
第１日　10月7日（土）　プログラム

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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	 当院における腹膜透析の現状-新規立ち上げを経験して
（医）祥杏会	おもろまちメディカルセンター　知念　功喜

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



第２日　10月8日（日）　プログラム

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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


