P29-06	 腹膜透析患者に対して退院時自宅訪問を病棟看護師が実施する有用性の検討
社会福祉法人仁生社 江戸川病院 看護部　榊　久美子

P29-07	 多職種での患者指導が円滑にできた症例	～腹膜透析新規導入時のリハスタッフ向けマニュアルを
使用して～

京都民医連中央病院 リハビリテーション部　山下真由子

P29-08	 PD患者のコールセンター利用の現況とアンケート調査を実施して
（財）平成紫川会 小倉記念病院 腎センター　柴山麻衣子

P29-09	 PD患者の支援を考える	～看護外来を開設して～
東邦大学医療センター大森病院 看護部　花見　紗代
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