
［一般演題（ポスター）］

第1日目　6月28日（金）

ポスター会場（展示ホール）

オンラインHDF 1　10:30-11:50
座長： 小宅育代（昭和大学藤が丘病院）
【P-1-001】　 オンラインHDFでの栄養指標に関する検討
 総合病院国保旭中央病院臨床工学室 ○平山和也，若松則彦，高木　誠
 総合病院国保旭中央病院人工透析センター  前田裕哉，渡邊　隆，宮内義浩，伊良部徳次
【P-1-002】　 血漿濾過率が後希釈オンラインHDFに及ぼす影響
 社会医療法人川島会川島病院 ○道脇宏行，藤原健司，田尾知浩，岡田一義，水口　潤，

川島　周
【P-1-003】　 粒子計数器を用いたインライン連続測定
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院臨床工学部 ○木下あゆ，土田　舞，岡田奈美，松野敏宏，小川浩之，

三谷治夫
 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  乳原善文，高市憲明
【P-1-004】　 低栄養の高齢透析患者に対する間歇補充型HDF（IH）と低量置換On lineHDF（OH）の比較
 （医）あさお会あさおクリニック臨床工学部 ○白川幸広，柳本政隆
 （医）あさお会あさおクリニック内科  吉澤　亮，前波輝彦
【P-1-005】　 後希釈HDFに併用するIHDFのプログラム内容の検討
 （医）進和会西2条腎泌尿器科病院医療技術部， ○工藤恒太，野上　奨，土屋貴寛，旭　和功
 臨床工学技士科
【P-1-006】　 後希釈HDFにI-HDFを併用する有用性についての比較検討
 （医）社団清心会薬円台泌尿器科腎クリニック ○荒木俊行
 （医）社団清心会緑が丘メディカルクリニック  田村浩三
【P-1-007】　 Post On-lineHDFにI-HDFを併用した時に膜に及ぼす効果～間歇補液時注入速度変更による検証～
 （医）刀水会齋藤記念病院臨床工学科 ○山谷龍矢，岡本直久，小林義朋，今吉鈴子，岩本祐介，

矢崎恒忠，齋藤　卓
【P-1-008】　 On-line HDF治療，前・後希釈での除去物質，栄養状態の比較
 （医）あさお会あさおクリニック臨床工学部 ○石山真衣，小鹿昭雄，柳本政隆
 （医）あさお会あさおクリニック内科  吉澤　亮，前波輝彦
【P-1-009】　 後希釈On-lineHDF移行へ向けた希釈法の比較検討
 （医）医誠会神崎中央病院臨床工学科 ○矢田雅士，中島俊介，高尾香織，矢木晴彦
 （医）医誠会神崎中央病院人工透析内科  西谷博一
【P-1-010】　 オンラインHDF治療を施行している後期高齢者透析患者の水分分布と位相角およびNT-proBNPと位相角の関

連性について
 （医）社団愛友会上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック ○内田恵子，藤井奈緒子，関根利江子，島崎沙由香，

河原崎千晶，水村泰冶

血液浄化法／HDF 症例 1　10:30-11:26
座長： 奈倉千苗美（日本大学）
【P-1-011】　 急性Li中毒と高Mg血症に対し，HDを施行した躁鬱病患者の1例
 名古屋市立西部医療センター臨床工学室 ○岩瀬明史
 名古屋市立西部医療センター腎臓・透析内科  宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広
【P-1-012】　 高熱を呈した透析アミロイドーシスに対しonline HDFおよびβ2-MG吸着カラムが有用であった長期血液透

析患者の一例
 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○小田康弘，石岡邦啓，大竹剛靖，大木里花子，田口慎也，

松井賢治，持田泰寛，守矢英和，日高寿美，小林修三
 戸塚新クリニック  有井達朗
【P-1-013】　 ハイブリット（HB）HDFが透析困難症例に対して有効であった一例
 （医）社団欅会小平北口クリニック ○松島啓恵，内田弘美，伊藤麻里，横置亮介，立石　明，

柳澤進一，佐藤直幸，崔　明香，小沢　尚
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【P-1-014】　 下肢切断後に義足を作製し在宅血液透析（HHD）に移行した長期透析患者の1例
 （医）衆和会長崎腎病院リハビリテーション課 ○山口由希子，林　涼子，上谷しのぶ，原田孝司，

舩越　哲
【P-1-015】　 血液透析症例に対し抗生剤加療中に出血傾向を認めた2例
 （財）住友病院腎センター ○村津　淳，寺嶋　謙，三木　渉，南　知宏，奥手祐治郎，

米田　傑，森島淳之，阪口勝彦
【P-1-016】　 頻回の失神を生じ多数の診療科で精査されたが原因特定に至らなかった酢酸不耐症の一例
 中部労災病院リウマチ膠原病・腎感染症科 ○猪飼浩樹，吉田浩之，中村嘉宏，北村文也，山本真理，
   村井由香里，高杉浩司，藤田芳郎
【P-1-018】　 ニトラゼパム中毒患者に対する前希釈大量置換online-HDF（OHDF）の検討
 （医）埼友会埼友草加病院臨床工学部 ○堀川健太，大澤　勲，中村雅将，生方政光，中村裕也，

後藤博道，後藤義和，早川英明

血液浄化法／透析膜　10:30-11:34
座長： 甲斐田裕介（久留米大学病院）
【P-1-019】　 PMMA膜不適合の2例
 中部労災病院腎臓内科 ○村井由香里，藤田芳郎
【P-1-020】　 透析時に出る咳嗽発作に対しダイアライザの変更を検討した一例
 （医）おかもと腎クリニック，古河おかもと腎クリニック ○小林武尊，久原登士也，齋藤　明，岡本憲一
【P-1-021】　 透析困難症例にビタミンE固定化膜が奏功した4症例
 奈良県立医科大学附属病院医療技術センター ○小西康司，萱島道徳
 奈良県立医科大学附属病院透析部  米田龍生，吉田克法
【P-1-022】　 透析中のアナフィラキシー様ショックにより膜の選定に難渋した一例
 横須賀市立市民病院 ○角田　竣，今井隆二，國保敏晴，井上典子，岸本勇将
【P-1-023】　 関節痛に対する治療条件の検討
 （医）新光会村上記念病院臨床工学科 ○森　和真，稲葉勇武，高松朋也，本間健太，池田　良，

渡辺亮子
 （医）新光会村上記念病院内科  石井雄士
【P-1-024】　 PMMA膜ダイアライザーNF-HとNF-Uの比較・検討
 （医）豊水会みずのクリニック水広分院 ○尾崎　宏，中村　恵，大西　大，小野正孝
【P-1-025】　 積層型浄化器における血流変化
 （医）刀水会齋藤記念病院 ○市川宗賢，中村　開，岡本直久，園田修一郎，小林義朋，

今吉鈴子，岩本祐介，矢崎恒忠，齋藤　卓
【P-1-026】　 生体適合性ポリマーでコーティングした血液透析膜の拡散特性
 呉医療センターME管理室 ○多賀谷正志，水國あゆみ，横田彩美，村高拓央，久恒一馬，

岡野慎也，市川峻介，小田洋介，入船竜史，半田宏樹
 呉医療センター腎臓内科  高橋俊介，田中芳樹

血液浄化法／CART　10:30-11:50
座長： 戸田　晋（宇治武田病院）
【P-1-027】　 当院におけるCARTの現状
 岡山済生会総合病院血液浄化療法室 ○岡田弘毅，三宅将司，松井　謙，岩元章浩，百田　聡，

瀧澤友美，高橋啓歩，角　幸奈，高尾晃輔，高橋雅人，
上田貴美子，小國舜介，石原深雪，野村祥久，野中慶佑，
桃木律也，丸山啓輔，平松　信

【P-1-028】　 当院における腹水濾過濃縮再静注法（CART）業務の現状と課題
 徳島市民病院診療部臨床工学室 ○岩戸大征，原　有里，豊田英治，中川章平，長尾和昌，

野口友希，佐原浩子，田村公一
【P-1-029】　 腹水濾過濃縮再静注法（CART）における穿刺針固定の検討
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院臨床工学技術科 ○谷　亮太，中前健二，兵藤好行，沖島正幸，井上宏隆，

小川正博，近藤浩史，酒出篤弥，辻川圭亮，西山和芳，
太田委住，遠藤泉樹，佐野公俊

【P-1-030】　 腹水濾過再静注法における発熱原因の検討
 日本医科大学千葉北総病院血液浄化療法室 ○山崎直人，井村昌弘
 日本医科大学千葉北総病院腎臓内科  山田剛久
 日本医科大学千葉北総病院泌尿器科  鈴木康友
 日本医科大学千葉北総病院心臓血管外科  別所竜蔵
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【P-1-031】　 腹水濾過濃縮還元静注法（CART）における逆濾過洗浄の試み
 飯田市立病院臨床工学科 ○金子達也，帯川直純，平澤慎也，大島里穂，関口拓馬，

大原文香
 飯田市立病院腎臓内科  森　雅博，三井　憲
【P-1-032】　 落差外圧全量濾過式腹水濃縮濾過再静注法と発熱の関係性の検討
 （医）社団シャロームシャローム病院臨床工学科 ○齋藤翔太，小辻　聡，今野大輔，伊代野賢一，荒江啓司
 （医）社団シャロームシャローム病院緩和ケア内科，消化器内科  加藤修一，狩野　契，鋤柄　稔
【P-1-033】　 透析中に腹水濾過再静注法を施行した症例
 春日井市民病院技術部臨床工学技術室 ○毛利真吾，中嶋浩詞，石井祐次，柴田永利子，篠田　悟，

鷲尾享之，重松恭一
 春日井市民病院腎臓内科  野田悠平，坂　洋祐，成瀬友彦，渡邊有三
【P-1-034】　 4型胃癌に併発した大量の血性腹水にKM-CARTを施行した一例
 KKR高松病院血液浄化センター ○平井沙季，川原勁介，山崎さおり，岩田康伸，出濱千景，

藤澤恵理奈，松原啓介
【P-1-035】　 非代償性肝硬変による難治性腹水に腹水濾過濃縮再静注法（CART）を施行した2症例
 （医）泉和会千代田病院血液浄化療法部 ○上園繁弘，今村晶子，戸井田玲子
 （医）泉和会千代田病院臨床工学部  田中聖也，甲斐寿代，中元寺正樹，向井信二，原　彩夏
【P-1-036】　 難治性ネフローゼ症候群により末期腎不全に至った維持透析患者の大量腹水貯留に対し腹水濃縮再灌流療法

が著効した1例
 社会医療法人愛仁会千船病院腎臓内科 ○服部英明，宇高千恵，中西昌平，金　鐘一

急性血液浄化法／CRRT　10:30-11:58
座長： 井上　勉（埼玉医科大学）
【P-1-037】　 血清Na168mEq/Lを呈したAKIに対し，Na濃度調整したCHDFを行った1例
 公立富岡総合病院臨床工学科 ○神宮宏臣，關谷秋奈，齋藤　慎
 公立富岡総合病院循環器科  金子克己
【P-1-038】　 透析患者の腹膜炎による敗血性ショックに対しAN69ST膜+PMXを用いたCHDFが著効した一症例
 関東労災病院臨床工学部 ○福田沙理奈，三上敦也，望月由紀子，曽我部光弥，

斉藤彰紀，五十嵐栄，岩井陽平，北山伸治
 関東労災病院腎臓内科  久野芳裕，矢尾　淳，横地章生
【P-1-039】　 持続的血液浄化療法（CBP）業務における効率的な電子カルテ活用法の検討
 九州医療センターMEセンター ○山本和孝，澤岡祐太，高橋茂樹，村上晴美，浅田裕子，

志賀江玉実，江口祐三
【P-1-040】　 本学における持続的腎代替療法（CRRT）の治療開始時期と予後について
 山形大学医学部附属病院臨床工学部 ○三春摩弥，杉山陽子，吉岡　淳
 群馬パース大学臨床工学科  芝本　隆
 山形大学医学部腎泌尿器外科学講座  土谷順彦
【P-1-041】　 血液浄化装置別による持続的腎代替療法（CRRT）施行開始までの比較検討
 東京西徳洲会病院臨床工学科 ○徳吉光示，石川英頼，塩入悠輪，矢野勝久，東原佐織，

堺　康徳
 東京西徳洲会病院血液浄化センター  真栄里恭子
【P-1-042】　 腸回転異常症による腸管虚血壊死にてCPAとなり，その後CHDF施行で長期生存が可能となったDIC腎症の

一例
 近畿大学医学部腎臓内科 ○堀川有希子，中谷嘉寿，堀川亮太，瀬戸口知央，市川昌志，

高橋実代，山本祥代，清水和幸，古林法大，大西佐代子，
中野志仁，高見勝弘，松岡稔明，坂口美佳，谷山佳弘，
有馬秀二

 近畿大学医学部外科学教室小児外科部門  古形修平，前川昌平，佐々木隆士，八木　誠
【P-1-043】　 劇症型溶連菌感染症（TSLS）に対しPMX-DHPとCHDFを併用し救命し得た1例
 自衛隊中央病院小児科 ○釡江智佳子
 自衛隊中央病院腎臓内科  田之上桂子，冨永健太，千田将光，松延華子
 自衛隊中央病院泌尿器科  床鍋繁喜
 （医）財団青葉会東都三軒茶屋クリニック  久保田孝雄
【P-1-044】　 両下肢虚血後再灌流による高K血症に対し，持続的腎代替療法を2台並列に施行した1例
 日本赤十字社長野赤十字病院臨床工学技術課 ○竹内隆志，小橋　楓，早川哲司
 日本赤十字社長野赤十字病院腎臓内科  西川真里奈，原田　真，市川　透，小林　衛
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【P-1-045】　 アンケート調査に基づく東海・北陸地区における持続血液浄化療法の現状　その（2）
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 ○中前健二
 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院  開　正宏
 伊勢赤十字病院  北村　拡
 岡崎市民病院  西分和也
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院  足立光生
 小牧市民病院  神戸幸司
【P-1-046】　 当院における血液浄化療法実施の現状
 みやぎ県南中核病院臨床工学室 ○笠松詩乃，鈴木　晃，近江　篤，伊妻貴博
 みやぎ県南中核病院泌尿器科  和泉卓司
【P-1-047】　 ニューモシスチス肺炎を発症し各種血液浄化を実施し救命した1例
 千葉労災病院臨床工学部 ○長見英治，久我洋史，小倉　健，堀川俊之介，岡崎　徹，

田口直人，窪田賢人
 千葉労災病院循環器内科  山内雅人

血液浄化膜／性能評価 1　10:30-11:50
座長： 川本進也（獨協医科大学埼玉医療センター）
【P-1-048】　 ダイアライザー「NVF」の抗血栓性の検討
 （医）五星会菊名記念クリニック臨床工学科 ○原田佳奈，安部瑞歩，吉澤侑也，山口雄太，斎藤ひかる，

松原裕希子，谷口くみこ，浅見浩平
 （医）五星会菊名記念クリニック腎臓内科  内村英輝
【P-1-049】　 NVF-Mの性能評価
 織本病院臨床工学科 ○佐藤　寛，木村　亮，村田昂平，大徳聖哲，下村有希子，

高木由利
【P-1-050】　 ヘモダイアフィルター FX150HDFの性能評価
 （医）社団けいせい会西新井大師西腎透析クリニック ○市川幸司，吉橋愛衣，松野航也，遠山紘崇，依田有紗，
 臨床工学部  情野瑞葵，有賀　優，上野千春，横倉悠太朗，青木慶秀，

成田佳乃
【P-1-051】　 ポリフラックスHのI-HDFにおける性能評価
 埼玉県済生会川口総合病院臨床工学科 ○笠松航介，伊藤　涼，渡辺直哉，原口博明，曾我麻里，

新井　彩，廣田公之，松田　睦，向　哲夫
 埼玉県済生会川口総合病院腎臓内科  石塚史乃，窪田研二
【P-1-052】　 オンラインHDFにおけるポリフラックス210Hの性能評価
 （医）社団岡村医院腎クリニック ○久門晶子，和合　亮，柏原友紀，牛路直希，岡村基弘，

岡村靖久，岡村康彦
 姫路獨協大学医療保健学部  小寺宏尚，八城正知
【P-1-053】　 残血対策としてのNVF膜使用経験
 （医）社団邦腎会大井町駅前クリニック ○西村優哉，上水圭祐，河村良太，丸山佳澄，大久保由起子，

的場　烈，近藤美幸，田中　勤
【P-1-054】　 ダイアライザーAN69膜の性能評価
 （医）財団敬寿会相武病院 ○大渕翔太郎，外山聡彦，真野　靖，太田　淳
【P-1-055】　 MFX-21Seco前後希釈の性能評価
 社会医療法人彩樹門真けいじん会クリニック透析室 ○尾崎裕之，大北怜史，森　雄輝，福田勇介，市原智子，

中嶋章貴
 社会医療法人彩樹寝屋川けいじん会クリニック透析室  七牟禮啓行
【P-1-056】　 ポリフラックスHの使用経験
 （医）さくら鶴瀬腎クリニック血液浄化部 ○長江貴裕，島口　豊，戸塚浩平
 同看護部  佐藤京子，前野須美子，粕谷悦子，秋山　咲，川田結穂
 同腎臓内科  岸雄一郎
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部  金子和史，鈴木隆司
【P-1-057】　 I-HDFにおけるGDF-21Mの性能評価
 （医）社団仁友会尾道クリニック臨床工学部 ○村上健太，内　久敏，藤井洋輔，籔紗奈衣，柴内麗菜，

山本康平，道寄理奈，兒玉晃子，兼長貴祐，細谷　唯，
迫野　豊，宮迫保江，下岡和貴

 （医）社団仁友会尾道クリニック内科  久傳康史，浜口直樹

（
第
１
日
目
）

ポ
ス
タ
ー

174



透析機器／管理　10:30-11:42
座長： 亀井大悟（東京女子医科大学）
【P-1-058】　 血液回路と治療条件変更が各種データに与える影響
 須坂腎・透析クリニック ○小林祐介，渡辺信行，佐藤　晃，比田井誠，原田一陽，

小林裕幸，小山貴之
【P-1-059】　 動脈チャンバ無し血液回路の応用
 （医）喜多町診療所透析室 ○小野塚謙，今井　正，樋口　徹，鈴木　尊，今井　健，

今井淳奈，高野正也，冨澤沙貴
【P-1-060】　 当院でのカプラ洗浄方法の検討
 （医）厚生会うきクリニック ○岩本卓也，荻　美穂，赤穂美稀，本田亮二，鴨井彰子，

世良直哉，渡辺麻耶，上原和隆，竹原　朗
【P-1-061】　 出張用透析装置における熱水消毒システム構築から5年間の経過報告
 （一財）住友病院臨床工学部 ○平野玲二，柳田博紀，山中悠子，兼城　雅，矢野彩香，

青野邦寛，藤川　直，三枝弘繁，石破世志男，阪口勝彦
【P-1-062】　 各種透析条件における酸塩基平衡の変化
 （医）一樹筑西腎クリニック臨床工学部 ○鈴木幸恵，大島　敬，石橋賢一，野原大司，小堀比花里，

瀧田孝明，矢嶋寿章，大木伸芳，土田康博
 （医）一樹筑西腎クリニック臨床検査部  荻野幹大，宮尾利奈，谷口敦男
 （医）一樹筑西腎クリニック診療部  今井麗華，赤井洋一
【P-1-063】　 穿刺針選定基準の妥当性の検証
 日本赤十字社小清水赤十字病院医療技術部臨床工学技術課 ○鈴木智香子，日野貴章，本多直樹，石川嘉世，石川一史
【P-1-064】　 透析液配管末端の付着異物分析
 久留米大学病院臨床工学センター ○天神原崇，今井徹朗，山香　修，杉原　学
 久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門  深水　圭，甲斐田裕介，柴田　了，玻座真琢磨，
   森山智文
【P-1-065】　 全透析液配管におけるPFAフィッティング配管の使用経験
 さかいクリニック透析センター ○岩尾昌之，水口裕梨
 さかいクリニック  坂井陽祐
【P-1-066】　 DAD-50NXは，薬剤ボトル数量の設定なしでも運用可能か？
 岡垣腎クリニック ○村山正憲，村山憲一，立川　裕

透析モニタリング／HD 1　10:30-11:58
座長： 那須野修一（日本臨床工学技士会）
【P-1-067】　 グルコースモニタリングシステム（CGM）を使用した透析時の輸液に対する血糖の評価
 （医）社団三陽会前田内科病院 ○下村愛実，河崎亮太，白川亜沙希，松屋愉之，三好　誠，

前田大登
【P-1-068】　 透析中の耳朶血流と血圧の関係について
 （医）辰川会山陽腎クリニック ○原田嵐真，大塚梨菜，井本琢也，宮田誠治，松岡幸則，

池辺宗三人
 （医）辰川会山陽病院  辰川匡史，辰川自光
【P-1-069】　 耳朶血流量測定による血管反応性の評価
 （医）辰川会山陽腎クリニック ○宮田誠治，久保田将平，宮本悠平，松岡幸則，

池辺宗三人
 （医）辰川会山陽病院  辰川匡史，辰川自光
【P-1-070】　 BV-UFCの使用経験
 さがみ循環器クリニック ○清宮良太，石井文雄，幸松直樹，乙津文夫，林　亜弥，

大熊美智代，林　秀人，中嶋真一，浅井友基，本橋佐知子，
吉田　煦

【P-1-071】　 当院でのレーザー血流計の活用
 （公財）ときわ会常磐病院臨床工学課 ○佐藤克彦，永沼利明
 （公財）ときわ会常磐病院腎臓内科  小松水樹，岡崎真之，川口　洋
【P-1-072】　 全血活性化血液凝固測定器の比較検討
 昭和大学横浜市北部病院臨床工学室 ○堀　裕則，杉浦　敦，菊地　武，鳥居一樹，大段　剛，

柿沼　浩
 昭和大学統括臨床工学室  大石　竜
【P-1-637】　 顔認証システムの有用性について
 （医）俊仁会秩父第一病院 ○島田紗亜耶，田中玲奈，井上裕史
 小川赤十字病院  中村　玲
 埼玉医科大学病院総合診療内科  中元秀友
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【P-1-073】　 当院における透析用患者監視装置の保守管理について
 茨城県厚生連なめがた地域医療センター臨床工学部 ○茂垣美穂，大内智之，浅野和志
【P-1-074】　 当院の新透析室建設に向けて臨床工学技士が担う役割と今後の課題
 恵光会原病院透析室 ○井原　肇，森　裕貴
 恵光会原病院腎臓内科  高村宏明
【P-1-075】　 透析支援システム導入について～導入から単独運用まで～
 社会福祉法人聖隷浜松病院臨床工学室 ○中島俊一，沖　雄斗，源田卓郎，西條幸志，北本憲永
【P-1-076】　 透析装置における血液回路の違いが気泡検出器に与える影響についての検討
 （医）シーエムエス杉循環器科内科病院医療機器管理室 ○岩波将平，寺本貴明，内田恭正，甲斐弘樹，西田啓子，

森田裕貴，大塚　紹
 （医）シーエムエス杉循環器科内科病院循環器科内科  杉　健三

水処理／RO装置・清浄化　10:30-11:50
座長： 柴原伸久（有澤総合病院）
【P-1-077】　 JWS社製DRO-NXR入替えによる評価
 （社）甲府共立病院臨床工学室 ○井原悠智，飯窪　護，樋口勇太
 （社）甲府共立病院内科  木戸美之
【P-1-078】　 RO装置の総塩素管理における検討
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院臨床工学科 ○川端純平，千葉康雄
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院透析センター  稲津昭仁
 （医）社団嬉泉会嬉泉クリニック内科  泉　朋子
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院内科  久留秀樹，土屋貴彦，上畑昭美，須藤祐司
【P-1-079】　 FC-RE1800W-FSRBHKの使用経験
 （医）偕行会豊田共立クリニック透析医療事業部 ○吉村修平，本田翔太，畠中昌也，鈴木友美，早川紘美，

兵藤美穂，濱口　桂
 （医）偕行会名港共立クリニック透析医療事業部  田岡正宏
【P-1-080】　 逆浸透膜管理方法の一例
 （医）佳信会クリニックつしま透析科 ○鈴木啓修，高羽佳奈絵，杉山徳子，向井誠時
 （医）佳信会あすかクリニック透析科  高橋丈昌，本川正浩
 （医）佳信会クリニックつしま透析科  宗宮信賢
 ／（医）佳信会あすかクリニック透析科  
【P-1-081】　 煮沸濃縮法によるRO水/EDI水中のオリゴDNAの定量
 熊本大学大学院先端科学研究部 ○坂田眞砂代
 ダイセン・メンブレン  阿瀬智暢
 東葛クリニックみらい  中澤了一
【P-1-082】　 RO装置の移設・更新を経験して
 JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 ○小林庸晃，相澤真由，山田和志，小木曽歩美，樋口正廣，

荒井陽平，笠原崇司，帯刀寛師一，久保田充稔
【P-1-083】　 原水温度上昇によるRO装置トラブルの経験
 （医）生寿会岡崎北クリニック ○犬塚浩章，宇都翔平，城殿務文，筒井優香，山本さや香，

神谷和志，佐々木昌一
【P-1-084】　 RO排水熱回収システム（Heat exchange system-1）による節電効果
 岩切病院血液浄化技術部 ○尾形佳昭，伊東智子，熊谷雄平，本多康嗣
【P-1-085】　 透析液清浄化の新たな取り組み
 昭和大学江東豊洲病院臨床工学室 ○坂本圭三，太鼓千恵，森本嘉純，西堀英城
 昭和大学統括臨床工学室  大石　竜
【P-1-086】　 過酢酸系サナサイドNXを使用した洗浄方法の見直しについて
 （医）社団一陽会原田病院血液浄化部 ○黒谷成論，田淵嵩人，谷　雅之，田中秀人，珍部三恵子，

北森初男，森田直美，本丸忠生
 （医）社団一陽会原田病院看護部  藤川　博
 （医）社団一陽会原田病院腎臓内科  水入苑生，重本憲一郎，原田　知

バスキュラーアクセス／管理 1　10:30-11:58
座長： 植田敦志（筑波大学附属病院日立社会連携教育研究センター）
【P-1-087】　 当院のVA管理法とクリアランスギャップの検討
 （医）あかね会阿品土谷病院看護部 ○川口拓郎，山本あゆみ，本野由美子，吉川和恵
 （医）あかね会阿品土谷病院人工臓器部  丸林誠二，山下哲正，平井隆之
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【P-1-088】　 当院におけるバスキュラーアクセス管理の現状
 （医）徳洲会福岡徳洲会病院血液浄化療法センター ○本田裕紀子，松崎真由美，岡真須美，中原多恵子，

森本順子，川村栄一，石村春令
【P-1-089】　 当院VAセンターにおけるVA管理向上への取り組み
 吉祥寺あさひ病院看護部手術室 ○吉川　栄，野口智永，大石裕子，佐藤奈月，信長慎太郎，

篠田由加里
【P-1-090】　 VA情報シート（仮）はVAトラブルの回避に有用か
 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 ○池田健司，古波蔵央子，東風平玲子，馬場哲子，知念笑子，

宮城雅美，安田なぎさ，山城律子，上地正人
【P-1-091】　 当院におけるVA管理の取り組み～個別管理表を導入して～
 （医）如水会嘉島クリニック ○神谷絵里香，榎本福美，西村典史
 嶋田病院  前原優一，嶋田英敬
【P-1-092】　 臨床工学技士によるエコーを用いたシャント評価の検討
 （医）社団哺育会白岡中央総合病院臨床工学科 ○小林冬樹，伊藤大輔，柴野和高，亀山勇太，高橋　舞，

山口一成，佐藤嵩浩，西山絵理香
 （医）社団哺育会白岡中央総合病院腎臓内科  佐藤雅勇
 （医）社団哺育会白岡中央総合病院看護部  島田美幸
【P-1-093】　 入院患者のシャントトラブル対策について
 日本赤十字社静岡赤十字病院臨床工学課 ○小澤章宏，小澤純市，井上義之
【P-1-094】　 血管拡張率がFV・RIおよびVAIVT間隔に与える影響
 （医）住友別子病院診療部臨床工学室 ○白石　理，神原圭佑，宮崎昌彦
【P-1-095】　 VA管理における聴診・触診の重要性を再考して
 （医）社団総星会五井クリニック血液浄化部 ○鈴木　修，向井太郎，荒木美希，古川康隆，堀川哲彦，

松崎健三
 （医）社団翠明会山王病院血管外科  島田一馬，西村克樹
【P-1-096】　 当院における臨床工学技士のエコーによるシャント評価の取り組み
 （医）社団登戸クリニック ○杉山裕樹，木下秀和，友廣忠寿
【P-1-097】　 精神神経疾患合併症例におけるブラッドアクセスの選択ならびに管理
 国家公務員共済組合連合会立川病院内科 ○二木功治，篠塚圭祐，五十嵐有

バスキュラーアクセス／超音波　10:30-11:50
座長： 今西政仁（石切生喜病院人工透析センター）
【P-1-098】　 閉塞症例・血栓を伴う狭窄症例におけるエコー下VAIVTの有用性
 （医）高橋内科クリニック ○下池英明，花田真一，長嶺裕介，乙藤徳人，平山遼一，

藤田晃弘，真崎優樹
【P-1-099】　 当院におけるエコーを用いたVA診療へのCEの参入とその取り組み
 いわき市医療センター臨床工学室 ○兼本大輔，水野麗菜，横田恵美
 いわき市医療センター透析センター外科  小柴貴明
【P-1-100】　 VA管理にシャントエコーを導入して～ 3年経過しての当院での現状～
 （医）福満会トーマクリニック ○山口翔太朗，酒井美和子，中村靖子，飯田美和子，

小野高志
 （医）福満会ふくみつクリニック  福満東馬
【P-1-101】　 シャントエコーを業務に取り入れた一例
 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 ○三輪千彰，安藤貴昭，西垣明彦
【P-1-102】　 慢性維持血液透析患者におけるシャント血流量とLVMIの関連性について
 三次市市立三次中央病院腎臓内科 ○森本啓介，吾郷里華，原　大輔
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【P-1-103】　 超音波画像診断装置FC1-Xにおける血流量自動計測機能の有用性について
 埼玉医科大学総合医療センター臨床工学部 ○佐々木裕介，金山由紀，小西一輝，永井彰人，宮原一樹，

徳井研太，森田高志，持木彫人
 埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科血液浄化センター  小川智也，長谷川元
【P-1-104】　 アクセス過剰血流に対する心臓エコーを使用した心臓機能評価～症例報告（第2報）～
 （医）社団泉会東名富士クリニックシャントセンターVA課 ○渡邉麻奈夫，山岸　敬，前島由樹，鶴牧克也，大西　誠，

安藤公一，内山照美
【P-1-105】　 VscanとVscan Extendの性能比較と有用性について
 （医）明生会東葉クリニック ○坂本裕紀，井竹康郎，新井依子，佐藤忠俊，吉田正美，

山下淳一，大森耕一郎，田畑陽一郎
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【P-1-106】　 当院におけるエコーガイド下穿刺～ナビゲーション穿刺（二人法）を試みて～
 （医）一樹筑西腎クリニック臨床検査部 ○谷口敦男，宮尾利奈，荻野幹大
 （医）一樹筑西腎クリニック看護部  小澤晶子，千々和京介，弓削真由美，伊藤結子
 （医）一樹筑西腎クリニック臨床工学部  瀧田孝明，大島　敬，矢嶋寿章，大木伸芳，鈴木幸恵，

土田康博
 （医）一樹筑西腎クリニック診療部  今井麗華，赤井洋一
【P-1-107】　 エコーガイド下PTAのためのVAマップ作成の取り組み
 （医）すずきネフロクリニック ○土屋　孝，相川雅美，三神裕紀，市村将基，長田一元，

箭本結花，荒川美智代，田中敬子，小椋　静，野村照久

バスキュラーアクセス／モニタリング　10:30-11:34
座長： 大林弘明（キナシ大林病院）
【P-1-108】　 血液浄化用カテーテル対応閉鎖式コネクタの使用評価
 東邦大学医療センター大森病院臨床工学部 ○室市秀久，川岸拓馬，山田隆裕，堀米慎吾，津田圭一，

元木康裕，吉原克則
 東邦大学医療センター大森病院腎センター  酒井　謙，橋本淳也，湯浅玲奈
【P-1-109】　 HD03を用いたシャント血流測定による内シャントについて
 社会医療法人寿楽会大野記念病院泌尿器科 ○杉田省三，若林良浩，浅川純平，秦健一郎，舟尾清昭，

吉本　充
 （医）東和会第一東和会病院泌尿器科  和田誠次
【P-1-110】　 シャント雑音の周波数解析に基づくバスキュラーアクセス機能評価
 （医）社団裕眞会あかまつ透析クリニック臨床工学部 ○坂内　誠，清千布美，矢嶋博行
 （医）社団裕眞会あかまつ透析クリニック  赤松　眞
 桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科  佐々木一真，関　俊輔，本橋由香，佐藤敏夫，阿岸鉄三
【P-1-111】　 透析用患者監視装置の動脈側血液回路内圧測定によるVascular Access管理の有効性
 （医）宏人会木町病院臨床工学部 ○扇谷　至，佐藤広大，北村真吾，百足　強
 （医）宏人会木町病院泌尿器科  黒本暁人，籏福文彦
【P-1-112】　 VA管理について～パリンドローム　プレシジョン長期使用症例での評価～
 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  窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進
【P-1-113】　 当院における透析モニターHD03の使用経験
 社団（医）啓愛会美希病院透析室 ○浅沼柚香，千葉卓哉
 社団（医）啓愛会美希病院泌尿器科  井筒俊利
【P-1-114】　 HD02モニター実血流量測定を用いた当院の取り組み
 （医）社団新東京石心会昭島腎クリニック ○萩原　篤，清水絢平，渡邉　徹，栗本義直
【P-1-115】　 非カフ型カテーテルの挿入角度によるVA機能への影響について
 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  窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進

腹膜透析／合併症 1　10:30-11:50
座長： 松尾七重（東京慈恵会医科大学）
【P-1-116】　 腹腔鏡下腹膜透析カテーテル抜去術の有用性の検討，術中内視鏡所見の観察
 順天堂大学医学部腎臓内科 ○前田拓也，井尾浩章，中野貴則，前田国見
 ／順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科
 順天堂大学医学部腎臓内科  原　一彰，中田純一郎，鈴木祐介
【P-1-117】　 横隔膜交通症に対し外科的治療が奏功し腹膜透析継続が可能となった一例
 熊本大学病院腎臓内科 ○濱口亜実，三浦　玲，吉井隆一，泉裕一郎，桑原孝成，

井上秀樹，安達政隆，中山裕史，柿添　豊，向山政志
 熊本大学病院呼吸器外科  池田公英，鈴木　実
 熊本大学病院呼吸器内科  堀尾雄甲
【P-1-118】　 陰嚢水腫を発症した腹膜透析の1症例
 島根大学医学部附属病院腎臓内科 ○江川雅博，川西未波留，山内明日香，芦村龍一，

吉金かおり，福永昇平，伊藤孝史
 島根大学医学部附属病院泌尿器科  椎名浩昭
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【P-1-119】　 多発性嚢胞腎患者の腹膜透析導入期に鼠径ヘルニアと横隔膜交通症を合併した1例
 愛知医科大学病院総合腎臓病センター ○松岡直也，可知亜沙子，畔柳裕紀，山本理恵，山口　真，

鬼無　洋，野畑宏信，勝野敬之，伊藤恭彦
【P-1-120】　 残腎機能が低下している腹膜透析患者では左室拡張機能が障害されている
 朝日大学病院腎臓内科 ○操　佑樹，宮崎　渚，大野道也，加藤周司，大橋宏重
 朝日大学病院泌尿器科  江原英俊
【P-1-121】　 腹膜透析患者のカルニチン欠乏症の実態とレボカルニチン内服が心機能と貧血へ与える影響
 岡崎市民病院腎臓内科 ○志貴知彦，朝田啓明，宮地博子，越川佳樹，柴田克晃，

近藤里佐子
【P-1-122】　 横隔膜交通症に対して胸腔鏡併用横隔膜縫縮・被覆術にて腹膜透析を継続し得た，Cornelia de Lange症候群

の1例
 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院腎臓内科 ○光本憲祐，新宮昂史，宇津　貴
 公益財団法人日本生命済生会日本生命病院呼吸器外科  桂　　浩，前田　元
【P-1-123】　 CT peritoneographyにより複数の交通部位を術前同定しえた横隔膜交通症の一例
 北野病院腎臓内科 ○櫻木　実，鈴木洋行，林　綾乃，森田　元，平井大輔，

垣田浩子，塚本達雄
 北野病院呼吸器外科  住友亮太
【P-1-124】　 PD関連腹膜炎発症後に著明な高血糖，痙攣発作を来した症例
 日本赤十字社松山赤十字病院腎臓内科 ○福満研人，近藤美佳，平島佑太郎，相原成志，岡　英明，

上村太朗，原田篤実
【P-1-125】　 PTHの適正化により異所性肺石灰化が改善した一例
 大雄会第一病院泌尿器科 ○川瀬紘太，高木公暁，蓑島謙一，山羽正義，堀江正宣
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科  水野正司

腎移植の興味ある症例　10:30-11:58
座長： 西　慎一（神戸大学大学院腎・血液浄化センター）
【P-1-126】　 片側固有腎摘出と腹膜透析導入後に腎移植を施行した先天性ネフローゼ症候群（Finnish type）の2例
 東京女子医科大学腎臓小児科 ○長澤　武，笹田洋平，三浦健一郎，飯田貴也，谷口洋平，

白井陽子，伴　英樹，金子直人，薮内智朗，高木陽子，
石塚喜世伸，近本裕子，秋岡祐子，服部元史

【P-1-127】　 血液型不適合移植における超急性および促進型拒絶反応3症例についての検討
 東京女子医科大学腎臓外科 ○久都内慶子，三宮彰仁，操　海萍，井出大志，森田さやか，

蜂須賀健，山本めい，富田祐介，小川勇一，三木克幸，
加藤容二郎，甲斐耕太郎，岩藤和広，北島久視子，
小山一郎，中島一朗，渕之上昌平

【P-1-128】　 長時間透析が移植前管理に有用と思われた献腎移植の1例
 国際医療福祉大学熱海病院臨床研修科 ○清水陽平
【P-1-129】　 脂腺癌に大腸癌が併発し，Muir-Torre症候群の診断に至った腎移植レシピエントの一例
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科／厚木市立病院内科 ○中田泰之
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科  山本　泉，友成雄大，川邊万佑子，山川貴史，勝俣陽貴，

眞船　華，勝馬　愛，小林賛光，丹野有道，山本裕康，
横尾　隆

【P-1-130】　 chronic graft intolerance syndromeにより移植腎摘出に至った1例
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○畑中彩恵子，小林賛光，山本　泉，松尾七重，丸山之雄，

大城戸一郎，横尾　隆
 東京慈恵会医科大学附属病院泌尿器科  島田隼人，小池祐介，三木　淳，木村高弘，穎川　晋
【P-1-131】　 腎移植前後に自己管理について指導を行った糖尿病患者二例の検討
 県立広島病院腎臓内科 ○清水優佳，末廣珠里，細川亮平，上野敏憲，小川貴彦
 県立広島病院移植外科  札場保宏，森本博司，石本達郎
【P-1-132】　 赤芽球癆を発症した血液型不適合生体腎移植の1例
 浜松医科大学附属病院泌尿器科 ○杉山貴之，鈴木孝尚，伊藤寿樹，久世俊輔，竹村綾奈，

松下雄登，渡邉弘充，田村啓多，本山大輔，大塚篤史，
三宅秀明

【P-1-133】　 低心機能を呈した重度MR患者に先行的腎移植が有効であった一例
 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○大木里花子，日高寿美，守矢英和，三宅克典，小田康弘，

松井賢治，田口慎也，持田泰寛，石岡邦啓，大竹剛靖，
小林修三

【P-1-134】　 腎移植患者におけるヒトパルボウィルスB19（HPVB19）遷延感染の2症例
 東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター ○尾田高志，井上　暖，酒井敬史，小島亜希，木原　優，

今野　理，山田宗治，吉川憲子，岩本　整
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【P-1-135】　 生体腎移植後33年に生じた，移植腎梗塞の1例
 大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科 ○岩田幸真，上床隆太，高塚泰輔，芳村大介，奥嶋拓樹，
   川村知央，飯尾　麗，勝二達也，林　晃正
 腎・泌尿器科伊藤クリニック  伊藤喜一郎
【P-1-136】　 腎移植後の移植尿管結石に対して結石除去術を施行した2例
 戸田中央総合病院移植外科 ○清水朋一
 戸田中央総合病院泌尿器科  飯田祥一，東間　紘
 余丁町クリニック  尾本和也
 順天堂大学医学部附属浦安病院泌尿器科  野崎大司
 東京女子医科大学泌尿器科  田邉一成

各種病態／糖尿病／血糖コントロール　10:30-11:42
座長： 深澤洋敬（磐田市立総合病院）
【P-1-137】　 非糖尿病透析患者において，1型糖尿病・ケトーシスを発症した一例
 （医）社団心施会平山城址腎クリニック ○杉崎健太郎
 （医）社団心施会八王子東町クリニック  小俣百世
 （医）社団心施会府中腎クリニック  小杉　繁，杉崎弘章
 （医）社団心施会南大沢パオレ腎クリニック  岩本八千代
【P-1-138】　 透析患者におけるFlash Glucose Monitoring（以下FGM）の有用性
 （医）社団日高会日高病院腎臓治療センター ○野原　惇，野原ともい
 ／（医）くぼじまクリニック
 （医）社団日高会日高病院腎臓治療センター  矢崎綾香，星　綾子，溜井紀子，筒井貴朗
【P-1-139】　 非糖尿病透析患者のグリコアルブミンの検討（第2報）
 （医）健秀会なかざわ内科・アレルギー科内科 ○鳴海かほり
 （医）清水会かわせみクリニック人工透析内科  鈴木一之
【P-1-140】　 当院透析患者におけるGA/HbA1c比と肥満指数（BMI）の相関性について
 （医）社団日高会白根クリニック透析科 ○尾崎和子，内海英貴，林　秀輝，茂木英彦，佐藤亜弥，

鈴木美咲，森下麗子，高橋　修
 （医）社団日高会日高病院  下　知成，安藤哲郎，安藤義孝
【P-1-141】　 リブレを用いた透析患者の血糖管理
 （医）幕内会山王台病院透析センター ○梶山知世，鈴木康一
 （医）幕内会山王台病院内科  藤原康朗，金森直明
 （医）幕内会山王台病院外科  幕内幹男
【P-1-142】　 フラッシュグルコースモニタリング（FGM）を導入した1型糖尿病透析患者の検討
 日本赤十字社和歌山医療センター ○伊藤沙耶，大森翔平，伊東悠貴，岩重洋平，内川宗大，
 糖尿病・内分泌内科腎臓内科  嘉藤光歩，大棟浩平，杉谷盛太，前沢浩司，東　義人
【P-1-143】　 FGM（FreeStyleリブレ）でのセルフモニタリングが血糖コントロールに与える影響
 （医）社団だいもん内科・腎透析クリニック ○円城真衣，安田美幸，米谷麻美，村田千春，前田和将，

鎌口美穗子，北本貴弥，森内則子，西谷光広，保志場紀子，
澤崎真由美，上田律子，大門正一郎

【P-1-144】　 週1回GLP-1受容体作動薬と週1回DPP-4阻害薬の2型糖尿病合併透析患者の血糖変動に及ぼす影響 
～フラッシュモニタリング（FGM）を用いた検討～

 社会医療法人景岳会南大阪病院内科 ○曽根一真，佐久間知子，川口祐司，濱崎健司，澤　　絢，
増本晃治，濱井智恵，西村有里，大谷麻菜，久米田靖郎

【P-1-145】　 2型糖尿病血液透析患者におけるデュラグルチドの有効性と安全性の検討
 特定（医）五仁会住吉川病院内科 ○森野隆広，成山真一，澁谷浩司，野口哲也，中西　健，

西岡正登
 特定（医）五仁会住吉川病院外科  澁谷浩二

腎性貧血 1　10:30-11:50
座長： 竹治正展（市立豊中病院）
【P-1-146】　 ESA製剤切替えのプロトコール作成とその成果
 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院透析センター ○小金谷綾乃，飯塚大介，菊地未穂
【P-1-147】　 ESA投与管理支援・基準範囲外検査値表示システム「えぽソフトAI」の使用経験
 札幌北辰病院ME部 ○石川啄也，斉藤　徳，高根麻央，真下　泰
 札幌北辰病院腎臓内科  佐藤亜樹子，石田貴之，山田幹二
 札幌北辰病院外科  高橋昌宏

（
第
１
日
目
）

ポ
ス
タ
ー

180



【P-1-148】　 ESA・静注鉄投与アルゴリズムにおける静注鉄中止頻度の比較
 社会医療法人母恋日鋼記念病院腎センター ○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，植村　進
【P-1-149】　 当院におけるESA未使用の血液透析患者についての検討
 佐世保共済病院 ○橋本康平，山下由希，山崎政虎，金谷晶子，福成健一
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科  池田裕次
【P-1-150】　 透析患者の貧血コントロールにおける鉄管理4分割図の有用性と課題
 社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院看護部 ○小山内文哉，高野博友樹
 社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院循環器内科  土田哲人，工藤靖夫，菊池健次郎
【P-1-151】　 鉄剤投与において異なる投与経路での積極的な鉄補充の比較検討
 （医）北辰会有澤総合病院 ○黒田敦子，響　成弘，中西祐介，中倉兵庫，柴原伸久
 パナソニック健康保険組合松下記念病院腎不全科  熊山義久
【P-1-152】　 クエン酸第二鉄水和物（FCH）からスクロオキシ水酸化鉄（SO）への切り替え（FCH→SO）を行った維持

血液透析（HD）患者の検討
 高知赤十字病院泌尿器科 ○田村雅人，宇都宮聖也，細川忠宣，奈路田拓史
【P-1-153】　 血液透析患者へのクエン酸第二鉄水和物（FC）と含糖酸化鉄（SF）による鉄動態とESAへの影響
 （医）偕行会名港共立クリニック ○郡山奈穂子，鍋島邦浩，佐藤　隆
【P-1-154】　 鉄含有リン吸着剤（リオナ/ピートル）の効果的な投与法の検討
 社会福祉法人恩賜財団済生会済生会熊本病院 ○井上浩伸，副島一晃，石山　亮，穴見俊樹，入江亮輔，
 腎泌尿器センター  中川美悠紀，村田真紀，中川輝政，占部裕巳，三上　洋，

福井秀幸，白井純宏，渡邊紳一郎，町田二郎，副島秀久
【P-1-155】　 当院の腎性貧血管理状況と課題
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック ○村上康一，稲山えみ
 （医）社団誠仁会みはま病院  正井基之

腎性貧血 2 ／鉄剤その他　10:30-11:50
座長： 中田裕人（市立東大阪医療センター）
【P-1-156】　 当院におけるクエン酸第二鉄水和錠（リオナ錠）の低用量導入の初期経験
 日赤高松赤十字病院腎臓病総合医療センター腎不全外科 ○安宅祐一朗，山中正人
 日赤高松赤十字病院泌尿器科  小居浩之，瀬戸公介，辻岡卓也，泉　和良，川西泰夫
【P-1-157】　 赤血球数，MCHによる赤血球造血刺激因子製剤，鉄含有リン吸着薬管理の検討
 東京都保健医療公社大久保病院腎内科 ○小島佳織，中村優香，吉川佳奈恵，大久保里枝，今泉雄介，

小川ひな，石渡亜由美，川西智子，亀井唯子，小川俊江，
阿部恭知，遠藤真理子，若井幸子

 金沢医科大学総合医学研究所プロジェクト研究センター  友杉直久
 寄附講座天然編成タンパク質創薬科学研究部
【P-1-158】　 血液透析患者に対するスクロオキシ水酸化鉄の臨床評価
 （医）社団明生会東葉クリニック佐原 ○河野孝史，石崎　徹，西森太郎，高橋貞信，田畑陽一郎
 国際医療福祉大学市川病院腎臓内科  細谷幸司
 国際医療福祉大学市川病院透析科  吉田雅博
【P-1-159】　 鉄含有リン吸着薬使用下における血清フェリチン値の短期変化量からみえる貧血管理
 山内ホスピタル透析センター ○西田昌司，中原冨美夫，上杉康憲，喜綿凌子，小林　梓，

坊垣香理，山内雅裕，高橋直子，中原康治
【P-1-160】　 スクロオキシ水酸化鉄の使用に伴う腹部症状の調査
 （医）財団健和会みさと健和クリニック ○内田早紀，山口明良，吉田茂生，山口千美，松山公彦
【P-1-161】　 血液透析患者の鉄欠乏性貧血治療に対し静注鉄剤からクエン酸第二鉄水和物錠の選択
 （医）秀仁会川島クリニック透析室 ○星野忠敦，渡邊紀子，大貫園絵，西山奈緒美，梶山博司，

川島　玲，川島秀雄
【P-1-162】　 鉄剤投与の工夫　第2報
 （医）中郷会新柏クリニック ○荒井由理子，坂野京子，小笠原香，与謝野孝子，小池和子，

木村敬太，木村靖夫
【P-1-163】　 静注鉄剤の投与頻度と貧血改善効果
 野里門クリニック ○恩田久美子，石井洋治
 大阪大学薬学部  大橋一夫
【P-1-164】　 Collagenous colitisの軽快にて重症貧血が改善した末期腎不全の一例
 東京医科大学腎臓内科 ○木村祐太，辻川祐香，永井麻梨恵，知名理絵子，宮岡良卓，

長井美穂，長岡由女，菅野義彦
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【P-1-165】　 低亜鉛血症による食思不振とエリスロポエチン抵抗性腎性貧血を認めた一例
 岐阜大学医学部附属病院第2内科 ○渡邉崇量
 ／ JA岐阜厚生連中濃厚生病院透析科
 JA岐阜厚生連中濃厚生病院透析科  宇野香美，新美香織，小田　寛，鷹津久登
 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，土井智章，吉田省造
 血液浄化治療部門

CKD-MBD／リン吸着薬　10:30-11:34
座長： 河野恵美子（大分大学）
【P-1-166】　 炭酸ランタン剤型変更後の栄養指標の検討
 （医）社団光生会さがみ循環器クリニック ○淺井友基，新井恭子，本橋佐知子，中嶋真一，堀口順子，

吉田　煦
 昭和大学藤が丘病院透析センター  小岩文彦
【P-1-167】　 炭酸ランタンの消化管内沈着を認めた維持透析3症例の報告
 翔南病院腎臓，透析 ○桑江紀子，長嶺好弘，知花隆朗
【P-1-168】　 透析患者における炭酸ランタン剤形変更による薬剤効果の比較検討
 （医）医仁会武田クリニック腎透析科 ○澤田昌平，澤田尚実
 （医）康生会武田病院透析センター  川上享弘，川村寿一
【P-1-169】　 当院の各種リン吸着薬とCKD-MBD管理状況の推移
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック ○村上康一，山田健司，稲山えみ
 （医）社団誠仁会みはま病院  正井基之
【P-1-170】　 血液透析患者の服薬アドヒアランス及びリン管理の検討～リン吸着薬内服状況との関連について～
 秋田県厚生連由利組合総合病院泌尿器科 ○千葉修治，伊藤隆一，北島正一，佐藤一成
 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院泌尿器科  伊藤卓雄，鈴木丈博
【P-1-171】　 大腸憩室にのみ炭酸ランタンが集積した一例
 神戸市立西神戸医療センター腎臓内科 ○中井雅史，中田康介，大山敦嗣，鳥越和雄
【P-1-172】　 当院におけるリン，カルシウム，PTHのコントロールの試み
 砂田橋クリニック内科 ○小澤裕子
 東海学園大学管理栄養学科  兼平奈奈
 大幸砂田橋クリニック薬剤部  青山洋子
 大幸砂田橋ブランチクリニック内科  吉崎重仁
 大幸砂田橋クリニック内科  前田裕子，飯田俊郎，前田憲志
【P-1-173】　 ランタン沈着症を認めた透析患者の1例
 杏林大学医学部第一内科，腎臓リウマチ膠原病内科 ○山本　陣，福岡利仁，兵動智夏，川上貴久，軽部美穂，

駒形嘉紀，要　伸也

CKD-MBD／ Calcimimetics 1　10:30-11:50
座長： 笹冨佳江（金隈病院）
【P-1-174】　 エテルカルセチド塩酸塩の使用経験
 （医）社団洛和会洛和会音羽記念病院CE部 ○牟田明生，垣谷圭祐，竹内太紀，呂　仁杰
【P-1-175】　 新規Ca受容体作動薬エボカルセトの治療成績
 （医）宏人会木町病院腎臓内科 ○浦江　淳，籏福文彦，黒本暁人，安田幸治，浦江京子，

竹内和久
 （医）宏人会中央クリニック  堀　雅美，関野　慎
【P-1-176】　 エボカルセトのシナカルセトからの切り替えによる安全性，有効性に関する検討
 （医）あかね会大町土谷クリニック薬剤部 ○向井以津実，吉澤　拓，森田るりの
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科  大久保愛子，熊谷純子，高橋直子
【P-1-177】　 エボカルセトの使用成績
 （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臨床工学科  佐藤光人
 （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
【P-1-178】　 二次性副甲状腺機能亢進症（II° HPT）合併透析患者に対するエボカルセト（以下オルケディア）投与の効果

の検討
 （医）社団慶心会かめいど腎臓内科クリニック内科 ○井太家美晶，錦古里一肇，小池寛美，本田友子，松原将樹，

津金澤浩彦
 （医）社団慈晟会立花クリニック  島田憲明
【P-1-179】　 エテルカルセチドの二次性副甲状腺機能亢進症に対する有用性の検討
 （医）相生会わかば病院透析センター ○高橋駿介，武井克仁，川田忠嘉，小柳　光，若松良二
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【P-1-180】　 シナカルセト，エテルカルセチドからエボカルセトへの切替症例の検討
 葵クリニック西岡崎 ○植田拓也
 葵セントラル病院  筒井修一
【P-1-181】　 シナカルセトによるコントロール不良例に対してエテルカルセチドに変更した症例の検討
 （財）筑波麓仁会筑波学園病院腎臓内科 ○本村鉄平，高田健治，加瀬田幸司
 筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学  山縣邦弘
【P-1-182】　 当院でのエボカルセト使用症例の検討
 （医）社団恵優会相武台ニーレンクリニック ○森口いぶき，伊藤陽子，小林直之，大久保充人
 北里大学病院血液浄化センター  守屋利佳，守屋達美，竹内康雄
【P-1-183】　 当院におけるエテルカルセチド塩酸塩注射液（パーサビブ）の使用初期経験
 日赤高松赤十字病院腎臓病総合医療センター腎不全外科 ○安宅祐一朗，山中正人
 日赤高松赤十字病院泌尿器科  小居浩之，瀬戸公介，辻岡卓也，泉　和良，川西泰夫

CVD／ PAD／臨床評価　10:30-11:58
座長： 菅原　照（大阪赤十字病院）
【P-1-184】　 当院における下肢末梢動脈疾患（PAD）紹介患者の変動
 東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター ○吉川憲子，小島　糾，廣瀬　剛，小松秀平，大島泰斗，
 ・腎臓内科血液浄化療法室  小島亜紀，山田宗治，尾田高志
 東京医科大学八王子医療センター心臓血管外科  進藤俊哉
【P-1-185】　 重症虚血肢による透析時の疼痛に赤外線療法（フィラピー）が有用であった症例
 （医）社団三陽会前田内科病院 ○藤野　将，秋本敬子，河村洋子，前田大登
【P-1-186】　 灌流指標（PI）を用いた維持透析患者における下肢血流の評価
 済生会吉備病院臨床工学科 ○片岡真吾，片岡かおり
 済生会吉備病院看護部  林美由紀，角田美由紀，菅野陽子，高森恵子，山本京子
 済生会吉備病院内科  古藤直紀，小松原一正，高田眞治
【P-1-187】　 透析患者におけるレーザ血流計による末梢動脈疾患（PAD）早期検出の可能性
 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  大山裕亮，田中俊之，塩野昭彦，町田昌巳
【P-1-188】　 当院透析患者のPADスクリーニングにおけるPIの有用性と検討
 りふの内科クリニック診療技術部 ○山下明彦，菅原克幸，郷右近香織，只野良子，中山恵輔，

宮田正弘
【P-1-189】　 当院における心血管合併症透析患者の臨床的特徴
 （社）時計台記念病院臨床工学科 ○田村周平
【P-1-190】　 透析患者のABI・SPPを用いた下肢スクリーニングの3年評価
 （医）社団豊済会ときわクリニック技士課 ○関　拓也，渡辺ちえみ，高島滉基，荒金孝行，奥山諒祐，

美留町勉，佐藤博文，飯岡大輔，冨澤玲子，田村由紀子，
清水正樹，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
【P-1-191】　 血液透析患者のAnkle Brachial Index（ABI）の経年推移に関する検討
 （医）社団明生会東葉クリニック佐原臨床工学部 ○高橋貞信，勝又　洋
 ／帝京科学大学生命環境学部生命科学科
 （医）社団明生会東葉クリニック佐原臨床工学部  阿部愛鈴，関　未希，藤上千明，河野孝史，山下淳一，

吉田正美，大森耕一郎，田畑陽一郎
 帝京科学大学生命環境学部生命科学科  内田恭敬，小林和生
【P-1-192】　 透析中におけるSPP測定の是非～透析による血圧変動の影響～
 （医）一陽会服部病院臨床工学室 ○竹下　薫，小西修二
 帝京大学福岡医療技術学部  宮田賢宏
【P-1-193】　 当施設における，維持透析患者脂質管理の現状
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院 ○佐藤和弘
 総合腎臓病センター血管外科
 同臨床工学部  川上崇志
 同臨床検査部  平野繁治
 同外科  大崎慎一，池田重雄
【P-1-194】　 SPPと透析の関連性についての検討
 日並内科外科医院透析室 ○北添彩乃，木南雄貴，前田沙織，大畑由希乃，山本隆司，

八幡晃典，内古閑修
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感染症　10:30-11:42
座長： 武田朝美（名古屋第二赤十字病院）
【P-1-195】　 維持血液透析患者のニューモシスチス肺炎にアトバコンを用いた1例
 岐阜市民病院腎臓内科 ○野田かおる，木村行宏，西脇亜由子，高橋浩毅
 岐阜市民病院呼吸器・腫瘍内科  石黒　崇
 岐阜市民病院胸部・心臓血管外科  村川眞司
 岐阜市民病院泌尿器科  米田尚生
 （医）社団大誠会サンシャインM＆Dクリニック  伊藤慎一
【P-1-196】　 プレドニゾロン内服中にニューモシスチス肺炎を発症した透析患者の1例
 愛媛大学循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座 ○牧田愛祐，三好賢一，近藤史和，七條　聖，莖田昌敬，

長尾知明，山口　修
 愛媛大学地域救急医療学講座  大蔵隆文
【P-1-197】　 当院の血液透析患者における入院を要した下気道感染症症例の検討
 杏林大学医学部付属病院 ○小林知志，福岡利仁，兵動智夏，駒形嘉紀，要　伸也
【P-1-198】　 維持血液透析患者に結核感染に真菌の混合感染を認め，脳梗塞を合併した一例
 国際医療福祉大学市川病院腎臓内科 ○細谷幸司
 国際医療福祉大学病院腎臓内科  葛西貴広，鷲田直輝
 国際医療福祉大学市川病院透析科  河野孝史，吉田雅博
 国際医療福祉大学市川病院呼吸器内科  増山英則
【P-1-199】　 血液透析導入後に侵襲性肺アスペルギルス症をきたし治療に難渋した1例
 奈良県西和医療センター ○田崎　光，板野明子，森本勝彦
【P-1-200】　 維持透析患者に合併した胸膜炎の症例
 ひかりクリニック内科 ○阿部由紀子，土田晃靖，今泉純子，長谷川美紀，中嶋美和，

西村賢一
【P-1-201】　 透析患者の侵襲性肺アスペルギルス症（IPA）の一例
 佐鳴台あさひクリニック ○及川　秀，下村　旭
 高丘北あさひクリニック  田村雅人
 聖隷浜松病院  河野雅人，渡邊卓哉，三崎太郎
【P-1-202】　 繰り返す腎嚢胞感染の経過中に新たに肝嚢胞感染を来し嚢胞ドレナージが有効であった一例
 上尾中央総合病院腎臓内科 ○橋本圭介，森　　剛，唐川真良，藤原信治，大野　大，

野坂仁也，兒島憲一郎
【P-1-203】　 治療に難渋した多発性嚢胞腎患者における肝嚢胞感染の一例
 東京都済生会中央病院腎臓内科 ○藤本裕太郎，小松素明，本城保菜美，加藤亜唯，

藤井健太郎，小林絵美，竜崎崇和

泌尿器疾患／皮膚疾患　10:30-11:42
座長： 三股浩光（大分大学）
【P-1-204】　 スキンケアとPrOHDFとかゆみの評価～次への一手～
 日立造船健康保険組合因島総合病院臨床工学部 ○佐貫健太郎，西　宏行，近藤隆司，松重恭平
 日立造船健康保険組合因島総合病院内科  河本紀一，橋本洋夫
【P-1-205】　 当院HD患者と前希釈オンラインHDF患者における透析掻痒症の現状とその治療薬の比較
 （医）あかね会大町土谷クリニック透析室 ○福島直哉
 （医）あかね会大町土谷クリニック薬剤部  吉澤　拓
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科  高橋直子
【P-1-206】　 当院で経験した維持血液透析患者に発生した膀胱傍神経節腫瘍の一例
 特定（医）仁真会白鷺病院泌尿器科 ○三橋　誠，門脇昭一，田部　茂
 特定（医）仁真会白鷺南クリニック泌尿器科  加藤禎一
 特定（医）仁真会北巽白鷺クリニック泌尿器科  寺田隆久
 八尾市立病院泌尿器科  村尾正輝，町田裕一，上水流雅人，池本慎一
 大阪市立大学医学部附属病院泌尿器科  内田潤次
【P-1-207】　 維持血液透析を開始した進行性腎癌の一例
 自衛隊中央病院泌尿器科 ○床鍋繁喜，吉井秀彦
 自衛隊中央病院腎臓内科  田之上桂子，松延華子，久保田孝雄
 総合高津中央病院泌尿器科  大道雄一郎
【P-1-208】　 尿管ステントを長期留置された維持血液透析患者の一例
 自衛隊中央病院泌尿器科 ○床鍋繁喜，鈴木智史，高尾雅也
 自衛隊中央病院腎臓内科  冨永健太，松延華子
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【P-1-209】　 血液透析患者に認めた転移性腎細胞癌に対するNivolumabの投与経験
 群馬大学医学部附属病院人工腎臓センター ○宮澤慶行，野村昌史，松井　博，岡　大佑，大津　晃，

齋藤智美，栗原聰太，中山紘史，宮尾武士，周東孝浩，
関根芳岳，小池秀和，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
【P-1-210】　 陰嚢皮膚穿破を来した両側精索および陰嚢内膿瘍の1例
 （医）五星会菊名記念病院泌尿器科 ○大森　圭
 昭和大学江東豊洲病院泌尿器科  深貝隆志
【P-1-211】　 去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）の維持透析患者に対してアビラテロンの使用経験
 山梨大学医学部附属病院泌尿器科 ○澤田智史，須田遼祐，葛西義史，松田　結，井上千尋，

吉良　聡，神家満学，三井貴彦，武田正之
【P-1-212】　 多嚢胞化萎縮腎（ACDK）から腎破裂を来たした維持透析患者の一例
 東京都立大塚病院内科 ○矢島理香，山崎香名，高橋大栄，吉川桃乃

その他の合併症／神経・精神疾患　10:30-11:50
座長： 児玉直也（博文会児玉病院）
【P-1-213】　 血液透析前後における自律神経活動の変化
 筑波技術大学東西医学統合医療センター ○櫻庭　陽，平山　暁
 （医）社団天宣会北柏リハビリ総合病院  能勢ひさ子，大和田滋
【P-1-214】　 抗菌薬関連脳症7例の検討
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科 ○末永敦彦，水田将人，山崎政虎，福田　誠，力武修一，

吉原万貴，宮園素明，池田裕次
【P-1-215】　 結核治療後に球後視神経炎を発症した透析患者の一例
 国際親善総合病院腎臓・高血圧内科 ○毛利公美，千葉恭司，下木原久美，安藤大作
 国際親善総合病院眼科  小島一樹，渡邉佳子，大西純司
 横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科  田村功一
【P-1-216】　 維持透析患者の頭部外傷後早期けいれん発作への対応
 焼津市立総合病院脳神経外科 ○貴田　覚，竹原誠也，富田　守，山村泰弘
 焼津市立総合病院腎臓内科  関　常司
 焼津市立総合病院泌尿器科  太田信隆
【P-1-217】　 症候性てんかん発作を発症し，内服にてコントロールした血液透析患者の一例
 市立東大阪医療センター腎臓内科 ○柴田祥吾，徳田竹千代，田中綾子，綿島史子，水本　綾，

原田　環，中田裕人
【P-1-218】　 強固な疼痛に対し末梢神経ブロックを用い維持透析やその後の治療を行った1症例
 東京女子医科大学附属八千代医療センター麻酔科 ○湯本正寿
 ／秋田赤十字病院麻酔科
 秋田赤十字病院臨床工学部  加賀谷亮太，清水景介，大沢元和
【P-1-219】　 統合失調症に罹患している透析患者への関りを振り返って
 （医）眞仁会横須賀クリニック ○柳場真樹，松井　彩，長峰久美，江口早由美，安斉美幸，

富樫たつ子，萩原千鶴子
【P-1-220】　 透析中の安静が保てない若年性認知症患者の看護
 さがみ循環器クリニック ○山夲由花，那須玲奈，松永祐輔，桑田比砂江，浅井友基，

中嶋真一，本橋佐知子，吉田　煦
【P-1-221】　 当院における透析導入患者に関する認知機能の評価
 石巻赤十字病院 ○小島慶恵
 東北大学病院  長澤　将
【P-1-222】　 インフルエンザ桿菌による細菌性眼内炎を発症した維持透析患者の一例
 大阪労災病院 ○藁田明希

透析看護／ケア 1　10:30-11:42
座長： 片山満代（杏林大学医学部付属病院腎・透析センター）
【P-1-223】　 通院サテライト施設における入院比率の推移
 増子クリニック昴透析 ○木元裕実，田川英昇，上野岳洋，高橋かおり，木下裕子，

山崎親雄
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【P-1-224】　 外来透析患者の透析開始前情報収集に関する実態調査 I
 前橋広瀬川クリニック ○徳田佐智子
 （医）社団日高会日高病院  麓　真一
 多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院  櫻井あかり
 （医）三矢会上毛大橋クリニック  廣町智子
 （医）相生会わかば病院透析センター  水野真由美，佐藤智子
 群馬大学医学部附属病院人工腎臓センター  澤田八重子
 群馬大学大学院保健学研究科  高橋さつき，岡美智代
 埼玉医療生活協同組合皆野病院  海澤克太
【P-1-225】　 外来透析患者の透析開始前情報収集に関する実態調査 II
 多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院看護部人工透析室 ○櫻井あかり
 （医）社団日高会日高病院  麓　真一
 （医）社団三矢会前橋広瀬川クリニック  徳田佐智子
 （医）三矢会上毛大橋クリニック  廣町智子
 （医）相生会わかば病院透析センター  水野真由美，佐藤智子
 群馬大学医学部附属病院  澤田八重子
 埼玉医療生活協同組合皆野病院  海澤克太
 群馬大学大学院保健学研究科  高橋さつき，岡美智代
【P-1-226】　 外来透析患者の透析開始前情報収集に関する実態調査 III
 埼玉医療生活協同組合皆野病院臨床工学技科 ○海澤克太
 （医）社団日高会日高病院  麓　真一
 多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院  櫻井あかり
 （医）社団三矢会前橋広瀬川クリニック  徳田佐智子
 （医）三矢会上毛大橋クリニック  廣町智子
 （医）相生会わかば病院透析センター  水野真由美，佐藤智子
 群馬大学医学部附属病院  澤田八重子
 群馬大学大学院保健学研究科  高橋さつき，岡美智代
【P-1-227】　 外来透析患者の透析開始前情報収集に関する実態調査 IV
 （医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター ○麓　真一
 多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院  櫻井あかり
 （医）社団三矢会前橋広瀬川クリニック  徳田佐智子
 （医）三矢会上毛大橋クリニック  廣町智子
 （医）相生会わかば病院透析センター  水野真由美，佐藤智子
 群馬大学医学部附属病院人工腎臓センター  澤田八重子
 埼玉医療生活協同組合皆野病院  海澤克太
 群馬大学大学院保健学研究科  高橋さつき，岡美智代
【P-1-228】　 透析中の血圧測定回数の検討
 （医）中郷会新柏クリニック ○渡邊真由，坂野京子，小笠原香，与謝野孝子，小池和子，

木村敬太，木村靖夫
【P-1-229】　 当院透析患者の便秘調査～「エロビキシバット」（グーフィス）投与後の便秘改善について～
 （医）ゆいまーるよなは医院透析 ○城村絵里，与那覇朝樹
【P-1-230】　 エロビキシバット水和物錠（グーフィス）内服による便秘症状改善調査
 蒲郡クリニック看護部 ○小田陽子，坂部　愛，清水多鶴，中西伸江，平井昇示
 蒲郡クリニック腎臓内科  村上和隆
【P-1-231】　 透析患者の便秘の実態調査
 （医）医心会福岡腎臓内科クリニック ○瀧川幸代，井藤里佳，荒木　環，中川香織，河野喜代美，

谷口正智，平方秀樹

看護／高齢者／終末期／在宅看護　10:30-11:50
座長： 佐藤恵子（聖仁会我孫子聖仁会病院透析センター）
【P-1-232】　 在宅での看取りを希望する終末期高齢維持透析患者への介入～エンドオブライフケアにおける看護の課題～
 （医）厚済会文庫じんクリニック ○葛巻みや子，首藤えり子，辻村陽子，河野知之
【P-1-233】　 遺族訪問から得られた示唆～透析癌患者の終末期の1例～
 長野医療生活協同組合長野中央病院血液浄化療法センター ○小池優美，桐澤あかり，和田香織，吉岡智史
 長野医療生活協同組合長野中央病院内科  近藤照貴
【P-1-234】　 高齢透析患者の最良の終末のために，透析施設が出来る事～在宅診療との併診～
 （医）社団宝池会吉川内科医院透析室 ○土屋真奈美，吉川昌男，村石州啓
【P-1-235】　 DNAR指示高齢認知症透析患者を経験して～その課題
 （医）拓和会山下わたる内科 ○斜木亜紀子，吉原千草，出籠清子，日置淳子，田上広恵，

山口洋司，山下　亙
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【P-1-236】　 植え込み型除細動器の作動を繰り返す循環器系の終末期を外来通院透析で過ごした維持透析患者の看護を経
験して

 （医）社団欅会小平北口クリニック ○杉田祐子，清田真紀子，海津明子，小沢　尚
【P-1-237】　 血液透析患者のサルコペニア・フレイルと基本チェックリストに関する検討
 （医）秋田泌尿器科クリニック秋田泌尿器科クリニック ○三浦麻由美，能登宏光，金野裕介，嵯峨まゆ子，

佐々木由美，佐藤啓子，佐々木佳奈，小林陽平，佐藤幸治，
佐藤晴香，菅原朋美，能登　舞，加藤　彩

【P-1-238】　 ペプタメン・アイソカルサポートを使用した透析患者の排便コントロール 
～ブリストルスケール4・5を目指して～

 セントマーガレット病院看護部 ○高田陽子，西山国宏，近藤由美
 セントマーガレット病院腎臓内科  及川　治
 セントマーガレット病院循環器科  田仕雅洋
 セントマーガレット病院外科  朝戸健夫
【P-1-239】　 施設入居中の超高齢透析患者に対し栄養状態改善を試みる～施設・家族との連携を通して～
 社会医療法人名古屋記念財団金山クリニック ○鈴木浩子，竹之内美幸
【P-1-240】　 血液透析（HD）患者の認知症に与える因子について～MMSEによる縦断研究から～
 （医）長崎腎病院 ○宮崎沙弥香，中村麻美，白井美千代，林田征俊，丸山祐子，

河津多代，久原拓哉，澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲
【P-1-241】　 当法人における高齢透析患者の背景
 （医）社団星晶会あおい病院透析室 ○古田　穣，森川洋二，松本昭英

フットケア／看護　10:30-11:42
座長： 吉田のぞみ（唐津赤十字病院）
【P-1-242】　 透析中における下肢挙上は適切かを考える
 （医）藍蒼会しもかどクリニック ○山本裕美，下門清志，戎衣里奈
 （医）藍蒼会しもかど腎透析クリニック  木原里香，三坂富美子，福井崇之
【P-1-243】　 足病変早期発見をめざして～セルフケア向上に向けての取り組み～
 中野クリニック ○宮城光恵，松井久子，千田佳子，久慈敬子
【P-1-244】　 血液透析患者は足病変を正しく理解しているか
 （医）社団明厚会大石内科クリニック看護部 ○天谷三代子，鈴木弘恵，片山　操，渡部涼子，後藤淳子，

藤井純子，清川栄美，大石　明
【P-1-245】　 慢性透析患者における足白癬・爪白癬の有病率
 （医）社団豊済会下落合クリニック ○今枝温子，福島香織，秋田美香，坂口和美，原　京子，

菊地きよみ，塩崎伴代，中塚早紀，堀内新子，横井　良，
天野雄介，武藤かおり，原嶋美幸，守屋直祐，伊藤瑛莉菜，
松戸伶美，小桑理香，芹澤昌一郎，城　愛子，菊地　勘

【P-1-246】　 当院における白癬患者のフットケア
 （医）生寿会かわな病院透析科 ○森田ゆきの，尾下留里子，吉田愛子，須崎美恵子，

石田　治
【P-1-247】　 爪角質から見えたもの～フットケアによる感染対策～
 さがみ循環器クリニック外来 ○米山淳子，堀口順子，上村　薫，吉田　煦
 北里大学病院総合診療部  青山直善
 相模原病院  平田光博，山坂友美，秋本峰克，武井桂子
【P-1-248】　 足観察の問題点を見直して
 （医）泰玄会泰玄会病院血液浄化センター ○田中善康，森　淑江
 （医）泰玄会泰玄会病院腎臓内科  村瀬正光
 （医）泰玄会泰玄会病院内科  宇佐美覚
【P-1-249】　 両下腿を切断した透析患者を生活の場に繋ぐ退院支援～他職種・他施設・他部署の連携～
 （医）明和会中通総合病院血液浄化療法部 ○松岡淳子，小野絵美，宮形　滋
【P-1-250】　 当院透析センターにおけるフットケアの取り組み
 （医）旭川リハビリテーション病院透析看護課 ○松本麗香，佐々木ゆかり，関口晴美，角玄美穂，林由紀子，

三木美里，川井美里，大澤香織，中島潤子，山本由美子，
本間亜希，谷岡香理，山岸恭江，栗山さとみ，
佐々木直樹

看護／PD　10:30-11:34
座長： 松木理浩（富山市民病院）
【P-1-251】　 アクティブラーニング型PD災害講習会の開催～停電発生時の模擬体験を実施して～
 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院血液浄化センター ○安藤李紗，服部仁美，篠原　満
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【P-1-252】　 後期高齢患者への腹膜透析（PD）導入
 （医）原三信病院看護部 ○田原　恒，松本美由紀，山田恵理子
 （医）原三信病院腎臓内科  入江　綾，四枝英樹
【P-1-253】　 被嚢性腹膜硬化症の病態生理にもとづいた看護的介入
 宮城大学看護学群／公立黒川病院 ○佐々木駿輔
 宮城大学看護学群  風間逸郎
【P-1-254】　 チェックシートを用いた外来PD患者に対する自己管理指導
 呉医療センター看護部 ○平光　恵，富原寿恵，佐藤朋子，神田三枝，奥村　愛，

中濱響子，永見由紀恵，上村美加，山本智恵美
 呉医療センター腎臓内科  高橋俊介
【P-1-255】　 A病院の腹膜透析導入患者の出口部感染の実態調査
 （社）岡山済生会総合病院 ○玉谷和美，原田有利子，豊田由紀，大脇浩香，野中慶佑，

丸山啓輔，平松　信
【P-1-256】　 腹膜透析における地域連携の取り組み～PDセミナー実施による効果～
 JA徳島厚生連吉野川医療センター泌尿器科病棟 ○岸本千江美，友竹彩賀，清水有香，三原裕子，中野敦子，

林　秀樹，橋本寛文
【P-1-257】　 退院後訪問における患者情報共有システムの活用報告
 静岡県立総合病院人工透析室 ○宗　雅世，小田切純子，高津幸代，岩崎みず穂，市川智美，

谷口恵子，森　典子
【P-1-258】　 腹膜透析患者の退院後訪問指導を実施しての評価～成果と今後の課題～
 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

栄養／指導・評価　10:30-11:58
座長： 大谷晴久（博文会紀泉KDクリニック）
【P-1-259】　 前期高齢者における位相角（Phase angle）と栄養状態との関連性について
 （医）社団愛友会上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック ○藤井奈緒子，内田恵子，島崎沙由香，関根利江子，

河原崎千晶，水村泰冶
【P-1-260】　 外来透析施設における通所・訪問リハビリを併用した血液透析例の経験 

～理学療法士が常駐し通所デイケア部門を併設する当院において～
 （医）社団欅会東久留米クリニック ○鈴木真澄，高瀬嗣久，内山由起子，古屋　徹
 （医）社団欅会小平北口クリニック  渡部早苗，小澤　尚
【P-1-261】　 特定積層型H12ヘモダイアライザ（AN69膜）使用により栄養状態が改善した高齢血液透析患者
 （特医）増子記念病院臨床工学課 ○恩地和志，籾山和大，東　孝信，平松英樹
 （特医）増子記念病院腎臓内科  安田　香，両角國男
【P-1-262】　 維持透析患者に対する継続型栄養指導方法の試み
 （医）宏人会木町病院栄養課 ○黒本暁人，七尾裕奈，沢尻里奈，児珠昭子
【P-1-263】　 食事管理に役立たせるためのレシピ集の検討
 （医）社団厚済会上大岡仁正クリニック栄養課 ○川嶋明美，白　善雅，山田裕貴子，三橋　洋，大西俊正
 （医）社団厚済会金沢クリニック栄養課  中山佐知江
 （医）社団厚済会横浜じんせい病院  山口　聡
【P-1-264】　 透析患者における3・1・2弁当箱法を用いた栄養教育ツールの検討
 金城学院大学食環境栄養学科 ○石田淳子，平田なつひ，淺井日奈子，浅野由花子，

黒田愛梨，高津　楓
 大誠会サンシャインM＆Dクリニック栄養課  安倍ゆり子
【P-1-265】　 胆石症を合併した維持血液透析患者に対する食事指導
 （医）昇陽会阿佐谷すずき診療所透析室 ○井出裕美，松本ゆかり，成海八重子，鈴木恵子，鈴木利昭，

島内千登里，新井浩之，宮下美恵，鈴木　太，鈴木　敦
 （医）昇陽会南池袋診療所透析室  伊藤　緑
【P-1-266】　 血液透析患者の低亜鉛血症が食事療法におよぼす影響
 滋賀県立大学生活栄養学科 ○奥村万寿美，山崎永里加
 友仁山崎病院  不破佳子，田中正義
 下坂クリニック透析センター  永作大輔
【P-1-267】　 外来透析患者の食行動の特徴
 IMSグループ（医）明理会相原病院栄養科 ○中川あゆみ，中丸真理
 IMSグループ（医）明理会相原病院看護部  長澤真由美
【P-1-268】　 透析患者における腹部脂肪と全死亡の関連について
 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
【P-1-269】　 HDからOn-line HDFに変更後の栄養評価の比較と検討
 （医）財団東京勤労者医療会東葛病院ME課 ○大塚美智子，土谷良樹，阿部純一，吉澤敏明，荒井桃子，

遠藤義典，小島　茜，鈴木美穂
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合併症／薬剤 1　10:30-12:06
座長： 小薮助成（尾鷲総合病院）
【P-1-270】　 透析患者におけるポリファーマシーの実態
 東京医科大学腎臓内科 ○鈴木梨江，菅野義彦，長岡由女，長井美穂，宮岡良卓
 （医）社団石川記念会新宿石川クリニック  田中好子，佐藤正憲
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック  栗原　怜，葉山修陽，松倉泰世
【P-1-271】　 エロビキシバット水和物の透析患者10例に対する使用経験
 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院腎臓内科 ○小島光晴，岡田亜希子，森田理恵子，森　真義，北川章充，

鈴木　聡
【P-1-272】　 低亜鉛HD患者へ酢酸亜鉛水和物（以下酢亜物）の有効度と安全性
 東京綾瀬腎クリニック ○長田しをり
 江東病院腎臓内科  海老原功，小出　輝
【P-1-273】　 透析患者における上皮機能変容薬の効果の検討
 （医）社団三陽会前田内科病院 ○宮地遙菜，藤野　将，秋本敬子，河村洋子，前田大登
【P-1-274】　 血液透析患者にリナクロチドを投与した結果
 （医）社団健栄会守谷駅前クリニック ○斉藤　滝，高橋郁夫，柴田美好子，竹宗美智子，

廣瀬千佳子，古谷友香，高橋紀華
 （医）社団健栄会二子玉川駅前クリニック  今井利一
 （医）社団健栄会宮前平健栄クリニック  出川寿一
 （医）社団健栄会宮前平第2クリニック  山田耕永
【P-1-275】　 当院慢性透析患者への胆汁酸トランスポータ阻害剤エロビキシバットの使用経験
 （医）秀仁会川島クリニック透析室 ○鈴木朋美，坂本順子，小林美由紀，西山奈緒美，星野忠敦，

梶山博司，川島　玲，川島秀雄
【P-1-276】　 倦怠感アンケートを用いた透析患者へのカルニチン投与の効果検証
 （医）医秀会玉田クリニック ○岩田悠一，沼田　靜，西口隆史，松岡恵理，伊藤美香，

古賀　希，高橋志保子，中澤亜希子，玉田香介
【P-1-277】　 当院におけるエボカルセト錠の評価
 一般財団法人博慈会博慈会腎クリニックME機器管理課 ○菅原　颯，樋上信幸，樋口将人，成美雄人，高地由紀子，

仲田将義
 一般財団法人博慈会博慈会腎クリニック腎臓内科  船越俊貴，齋藤サビーネ京子，鎌野千佐子，大沢弘和
 日本医科大学付属病院腎臓内科  橋本和政，鶴岡秀一
【P-1-278】　 多施設で取り組む透析患者のポリファーマシー対策
 パナソニック健康保険組合松下記念病院 ○熊山義久，黒光弘幸，安田考志
 関西医科大学附属病院  衣川　大
 （医）北辰会有澤総合病院  響　成弘，中倉兵庫
 関西医科大学香里病院  高橋延行
【P-1-279】　 リン吸着薬内服剤型変化による服薬アドヒアランスの検討
 （医）ヘブロン会大宮中央総合病院臨床工学科 ○井上永男，鈴木　岳，佐藤正樹，村田直樹，水澤　亮
 （医）ヘブロン会大宮中央総合病院腎臓内科  葛原信三，四宮敏彦
 （医）ヘブロン会大宮中央総合病院内科  神戸成美
【P-1-280】　 透析患者における大腸カプセル内視鏡の前処置におけるグーフィスとラクチュロースの使用経験
 （医）衆済会増子記念病院肝臓内科 ○堀田直樹，両角國男
 （医）衆済会増子クリニック昴  山崎親雄
【P-1-281】　 ミチグリニドにより重症低血糖を来たした2型糖尿病透析患者の2例
 新北九州腎臓クリニック ○伏野留美子，案西敦子，土師正文，三谷博通，海津嘉蔵
 北九州腎臓クリニック  海津梓奈子，海津嘉毅

フレイル・サルコペニア　10:30-11:34
座長： 中島章雄（東京慈恵会医科大学）
【P-1-282】　 当院透析患者におけるフレイルの現状
 JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 ○赤羽雅子，佐藤圭子
【P-1-283】　 当院におけるフレイル調査の取り組み～運動療法の介入後評価について～
 （医）偕行会半田共立クリニック ○林　優美，池原裕章，鳴海優子，安藤弘真，長坂淳子，

高橋　亮
 （医）偕行会ウェルネスセンター  熊崎圭佑，森山善文
【P-1-284】　 血液透析患者の身体活動量が骨格筋量減少に与える影響について
 （医）百武医院臨床工学部 ○藤木　駿，川畑芳次，浦田貴行，高原　良，春永英仁，

正野武文，百武宏幸
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【P-1-285】　 血液透析患者の身体機能スクリーニングにおける握力測定の有用性
 （医）社団豊生会東苗穂病院リハビリテーション部 ○秋山慶文，奥山慶子，竹中宏幸
 （医）社団豊生会東苗穂病院診療技術部臨床工学科  宮崎耕二
 （医）社団豊生会東苗穂病院医局  佐藤浩樹，吉田祐一，菅　敏郎
 （医）社団豊生会東苗穂病院リハビリテーション部  平田雅文
 ／（医）社団豊生会東苗穂病院医局
【P-1-286】　 In Bodyを用いた骨格筋指数とPhase Angle測定について
 グランハート透析クリニック臨床工学科 ○樋口知紀，山家光織，金指　亨
 グランハート透析クリニック腎臓内科  小篠　榮，櫻井信行
【P-1-287】　 サルコペニアとPhase angle（位相角）の関連性について
 （医）社団愛友会上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック ○藤井奈緒子，内田恵子，関根利江子，河原崎千晶，

水村泰冶
【P-1-288】　 透析患者におけるロコモ度テストの有用性
 （医）環の会真岡くまくら診療所 ○黒澤美幸，関谷孝子，岩崎陽子，上野真由美，井岡　崇，

伊藤千春，飯村　修
【P-1-289】　 維持透析患者の生活範囲に関する単施設観察研究
 獨協医科大学日光医療センターリハビリテーション部 ○松井瞭友，田村由馬，鶴見知己
 獨協医科大学日光医療センター心臓・血管・腎臓内科  安　隆則

感染対策 1　10:30-11:50
座長： 大坪みはる（関西看護医療大学）
【P-1-290】　 弱酸性次亜塩素酸水洗浄による褥瘡処置
 （社）蒼生会高松病院透析室 ○今井　光，安田美保子，村上美智代，吉澤明美，

宇治川理菜，増渕早苗，中村佐知，清岡愛香，入谷智子，
島田美保子，木下茂美，菅井絵梨，近藤清隆，伊藤博夫

【P-1-291】　 外来透析患者の口腔管理の必要性～口腔内簡易検査の試み～
 （医）明厚会大石内科クリニック ○土田泰子，舘林礼子，加藤麻有，千葉ま梨絵，岩瀬弥生，

城本聖矢，大石　明
【P-1-292】　 透析患者における麻疹抗体保有状況の報告
 （医）有心会大幸砂田橋クリニック ○前田裕子，飯田俊郎，前田憲志
 名古屋第二赤十字病院腎臓内科  武田朝美，大塚康洋，新城　響，田中章仁，渡辺　裕，

伊藤千晴，村田実奈子，畔柳裕紀
 （医）有心会砂田橋クリニック  小澤裕子
【P-1-293】　 透析専門病院における感染症対策の現況と課題～感染症対策予防委員会の活動報告より～
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院 ○柿原由美子，坂川英一郎，東福真由美，小田真公子，

畑　寿江，水谷洋子，中山明日香，細谷妙子，坂本　恵，
日昔真里，宮澤由衣，田中結菜，戸島暁史，田中恵子，
森本真奈美，天神美香，野村幸雄，成瀬未樹子，上田聡之，
有村義宏

【P-1-294】　 穿刺時の血液暴露の実際
 （医）偕行会碧海共立クリニック ○森田沙紀，原田里紗，木村真由美，山本香保里，山田育子，

小野木健司
【P-1-295】　 当院スタッフの麻疹事情
 渡辺内科 ○上野悦子，嶋田洋湖，瀧　弘美，高野雅史，原瀬　勉，

渡辺伊道，渡邊文代，渡辺孝太郎
【P-1-296】　 麻疹流行時の感染対策の取り組み
 （医）よしはる会登川クリニック透析科 ○大野生子
 （医）よしはる会登川クリニック  山内純子，小浜里絵，名城一臣
【P-1-297】　 インフルエンザアクションチャートを作成～入院患者アウトブレークを経験して～
 （医）恵泉会せせらぎ病院病棟 ○大沢　忍，小川純子，木村和美，櫻井保子，田中崇元，

戸島規子，大河内康光，安村幹央，宮本克彦
【P-1-298】　 手指衛生向上に向けた取り組み
 宝塚市立病院血液浄化療法センター ○岡田有香，福田奈美子，松村幸子，岩本雅美，竹中義昭
【P-1-299】　 患者様の透析前の手洗い指導を実施して
 ノア今池クリニック透析室 ○矢野いづみ，近藤菜月，上薗民子，田中治子，松本幸子，

幅　俊人
 すぎやま病院  杉山良太，冨永芳博
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医療安全 1　10:30-11:42
座長： 萱島道徳（日本臨床工学技士会／奈良県立医科大学附属病院医療技術センター）
【P-1-300】　 指差呼称実施におけるインシデント発生件数減少の報告
 （医）社団愛友会西大宮腎クリニック看護部 ○森田知佳
 （医）社団愛友会西大宮腎クリニック臨床工学科  伊藤　亮
 （医）社団愛友会西大宮腎クリニック内科  吉江　祐
【P-1-301】　 2人穿刺による，思わぬ効用
 すずきネフロクリニック ○小椋　静，箭本結花，土屋　孝，長田一元，相川雅美，

三神裕紀，野村照久
【P-1-302】　 指示受けソフトを活用した指示受けの実際と課題
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院看護部 ○松田　愛，伊藤美和子
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院臨床工学部  飯塚嗣久
 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院心臓血管外科  横山秀雄
 （医）桑園中央病院泌尿器科  松井　傑
【P-1-303】　 血漿分離器透析液ポートの誤接続防止のための形状変更とその進捗状況（続報）
 田附興風会医学研究所腎臓内科・北野病院血液浄化センター ○塚本達雄
 日本医療機器テクノロジー協会（MTJAPAN）血液浄化部会  宮田真紀子，平田憲子，細井信幸
 京都大学医学部附属病院医療安全管理部  松村由美
 東京ネクスト内科・透析クリニック  秋葉　隆
【P-1-304】　 認知症患者による抜針事故の防止を目指した取り組み
 釧路泌尿器科クリニック ○赤間　司，星屋　誠，大澤貞利，佐野　洋，久島貞一
【P-1-305】　 自己抜針アセスメントスコアシートを用いた抜針対策への取り組み
 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院透析センター ○河野陽子，野本宏美，土居佐和美
 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院泌尿器科  東　浩司
【P-1-306】　 静脈圧上昇時の対応フローチャート作成
 平塚市民病院臨床工学科 ○遠山綾子，中西利基，杉本明久，杉山智司，田邊進也，

川口真美，林　貴紀，熊澤義雄
 平塚市民病院看護科  有我正人
 平塚市民病院内科  今福俊夫
【P-1-307】　 当クリニックにおける事故報告書の分析・再考
 （医）研信会大府クリニック技術部 ○岡嵜夏実，日比　葵，鎌田　彩，加藤千晴，若林千秋，

櫻内靖治
【P-1-308】　 原因と対策表の活用～コミュニケーションの理解～
 （医）社団喜生会新富士病院臨床工学科 ○戸塚洋明，堀田佳希，齋藤和寛，橋本　淳
 （医）社団喜生会新富士病院外科  木島金夫
 （医）社団喜生会新富士病院神経内科  川上正人
 （医）社団喜生会新富士病院循環器科  中島一彦

災害対策　訓練　備え 1　10:30-11:42
座長： 是枝大輔（日本赤十字社和歌山医療センター）
【P-1-309】　 患者背景に応じた有効な災害対策について
 東急電鉄（株）東急病院看護部血液浄化室 ○串田まり子，猪又由美子，牧田弘美
【P-1-310】　 災害時における情報伝達手段の構築
 （医）社団宝池会吉川内科医院ME部 ○加藤秀美，村石州啓
 （医）社団宝池会吉川内科医院看護部  土屋真奈美
 （医）社団宝池会吉川内科医院診療部  吉川尚男，吉川昌男
【P-1-311】　 災害時情報伝達システムの見直し
 磐田市立総合病院臨床工学科 ○石野俊介，村松友貴，大隅泰樹，高力亮介，鈴木悠太，

鈴木　肇，石田幸博
【P-1-312】　 透析患者情報ロイコカード使用経験
 （医）社団坂井瑠実クリニック坂井瑠実クリニック臨床工学科 ○松川　誠，藤田麻耶
 （医）社団坂井瑠実クリニック坂井瑠実クリニック看護部  中布沙織，岡上　遥，坂本明子
 （医）社団坂井瑠実クリニック坂井瑠実クリニック腎臓内科  喜田智幸，坂井瑠実
【P-1-313】　 QRコードを用いた災害時透析患者カードの作成
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック透析室 ○立石正述，加藤吉位，杉田光徳，中嶋梢太郎，平野裕紀，

鈴木慎也，齋藤貴文，橋本優里，山本啓太，今崎有博，
田辺浩輝，半田　光，斉藤泰信

 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科  今西優仁，桑原道雄，葉山修陽，栗原　怜
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【P-1-314】　 災害時透析情報カードへのQRコード導入～携帯電話へデータ保存の試み～
 （医）啓生会小木南クリニック ○石黒裕美，下高敏英，大澤真一郎，林　孝太，山田泰智，

佐藤初美，蛭田洋子，野村知秀
【P-1-315】　 透析中の災害に備えたアクションカードの有用性の検討
 小清水赤十字病院透析室 ○横浜詩保，堀田　修，佐藤春美，小林聡美，鈴木美穂，

早川麻美，佐藤恵子，菊地冨士江
【P-1-316】　 近隣火災におけるアクションカードの再検討～災害対策の強化～
 （医）横浜柏提会戸塚共立ステーションクリニック臨床工学科 ○菅原洋平，前田岳大，吉原祐司，朶真紀夫
 （医）横浜柏提会戸塚共立ステーションクリニック腎臓内科  戸塚大輔
【P-1-317】　 演題取り下げ
【P-1-318】　 災害対策の取り組み
 （医）悠仁会戸田中央腎クリニック臨床工学科 ○小松原雅也，園田真之介
 （医）悠仁会戸田中央腎クリニック腎臓内科  佐藤　渉

オンラインHDF 2　16:10-17:38
座長： 吉岡伸夫（康仁会西の京病院）
【P-1-319】　 On-line HDFにおける浸透圧動態
 （医）さとに田園クリニック ○南條友典，長岡高広，宮田俊哉，中村慎也，西谷美香，

久本康太郎，高村淳平，大塚弘剛，藤川康典，大畠　領，
太田匡彦

【P-1-320】　 前希釈オンラインHDF施行中の動脈圧上昇に対する検討
 （医）社団純真会品川腎クリニック ○安尾大輔，古明地豊弘，杉本貴代美，星　順子，亀田　哲，

飯塚　修，加藤尚彦
【P-1-321】　 カーボスター透析液使用におけるHDからオンライン後希釈HDFの変更が血液検査値に与える影響
 （医）社団白水会須田クリニック ○成田　暁，土橋健太郎，二渡妙子，中田敦子，松井貴広，

早川理恵，小林英雄，須田昭夫
【P-1-322】　 Baxter製ヘモダイアフィルターPolyflux-Hの希釈法の違いによる溶質除去特性
 （医）平生会宮本クリニック臨床工学科 ○澁江達夫，重松武史，西庵良彦，宮本　孝
 明石市立市民病院  中村拓生
【P-1-323】　 後希釈on-lineHDFに間歇補液プログラムを併用し，逆濾過補液速度の差による物質除去特性の検討
 （医）社団善衆会善衆会病院看護部透析室 ○山本大貴，林　潤一，出浦　洋，小池明生，島村一隆，

佐野亜里沙，神山涼太，菅野友也，新井里奈
【P-1-324】　 Low-volume post dilution on-line hemodiafltrationの評価
 橋本クリニック ○栗原佳孝，吉永美波，黒澤香織，岩舘慶子，細谷広海，

鈴木　歩，山内芙美，齋藤　毅，櫻井健治
【P-1-325】　 O-HDFの条件変更に伴う除去性能評価
 （医）社団欅会小平北口クリニック ○横尾亮介，松島啓恵，内田弘美，伊藤麻里，立石　明，

柳澤進一，佐藤直幸，崔　明香，小沢　尚
【P-1-326】　 リン除去量におけるOn-line HDFの有意性
 （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，

檜山英巳，栗井阿佐美，兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院  北村　真，飛田美穂，倉田康久
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
【P-1-327】　 准高齢者・高齢者における前希釈On-LineHDFの有用性の検討
 （医）静正会三井クリニック臨床工学部 ○五味康貴，内田隆央，大崎麻起子，作山北斗，佐野泰士
 （医）静正会三井クリニック看護部  金丸英生
 （医）静正会三井クリニック泌尿器科  樋口勝弘，三井克也
【P-1-328】　 長時間低透析液流量オンラインHDFは栄養障害患者に有効か？
 （医）社団兼愛会前田医院 ○鶴田耕一郎，今田真里，前田兼徳，前田由紀
【P-1-329】　 NVポリマー処理膜によるシールド効果の臨床評価
 （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 ○星野武俊，麻生さとみ，中村大志，王　靖枝，菊池　史
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
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血液浄化法／条件　16:00-17:12
座長： 吉田好徳（日本大学）
【P-1-330】　 透析方法変更によるカルニチン濃度の比較検討
 （社）千葉中央メディカルセンター ○畑井田真珠実，小野里愛，國吉俊輝，鈴木由衣，塩澤清文，

石井智幸，森　透匡，杉本　響，恩田尚浩，永原博信，
百瀬孝義，柏木福和

 五井クリニック  堀川哲彦
【P-1-331】　 各種モードの血圧・浸透圧変化
 （医）相雲会小野田病院透析室 ○林　智史，澤　秀太，門馬紀享
 （医）相雲会小野田病院内科  今村秀嗣
【P-1-332】　 リクセルS-25の接続位置の検討
 （医）社団健愛会あきやまクリニック ○釡井　健，鈴木詩菜，川田雄太郎，猪野純一，尾崎雄哉，

箭田裕里，谷本香奈，藤本尚志，河野雄治，北橋秀啓，
三宅　梢，今井友香，横井佑香，高橋由希子，小川　茜，
大野　舞，橋詰優子，高橋則尋，秋山和己

【P-1-333】　 尿量保持を目指す血液透析
 （医）社団東仁会立川腎クリニック腎臓内科 ○栗山廉二郎，小池鈴華，梅本明子，市川由美，

市ノ瀬美穂子，花山かおり，和田継海，薗部鋼大
【P-1-334】　 透析患者の症状に応じた透析条件の検討
 （社医）川島会川島病院臨床工学部 ○廣瀬大輔，吉村浩昭，道脇宏行
 （社医）川島会川島病院腎臓科  横田成司，水口　潤
【P-1-335】　 電気メスによる気泡検出器誤動作の検討
 鹿児島市立病院臨床工学科 ○榊　哲史，山口敦子，黒岩拓真
【P-1-336】　 透析一時中断時に行う閉鎖回路による循環（空回し）中の遊離ヘモグロビン値の検討
 愛知医科大学病院臨床工学部 ○早川峻輔，泉　雄介，鴨下方彦，勝　啓佑，辻　　晶
【P-1-337】　 機種更新における業務変更について～これまでの業務とこれからの業務～
 済生会横浜市東部病院臨床工学部 ○内山陽介，本間成亮，山田紀昭
 済生会横浜市東部病院腎臓内科  鯉渕清人，宮城盛淳
【P-1-338】　 プライミング後，長時間経過した血液回路内透析液の水質について
 （医）生寿会かわな病院 ○坂内幸子，後藤卓也，石田　治

血液浄化法／コレステロール塞栓症・LDLアフェレーシス　16:00-17:04
座長： 谷山佳弘（近畿大学）
【P-1-339】　 全身性コレステロール塞栓症を再発し血液透析を再導入した一例
 帝京大学医学部附属溝口病院第四内科 ○山野水紀，永山嘉恭，成山倫之，松井克之
 帝京大学医学部附属溝口病院ME部  大竹純平，永峰竜太，田中宗佑，辻　利広，深蔵義正
【P-1-340】　 コレステロール塞栓症にステロイド内服とLDL吸着療法を併用し予後が改善した3例
 帝京大学医学部附属病院 ○川守田洋介，奈倉倫人，田村好古，太田　樹，内田俊也，

柴田　茂，藤垣嘉秀
 社会医療法人社団堀ノ内病院  高橋和志，清水淑子
 （医）財団明理会東京腎泌尿器センター大和病院  冨丘　聡
【P-1-341】　 3年の経過で症状が再燃し，改めてコレステロール塞栓症の診断に至った一例
 埼玉県立循環器呼吸器病センター腎臓内科 ○佐野達郎，小川公己，黒岩清一郎，植木弘一，中林将大，

鎌田浩聡，大谷聰子，林　恵子
 埼玉医科大学総合医療センター腎高血圧内科  清水泰輔，小川智也，叶澤孝一，長谷川元
 埼玉県立循環器呼吸器病センター循環器内科  武藤　誠
 埼玉県立循環器呼吸器病センター病理診断科  清水禎彦
【P-1-342】　 LDLアフェレイシス（LDL-A）にて透析療法を離脱した特発性コレステロール塞栓症（CCE）の1例
 伊勢赤十字病院腎臓内科 ○佐藤貴志
【P-1-343】　 LDLアフェレシス（LDL-A）を施行し下肢救済可能であった2症例
 （医）社団豊済会下落合クリニック臨床工学課 ○伊藤瑛莉菜，小野里菜，松戸伶美，小桑理香，守屋直祐，

芹澤昌一郎，原嶋美幸，坂口和美，今枝温子，天野雄介，
横井　良，武藤かおり，菊地　勘

【P-1-344】　 巣状分節性糸球体硬化症を発症した高齢者に，LDLアフェレーシスを併用した1例
 琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学 ○砂川祥頌，大城菜々子，大嶺久美子，平良浩菜，中村卓人，

金城孝典，山里正演，石田明夫，大屋祐輔
 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部  座間味亮，金城興次郎，恒吉章治，相澤直輝，

古波蔵健太郎
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【P-1-345】　 演題取り下げ
【P-1-346】　 ステロイドパルス，LDLアフェレーシスが奏功した巣状糸球体硬化症 Collapsing Variantの1例
 NTT東日本関東病院高血圧・腎臓内科/血液浄化センター ○古殿孝高，川村万里子，並河明雄，高橋紘子，渋谷祐子
【P-1-347】　 LDLアフェレシス及び多剤の免疫抑制剤を必要とした難治性ネフローゼ症候群の1例
 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 ○畠山萌枝，坂　早苗，外澤真李，土師達也，古宮士朗，

加納和代，小宮麻里子，鈴木将太，諸宇旭純，藤原　亮，
小林麻裕美，潘　勤雅，平和伸仁

 横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科  戸谷義幸，田村功一

血液浄化法／単純血漿交換 1　16:00-16:56
座長： 戸川　証（静岡済生会総合病院）
【P-1-348】　 当院における単純血漿交換施行時の薬剤師の役割について
 （株）日立製作所ひたちなか総合病院薬務局 ○高村優太，稲田寛之，関　利一
 （株）日立製作所ひたちなか総合病院腎臓内科  中島雅美
【P-1-349】　 血漿交換法におけるアルブミン溶液と新鮮凍結血漿を併用した症例の検討
 東京医科歯科大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○桜沢貴俊，大久保淳，岡戸丈和
【P-1-350】　 糖尿病性ケトアシドーシス，高脂血症を伴う急性膵炎に対して血漿交換を施行した1例
 社会医療法人友愛会豊見城中央病院腎臓内科 ○小禄雅人，照喜名重朋，玉寄しおり，喜久村祐，永山聖光，

関　浩道，下地國浩，潮平芳樹
【P-1-351】　 急性肝炎に伴う急性腎障害に対し，血漿交換療法で治療したBile cast nephropathyの一例
 東京医科大学腎臓内科 ○荒井誠大，福原祐樹，知名理絵子，根岸真央人，長井美穂，

宮岡良卓，長岡由女，菅野義彦
 東京医科大学病院人体病理学分野  長尾俊孝
 東京医科大学病院消化器内科  竹内啓人
【P-1-352】　 単純血漿交換が奏効した麻疹脳炎の一例
 公立陶生病院腎臓内科 ○澤田知洋，春原啓佑，大脇明子，森　佳子，長屋　啓，

稲葉慎一郎
【P-1-353】　 急性肝不全・DICを合併したIII度熱中症に対して単純血漿交換療法が奏効した1例
 岡山市立市民病院内科 ○澁藤宣行，瀧上慶一
【P-1-354】　 血漿交療療法で症状増悪を回避できた赤芽球性プロトポルフィリン症の1症例
 信州大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○信岡賢彦，園田光佑，倉澤幸史，原　悠太，藤井一聡，

藤田識志，増田知恵，山口晃典，小川洋平，橋本幸始，
上條祐司

急性血液浄化法／薬物中毒 1　16:00-17:12
座長： 松井　功（大阪大学）
【P-1-355】　 胃GISTの肝転移再発に対し投与したimatinibにより腎機能の急性増悪を呈した症例
 （医）松弘会三愛病院麻酔科 ○湯本充規子
 ／東京女子医科大学附属八千代医療センター麻酔科
 東京女子医科大学附属八千代医療センター麻酔科  湯本正寿
【P-1-356】　 心室頻拍（VT）を呈したピルジカイニド（PLS）中毒に対しCHDFが奏功した1症例
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 ○岡本莉奈，相地　誠，木田有利，八尋真名，名波正義，

長澤康行，蓮池由紀子，倉賀野隆裕
 兵庫医科大学内科学循環器内科・冠疾患内科  石原正治
【P-1-357】　 アマトキシン中毒による肝不全に対しPE＋ HDF併用施行し肝移植に至った一例
 東京女子医科大学第四内科 ○神澤美和，鈴木俊嗣，森山能仁，新田孝作
 東京女子医科大学病院血液浄化療法科  花房規男，塚田三佐緒，三和奈穂子，田中伸枝，

土谷　健
 東京女子医科大学病院消化器外科  大森亜紀子，加藤孝章，小寺由人
【P-1-358】　 腎後性腎不全に伴ったメトホルミンによる乳酸アシドーシスで心肺停止に至り，血液透析を施行した1例
 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院腎臓内科 ○大谷　恵，森本靖久，芋野充紘，西山早乃，小出高彰，

柳　智貴，金久恵理子，安藝昇太，青柳　誠，田中啓之
【P-1-359】　 メトホルミン過量内服後，遅発性に重篤な乳酸アシドーシスをきたし，単回の血液透析にて改善した一例
 市立四日市病院腎臓内科 ○服部晶子，真野頌子，村上敬祐，橋本悠作，天野竜彰，

永田高信
【P-1-360】　 MTX大量療法後の急性腎不全に対して血液透析および血液吸着を施行し合併症なく回復した一例
 香川県立中央病院腎臓・膠原病内科 ○益田加奈，田村瑤子，近藤治朗，氏家はる代，山崎康司
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【P-1-361】　 重症薬疹に対する急性血液浄化療法を考察する
 岐阜大学医学部附属病院血液浄化治療部門 ○土井智章，大岩秀明，吉田省造，岡田英志，長屋聡一郎，

吉山直政，小倉真治
 岐阜大学医学部附属病院神経内科  安西将大
 東海中央病院泌尿器科  山田　徹
【P-1-362】　 バラシクロビル内服後に発症した急性腎障害，意識障害に血液透析が奏効した一例
 東海大学医学部附属大磯病院腎糖尿病内科 ○磯崎雄大，高橋浩雄，北島夏見，巽　良子
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科  深川雅史
【P-1-363】　 グリホサートカリウム塩中毒による高カリウム血症患者を救命し得た一例
 東海大学医学部付属病院診療技術部臨床工学技術科 ○川添浩之，大久保恵利子，門馬陽平，西原英輝
 東海大学医学部内科学系腎内分泌代謝内科  金井厳太，和田健彦，深川雅史

血液浄化膜／性能評価 2　16:00-17:12
座長： 宮川浩之（日本赤十字医療センター）
【P-1-364】　 高齢透析患者へのFX-180HDFの臨床評価
 （医）清陽会ながけクリニック ○田淵裕哉，門崎弘樹，藤中正樹，逸見典子，高尾愛莉，

林　望海，松本和広，長宅芳男
【P-1-365】　 フレゼニウス社製ヘモダイアフィルタFX180HDFの性能確認
 （医）知邑舎メディカルサテライト知多 ○野々山智之，山本　優
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉  長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦
【P-1-366】　 Baxter製ヘモダイアフィルタPolyflux-H（210H）の性能評価
 （医）社団明芳会高島平中央総合病院臨床工学科 ○角舘杏典，志賀雄一，高崎惣太，上野裕司，高野知夫，

玉城吉得，池田四葉
【P-1-367】　 ニプロ社製FIXのHB-HDFにおける性能評価
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉 ○伊神隆介，神崎将克，長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦
【P-1-368】　 FX180HDFの使用経験
 （社医）若竹会つくばセントラル病院ME室 ○小林和樹，臼井哲也，並木暢也，中山裕一
 （医）つくばセントラル病院セントラル腎クリニック龍ケ崎  三上孝宏
 （社医）若竹会つくばセントラル病院腎臓内科  楊川堯基，石津　隆
【P-1-369】　 前置換On-line HDFにおいて膜面積を大きくすることの有意性
 （医）財団倉田会えいじんクリニック臨床工学部 ○栗井阿佐美，浦辺俊一郎，加藤亜輝良，深澤桃子，

松沢翔平，加藤基子，檜山英巳，兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院  田中進一，北村　真，飛田美穂，倉田康久
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
【P-1-370】　 低分子蛋白領域除去特性の検討～ FIX-210Ueco ～
 武智ひ尿器科・内科 ○前田良輔，池井昌子，西岡善和，武智伸介
【P-1-371】　 NVF-21Pの性能評価
 （医）清陽会ながけクリニック ○門崎弘樹，藤中正樹，田淵裕哉，高尾愛莉，林　望海，

逸見典子，松本和広，長宅芳男
【P-1-372】　 FIX210secoを用いたon-lineHDFの性能評価
 （医）さとに田園クリニック ○高村淳平，長岡高広，宮田俊哉，中村慎也，南條友典，

西谷美香，久本康太朗，大塚弘剛，藤川康典，大畠　領，
太田匡彦

透析機器／透析用監視装置　16:00-17:20
座長： 大浜和也（埼玉医科大学病院）
【P-1-373】　 ニプロ社製NCV‐3の性能評価
 （医）友愛会南部病院 ○玉城　誠，新垣慕一，山城　清，慶留間健太，上原将録
【P-1-374】　 透析用監視装置のIP閉塞警報発生時の圧力およびIP積算量の検討
 （医）いきいき．クリニック ○松浦優太，橘　佑介，高橋知希，錦織里奈，船越裕行，

別府昌子，横木広幸
【P-1-375】　 自動プライミング使用時の適切な血液回路液面レベル調整の工夫
 済生会滋賀県病院臨床工学科 ○黄瀬貴也，高杉夏海，澤井舜仁，井上直子，菅原祥元
 済生会滋賀県病院腎臓内科  牧石徹也
【P-1-376】　 東レ社製TR-3300Mの自動プライミングによる液面レベルの違いについて
 公立那賀病院臨床工学科 ○土生川仁美，近重裕樹，安宮昌伸，山崎将哉
 公立那賀病院腎臓内科  北　浩光，岩谷由佳
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【P-1-377】　 新設透析装置の生物学的汚染～ 2006年と2018年導入装置を比較して～
 国保依田窪病院臨床工学科 ○小村奈々，小杉修太，角田佐和子，荻原敬弘
【P-1-378】　 日機装社製，透析液供給装置と透析用剤溶解装置の新機能を経験して
 （医）社団煌生会北見循環器クリニック臨床工学科 ○齋藤歩香，杉本　晃，石毛卓也，山口正弘，五嶋英輔，

生駒拓朗
 （医）社団煌生会北見循環器クリニック循環器科  今野　敦
【P-1-379】　 ヒューマンエラーによって発生した補液流入部閉塞に対する多用途透析装置の構造的な問題点
 （医）健正会須田医院 ○楢岡擁実，一噌登史紀，佐藤　諒，服部圭介，田中和彦，

須田雅一
 （医）蒼龍会若葉内科クリニック  山下文子
【P-1-380】　 日機装社製透析用監視装置DCS100NXにおけるシングルニードル法の効率評価
 （医）一陽会イーストクリニック血液浄化部 ○烏田一義，加島みゆき，中園博司，有田美智子
 （医）一陽会イーストクリニック血液浄化部  頼岡徳在
 ／（一社）広島腎臓機構
【P-1-381】　 自動化機能D-FASの機能評価
 （医）興生会相模台病院臨床工学科 ○天野啓充，梅澤正太郎，山本愛里紗，佐藤春香，幸　健太，

山口　修，松本一人，中村浩光
 （医）興生会相模台病院腎臓内科  清水健史
【P-1-382】　 人工透析管理システムに接続可能な血液浄化装置の使用経験
 （医）新都市医療研究会「君津」会南大和病院臨床工学部 ○増渕義行，本間喜行
 （医）新都市医療研究会「君津」会南大和病院内科  岩崎富人
 （医）新都市医療研究会「君津」会南大和病院外科  茅野修史

機器／コンピューター・情報管理　16:00-17:20
座長： 野村知由樹（医誠会都志見病院）
【P-1-383】　 当院における電子カルテ導入による業務変化
 （医）社団欅会北八王子クリニック臨床工学科 ○藤谷正史，佐藤裕一，石田裕希，金川秀光，村上眞一，

横山詩穂，中村　翼，伊藤幸弥
 （医）社団欅会北八王子クリニック内科  菅野靖司，九鬼貴美
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小沢　尚
【P-1-384】　 透析終了順一覧表示シートの試作
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター ○志村　隼，佐伯奈那子，五十嵐義弘，櫻井絵里香，

星　利也，中川修一，清水　徹，櫻田　勉，柴垣有吾
 聖マリアンナ医科大学病院麻酔学  井上莊一郎
【P-1-385】　 病院統合システム更新に伴った透析部門システム運用の実際
 名古屋大学医学部附属病院臨床工学技術部 ○野守純美代，志賀美子，平松哲明，野口悟司
 名古屋大学医学部附属病院看護部  北川由佳
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科  齋藤尚二，加藤規利
【P-1-386】　 Future Net Web ＋の系列施設間連携における不具合の報告
 千船病院臨床工学科 ○吉村健悟，沖田新一，木下　亮，稔野益男
 千船病院腎臓内科  宇高千恵，中西昌平
 千船クリニック腎臓内科  金　鐘一
【P-1-387】　 透析医学会統計調査のSTEPII集計プログラムを4年間使用して考えた課題と改善
 社会医療法人明陽会明陽クリニック臨床工学室 ○鈴木浩史，堀内勝弘
 社会医療法人明陽会明陽クリニック腎臓内科  鶴田良成
【P-1-388】　 血液透析装置に関する通信共通プロトコルVer4.0を用いた2種類の装置での通信
 （医）社団中郷会新柏クリニックおおたかの森 ○松本信人，櫻井祥子，小笠原香，片山利夫
 （医）社団中郷会新柏クリニック  木村敬太，木村靖夫
【P-1-389】　 Excel VBAを使用した透析指標算出システム作成
 公立陶生病院血液浄化療法部 ○池田　顕，工藤信隆，加藤博久，荒木一憲
 公立陶生病院腎臓内科  稲葉慎一郎，長屋　啓
【P-1-390】　 Excel VBAを利用した在宅血液透析装置点検表の電子化
 （医）社団瑛会東京ネクスト内科・透析クリニック ○藤井和真，吉田智史，中山友子，右谷美穂，高橋美有紀，

陣内彦博，秋葉　隆
【P-1-391】　 当院におけるBV-UFC使用経験
 （医）大誠会松岡内科クリニック透析室 ○小林宏治
 （医）大誠会  松岡哲平
【P-1-392】　 多人数透析用RO装置（MRC-RO-DCnanoII600-RadicalIIKHDPSZ）への改良による水質管理システムバリ

デーション構築
 （医）はちのへ99クリニック ○松坂勝則，内海　謙，藤川博康

（
第
１
日
目
）

ポ
ス
タ
ー

196



バスキュラーアクセス／PTA 1　16:00-17:12
座長： 伊藤慎介（東京ベイ・浦安市川医療センター）
【P-1-393】　 当院におけるVAIVTについての検討
 （医）純正会名古屋西病院人工透析室 ○小川勇人，土橋由香，高橋慶企
 （医）純正会名古屋西病院内科  荻山義明，山本慶子，山本俊勇
【P-1-394】　 円滑で時短なPTAの実現を目指して
 （医）小山すぎの木クリニック ○三上卓耶，和泉裕太，知久大輝，野澤佳幸，伊藤　塁，

鈴木　巧，菊野千尋，吉田一美，渡部卓也，大島祐太，
中田俊輔，清水ひろえ，加賀　誠，朝倉伸司

【P-1-395】　 経皮的バスキュラーアクセスインターベンション治療（VAIVT）時の情報用紙作成
 大阪府済生会富田林病院医療機器管理室 ○林　　修，安田泰豪，立野太一，宮城　進，岡田智行，

山添一徳，上崎真一，松原　広，恩地　隆
 大阪府済生会富田林病院看護部  堀川征臣
 大阪府済生会富田林病院腎臓内科  米田雅美
 大阪府済生会富田林病院循環器内科  谷口　貢
 大阪府済生会富田林病院泌尿器科  今西正昭
【P-1-396】　 当院で行うエコーガイド下PTA二人法の現状
 特定（医）桃仁会桃仁会病院臨床工学部 ○小西昴博，延命寺俊哉，高田博弥，人見泰正
 ／特定（医）桃仁会桃仁会病院バスキュラーアクセスセンター
 特定（医）桃仁会桃仁会病院バスキュラーアクセスセンター  佐藤　暢
【P-1-397】　 シャントPTAにおけるendpointの試み
 （医）大垣徳洲会病院臨床工学科 ○山本都夢，旭　恵次，林　純平，中村恵理，佐野峻希，

田中一旭，桑山琢哉，平田太郎，坂口耕一郎，中川紀子，
久富俊宏

【P-1-398】　 臨床工学技士によるPTA介助
 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院腎センター ○渡邊弘一，横山　築，青柳貴洋，赤澤隆一
 （医）立川メディカルセンター立川綜合病院腎臓内科  吉岡友基，酒巻裕一，青柳竜治
【P-1-399】　 シャントPTAを繰り返す狭窄及び閉塞に関連する要因の検討
 社会医療法人カレスサッポロ北光記念病院臨床工学科 ○笹井元春，藤根悠太郎，米田優一郎，阿地宏幸，

玉澤　充
 社会医療法人カレスサッポロ北光記念病院腎臓内科  山本　諭
【P-1-400】　 Conventional balloon angioplastyとperipheral cutting balloon angioplasty の一次開存の比較とPCBの使用

部位での比較
 敬愛病院放射線科 ○宇田川直樹，渡辺和茂，多賀谷周平
 敬愛病院腎臓内科  樋口輝美，井下篤司，大川恵里奈，山崎俊男
 敬愛病院臨床工学科  高崎智也，山道慎也，會所拓斗，上島　巧，石川由美子
 敬愛病院透析室  鈴木あい子，中島詩織，柳澤順子
【P-1-401】　 VAIVT施行後3ヵ月以内にVA再建となった症例の検討
 みはま病院泌尿器科 ○鬼塚史朗，宮富良穂，杉崎裕香，永倉一武，坂井建彦，

二瓶直樹，正井基之
 みはま佐倉クリニック泌尿器科  安藤　研，永川　修

バスキュラーアクセス／管理 2　16:00-17:20
座長： 安藤大作（国際親善総合病院）
【P-1-402】　 シャントマップを用いた患者管理
 りんくう総合医療センター臨床工学科 ○三角定弘，奥田重之，金口優生，甲斐貴久，川崎勇司，

佐々木啓人，森田庸介
 りんくう総合医療センター腎臓内科  坂口俊文，田村　渉，玉置瑛一朗
【P-1-403】　 当院におけるバスキュラーアクセス管理を目的としたシャントトラブルスコアリングを導入した試み
 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院臨床工学科 ○竹谷秋浩
【P-1-404】　 当院におけるシャントエコーの取り組みとその有用性について
 （医）社団東光会西東京中央総合病院臨床工学科 ○佐々木一真，矢島綾乃，津末多恵香，池羽麻衣子，

輿水充生
 （医）社団東光会西東京中央総合病院心臓血管外科  室町幸生，橋本雅史
【P-1-405】　 歯周病とシャント狭窄の関係性を検討する
 （医）社団明厚会大石内科クリニック臨床工学科 ○城本聖矢，土田泰子，大塚克幸，山口宏文，松本一輝，

高瀬雄一郎，吉田匠身，小川裕二郎，大石　明
【P-1-406】　 当院におけるバスキュラーアクセス管理の取り組み
 （医）原村医院透析室 ○喜納一太郎，浅見健太郎，堀内直樹，高野　慎
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【P-1-407】　 VAモニタリングにおける灌流指標（PI）の有用性について
 （医）貴幸会SKメディカルクリニック臨床工学部 ○岡村龍也，酒井和美，大木龍一，西田知夏，白石幸三
 社会医療法人白光会白石病院  竹之内賢一，一ノ宮隆行，尊田和徳
 社会医療法人白光会白石記念クリニック  松浦朝代
【P-1-408】　 当院における超音波診断装置を用いたVA管理について～VAIVT後のフォロー～
 （医）社団愛友会三郷中央総合病院血液浄化センター ○初見頼直，木村勇人，山本悠太，諏訪さおり，石川沙矢子，

山田麻子，熊田　透，堀内崇真，青木孝文，松岡直樹
【P-1-409】　 VAエコー検査における機能評価・形態評価の検討
 （医）伊豆七海会熱海海の見える病院 ○澁谷　悟，谷　桂介，野村　豊，樋口鉄平，加瀬修人
【P-1-410】　 当院におけるVA管理フローチャートの見直し
 （医）住友別子病院診療部臨床工学室 ○神原圭佑，白石　理，宮崎昌彦
【P-1-411】　 ファイルメーカーを使用したシャント管理システムの構築～第二報～
 （医）社団宝池会吉川内科医院ME部 ○松下雄太，加藤秀美，村石州啓
 （医）社団宝池会吉川内科医院診療部  吉川尚男，吉川昌男

バスキュラーアクセス／シャントマッサージ　16:00-16:48
座長： 大坪　茂（青葉会東都三軒茶屋クリニック）
【P-1-412】　 加圧式シャントマッサージの取り組み
 （医）協和会協立病院 ○田畑博一，岡本貴行，中東直輝，乾恵利香，大谷　香
【P-1-413】　 内シャントに対するシャントマッサージへの取り組み
 柳井医療センター看護部4階病棟 ○坂口紀子，寺尾裕美，藤麻久美子，吉村陽子，松原康子，

宮本慶克，松本富夫
【P-1-414】　 当院におけるシャントマッサージの取り組み
 （医）虹嶺会土浦ベリルクリニック ○木村幸代，鈴木さやか，山口万美子，佐々木さゆり，

高橋英樹，山出　純，倉持陽子，森　　優，小高以直，
山田幸太

【P-1-415】　 シャントマッサージを導入して
 （医）健生会すながわ相互診療所 ○小山田加代子，乙幡悦子，中原博昭，小泉博史
【P-1-416】　 発達不良AVFに対して，簡便な方法で対処しえた症例
 彩の森草加クリニック ○星　健太，櫻井俊一，森　吉寛
【P-1-417】　 VA開存期間の延長を目指したVAマッサージによる取り組み
 （医）宏人会長町クリニック ○佐々木友，佐藤通子，西田稚子，清藤香理，佐藤慶祐

バスキュラーアクセス／その他　16:00-17:04
座長：村上康一（誠仁会みはま成田クリニック）
【P-1-418】　 出血合併症にバイアバンを使用した2例
 水戸済生会総合病院腎臓内科 ○郡司真誠，松永宇広，椎名映里，荷見祥子，黒澤　洋，

佐藤ちひろ，海老原至
【P-1-419】　 経皮的血栓除去術時にステントカテーテルを留置した3症例
 （公財）ときわ会常磐病院バスキュラーアクセスセンター ○吉田直人
 同内科  前山忠美
 同泌尿器科  越智満久，蓑田　亮，常盤　傑，小内友紀子，新村浩明
 同透析センター  川口　洋
【P-1-420】　 放射線技師によるバスキュラーアクセス管理
 （医）幸善会前田病院放射線課 ○横山勝久，三ヶ島晴生
 （医）幸善会前田病院腎センター  古賀幸雄，都知木康行，小林稔行
 （医）幸善会前田病院医局  前田篤宏，山崎政虎，前田麻木，前田利朗
【P-1-421】　 当院におけるシャント手術での臨床工学技士の役割
 ふれあい東戸塚ホスピタルME科 ○竹中　誠
 ふれあい東戸塚ホスピタル腎臓・透析科  井上純雄
【P-1-422】　 AVF管理における「吻合部スリル非触知」の臨床的意義
 （医）社団誠仁会みはま病院 ○宮富良穂，猪又扶美，杉崎裕香，永倉一武，二瓶直樹，

鬼塚史朗，坂井健彦，正井基之
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック  村上康一
【P-1-423】　 末期腎不全患者におけるシャント作成前の運動の効果
 静岡県立総合病院腎臓内科 ○大川高生，村上雅章，相馬　悠，山田　龍，伊藤健太，

松尾　研，田中　聡，森　　潔，森　典子
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【P-1-424】　 バスキュラーアクセス手術で上肢伝達麻酔が有用であった症例
 （医）松弘会三愛病院麻酔科 ○湯本充規子
 ／東京女子医科大学附属八千代医療センター麻酔科
【P-1-425】　 ベトナムにおける重度の心機能低下を合併する透析患者のアクセス造設困難例の検討
 バクマイ病院透析センター ○ホアン・アンチュン，イェン・ウードゥン，

ディン・ドクロン
 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院腎臓内科  青柳　誠，大谷　恵，柳　智貴，森本靖久，芋野充紘，

小出高彰，西山早乃，金久恵理子，安藝昇太，田中啓之

腹膜透析／合併症 2　16:00-17:12
座長： 和泉雅章（関西労災病院）
【P-1-426】　 腹膜透析中に交通性陰嚢水腫を合併し外科的治療にて良好な経過を得た一例
 呉共済病院総合診療科 ○木内理奈
 呉共済病院腎臓内科  弓場義雄，草野真琴，山内崇宏，本田由美，川岡孝一郎
【P-1-427】　 腹膜透析カテーテルの鼠径ヘルニア嚢内陥入を繰り返した1例
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科 ○城谷優花，中田純一郎，清水友希，福崎晴奈，野原奈緒，

鈴木祐介
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科  毎熊政行
【P-1-428】　 肉芽組織を伴う塞栓物質によりPDカテーテルの注排液不良に至った1例
 熊本大学病院腎臓内科 ○伊達亮佑，水本輝彦，泉裕一郎，井上秀樹，向山政志
 （医）玉和会玉名第一クリニック  成瀬正浩
【P-1-429】　 腹膜透析施行中に横隔膜交通症を呈し血液透析療法へと移行した一例
 北里大学メディカルセンター腎臓内科 ○高橋かおり，島田芳隆，長場　泰
 北里大学メディカルセンター泌尿器科  勝俣洋樹，立花貴史，南田　愉，田岡佳憲
 北里大学病院血液浄化センター  竹内康雄
【P-1-430】　 イコデキストリン透析液によるアレルギー性薬疹と疑われた一例
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○松本直人，高根紘希，平林千尋，古谷麻衣子，松尾七重，

丸山之雄，大城戸一郎，横尾　隆
【P-1-431】　 両側閉鎖孔ヘルニアを発症した常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）のPD患者の1例
 （公財）東京都保健医療公社大久保病院腎内科 ○今泉雄介，石渡亜由美，川西智子，小川俊江，阿部恭和，

若井幸子
 （公財）東京都保健医療公社大久保病院一般外科  田波秀朗
【P-1-432】　 鈍的外傷により腎出血をきたした腹膜透析患者の1例
 関東労災病院腎臓内科 ○濱田透眞，中山圭太，中村沙織，吉田洋輔，松本修太朗，

久野芳裕，矢尾　淳，鎌田一寿，横地章生
【P-1-433】　 肝硬変による難治性腹水を合併した透析患者にPDカテーテルを用いてCARTを施行した1例
 （医）康仁会西の京病院診療支援部臨床工学科 ○田村尚紀，二神徳明，野口　幸
 （医）康仁会西の京病院透析センター  渡邉美智子，吉岡伸夫
【P-1-434】　 演題取り下げ
【P-1-435】　 HIF活性化薬投与後に淡明細胞型腎細胞癌を発症したCAPDの1例
 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院泌尿器科 ○日高幸浩，坂野　滋，城嶋和孝
 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院腎臓内科  金井英俊

CKD／病態 1　16:00-17:12
座長： 鶴岡秀一（日本医科大学）
【P-1-436】　 当院で腎生検を施行した網膜症のない糖尿病性腎症の臨床的特徴
 製鉄記念八幡病院腎臓内科 ○山口佐歩美，小野原早紀，佛坂早紀，河野広貴，上村麻衣，

柳田太平
 九州大学病院腎疾患治療部  中野敏昭
【P-1-437】　 成人Fontan術後遠隔期ESRD症例に対する血液透析の導入経験
 手稲渓仁会病院腎臓内科 ○前田卓人，後町　結，西沢慶太郎，嶋村昌之介，

滝沢英毅
 札幌循環器病院  萩原　誠
【P-1-438】　 維持血液透析患者における透析前血圧と死亡との関連性
 社団一陽会原田病院 ○松坂貫太郎，西澤欣子，松原　誠，藤野早知栄，宮崎真美，

芦谷亜希，山下和臣，重本憲一郎，水入苑生
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【P-1-439】　 当院における青壮年期（15-50歳）に緊急透析導入を行ったCKD症例の特徴
 新小山市民病院腎臓内科・人工透析科 ○吉澤寛道，小林高久，小森さと子，常松大帆
 ／自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門 
 自治医科大学内科学講座腎臓内科学部門  川又　睦，三木淳史，今井利美，長田太助
【P-1-440】　 透析患者の原疾患，導入時年齢と生命予後との関連～茨城県透析導入コホート研究（iDIC study）から～
 筑波大学附属病院腎臓内科 ○田原　敬，臼井丈一，山縣邦弘
 水戸済生会総合病院腎臓内科  海老原至
 東京医科大学茨城医療センター腎臓内科  小林正貴
 つくばセントラル病院腎臓内科  楊川堯基，石津　隆
 JAとりで総合医療センター腎臓内科  前田益孝
 茨城県立中央病院腎臓内科  小林弘明
【P-1-441】　 糖尿病・腎不全症例におけるレムナントコレステロールの検討
 沖縄第一病院内科／琉球大学医学部第二内科 ○大城　譲
 沖縄第一病院内科  新川　勉，宮城信雄
 琉球大学医学部第二内科  益崎裕章
 ちばなクリニック・中頭病院内科  屋良朝博，渡辺蔵人，城間　勲
 中部徳洲会病院内科  山川　研
 南部徳洲会病院内科  小渡輝雄
【P-1-442】　 蛋白尿軽度で透析導入に至った慢性腎臓病患者についての検討
 公立陶生病院 ○三谷幸太朗，春原啓佑，澤田知洋，大脇明子，森　佳子，

長屋　啓，稲葉慎一郎
【P-1-443】　 末期腎不全症例でのビタミンB6測定における夾雑物質の動態の検討
 相原第2病院 ○内木義人
【P-1-444】　 保存期腎不全患者における血中亜鉛濃度とその関連因子に関する研究
 パナソニック健康保険組合松下記念病院腎不全科 ○萩原暢久，安田考志

各種病態／糖尿病性腎症／腎炎／ネフローゼ　16:00-17:28
座長： 二木功治（立川病院）
【P-1-445】　 IgA腎症透析導入例における腎生検後の予後の検討
 大分県厚生連鶴見病院腎臓内科 ○安森亮吉，栗本　遼，内田大貴，宗像さやか，有馬　誠
 大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科  福長直也，柴田洋孝
【P-1-446】　 MPGNによるネフローゼ症候群を呈し，透析導入となった木村氏病の一例
 名古屋医療センター腎臓内科 ○谷口容平，東　貴穂，加藤将宏，関谷由夏，高梨昌浩，

榊原千穂，中村智信，八尾村多佳朗
【P-1-447】　 リポ蛋白糸球体腎症により血液透析導入に至った1例
 東京女子医科大学附属八千代医療センター腎臓内科 ○堀真以子，児玉美緒，土屋洋平，岩崎千尋，臼井亮介，

松上桂子，小池美菜子
【P-1-448】　 7年間の外来維持透析後に剖検を行った自然発症コレステロール塞栓症の一例
 （社）京都民医連中央病院腎臓内科 ○河合裕美子，木下千春，松田航一，井上賀元，神田千秋
 （社）京都民医連中央病院病理検査科  藤田葉子
【P-1-449】　 C型肝炎ウイルスに関連したクリオグロブリン血症性膜性増殖性糸球体腎炎の1症例
 横須賀市立市民病院腎臓内科 ○安藤匡人，井上典子，鈴木拓也，岸本勇将，国保敏晴
【P-1-450】　 血液透析及び血漿交換を要した抗基底膜抗体糸球体腎炎の2例
 神戸市立西神戸医療センター腎臓内科 ○中田庸介，中井雅史，鳥越和雄
【P-1-451】　 難治性ネフローゼ症候群を呈した特発性巣状分節性糸球体硬化症に対し集学的治療を施行した一例
 宮崎大学医学部附属病院腎臓内科 ○麻生久美子，石﨑友梨，皆川明大，西園隆三，菊池正雄，

稲垣浩子，佐藤祐二
 宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座  藤元昭一
【P-1-452】　 難治性ネフローゼを呈し維持透析に至った木村病の一例
 名古屋掖済会病院腎臓内科 ○中嶋　貴，稲熊祐輔，常世田智明
 大曽根メディカルクリニック  瀬嵜良三
【P-1-453】　 当院で透析導入となった糖尿病性腎臓病の臨床背景
 山形大学医学部第一内科 ○市川一誠，樺澤麻実，鈴木貴也，近壮一朗，荒海光良，

安次富咲子，鈴木奈都子，工藤光介，渡辺昌文
【P-1-454】　 糖尿病性腎症重症化予防に対する伊勢地区での取り組み
 伊勢赤十字病院腎臓内科 ○大西孝宏，坂口友浩，近藤章人，佐藤貴志，中井貴哉，

小里大基
 伊勢赤十字病院糖尿病・代謝内科  村田哲也
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【P-1-455】　 糖尿病性腎症を原疾患に透析導入となった症例で，肥満度が及ぼす影響
 成田赤十字病院腎臓内科 ○森山憲明，倉本充彦
 千葉病院  室谷典義

高齢者　小児　長期　特殊病態／症例報告　16:00-17:12
座長： 岩野正之（福井大学）
【P-1-456】　 PL顆粒により重症汎血球減少症を呈した維持透析患者の一例
 さいわい鹿島田クリニック腎臓内科 ○木暮照子，朝倉裕士，金光峰子
 川崎幸病院  吉田輝龍，柏葉　裕，小向大輔，宇田　晋
 川崎クリニック  熊田千晶，伊藤賀恵，中島　豊，衣笠えり子，若狭幹雄，

宍戸寛治
【P-1-457】　 尿毒症性脳症が疑われ，血液透析を施行した一剖検例
 名古屋市立西部医療センター腎臓透析内科 ○家田研人，宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広
【P-1-458】　 部分的低形成腎（Ask-Upmerk Kidney）の1例
 仁楡会病院泌尿器科 ○前野七門
 仁楡会病院血管外科  大江公則
 腎臓内科めぐみクリニック腎臓内科  佐藤　恵
【P-1-459】　 片腎患者に発症した腎梗塞に対して血栓回収療法を施行し透析を離脱できた一例
 東北大学病院腎高血圧内分泌科 ○竹内沙永子
【P-1-460】　 血液浄化療法により長期生存を成している劣性栄養障害型表皮水疱症の一例
 北海道大学病院血液浄化部 ○武田紗夜，西尾妙織，白鳥里佳，吉川純平，山本準也，

松岡奈央子，石川康暢，中沢大悟，堀田記世彦，岩見大基，
篠原信雄

【P-1-461】　 先天性巨大血小板性血小板減少症を併発した維持血液透析患者に心臓弁置換術を施行した一例
 国家公務員共済組合連合会呉共済病院腎臓内科 ○本田由美，弓場義雄，山内崇宏，川岡孝一郎
 国家公務員共済組合連合会呉共済病院心臓血管外科  藤田康文
【P-1-462】　 病理解剖により両側腎周囲骨髄脂肪腫と診断された維持透析患者の一例
 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス ○平井太郎，清澄理恵，香取秀幸，小俣正子
 海老名総合病院腎臓内科
 今里クリニック  後藤巨木
 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス  山田正俊，松本光司
 海老名総合病院病理診断科
【P-1-463】　 腹膜透析から血液透析に移行した4p-症候群の1例
 熊本赤十字病院腎臓内科 ○落合晋太郎，石塚俊紀，濱之上哲，川端知晶，豊田麻理子，

宮田　昭，早野俊一
【P-1-464】　 重症外傷後の多臓器不全に対して急性血液浄化を行った1剖検例
 岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター ○長屋聡一郎，岡田英志，鈴木浩大，土井智章，吉田省造，
 血液浄化治療部門  小倉真治

Ca受容体作動薬 1　16:00-17:04
座長： 長澤康行（兵庫医科大学）
【P-1-465】　 エテルカルセチドが著効した二次性副甲状腺機能亢進症の一例
 寿泉堂綜合病院 ○百瀬昭志，矢部通裕，千葉茂寿
 寿泉堂クリニック透析室  松本　啓，渡邊真由美，皆川　敦，鈴木直大，村松祐希，

橋本　茂
 寿泉堂クリニック泌尿器科  熊川健二郎，白岩康夫
【P-1-466】　 透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）に対する，Ca受容体作動薬による治療の比較検討
 （医）新都市医療研究会君津会南大和病院腎臓内科 ○岩崎富人
 （医）新都市医療研究会君津会南大和病院循環器科  須藤恭一
 （医）新都市医療研究会君津会南大和病院臨床工学科  本間喜行
 （医）新都市医療研究会君津会南大和病院外科  茅野修史
【P-1-467】　 PTx後のエテルカルセチド塩酸塩の効果について
 （医）道芝の会平安山医院透析室 ○宮城厚夫，上原真利子，平安山英機
【P-1-468】　 エテルカルセチドの骨密度に与える影響～シナカルセトからの切り替え～
 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
【P-1-469】　 エテルカルセチド使用によるwhole PTH/intact PTH比の推移の検討
 上尾中央総合病院附属エイトナインクリニック ○河原崎千晶，浅田牧子，小林茉由，向山美雄，水村泰治
 門司メディカルセンター総合内科  江本　因
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【P-1-470】　 シナカルセトからエボカルセトまたはエテルカルセチド変更による食欲への影響
 （医）社団亮正会総合高津中央病院 ○山田沙弥，後藤奈緒子，向井一光
【P-1-471】　 胃腸障害によるシナカルセト塩酸塩服用アドヒアランス不良に対してのエテルカルセチド塩酸塩投与の有用性
 （医）社団信愛会重松クリニック ○福山紀公子，梅野里香，重松啓子，重松　勝
【P-1-472】　 Ca受容体作動薬の使用経験から
 （医）徳洲会大垣徳洲会病院臨床工学科 ○中村恵理，久富俊宏，中川紀子，山本都夢

CKD-MBD／臨床研究　16:00-17:20
座長： 元　志宏（埼玉石心会病院）
【P-1-473】　 血液透析患者における日本透析医学会ガイドラインの達成調査
 （医）社団昴会日野記念病院 ○加藤智紀，花澤一芳
 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻  木田奈々美
 （医）正和会協和病院  加藤　洋
 社会医療法人寿楽会大野記念病院  疋田英嗣
 （医）梓良成会双葉クリニック  坂上恭司
 （医）梓良成会双葉クリニック／滋慶医療科学大学院大学  椿原美治
【P-1-474】　 慢性透析患者におけるP・Ca管理状況に関する検討　第2報
 社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院臨床工学科 ○小黒　雪，中澤　康，宮本亜紀
 社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院看護部  中野渡悟，福島　亮
 社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院循環器内科  菊池健次郎，土田哲人，工藤靖夫
【P-1-475】　 透析患者の骨ミネラル代謝異常（MBD）に対する管理基準作成の試み
 （医）ネプロス吉クリニック ○大城健治，大城志織，中原亜希子，新垣かおり，嘉数清香，

名嘉山菊枝，上原周一，吉晋一郎
【P-1-476】　 腹膜透析患者におけるイオン化カルシウムと補正カルシウムの割合に影響を与える因子について
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 ○森下将充，丸山之雄，中尾正嗣，松尾七重，丹野有道，

大城戸一郎，池田雅人，横尾　隆
【P-1-477】　 末期腎不全患者に対する長時間血液透析が及ぼす骨代謝マーカー変化についての検討
 自治医科大学附属病院腎臓内科 ○村上琢哉，齋藤　修，菱田英里華，増田貴博，前嶋明人，

秋元　哲，長田太助
 （医）小山すぎの木クリニック  朝倉伸司，小池かおり
【P-1-478】　 透析患者における骨密度とアロプリノールの関連についての検討
 特定（医）仁真会白鷺病院 ○杉江伸夫，奥野仙二，岡崎久宜，山川健次郎，正木秀樹，

庄司繁市，山川智之
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  藏城雅文，石村栄治，稲葉雅章
【P-1-479】　 血液透析導入時から導入後1年の副甲状腺機能に関する検討
 東北公済病院内科 ○栗原　功，石川綾子，小原克也
【P-1-480】　 血液透析患者に発症した上縦隔異所性副甲状腺腫による副甲状腺機能亢進症の一例
 宗像水光会総合病院腎臓内科 ○福田理史
 ／宗像水光会総合病院心臓血管外科
 宗像水光会総合病院腎臓内科  渡邉三恵
 宗像水光会総合病院腎臓内科  多田隈めぐみ
 ／久留米大学病院内科学講座腎臓内科部門
 宗像水光会総合病院心臓血管外科  岡崎悌之
 久留米大学病院内科学講座腎臓内科部門  深水　圭
【P-1-481】　 P，PTHの是正により，FGF23が低下した2症例
 （医）社団ふけ会富家千葉病院ME部 ○小町敏弘，南出　仁，木村健児，古橋愉司，齋藤寛太，

横山郁真
 （医）社団ふけ会富家千葉病院透析外科  影原彰人，矢野清崇
【P-1-482】　 血液検査を検査会社に委託した場合，測定値は遠心分離の有無や検査会社により異なる
 （医）平生会宮本クリニック ○重松武史，上村健登，西庵良彦，宮本　孝
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CKD-MBD／ Calcimimetics 2　16:00-17:20
座長： 佐藤英一（明理会新松戸中央総合病院）
【P-1-483】　 エテルカルセチドの使用経験と骨代謝マーカーの変化
 （医）洛和会音羽記念病院腎臓透析外科 ○岡田晃一，中村智宏
 （医）洛和会音羽記念病院腎臓内科  藤野文孝，山内博行，佐々木裕二，松岡　慧
 （医）洛和会音羽記念病院CE部  明石有加
 （医）洛和会音羽記念病院血管外科  宮崎隆子
 （医）洛和会音羽記念病院内分泌糖尿病内科  重本道香
 （医）洛和会音羽記念病院内科  平岩　望，武内俊史
 （医）洛和会音羽病院腎臓内科  細川典久
 （医）洛和会東寺南病院腎臓内科  近藤守寛
【P-1-484】　 続発性副甲状腺機能亢進症に対するエテルカルセチドの有効性と安全性
 （医）社団誠馨会セコメディック病院腎臓内科 ○清水英樹
 ／船橋市立医療センター腎臓内科
 （医）社団誠馨会セコメディック病院腎臓内科  新貝早百合
【P-1-485】　 エテルカルセチドが高度SHPT症例に著効を示した3症例
 （医）社団清心会薬円台泌尿器科腎クリニック ○荒木俊行
 緑が丘メディカルクリニック  田村浩三
【P-1-486】　 血液透析患者の2次性副甲状腺機能亢進症に対するエボカルセトの効果
 （医）和の会与那原中央病院泌尿器科 ○仲山　實
【P-1-487】　 レグパラをパーサビブへ切り替えた維持血液透析患者における検討
 （医）社団一陽会イーストクリニック ○中園博司，加島みゆき，山縣抄織，栗栖啓子，烏田一義，

有田美智子
 一般社団法人広島腎臓機構  頼岡徳在
【P-1-488】　 シナカルセトからエボカルセトへの切り替えによる効果の検討
 特定（医）雄博会千住病院内科 ○岡　　哲，北村里子，西川泰彦，千住雅博
 長崎大学病院腎臓内科  小畑陽子，西野友哉
【P-1-489】　 当院におけるエボカルセトの使用経験
 日赤高松赤十字病院 ○小居浩之，安宅祐一朗，瀬戸公介，辻岡卓也，泉　和良，

山中正人，川西泰夫
【P-1-490】　 当院におけるエテルカルセチド長期処方例の臨床成績
 （医）宏人会木町病院腎臓内科 ○浦江　淳，籏福文彦，黒本暁人，安田幸治，浦江京子，

竹内和久
 （医）宏人会中央クリニック  佐藤弘子，関野　慎
【P-1-491】　 HD施行中の二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）患者へのエボカルセトの当院での使用経験
 （医）杉山会すぎやま病院 ○大塚聡樹，堀見史奈子，冨永芳博，杉山良太
 （医）杉山会ノア今池クリニック  幅　俊人
【P-1-492】　 当院におけるエボカルセトの使用経験
 （医）秀和会秀和総合病院腎臓内科 ○高橋郁太，小島一紀，牧野利行，河野洋平，木村眞規子，

吉嶺朝陽，木村麻衣，日下敬太，志熊聡美

CVD／ PAD／課題と治療　16:00-17:28
座長： 鈴木孝子（南青山内科クリニック）
【P-1-493】　 LDL吸着における透析膜での下肢血流改善効果の影響
 （医）ヒポクラテス竹村内科腎クリニック技士部 ○福田勇樹，森　研介，鈴木宏哉，宇佐美徹，根本　修，

根本　遵，竹村克己，瀧澤寛己
【P-1-494】　 透析導入期における下肢血流評価法の検討
 （医）社団悠友会志木駅前クリニック技術部 ○吉田絢耶，梶田潤一郎，佐々木美奈，金墻文美，小林　勝，

奈倉勇爾
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科  奈倉千苗美
 帝京大学医学部附属病院腎センター  奈倉倫人
【P-1-495】　 定期採血の ‘TnI’ 測定から見えてきた透析患者が抱える現状
 （医）社団紘和会平和台病院検査室 ○吉田治代，唐仁原彩瑛，谷口貴子，森山清美
【P-1-496】　 EVTを施行された維持透析患者の臨床的検討
 済生会和歌山病院腎センター ○藤本和浩，小田敏徳，友渕　亮，西山一郎，岡本昌典
 済生会和歌山病院心臓血管外科  栗山雄幸，畑田充俊
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【P-1-497】　 透析患者CLIに対する救肢をめざすdistal bypassとgraft rescue
 （特医）蒼龍会井上病院外科・血管外科 ○谷村信宏，藤原一郎
 （特医）蒼龍会井上病院放射線科  森本　章
 （特医）蒼龍会井上病院内科  辻本吉広
【P-1-498】　 透析患者の治療抵抗性高血圧の特徴について～血液透析と腹膜透析患者での比較～
 朝日大学病院腎臓内科 ○大橋宏重，操　佑樹，宮崎　渚，大野道也，加藤周司
 朝日大学病院泌尿器科  江原英俊
 石黒内科クリニック内科  石黒源之
【P-1-499】　 難治性の高血圧を示す維持透析患者に対し，CPAP療法が著効した一例
 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 ○土師達也，坂　早苗，外澤真李，畠山萌枝，古宮士朗，
 ／血液浄化療法部  加納和代，小宮麻里子，鈴木将太，諸宇旭純，潘　勤雅，

藤原　亮，小林麻裕美
 横浜市立大学附属病院循環器・腎臓・高血圧内科学  戸谷義幸，田村功一
【P-1-500】　 慢性腎臓病患者の透析導入時における心電図での左室肥大（LVH）所見と予後に関する検討
 大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科 ○高塚泰輔，上床隆太，芳村大介，岩田幸真，奥嶋拓樹，

川村知央，飯尾　麗，勝二達也，林　晃正
【P-1-501】　 血液透析患者に対する血管内皮機能検査（FMD）の評価
 （医）社団長尽会長久保病院泌尿器科 ○志村寛史，渡邊　望，中村健三，塚本拓司，桑原勝孝，

田上智康，八木達也，菊地慎太
 （医）社団長尽会三和クリニック  下村文彦
【P-1-502】　 透析患者は心電図QTc時間が経年的に延長する
 静岡市立静岡病院腎臓内科 ○松本芳博
 しぶかわ内科クリニック  森　泰男，吉村和明
 かげやま医院  影山慎二
 追手町クリニック  穂崎大輔，在原和夫
 八柱腎クリニック  石田　猛
 菅野医院分院  松本行夫
 澤田病院  佐藤英麿，長田紀淳
 杉山クリニック  杉山壽一
【P-1-503】　 血液透析（HD）患者のペントシジン（Pnt）およびホモシステイン（Hcy）と心血管疾患（CVD）との関連性
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○蔦谷知佳子，齋藤久夫，鈴木唯司

悪性腫瘍／その他 1　16:00-17:20
座長： 田中章仁（名古屋大学医学部附属病院）
【P-1-504】　 当院における血液透析患者と健常人との腎癌の比較検討
 帝京大学ちば総合医療センター泌尿器科 ○増田　広，関根啓太，三神功亮，大塚耕太郎，芳生旭辰，

加藤智規，巣山貴仁，荒木千裕，小島聡子，納谷幸男
【P-1-505】　 血液透析患者の非機能シャント肢に発症した腋窩動脈血管肉腫の一例
 日本赤十字社松山赤十字病院臨床研修センター ○斎藤駿一
 日本赤十字社松山赤十字病院腎臓内科  相原成志，岩本昂樹，福満研人，近藤美佳，平島佑太郎，

岡　英明，上村太朗
【P-1-506】　 維持血液透析患者に発症した男性乳癌の一例
 大津赤十字病院腎臓内科 ○森西卓也，小西　諒，西尾治臣，高折光司，前田咲弥子
【P-1-507】　 血液透析導入期に生じた両側同時性腎細胞癌の1例
 鹿児島大学病院血液浄化療法部 ○坂口　大，斎藤朗毅，宮内大知，米森雅也，石原知明，
 ／鹿児島大学泌尿器科  吉野裕史，鑪野秀一，西村博昭，山田保俊，榎田英樹，

速見浩士，中川昌之
【P-1-508】　 血液透析中の尿路上皮癌患者に対してペムブロリズマブの投与した1例
 慶應義塾大学医学部泌尿器科 ○森田伸也，水野隆一，環　　聡，浅沼　宏，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
【P-1-509】　 肺・胸膜転移を伴う前立腺原発血管肉腫を発症し，マルチキナーゼ阻害薬パゾパニブにて治療を試みた維持

透析患者の一例
 日本赤十字社福井赤十字病院腎臓・泌尿器科 ○片野健一，山岸瑞希，松井佑樹，伊藤正典
【P-1-510】　 転移性腎細胞癌に対する分子標的薬投与により高血圧性心不全をきたした血液透析患者の一例
 大分大学医学部附属病院腎臓外科・泌尿器科 ○佐藤吉泰，平井健一，戸高雅広，甲斐博宜，河野香織，

高橋　剛，武井航平，藤浪弘行，岩崎和範，三木大輔，
秋田泰之，井上　享，澁谷忠正，安藤忠助，秦　聡孝，
佐藤文憲，寺地敏郎，三股浩光
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【P-1-511】　 自尿のない膀胱癌の透析患者に対して尿路変更を行わずロボット補助下膀胱全摘除術を施行した2例
 公益財団法人ときわ会常磐病院泌尿器科 ○越智満久，蓑田　亮，小内友紀子，吉田直人，常盤　傑，

新村浩明
 東邦大学医療センター大森病院泌尿器科  山辺史人
【P-1-512】　 積極的な便潜血検査を試みて
 豊橋メイツクリニック ○名倉美香，白柳昌彦，柴田雅也
【P-1-513】　 両側腎癌，透析導入の1例
 杏林大学医学部付属病院泌尿器科 ○鮫島未央，宮川昌悟，大村章太，田口　慧，多武保光宏，

福原ひろし
 杏林大学医学部付属病院腎臓内科  佐世　光，李　恵怜，川嶋聡子，要　伸也
 杏林大学医学部付属病院心臓血管外科  船田敏子，布川雅雄
 杏林大学医学部付属病院病理診断部  吉池信哉，柴原純二

泌尿器疾患／血液疾患　16:00-17:20
座長： 西川慶一郎（府中病院）
【P-1-514】　 前立腺生検による急性前立腺炎を契機とした重症敗血症の1例
 弘前大学医学部附属病院泌尿器科 ○今井　篤，鈴木裕一朗，山本勇人，畠山真吾，米山高弘，

橋本安弘，大山　力
【P-1-515】　 持続血液濾過透析中に回路内凝血を頻回に認めたヘパリン起因性血小板減少症の1例
 石川県立中央病院腎臓内科・リウマチ科 ○吉延貴弘，堀田成人，松永貴弘，中島昭勝
 石川県立中央病院心臓血管外科  池田知歌子，野田征宏
 石川県立中央病院医療技術部・臨床工学室  上野浩明，宮下夏希，伊藤紘造，三谷恭平，坂本有理子，

中村勇介
【P-1-516】　 心タンポナーデによる閉塞性ショックからAKIを来たし血液透析を行った悪性リンパ腫の1例
 （社）日本海員掖済会名古屋掖済会病院腎臓内科 ○常世田智明，稲熊祐輔，中嶋　貴，瀬嵜良三
【P-1-517】　 トロンボポエチン受容体作動薬使用中に血液透析を導入した一例
 NTT西日本大阪病院腎臓内科 ○水野　仁，白山結貴，李　紀浩，真野圭司，金子哲也
【P-1-518】　 透析導入後頻回にカテーテル閉塞を来たした一例
 社会医療法人敬愛会中頭病院 ○上里まどか，金城一志，砂川はるな，與那嶺怜奈，

山田伊織，兼城真理子
【P-1-519】　 銅欠乏による汎血球減少を来した血液維持透析患者の一例
 （医）重信クリニック泌尿器科 ○島本憲司，浅海浩子，池田富貴子，別宮　徹
【P-1-520】　 ボルテゾミブ・デキサメタゾン（BD）療法とHDFの併用により透析離脱した超高齢女性の多発性骨髄腫（MM）

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 ○松井賢治，守矢英和，小田康弘，大木里花子，田口慎也，

持田泰寛，石岡邦啓，日高寿美，大竹剛靖，小林修三
【P-1-521】　 IgA腎症による透析導入後，10年以上経過して致死性不整脈で発症したALアミロイドーシスの一例
 茨城県立中央病院内科 ○日野雅予，塩入瑛梨子，森山憲明，堀越亮子，吉田健太郎，

小林弘明
【P-1-522】　 血液透析患者に発症したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）に対して化学療法を施行し部分的寛解

を呈した一例
 山形市立病院済生館腎臓内科 ○小林　傑，出川紀行，星川仁人
【P-1-523】　 骨髄異形成症候群（MDS）を合併した維持透析患者に対して高用量DPO投与を施行した3例
 山形市立病院済生館腎臓内科 ○出川紀行，小林　傑，星川仁人
 JCHO仙台病院腎臓内科  宮田匡大，漸田翔平

その他の合併症／止血異常・出血　16:00-17:12
座長： 髙橋　創（東京慈恵会医科大学）
【P-1-524】　 Heyde症候群を疑った血液透析患者の一例
 島根大学医学部大田総合医育成センター ○本田　聡
 ／大田市立病院泌尿器科
 島根大学医学部大田総合医育成センター  黒河内和貴，高橋伸幸，山口峰一，山形真吾
 大田市立病院泌尿器科  小林祐介
 大田市立病院内科  向田千夏，増原昌明
 島根大学医学部総合医療学  石橋　豊
 島根大学医学部泌尿器科学  椎名浩昭
【P-1-525】　 当院で経験した透析患者の腎出血12例
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院腎臓内科・透析科 ○北村直人，冨田晋太郎，深沢雄一，中井宏昌，秋山和宏，

小野崎彰，藤田省吾，打田健介，東　仲宣
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【P-1-526】　 アナフィラキシー様反応を呈したヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の一例
 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷三方原病院 ○村上陽一，志田龍太郎，杉浦　剛，松島秀樹
 国立循環器病研究センター輸血管理室  宮田茂樹
【P-1-527】　 血液透析導入期に食道デュラフォイ潰瘍による出血性ショックを来した糖尿病性腎症の1例
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科 ○森野諄紀，金子昌平，松山桃子，平井啓之，大河原晋，

眞嶋浩聡，森下義幸
【P-1-528】　 維持透析患者の非外傷性腎出血に対して経皮的腎動脈塞栓術を施行した1例
 平塚市民病院内科 ○山崎拓也，唐澤隆明，鳥光拓人，小杉将太郎，御須　学，

今福俊夫
 平塚市民病院放射線診断科  屋代英樹
【P-1-529】　 ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II型患者における血液透析の灌流血液の凝固防止に対するアルガトロバ

ン（ARG）使用成績調査
 国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部 ○宮田茂樹
 田辺三菱製薬株式会社  澤田興宏
 第一三共株式会社  中村泰浩，倉持　香
【P-1-530】　 慢性C型肝炎治療薬（グレカプレビル水和物ピブレンタスビル錠）による血小板減少をみとめた1例
 浜田医療センター腎臓内科 ○岩下　裕，岩下裕子
 浜田医療センター総合診療科  北條宣政
【P-1-531】　 特発性腎出血を繰り返したALアミロイドーシス合併血液透析患者の一例
 東芝林間病院腎臓内科 ○佐藤かすみ，伊東由紀枝，岩崎美津子
【P-1-532】　 運動障害がなく，診断に難渋した血液透析患者の特発性脊髄硬膜外血腫の1例
 （医）秀和会秀和総合病院腎臓内科 ○小島一紀，高橋郁太，牧野利行，河野洋平，木村眞規子，

吉嶺朝陽，木村麻衣，日下敬太，志熊聡美

透析看護／ケア 2　16:00-17:20
座長： 川瀬真紀子（恵泉会せせらぎ病院）
【P-1-533】　 愛Podを利用した当院透析患者の愁訴の調査～栄養状態と愁訴に相関はあるのか～
 （医）同愛会小澤病院人工透析室 ○柴岡亜紀
 （医）同愛会小澤病院腎臓内科  山内康弘
【P-1-534】　 血液透析患者におけるデュラグルチドの有用性の検討
 （医）社団やよい会門仲腎クリニック透析室 ○前囿光昭，青木なほみ，中里優子，遠藤みゆき，石井智訓，

清本正善，門中直江，寺田嘉文，現影弘一，田中珠美，
有賀誠記，飯野靖彦

【P-1-535】　 第三報　透析中の冷えに対する真武湯の使用経験
 西新井大師西腎透析クリニック ○長嶋亜紀子，成田佳乃
【P-1-536】　 認知症透析高齢者（認知症患者）の定期巡回サービス（S）による在宅の守り
 （医）星晶会星優クリニック定期巡回型訪問介護看護事業所 ○福島　剛，森田素香
 （医）星晶会訪問介護事業所  金原真治，奥　知子
 （医）星晶会介護保険部  今西正美
 （医）星晶会総務部  小島昭彦
 （医）星晶会診療部  松本昭英
【P-1-537】　 医療依存度が高い血液透析患者の退院支援～キーパーソンの必要性～
 長崎腎病院 ○吉野亜須沙，田端満美子，下田美智子，丸山祐子，

原田孝司，舩越　哲
【P-1-538】　 「聞き書き」を受けた透析患者の意識・感情の変化
 公立富岡総合病院 ○丸山真実，岡美智代，井手段幸樹
 群馬パース大学保健学部看護学科  上星浩子，清水美和子
 伊勢崎市病院事業伊勢崎市民病院  石倉美穂子
 （医）秀和会秀和総合病院  瀬尾幸子
 （医）恵泉会せせらぎ病院  木村和美，北爪友樹
【P-1-539】　 当院での取り組み～CEの受持ち制度を開始して～
 （医）社団偕翔会静岡共立クリニック ○大長一成
【P-1-540】　 血液透析治療時間の有効活用
 （医）沖縄徳洲会静岡徳洲会病院臨床工学科 ○志賀正直，相澤信行
【P-1-541】　 長期透析を経験して
 （医）明生会賀茂病院人工透析センター ○北崎　優，中井克幸，多田真由美，西谷伸康，瀧澤正敏，

久納　香，永井泰子，堀　勝彦，上田陽彦，藤澤明生
【P-1-542】　 長期療養型病床に入院する維持血液透析患者の特徴
 （医）財団倉田会くらた病院リハビリテーション科 ○浅香貴広，榊原僚子，米山恭平，伊藤祐介
 （医）財団倉田会くらた病院内科  飛田美穂，北村　真
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看護／高齢者／終末期／患者意思　16:00-17:04
座長： 吉田良美（公立甲賀病院）
【P-1-543】　 最善の療法選択をめざして～慢性腎臓病患者へのAdvance Care Planningの取り組み～
 聖路加国際病院腎センター ○徳元しのぶ，山本　愛，岩崎壽賀子，鷹岡真理子
 聖路加国際病院腎臓内科  伊藤雄伍，中山昌明
【P-1-544】　 透析患者に対するアドバンス・ケア・プランニング（ACP）導入の取り組み
 白山石川医療企業団公立つるぎ病院血液浄化センター ○中山こず恵，中田みのり，中田幸代，藤田恭子，

高澤和也
【P-1-545】　 血液透析患者の「人生の最終段階における医療」についての意識調査
 JA徳島厚生連吉野川医療センター腎センター ○川原摩耶，正木香織，大西須真子，佐藤由布子，林　秀樹，

橋本寛文
【P-1-546】　 透析患者の終末期における意思決定支援について振り返る
 津島市民病院5階西病棟透析室 ○岩狭綾香，後藤千絵，山本順一郎，田中美幸
【P-1-547】　 長期透析患者の終末期における意思決定支援の経験
 （医）偕行会豊田共立クリニック ○鶴田礼佳，近藤友美，谷川恵美子，小林史代，濱口　桂
【P-1-548】　 透析クリニックにおける終末期維持透析患者に対する看護師の役割と体制
 （医）松和会大泉学園クリニック看護部 ○新原百合子，北澤千恵，小谷夕夏里，南雲美恵，草場　岳，

稲田俊雄
【P-1-549】　 終末期をどう迎えたいか～患者の自己決定権を尊重するために
 （医）さくらさくら記念病院 ○南　裕子，宮下光江，金子和史，鈴木隆司
【P-1-550】　 急変が予測される高齢透析患者の意思決定～患者，家族の思いを明らかにする～
 （医）社団六翠会第二六島クリニック ○藤田ゆかり，渡邊ゆきえ，上田道代，佐々木翔，

中川大輔

フットケア／血流測定　PAD　16:00-17:44
座長： 飯田美沙（長野市民病院）
【P-1-551】　 レーザードップラー（LD）計による血流異常値検出の試み
 （医）社団善仁会横浜第一病院 ○高部静香，神戸志帆，大島裕子，柴田厚子，柳川有希，

加川康浩，石井健夫，大山邦雄
【P-1-552】　 SPP測定時間の検討
 （医）社団茅ヶ崎セントラルクリニック ○佐藤アケミ，日高君江，原はるか，高藤真里奈，細川康子，

吉田衝未
【P-1-553】　 当院におけるSPP値の推移の検討
 （医）やまもと新開山本クリニック ○北國亜矢，吉川　妙，尾上弘美，實松宏已
【P-1-554】　 セルフケア困難な高齢独居透析患者に対する当院でのフットケアの取り組みと一例
 （医）社団王子会王子クリニック透析室 ○古家奈緒美，幸内明日香，松浦真由美，原由香里，

山本利二郎，生澤　篤，鄒美千代
【P-1-555】　 PAD早期発見のため下肢PADチェックとSPP導入 1年目の結果と今後の課題
 （医）社団観世会腎健クリニック ○日高安子，落合里奈，高橋裕一郎
 東海大学医学部附属大磯病院  高橋浩雄
 北里大学臓器移植学  吉田一成
【P-1-556】　 当院の慢性維持透析患者におけるPAD予防の取組みについて
 社会医療法人畿内会岡波総合病院CE部 ○高桑由浩，早矢仕将博，北村明子，久保汐里，松田直樹，

北川裕晃，長谷部三穂，細川尊正，福井貴久，小崎勇司，
立石　昇

 同循環器科  石瀬卓郎
 同透析科  岩井哲郎
【P-1-557】　 当院のSPP低下症例における合併症の有無についての検討
 公益財団法人慈愛会今村総合病院臨床工学科 ○高岡　大，坂口政人，井上元紀，川井田季睦，竹下佳希
 公益財団法人慈愛会今村総合病院腎臓内科  三重陽一
 公益財団法人慈愛会今村総合病院透析センター  大久保珠里，渡邊喜代美，新村由梨，上荒磯ひとみ
【P-1-558】　 手指SPP値に影響を与える条件の検討
 （医）永生会南多摩病院臨床工学科 ○吉田慎太朗，斎藤優大，市川泰弘，妹尾裕介
 （医）永生会南多摩病院人工透析センター  佐藤雄一
【P-1-559】　 灌流指標（Perfusion Index：PI）を用いたフットチェックの取り組み
 済生会和歌山病院腎センター ○浜端健次，佐藤慎悟，岡本昌典
 済生会和歌山病院臨床工学科  藤本和浩，友渕　亮，小田敏徳，西山一郎
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【P-1-560】　 末梢動脈疾患患者の重症化予防への意識改善に向けた取り組み
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院 ○須藤めぐみ，高橋貴子，舘田　薫，佐藤久美子，加藤千順，

小林美智子，齋藤文匡，鈴木唯司
【P-1-561】　 末梢動脈疾患を合併した若年（55歳以下）透析患者の関連要因を検討する
 （医）高陵クリニック透析科 ○小川知美，柴田　聡
 （医）高陵クリニック検査科  竹田敬子
【P-1-562】　 血液透析患者におけるMasimo社製Prontoを用いた臨床評価
 （社医）名古屋記念財団金山クリニック臨床工学部 ○福井滉人，野村　咲，田代健策，喜多圭介，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  高山公洋，杉山　敏
【P-1-563】　 血液透析（HD）患者の末梢動脈疾患（PAD）と軽度認知機能障害（MCI）の関連
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 ○西村彰紀，根本　敬
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  日高寿美，石岡邦啓，守矢英和，大竹剛靖，小林修三

看護／職場環境・整備　16:00-17:12
座長： 渡部恵理子（あかね会土谷総合病院）
【P-1-564】　 How to救命対策～外来と透析室のもしもに備えて～
 （医）蒼龍会若葉内科クリニック ○粕谷賀津子，山下文子，鈴木利枝，神田暢子，宮崎真一，

大島加和，秋山布由子，榎本武郎
【P-1-565】　 当院におけるアクションカードを使用した急変時対応の取り組み
 （医）恵光会原病院透析室 ○黒木寛子，鍋島　葵，白石美幸，石田香代子
 （医）恵光会原病院腎臓内科  高村宏明
【P-1-566】　 透析室における急変対応の試み
 JCHO埼玉メディカルセンター臨床工学室 ○平石　剛，川上大地，大場章彦，清　正夫，鈴木広明
 JCHO埼玉メディカルセンター腎臓内科  萩原あいか，柏　真紀，森　直己，山路安義
 JCHO埼玉メディカルセンター循環器内科  鶴巻良允，久保典史
【P-1-567】　 若手臨床工学技士（ME）のストレス調査から明らかになったペア穿刺業務に対する若手MEの思い
 諏訪赤十字病院看護部 ○今井　望，北原愛子，原　慎吾
 諏訪赤十字病院臨床工学技術課  宮崎和浩，井川さおり
【P-1-568】　 当院における定期採血結果を臨床に活かすための取り組み
 （医）社団松和会池上総合病院臨床工学室 ○西尾若奈，昆野貴之，須藤成美
 （医）社団松和会池上総合病院透析室看護部  寺園由夏，大石亜由美
【P-1-569】　 一看護師の疑問，なぜ継続勤務していられるのだろう
 （医）望星藤沢クリニック ○野渡尚子，難波弘美，伊東綾香，石崎紗綾可，小室由美，

鈴木真由美，渡邉佳代子，中小路やよい
【P-1-570】　 中堅看護師を対象にしたワークショップの取り組み～モチベーション向上を目指して～
 社会医療法人名古屋記念財団鳴海クリニック ○日比野香緒里，服部未香，関川美知
【P-1-571】　 組織内リフレクション研修の推進～自己認知型行動がレジリエンスを高める～
 厚済会上大岡仁正クリニック看護部 ○辻村陽子
 厚済会文庫じんクリニック看護部  首藤えり子
 厚済会上大岡仁正クリニック診療部  三橋　洋，大西俊正
 厚済会横浜じんせい病院診療部  山口　聡
【P-1-572】　 施設紹介～癒しの透析室をめざして～
 伊江村立診療所透析センター ○新里　智，銘里礼子，稲嶺大成，阿部好弘
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栄養／評価 1　16:00-17:28
座長： 長門谷克之（大阪労災病院）
【P-1-573】　 血液透析患者における予後予測因子としてのGNRIの意義
 富山大学附属病院第二内科 ○藤岡勇人，小池　勤，平澤慧里子，高嶋英子，掛下幸太，

山崎秀憲，絹川弘一郎
 福井医療大学保健医療学部  供田文宏
 かみいち総合病院  浦風雅春
 済生会高岡病院  高林大輔
 城南内科クリニック  平田　仁
 成和病院  小西啓子
 中村記念病院  中村國雄
 不二越病院  泉野　潔
 元町内科医院  林　健志
 横田病院  菅原秀徳
【P-1-574】　 低たんぱく食順守患者の食事記録による摂取量ゆらぎの評価～多摩超低蛋白食治療研究会共同研究
 東京都立多摩総合医療センター腎内科 ○西尾康英
 （医）財団織本病院  高木由利
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小澤　尚
 腎臓・代謝病治療機構  中尾俊之
【P-1-575】　 維持透析患者の3年間の体成分分析と栄養指標に関する検討～サルコペニア，低栄養に関して～
 （医）恵仁会三島外科胃腸クリニック透析センター ○野村祐介，藤原繁彦，溝渕剛士，溝渕正行
【P-1-576】　 BIA法に基づいた栄養状態評価の有用性の検討
 （医）社団明生会東葉クリニック大網脳神経外科技士部 ○川崎晋太郎，小澤賢一郎，布留川浩一，金子直史，

塔尾真也
 （医）社団明生会東葉クリニック  伊藤家勝，佐藤忠俊，小宮博一，吉田正美，山下淳一，

大森耕一郎，田畑陽一郎
【P-1-577】　 透析患者の体重変化予測指標としての血清コリンエステラーゼの有用性・第1報～基礎検討～
 （医）社団誠仁会みはま病院 ○菅井啓太，尾坂雅美
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック  設樂悦子
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック  岩崎雅志，白井厚治
【P-1-578】　 透析患者の体重変化予測指標としての血清コリンエステラーゼの有用性・第2報～症例検討～
 （医）社団誠仁会みはま病院 ○菅井啓太，尾坂雅美
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック  設樂悦子
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック  岩崎雅志，白井厚治
【P-1-579】　 透析患者の血清カリウム値は冬場に上昇し夏場に低下する～たんぱく摂取量と関係するか～
 和歌山透析食研究会 ○楠原洋子，北林豊文，柑本満里，中嶋由貴，藤田寿実子，

吉村幸代，東本勇太，植木隼人
 和歌山県立医科大学腎臓内科学  大矢昌樹，重松　隆
【P-1-580】　 透析患者の血清カリウム値は低栄養と関係するか～栄養関連因子との関係より～
 和歌山透析食研究会 ○北林豊文，楠原洋子，柑本満里，中嶋由貴，藤田寿実子，

吉村幸代，東本勇太，植木隼人
 和歌山県立医科大学腎臓内科学  大矢昌樹，重松　隆
【P-1-581】　 外来透析者の透析間体重増加率に関連する因子の検討
 （医）萌生会大道クリニック ○長谷川民子，西村侑香，大道武史
【P-1-582】　 在宅透析（HHD）患者の栄養状態とフレイル診断～施設透析（CHD）患者との比較～
 （医）衆和会長崎腎病院 ○山下万紀子，林　涼子，山口由希子，田賀農恵，佐藤泰崇，

澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲
【P-1-583】　 血液透析患者の皮膚灌流圧（SPP）によるPAD判定と栄養評価
 福岡大学医学部腎臓・膠原病内科 ○渡邉真穂，伊藤建二，安野哲彦，升谷耕介，中島　衡
 （特医）社団三光会三光クリニック  徳島小百合，上本慶子，藤亜沙美，斉藤喬雄

合併症／薬剤 2　16:00-17:36
座長： 浦田元樹（寿楽会大野記念病院）
【P-1-584】　 口腔乾燥症に対する院内製剤口腔乾燥緩和スプレー剤（以下，スプレー剤）効果について検討
 （医）武内病院薬剤部 ○服部　信，安藤尚幹，西井亜紀，麻原理沙
 （医）武内病院内科  藤本美香，清原実千代，町田博文，武内　操，武内秀之
【P-1-585】　 腎機能別投与法一覧表を用いた適正使用の試み
 （医）あかね会土谷総合病院 ○森川まりあ，廣澤　匡，井上智博，鎌田直博
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【P-1-586】　 外来患者におけるDOACの適正使用の検討
 （医）あかね会土谷総合病院薬剤部 ○玉岡翔弥，井上智博，鎌田直博
【P-1-587】　 透析患者におけるエロビキシバットの使用調査
 （医）社団光生会さがみ循環器クリニック薬剤部 ○新井恭子，上村真由美，畑本菜穂子，齋藤　玲，出雲恵里，

本橋佐知子，浅井友基，中嶋真一，吉田　煦
【P-1-588】　 メトホルミン適正使用への検討について
 （医）あかね会土谷総合病院薬剤部 ○井上智博，小川大輝，玉岡翔弥，寄重晴美，鎌田直博
【P-1-589】　 維持透析患者における血中カルニチン（Car）濃度から見た静注Car療法の検討 

～第2報：静注Carの投与頻度別に見た血中遊離Car濃度推移からの考察～
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，伊達敏行
【P-1-590】　 血液透析導入に伴う内服薬の変化から薬剤師の関わりを考える
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院薬剤部 ○宗山真梨奈，加藤智之，日野斉一
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科  安藤亮一
【P-1-591】　 血液透析患者における多剤服用の現状と関連因子の解析
 埼玉医科大学病院薬剤部 ○永野浩之，小岩まの，岩木真生，岸野　亨
 埼玉医科大学病院腎臓内科  友利浩司，田村郁恵，深谷大地，杉山　圭，佐々木正道，

井上秀二，井上　勉，岡田浩一
【P-1-592】　 当院におけるエボカルセトの使用経験
 埼玉医科大学病院薬剤部 ○小岩まの，永野浩之，岩木真生，岸野　亨
 埼玉医科大学病院腎臓内科  友利浩司，田村郁恵，深谷大地，杉山　圭，井上秀二，

岡田浩一
【P-1-593】　 透析患者の味覚障害に対する亜鉛補充の効果
 （医）社団三陽会前田内科病院 ○井上智香子，前田大登
【P-1-594】　 自己管理困難な2型糖尿病透析患者における透析室管理デュラグルチド週1回投与の有用性
 嬉泉病院 ○成田千彩子，泉　朋子，蛯原優香，今野恭平，渥美哲也，

久留秀樹，稲津昭仁，土屋貴彦，須藤祐司，上畑昭美
【P-1-595】　 当院におけるかゆみ軽減の取り組み～保湿目的の軟膏処置を実施して～
 日進クリニック透析室 ○北田知子，西よし美，若井三千代，川澄正朗

腎臓リハビリテーション 1　16:00-17:36
座長： 杉田和代（東京有明医療大学）
【P-1-596】　 当院における血液透析患者の運動機能の実態調査
 （社医）新生会第一病院リハビリテーション科 ○米持利枝，前野恭子，岡野こずえ，小川真由子，井口武瑠，

阪本美優
 星城大学大学院健康支援学研究科  江西一成
【P-1-597】　 学生時代の運動部活動の有無は現在の運動習慣の有無より血液透析患者の体力維持に影響を及ぼしているか
 （医）社団明厚会大石内科クリニック透析部 ○藤井純子，清川栄美，鈴木弘恵，渡部涼子，大石　明
【P-1-598】　 レジスタンス運動導入準備に向けた筋肉量の調査について
 （医）社団茨腎会太田ネフロクリニック看護部 ○横山和子，酒井伸一郎，二階堂剛史，鈴木教正
【P-1-599】　 運動療法として，楽しく継続して行える「ウォーキング」を試みて
 （医）新柏クリニック ○与謝野孝子，木村敬太，木村靖夫
 東京慈恵会医科大学付属柏病院  樋口謙次
【P-1-600】　 外来透析患者における舌筋力訓練による血清アルブミンへの影響
 （医）生寿会五条川リハビリテーション病院言語聴覚科 ○吉川陽介，梶浦摩子，伊藤朱里，子林美晴
 （医）生寿会五条川リハビリテーション病院看護部  松田伊勢香，松井貴美子
 （医）生寿会五条川リハビリテーション病院内科  島野泰暢
【P-1-601】　 透析患者における身体活動量の変化及び予後に関する検討
 （医）豊生会東苗穂病院リハビリテーション部 ○奥山慶子，秋山慶文，竹中宏幸
 （医）豊生会東苗穂病院総合診療科  菅　敏郎，佐藤浩樹
 （医）豊生会元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック透析科  佐藤忠直
【P-1-602】　 透析時運動療法でADL改善を目指した試み　～歩行訓練を取り入れて～
 （医）偕行偕半田共立クリニック ○鳴海優子，五反慎子，長坂淳子，高橋　亮
 （医）偕行偕ウェルネスセンター  熊崎圭佑，森山善文
【P-1-603】　 3 ヶ月間の下肢伸展挙上運動による血液データの変化
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院 ○鈴木雄也，保坂　聡，須永洋平
 診療技術部リハビリテーション科
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院  清水夏繪
 診療部神経内科
 （医）新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院  大崎慎一
 診療部外科
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【P-1-604】　 入院高齢透析患者への運動療法の効果
 （医）財団倉田会くらた病院リハビリテーション科 ○米山恭平，榊原僚子
 （医）財団倉田会くらた病院臨床工学科  澤井美希
 （医）財団倉田会くらた病院栄養科  三上憲子，倉田康久
 （医）財団倉田会くらた病院内科  北村　真，飛田美穂
 （医）財団倉田会えいじんクリニック  兵藤　透
【P-1-605】　 外来透析患者に対する運動療法介入によるQOLの改善について
 （医）泰玄会泰玄会病院 ○水野　功
【P-1-606】　 SIGMAX社製リスタボードを用いた運動療法とその効果
 AMG上尾中央第二病院透析科 ○朝比奈亮太，馬場　恵，関根槙吾，中村　渡，佐藤典明
 AMG上尾中央第二病院リハビリテーション科  渡邉孝広
 AMG上尾中央第二病院腎臓内科  赤芝　聖
【P-1-607】　 包括的腎臓リハビリテ―ションにより効果が得られた外来透析患者の症例
 （医）社団東仁会秋葉原いずみクリニック ○久家由子，上杉　睦，澁田由香，菊池紗織，下村有希子
 （医）社団東仁会秋葉原いずみクリニック  佐野裕政
 ／（医）社団永康会四ツ谷腎クリニック
 （医）社団永康会四ツ谷腎クリニック  清水阿里

感染対策 2　16:00-17:12
座長： 帯金里美（駿甲会コミュニティホスピタル甲賀病院）
【P-1-608】　 ルミテスターPD-30を用いた透析室内機器の汚染度，清浄度評価
 東京医科大学茨城医療センター臨床工学部 ○長谷川明宏，仲本敏之，石垣貴士，高橋大介，根本義章，

佐京　龍
 東京医科大学茨城医療センター腎臓内科  下畑　誉，平山浩一，小林正貴
【P-1-609】　 ATP検査における汚染度調査
 社会医療法人同仁会耳原総合病院臨床工学科 ○宮野伸也，畑　尚登
 社会医療法人同仁会耳原総合病院透析センター  栄木千尋，塩田由美子，岩川知恵美
 社会医療法人同仁会耳原総合病院腎臓内科  大矢麻耶
【P-1-610】　 第2報 清拭手順マニュアル作成による清拭効果の検討
 豊川市民病院臨床工学科 ○松倉友哉，小林孝誌，原田俊介，金田達也，柴田翔平，

柳原佑美
 豊川市民病院腎臓内科  伊藤彰典，伊藤裕之
【P-1-611】　 透析室における手指消毒向上への取り組み
 飯田橋鈴木内科臨床工学科 ○松嶋有紗，平野　将，大本研太
 飯田橋鈴木内科内科  鈴木寿英
【P-1-612】　 ルミテスターPD-30（R）を用いた透析装置の清浄度評価
 （医）社団光靖会井口腎泌尿器科透析室 ○栗原洋平，松本正仁，臼田　豪，麻尾宣慶，勝見　翔，

藤田　歩，水野　恵，森川好之，中村秀之，吉野聡志，
崔　正福，戸田直裕，井口靖浩

【P-1-613】　 当院の感染対策への取り組み
 （医）生寿会新栄クリニック透析室 ○西川麻未，吉浦さよ，上村克美，津田雄介，岩根由紀子，

山本富男
 （医）生寿会ごきそ腎クリニック透析室  中村和宏
【P-1-614】　 医療用オゾン水手洗い装置を使用して
 （医）社団三思会ひかりクリニック透析室 ○西村賢一，赤石裕美，松原香華，中嶋優人，茂木慎弥，
   山崎悦子，石栗皆子，深田加代子，前原富江，小林真美
 （医）社団三思会ひかりクリニック腎臓内科  阿部由紀子，土田晃靖
【P-1-615】　 海外から転院後カルバペネム耐性腸内細菌科細菌と多剤耐性アシネトバクターが検出された血液透析患者に

対する感染対策
 呉医療センターME管理室 ○横田彩美，岡野慎也，市川峻介，半田宏樹，入船竜史，

小田洋介
 呉医療センター腎臓内科  高橋俊介，多賀谷正志
【P-1-616】　 保清困難な患者のシャント感染予防についての検討
 牧田総合病院看護部腎センター ○井田安美，岡本ひかり，西川由香子，大沼なつみ
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医療安全 2　16:00-17:12
座長： 益田（河嶋）あつ子（済生会横浜市東部病院）
【P-1-617】　 認知症患者の自己抜針対策～危険行動とスタッフの対応
 （医）翔未会桜新町クリニック臨床工学部 ○磯村晃平，依田光弘，加藤勇樹，久能伸太郎
 （医）翔未会桜新町クリニック内科  堀切つぐみ
 （医）翔未会桜新町クリニック看護部  福重淑江
【P-1-618】　 透析液供給装置の故障を経験して～想定外を想定したインシデント対策を考える～
 （医）松井病院臨床工学科 ○田代　岳，田中美沙，柳川大地，矢崎耕平，小久保裕之
 （医）松井病院透析科  荒瀬　勉
【P-1-619】　 当院血液浄化センターにおけるJCI認証取得に向けての取り組み
 藤田医科大学病院血液浄化センター ○小木曽一成，加藤政雄，新　典雄，山田幸惠
 藤田医科大学医学部腎臓内科  稲熊大城，長谷川みどり，湯澤由紀夫
【P-1-620】　 透析開始にあたってのタイムアウト導入
 聖路加国際病院臨床工学科 ○金　学粋，塚田加奈子，森井誠弥，井上芳博
 聖路加国際病院腎センター  徳元しのぶ
 聖路加国際病院腎臓内科  中山昌明
 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学講座  小松康宏
【P-1-621】　 スマートグラスを利活用した透析療法安全性向上に関する試み
 京都医療センター臨床研究センター情報化推進研究室 ○湊　拓巳，滝川裕介，蓬田和平，大岩秀行，久神隆志，
   廣瀬稔祐，小川岳弘，北岡有喜
【P-1-622】　 当院の血液透析に関連するインシデント・アクシデントの集計・分類・解析
 東京大学医学部附属病院医療機器管理部 ○宮崎　進，渡邊恭通，中島　勧
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部  浜崎敬文
【P-1-623】　 透析用監視装置全自動化とインシデント発生の関係性
 （医）静正会三井クリニック臨床工学部 ○作山北斗，内田隆央，五味康貴，佐野泰士，大崎麻起子
 （医）静正会三井クリニック看護部  金丸英生
 （医）静正会三井クリニック泌尿器科  樋口勝弘，三井克也
【P-1-624】　 腎センター移転に伴う業務検討とシミュレーション実施
 社会福祉法人聖隷浜松病院臨床工学室 ○源田卓郎，沖　雄斗，中島俊一，西條幸志，北本憲永
【P-1-625】　 透析室におけるルミノール反応を用いた清拭マニュアルの作成と評価
 秋田赤十字病院医療技術部血液浄化療法課 ○加賀谷亮太，松田光喜，清水景介，大久保範子，

五十嵐夏来，児玉健太，利部　悠，大沢元和，熊谷　誠
 秋田赤十字病院腎臓内科  齋藤綾乃，朝倉受康，畠山　卓
【P-1-626】　 演題取り下げ

災害対策　訓練　備え 2　16:00-17:20
座長： 相澤　裕（清永会矢吹病院）
【P-1-627】　 当院における避難方法の更始
 東海大学大磯病院血液浄化センター ○米田一貴，小島　萌，田村公一
 東海大学大磯病院看護部  中島泰子，原　康雄
 東海大学大磯病院腎糖尿病内科  高橋浩雄
【P-1-628】　 NFCタグを使用した災害時透析カードの提案
 （医）社団三思会ひかりクリニック透析室 ○西村賢一，赤石裕美，松原香華，中嶋優人，茂木慎弥
 （医）社団三思会ひかりクリニック腎臓内科  阿部由紀子，土田晃靖
【P-1-629】　 災害時の模擬訓練及び災害時マニュアルの作成
 （医）プログレス四日市ヘルスプラス診療所医療技術部 ○廣田　澪，加藤雄一，水谷全恭，尾田燈也
 同看護部  南川紀代子，中澤千芳，田島　都
 同腎臓内科  若松　亮
【P-1-630】　 当院でのQRコードを用いた災害時透析条件カードの作成と運用
 （医）北村記念クリニック透析室 ○中川　透，南真由子，千葉葉月，新藤由佳子，橋間江美，

山田真幸，前川佳大，相馬和恵，堀部浩司，犬塚信子，
北村唯一，安東克之，井口靖浩

【P-1-631】　 機器改訂に伴った災害時緊急離脱方法の検討
 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臨床工学部  宮城盛淳
 ／済生会横浜市東部病院腎臓内科
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【P-1-632】　 上尾中央医科グループME研究会災害対策ワーキンググループ活動報告
 （医）社団愛友会津田沼中央総合病院臨床工学科 ○皆川裕貴
 ／AMGME研究会災害対策ワーキンググループ
 AMGME研究会災害対策ワーキンググループ  関根槙吾，坂井翔太，木村勇人，山形　諒，門井　聡，

平井　守，齋藤和成，甲斐　颯，茂呂隆広，菊地浩輔，
高橋　翔，亀山勇太，伊藤　亮，下津谷彰廣，矢島世位太，
安達　剛，平野健太，増田浩司

【P-1-633】　 透析センターでの災害対策～被災時に適切な行動をとるために～
 東芝林間病院臨床工学科 ○阿部里香，羽賀由佳，野村賢二，金原輝紀，大嶋るみ子，

肴倉康子，五十公野沙耶，富樫久美，金子真理，
木原将人

 東芝林間病院腎臓内科  岩崎美津子
【P-1-634】　 当院での災害対策への取り組み～マニュアル作成から災害対策訓練まで～
 （医）社団スマイル広島ベイクリニック透析 ○細木貴司，三宅良尚，亀田康範，永易由香，平林　晃
 （医）社団スマイル広島ベイクリニック透析  藤井恵子
 ／（医）社団スマイル博愛クリニック透析
 （医）社団スマイル博愛クリニック透析  高杉啓一郎，頼岡徳在
【P-1-635】　 当院における災害対策への取り組み
 総合病院国保旭中央病院臨床工学室 ○松岡勝美，多田淳之助，江波戸貴裕，高木　誠
 総合病院国保旭中央病院透析センター  渡邊　隆
【P-1-636】　 土浦協同病院血液浄化センターにおける災害対策の取り組み～災害時受入れ体制の見直し～
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院臨床工学部 ○黒須唯之，田切恭平，柳瀬洋一，細川正浩，小橋和彦
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院看護部  八代恵美，櫻井恵美
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院医事課  小藥倫行
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院腎臓内科  戸田孝之
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一般演題（ポスター）一般演題（ポスター）

第2日目
6月29日（土）

第2日目
6月29日（土）





第2日目　6月29日（土）

I-HDF 1　10:30-11:50
座長： 荒川昌洋（紀陽会田仲北野田病院）
【P-2-001】　 東レ社製NVF-21Mを用いた間歇補充型血液濾過透析（I-HDF）変更における臨床効果の検討
 （医）社団欅会東大和南街クリニック ○清野貴義，猪俣耕太郎，本山恵輔，阿部允幸，江口江理奈，

島　敦美，川又弥生，本西秀太
 （医）社団欅会小平北口クリニック  小沢　尚
【P-2-002】　 iHDFの補液方法とHDFフィルターが検査データに与える影響
 （医）紀陽会田仲北野田病院臨床工学部 ○谷島克好，福井　純，稲田卓矢，石橋　翼，荒川昌洋
 （医）紀陽会さやまクリニック  久保絵里子，小川裕司，田中秋生
 （医）紀陽会北花田クリニック  安藤弘昭
 （医）紀陽会田仲北野田病院内科  田仲紀子
【P-2-003】　 I-HDFの血圧低下防止効果の検討
 前田病院 ○辛　硬訓，青野雅司，猪股俊悟，大野賢介，前田伸樹
【P-2-004】　 高齢患者におけるIHDFの効果
 （医）盟陽会富谷中央病院透析室 ○大友正樹，高橋正人，今野奈津美，畑井　俊，及川紘明，
   渡邉哲子，工藤　啓
【P-2-005】　 当院におけるI-HDF条件設定～ヘモダイアフィルタの選択～
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院臨床工学科 ○丹羽孝弥，松山周平，高橋篤史，山本浩司，村田海里，

川島由子，笠井杏里，青木真矢，足立光生
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院泌尿器科  濱本幸浩，長谷川義和
【P-2-006】　 IHDF開始後の栄養状態の変化
 （医）桜希会東朋八尾病院 ○佐藤直也，小間　勝，金光律和，野口和美，西井直美，

大中秀介，新開多久美，井上美由紀，己斐知美，西村リカ，
榊　千春，稲田　彩，小谷由美子，本田　香，西山　誠

【P-2-007】　 Precision I-HDFの有効性と汎用性
 （医）生寿会ごきそ腎クリニック血液浄化センター ○牧　有里，高木久美子，中村和宏，宮崎高志
【P-2-008】　 HD vs I-HDF～自律神経の観点から，身体に優しい透析を目指して～
 （医）福徳永会さいきじんクリニック ○井上恵太，三宅智也，村木雄太，齋木豊徳
【P-2-009】　 IHDFにおける末梢血管拡張作用の確認と除去効率の変化について
 （医）徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院臨床工学科 ○五嶋庫人，高木智也，猪俣早央里，有須田祐樹，鈴木佐帆，

盛　次生，合田祐一
 （医）徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院透析室看護部  遠山由子
 （医）徳洲会茅ヶ崎徳洲会病院泌尿器科  能勢頼人，寺本好告，木下貴之，立川隆光
【P-2-010】　 IHDFにおけるポリフラックスHヘモダイアフィルターの使用経験
 社会医療法人彩樹守口けいじん会クリニック ○石橋賢太，七牟禮啓行，松原　悟，青山直樹

情報管理・血液浄化法／体液管理　10:30-11:50
座長： 鷲尾武彦（日本大学病院）
【P-2-011】　 体成分分析装置INBODY S10を用いたDW評価の有用性
 つるとうクリニック ○松浦隆親，小川貴由，齋藤一也，福崎晋一，松本義弘，

小野邦春
 東邦大学医療センター大森病院 東邦大学腎臓学講座  大橋　靖，酒井　謙
【P-2-012】　 除水によるヘモグロビン濃縮率に関する研究（第2報）
 （医）社団望生会泉が丘内科クリニック透析室 ○稲垣　均，池田謙三
【P-2-013】　 PWIによる適正体重についての検討
 （医）衆済会増子クリニック昴臨床工学課 ○石野信吾，田川英昇，鹿島伸康
 （医）衆済会増子クリニック昴腎臓内科  木下裕子，山崎親雄
 （医）衆済会増子記念病院臨床工学課  平松英樹
【P-2-014】　 K製剤補充とSLED（Sustained Low efficiency dialysis）併用により頻回に起きるVTを回避できた一例
 新小山市民病院 ○佐藤　航，渡邊達耶，小林英夫，飯塚真聖，柿沼絵里香，

金子麻美，平野公雄，立川慶一，田中真二
【P-2-015】　 新里式 改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討（総合評価）
 （医）社団誠仁会みはま病院 ○内野順司，正井基之，吉田豊彦
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【P-2-016】　 Dialysis-Net 802（八王子医療圏透析連携の会）ホームページ制作
 （医社）欅会北八王子クリニック ○菅野靖司
 東海大学医学部付属八王子病院  角田隆俊
 八王子東町クリニック  小俣百代
 京王八王子山川クリニック  山川　弘
 南多摩病院  佐藤雄一
 橋本クリニック  齋藤　毅
 東京医科大学八王子医療センター  吉川憲子，尾田高志
【P-2-017】　 透析情報管理における電子媒体と紙媒体
 （医）生寿会ごきそ腎クリニック血液浄化センター ○黒田恵子，山谷幸穂，橋本憲子，中村和宏，宮崎高志
【P-2-018】　 FutureNetWeb＋導入から現状での取り組みについて
 一宮市立市民病院医療技術局臨床工学室 ○間瀬健太朗，西片　力，又野暢天，甲斐哲也，奥村一史，

鷲見美紀，菱川将史，新田功児
【P-2-019】　 透析支援システムでのAPIの試み
 前田記念腎研究所茂原クリニック臨床工学部 ○鈴木　卓，川崎忠行
 信州大学学術研究院工学系  新村正明
【P-2-020】　 透析管理システム更新による問題点の検討
 （医）社団観世会腎健クリニック ○佐藤佐保子，高橋裕一郎
 東海大学医学部附属大磯病院血液浄化センター  高橋浩雄
 東海大学医学部附属病院腎・内分泌・代謝内科  深川雅史

血液浄化法／単純血漿交換 2　10:30-11:34
座長： 玉垣圭一（京都府立医科大学）
【P-2-021】　 単純血漿交換療法の併用により寛解導入に成功した抗MDA-5抗体陽性皮膚筋炎
 順天堂大学医学部附属練馬病院膠原病リウマチ内科 ○川口寛裕
 ／順天堂大学医学部附属練馬病院人工腎臓センター
 順天堂大学医学部附属練馬病院人工腎臓センター  松山容子，石坂匡則，毎熊政行，中野貴則，井尾浩章
【P-2-022】　 重症抗リン脂質抗体症候群（APS）に対し早期に単純血漿交換法（PE）を併用した一例
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 ○飯田綾那，式田康人，和田幸寛，橘　翔平，金澤伸洋，

杉山元紀，伊與田雅之，柴田孝則
【P-2-023】　 SLE ＋ Goodpasture症候群合併のRPGNに対し，血漿交換療法＋免疫抑制治療が奏効した一例
 日立総合病院腎臓内科 ○影山美希子，岩瀬茉未子，荒川　洋，植田敦志
 筑波大学腎臓内科学  斎藤知栄，臼井丈一，山縣邦弘
【P-2-024】　 抗GBM抗体型腎炎に対しステロイド療法と血漿交換療法を施行し治療に難渋した一例
 山陰労災病院 ○山本真理絵，小川将也，山本　直，中岡明久
【P-2-025】　 血漿交換とステロイド療法が奏功した糸球体IgA沈着を伴う抗GBM抗体型腎炎の1例
 北里大学病院 ○櫻林　俊，佐野　隆，井田真生子，澤田　彩，富永大志，

永岡未来，正木貴教，酒井健史，内藤正吉，青山東五，
竹内康雄

【P-2-026】　 高齢の抗糸球体基底膜腎炎に対してステロイドパルスと血漿交換の併用で救命しえた1例
 関西労災病院腎臓内科 ○今井淳裕，松岡佑季，島田直幸，松下泰祐，北村香奈子，

勝間勇介，大田南欧美，末光浩太郎，和泉雅章
【P-2-027】　 ステロイド治療抵抗性の視神経脊髄炎に対して血漿交換療法が奏功した1例
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科 ○水田将人，末永敦彦，山崎政虎，福田　誠，力武修一，

宮園素明，池田裕次
 佐賀大学医学部附属病院神経内科  上床　菊，江里口誠
【P-2-028】　 治療抵抗性の自己免疫性脳炎に対して血漿交換療法を施行した7歳男児例
 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院腎臓内科 ○石川重史，服部敬太，毛受大也，亀谷直輝，瀬古浩史，

伊藤岳司，森永貴理，玉井宏史

血液浄化法／吸着療法　10:30-11:34
座長： 坪井直毅（藤田医科大学）
【P-2-029】　 経尿道的尿管結石砕石術（f-TUL）後の敗血症に対しエンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）を施行した16症

例の後方視的検討
 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院腎臓内科 ○金子洋子，石井龍太，塚原知樹，松永恒明，張　　紅，

間瀬かおり，多留賀功，楊川堯基，石津　隆
 同診療技術部ME室  堀内亮汰，中山裕一
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【P-2-030】　 不安定狭心症術後のショックに対して補助循環に加えCHDF+PMXにより改善を認めた1症例
 （医）徳洲会名古屋徳洲会総合病院臨床工学室 ○川井靖夫，村上堅太，和田英喜
 （医）徳洲会名古屋徳洲会総合病院心臓血管外科  小谷典子，大橋壯樹
【P-2-031】　 重症肺炎に続発した寒冷凝集素症・急性肝不全に対して持続血漿濾過透析（CPDF）が有効であった透析患

者の1例
 石川県立中央病院腎臓内科・リウマチ科 ○森田まゆみ，堀田成人，松永貴弘，中島昭勝
 石川県立中央病院循環器内科  栗田康寿
 石川県立中央病院血液内科  杉盛千春
 石川県立中央病院医療技術部・臨床工学室  上野浩明，宮下夏希，伊藤紘造，三谷恭平，坂本有理子，

中村勇介
【P-2-032】　 当院における重症下肢虚血に対する血液浄化療法の有用性について
 千葉病院腎センター ○廣島屋靖大，白鳥　享
 千葉病院  室谷典義
 千葉病院整形外科  花岡英二
【P-2-033】　 抗AQP4抗体陽性視神経脊髄炎に対して血漿交換療法，免疫吸着療法を施行した一例
 青梅市立総合病院腎臓内科 ○稲葉俊介，池ノ内健，荒木雄也，江渡加代子，濱田明子，

木本成昭
【P-2-034】　 膜性腎症合併の抗AQP-4抗体陽性視神経炎に対し免疫吸着療法が著効した1小児例
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 ○味村泰幸，木田有利，木村知子，木村稚菜，長澤康行，

倉賀野隆裕，石原正治
【P-2-035】　 重症炎症性腸疾患に対して顆粒球除去療法を含む集学的治療で寛解を得た13歳女児例
 倉敷中央病院小児科 ○澤田真理子，戸川文子，南　征樹，荻野佳代，脇　研自，

新垣義夫
 倉敷中央病院消化器内科  松枝和宏
 倉敷中央病院腎臓内科  浅野健一郎
 倉敷中央病院血液内科  上田恭典
【P-2-036】　 鹿児島市立病院における免疫性神経疾患に対するアフェレシス療法
 鹿児島市立病院泌尿器科 ○松下良介，上野貴大，杉田　智，松田良一郎，

五反田丈徳
 鹿児島市立病院腎臓内科  久保拓也，野崎　剛
 鹿児島市立病院神経内科  野村美和，牧　美充

急性血液浄化法／薬物中毒 2　10:30-11:42
座長： 小野寺一彦（札幌北楡病院）
【P-2-037】　 ダビガトランによる急性腎障害に対し血液浄化療法を含めた集学的治療が有効であった1例
 岐阜市民病院腎臓内科 ○安藤涼花，木村行宏，西脇亜由子，高橋浩毅
 岐阜市民病院循環器内科  小塩信介
 岐阜市民病院消化器内科  加藤則廣
 岐阜市民病院胸部・心臓血管外科  村川眞司
 岐阜市民病院泌尿器科  米田尚生
【P-2-038】　 急性炭酸リチウム中毒に対し早期の血液透析が奏功した一例
 諏訪赤十字病院腎臓内科 ○山家公輔，岩渕良平，立花直樹，笠原　寛
【P-2-039】　 急性腎障害を伴うリチウム中毒に血液透析を施行した2例
 埼玉医科大学病院腎臓病センター ○杉山　圭，樽澤太一，横田順奈，川崎大記，萩原龍太，

深谷大地，天野博明，小野　淳，瀬戸　建，友利浩二，
井上　勉，岡田浩一

【P-2-040】　 総合感冒薬の過量内服に対して緊急透析を施行した一例
 名古屋医療センター腎臓内科 ○三林建太，加藤将宏，東　貴穂，関谷由夏，高梨昌浩，

榊原千穂，谷口容平，中村智信，八尾村多佳朗
【P-2-041】　 エチレングリコール中毒に対し，血液透析が奏功した一例
 熊本医療センター腎臓内科 ○山本紗友梨，梶原健吾，板井陽平，中村朋文，梶原奈央，

富田正郎
 熊本大学医学部附属病院腎臓内科  向山政志
【P-2-042】　 メトホルミン関連乳酸アシドーシスに対し緊急透析が奏功した一例
 熊本医療センター腎臓内科 ○嶋崎明子，山本紗友梨，板井陽平，中村朋文，梶原健吾，

富田正郎
 熊本医療センター救急科  楯　直晃
 熊本大学医学部附属病院腎臓内科  向山政志
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【P-2-043】　 エチレングリコール中毒に対して，CHDF+HDが有効であった1例
 熊本医療センター臨床工学部 ○竹本勇介，松下尚暉，佐藤朋哉，清元　玲
 熊本医療センター腎臓内科  板井陽平，山本紗友梨，中村朋文，梶原健吾，富田正郎
 熊本医療センター看護部  深谷美香，杉谷珠美
【P-2-044】　 エスタロンモカ錠大量服用により救急搬送されたカフェイン中毒の2症例
 （医）徳洲会福岡徳洲会病院 ○坂野梨絵，池田明佳，小畠勝司，川村栄一，森本順子，

石村春令
【P-2-045】　 大量メトトレキサート（MTX）療法による非乏尿性急性腎障害に対しオンラインHDFを施行した一例
 名古屋市立西部医療センター臨床工学室 ○田畑結女，高橋弘貴，竹内　稔
 名古屋市立西部医療センター腎臓・透析内科  宮口祐樹，市原詩恵，菅　憲広

透析液／水質管理　10:30-11:02
座長： 南　伸治（日翔会生野愛和透析クリニック）
【P-2-046】　 活性炭フィルタ交換時における配管洗浄によるRO装置の水質管理
 社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院臨床工学科 ○遠藤太一，鈴木尚人，山出直喜，板橋　望，小谷祐介，

遠田麻美，佐々木航，戸松孝人，田村周平，水野　航，
金井沙耶香，吉田翔哉

【P-2-047】　 採取管材質によるエンドトキシン活性値変化の違い
 山梨大学医学部附属病院MEセンター ○角田伊世，深澤加奈子
 山梨大学医学部附属病院泌尿器科・血液浄化療法部  深澤瑞也，武田正之
【P-2-048】　 透析液検査における安全キャビネットの使用例
 （医）社団武蔵野会TMG宗岡中央病院臨床工学科 ○菊地一陽，三島卓也，金井塚圭佑，木原　健
【P-2-049】　 透析液水質基準改定前後の生菌・エンドトキシンの比較
 社会医療法人社団更生会村上記念病院透析室 ○川崎真広，大森遥加，楠本雄一郎，曽我部和美，湯浅明人，

青木克徳

透析機器／技術　10:30-11:50
座長： 村杉　浩（埼玉医科大学病院）
【P-2-050】　 RO装置プレフィルターに緑色様の付着物を認めた例
 （医）永光会相模原クリニック ○野田雅顕，山田　彩，戸塚大輝，銅谷博美，小堀譲也，

佐藤貴宣，荻野　剛，喜多村晃仁，石頭郁美，高橋克幸，
鎌田智宏，壹岐浩之，永岡　隆

 （医）永光会第二相模原クリニック  廣瀬隆司，野々山直之，巽　　洋
【P-2-051】　 透析用水作製装置の排水熱回収装置による効果について
 （医）松下クリニック ○浜田　覚，宇高香樹，岡本裕佳子，松下　仁
【P-2-052】　 透析液排液用配管が完全閉塞した事例
 （医）社団三成会新百合ヶ丘総合病院血液浄化センター ○村田久美子，山本実希子，南　唯菜，田中奈津美，

平野典子
【P-2-053】　 透析量モニタ（DDM）における初期吸光度と血液データとの関係について
 （医）光寿会光寿会春日井病院 ○中嶋三恵，岩瀬太一，前田　純，加藤清也
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院  浅井一晃，柴田昌典
 （医）光寿会坂下クリニック  堀田修平
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【P-2-054】　 血液透析における電解質変化予測の検討
 （医）社団明芳会板橋中央総合病院臨床工学科 ○佐藤幸博，岡澤由香里，村戸優太，大森翔太，伊藤健太，

柳澤克哉
 （医）社団明芳会板橋中央総合病院腎臓内科  道小島明美，安野江美，塚本雄介
【P-2-055】　 推定血流量モニタの精度と誤差要因の検討
 東邦大学医療センター大森病院臨床工学部 ○山田隆裕，津田圭一，室市秀久，川岸拓馬，元木康裕，

吉原克則
 東邦大学医療センター大森病院腎センター  橋本淳也，酒井　謙
【P-2-056】　 自動採液装置NISEの使用経験と透析効率に対する考察
 市立四日市病院臨床工学室 ○大橋　敬，門己三男，馬塲祐実
 市立四日市病院腎臓内科  永田高信
【P-2-057】　 超音波血流計を用いた血液透析回路内実血流量の測定
 岡山医療センター医療機器管理室 ○大野開成，藤田将太，国重幸弘，有安祥訓，中尾亮太，

藤井　茜，中田祐介，吉田　磨
 岡山医療センター腎臓内科  寺見直人，山崎浩子，太田康介
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【P-2-058】　 BV-UFC使用下HDの設定方法とその臨床的有用性
 自治医科大学附属さいたま医療センター透析部 ○宮澤晴久，大河原晋，伊藤聖学，進藤充稔，星野太郎，

森下義幸
 自治医科大学附属さいたま医療センター臨床工学部  早坂秀幸，小藤誠也，内田隆行
【P-2-059】　 体組成分析装置（BCM）の有用性に関する検討
 埼玉医科大学病院臨床工学部 ○斎藤芽衣，森　嵩博，村石大樹，村杉　浩，本多　仁，

大浜和也
 埼玉医科大学病院腎臓内科  井上秀二，友利浩司，岡田浩一

血液透析／回路・穿刺針　10:30-11:34
座長： 稲垣伸光（和歌山県立医科大学附属病院臨床工学センター）
【P-2-060】　 穿刺針15G導入による透析効率の変化について
 （医）いつき会いつきクリニック一宮 ○内藤良洋，小島健太郎，江場智美，伊藤健太，小川晃敬，

水谷憲威
【P-2-061】　 S/N法におけるVチャンバーの液面位置とY字管の種類の違いによる再循環率及び有効流量の検討
 （医）仁友会南松山病院人工透析センター ○嶋本速斗，久保　翼，玉井洋一，武井俊作，白形昌人，

瀬野晋吾，尾崎光泰
【P-2-062】　 透析針の長さが血流量に与える影響の検討
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院臨床工学技術課 ○島崎雅史，山本華菜子，柿崎順志，河内直樹，釡谷英治
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科  安藤亮一
【P-2-063】　 日機装社製HD02専用アクセス流量測定回路の有用性について
 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，平松　篤，福田幸大，

西村将幸，北口雅敏
 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
 社会医療法人名古屋記念財団東海クリニック内科  佐々木万祐，杉原英男，佐藤晴男
【P-2-064】　 ハッピーキャスC-PRO導入時の評価
 東京都健康長寿医療センター臨床工学科 ○玉田史織，荒井慎吾，小澤直人，和田智至，高岡祐子
 東京都健康長寿医療センター腎臓内科・血液透析科  鶴田悠木，武井　卓，板橋美津世
【P-2-065】　 穿刺針口径差ごとの限界血流量の検討
 おぐら内科・腎クリニック ○加藤　聖，山本和史，大森優也，秋山絢香，山田浩史，

猪瀬桂子，渡邉剛志，小倉　学
【P-2-066】　 血液回路ドリップチャンバーメッシュタイプの違いがプライミング時のグリセリン洗浄性に及ぼす影響
 （医）社団日本鋼管福山病院臨床工学室 ○東舎　輝，中西博美，濱崎健一，宮本卓実，藤原健児
 （医）社団日本鋼管福山病院透析センター  和田健太朗
【P-2-067】　 透析回路内の高度凝血塊と静脈圧上昇を認め頻回の透析回路交換を要した一例に対する検討
 公立甲賀病院組合公立甲賀病院 ○小林芳彦，板橋瑛介，山本絢也，近藤　光，角田直浩，

中畠規貴，魚津健司，廣岡夏織，吉田良美，桑形尚吾，
高木彩乃，渋谷和之

バスキュラーアクセス／PTA 2　10:30-11:50
座長： 吉村和修（帝京大学ちば総合医療センター）
【P-2-068】　 VAIVT施行症例におけるVA機能評価と握力の関係
 埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科 ○安田邦彦，清水泰輔，下郷　優，岡田良美，佐藤紗映子，

塩田裕也，原　宏明，叶澤孝一，小川智也，長谷川元
【P-2-069】　 NSEバルーン使用経験の検討
 （医）社団松井病院透析科 ○荒瀬　勉
 （医）社団松井病院臨床工学科  柳川大地，矢崎耕平，小久保裕之
 （医）城南福祉医療協会大田病院腎臓内科  村松仁美
 戸塚共立第一病院外科  福島元彦
 （医）社団弘仁勝和会沼津勝和クリニック外科  久保田和義
 東村山診療所外科  井上　彰
【P-2-070】　 当院におけるエコー下PTA13年を振り返る
 （医）クレドさとうクリニック ○佐藤純彦，佐久間宏治，川鍋雄司，本庄美恵子，

石塚俊治
【P-2-071】　 放射線透視下PTA中のエコー併用の取り組み
 （医）天野記念クリニック臨床工学部 ○井出義隆，依馬弘忠，大澤恵美
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【P-2-072】　 AVFメインルートの閉塞病変が開通せず，迂回路への血流増加を図ったVAIVT症例の検討
 （医）鉄蕉会亀田総合病院泌尿器科 ○久慈弘士，岡田大吾，越智敦彦
 （医）鉄蕉会亀田総合病院腎臓内科  赤沼嵩史，伊藤靖子，井上貴博，鈴木　智
 （社）安房地域医療センター腎臓内科  山口憲児
 （医）社団紫陽会原クリニック  原　　徹
【P-2-073】　 Vascular access機能不全に対してvascular access intervention therapyとLDL-apheresisの併用療法で

vascular access開存期間が延長した一例
 三菱神戸病院腎臓内科 ○柿田直人，高橋祥子
 兵庫医科大学内科学腎・透析科  蓮池由起子
【P-2-074】　 経皮的血管形成術（PTA）記録の電子化に向けた取り組み～電子パスと看護記録用テンプレートを作成して～
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院 ○狩谷美沙恵，古渡裕子，八代恵美，櫻井恵美
【P-2-075】　 多発性シャント狭窄に対しショートバルーンカテーテルを用いて奏功した一例
 （医）盛全会岡山西大寺病院血液浄化センター ○平松亮太，横山智久，佐藤卓也，井久保卯，小橋雄一，

小林直哉
【P-2-076】　 鎖骨下領域のPTAにおけるIVUSの有用性
 JA三重厚生連三重北医療センター菰野厚生病院臨床工学科 ○伊藤崇希，小嶋正義，古郡和則，南川勝美，山村昌司，

坂東僚太
【P-2-077】　 エコー下VAIVTの有用性
 （医）高橋内科クリニック ○下池英明，花田真一，長嶺裕介，乙藤徳人，平山遼一，

藤田晃弘，真崎優樹

バスキュラーアクセス／管理 3　10:30-11:34
座長： 池添正哉（佐久総合病院）
【P-2-078】　 バスキュラーアクセスに対するエコー活用の試み
 （医）社団成守会はせがわ病院臨床工学科 ○岩本　梓，青木聡尚，松澤健雄，本間友香，藤池哲也，

名古屋健，田中金雄
 （医）社団成守会はせがわ病院腎臓内科  都筑優子
 （医）社団成守会はせがわ病院泌尿器科  根本　勺，清水宏之，長谷川潤
【P-2-079】　 エコーでは拾えなかったシャント中枢狭窄の2症例
 （医）桜菜会まろクリニック ○柴田　歩，野田香織，下岡典子，亀田智子，稲田江利，

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

【P-2-080】　 シャントカルテ運用による情報の共有～第2報～
 （医）社団やよい会北千住東口腎クリニック ○川淵早紀，鈴木建也，高田　典，大森容子
 （医）社団やよい会立石腎クリニック  山本敏明，山本　亮，遠藤　聡
 （医）社団やよい会あだち入谷舎人クリニック  川上聖子，星佐弥子，大内牧子，森田めぐみ
 （医）社団やよい会あだち江北メディカルクリニック  佐藤和豊，出口文佐栄
 （医）社団やよい会  現影弘一，柏木哲也
 （医）社団やよい会あだち江北メディカルクリニック  飯野靖彦
 ／（医）社団やよい会
【P-2-081】　 バスキュラーアクセスレポートの有用性
 南魚沼市民病院臨床工学人工透析科 ○本田広貴，今井宗次郎，笛木真理子，行方朋子，桐生　智，

和田典子
 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院腎臓内科  飯野則昭
 南魚沼市民病院内科  田部井薫
【P-2-082】　 シャントファイルの活用は，シャント管理能力に有用か
 （医）社団松和会望星二宮クリニック ○沼尻幸子，山本絵梨香，栗山由美，関野真由美，手塚晶子，

秋山志保，三上千尋，森山知子，藤崎智隆
【P-2-083】　 シャント管理に対する看護師の意識調査～統一したシャント管理指導の為に～
 小牧市民病院 ○阿部美映子，荒巻由佳
【P-2-084】　 当院におけるバスキュラーアクセス（VA）管理について
 （医）社団弘仁勝和会勝和会病院透析室 ○前多尚斗，野口隼人，東重　俊，神谷勝紀，奥田幸正，

金　昌俊，塩見智子，鈴木浩司，木原　健，小池　康
【P-2-085】　 VA管理における臨床工学技士の関わり～エコーへの取り組み～
 （医）社団厚済会金沢クリニック ○新田　剛，風間　拓，遠藤　篤，武田秀之
 （医）社団厚済会上大岡仁正クリニック  阿部雅弘，渡邉文雅，山本貴之
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バスキュラーアクセス／感染予防・シャントトラブル　10:30-11:42
座長： 上田誠二（順天堂大学医学部附属順天堂医院）
【P-2-086】　 透析前シャント肢手洗いによる炎症反応改善について
 （医）社団みどりの会酒井病院透析センター ○前田一俊，花房由美子，中野浩美，仲井常雄，山下昭彦，

酒井　實
【P-2-087】　 ボタンホール穿刺法の感染予防対策
 （医）葵葵セントラル病院臨床工学部 ○桝井　奨，小池達也，前川洋文，中村恵勝，酒井雅美，

和田　功，片岡直人，高橋　貢
 （医）葵葵セントラル病院内科  山下　浩，堀江勝智，筒井修一
【P-2-088】　 次亜塩素酸水ALPHA ZEROを使用した皮膚の一次洗浄の検討
 （医）社団東桑会札幌北クリニック ○黒田　篤，黒田彩夏，中川いずみ，津田一郎
【P-2-089】　 手指シャント肢の衛生管理に対する意識向上への取り組み
 （医）社団昇陽会高円寺すずきクリニック ○上野　梓，石川由香里，風山奈津子，外舘百合子，

難波香織，田邊州慶，山本乃之，吉野麻紀，久保和雄
 （医）社団昇陽会阿佐谷すずき診療所  鈴木　太，鈴木　敦
【P-2-090】　 AVFにおけるVAトラブルの要因調査
 （医）姫野クリニック透析室 ○秋國意知子，小村祐加，細田有紀美，和田幸弘，

姫野安敏
【P-2-091】　 自己血管内シャント開存率へ影響を与える因子の解析
 群馬大学医学部附属病院泌尿器科 ○岡　大祐，関根芳岳，宮澤慶行，柴田康博，鈴木和浩
 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学  小松康宏
 （医）社団日高会日高病院泌尿器科  羽鳥基明
【P-2-092】　 AVFにおける二次開存期間へ与えるリスク因子の検討
 埼玉医科大学病院臨床工学部 ○渡部恭兵，大橋直人，上原駿介，村杉　浩，本多　仁，

大浜和也
 埼玉医科大学病院腎臓内科  井上秀二，友利浩司，岡田浩一
【P-2-093】　 透析患者に対するフィラピーの有効性について
 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，松倉紀恵，

細川里美，南奈緒美
【P-2-094】　 高血流量透析（HBFR-HD）施行によりVascular Access（VA）開存日数が延長した症例の検討
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部 ○西東恵理，山本　淳，内野順司，鬼塚史朗，正井基之，

吉田豊彦

腹膜透析／病態・管理 1　10:30-11:58
座長： 江崎　隆（尾道総合病院）
【P-2-095】　 医療スタッフへの腹膜透析の教育に行動経済学を応用する
 国家公務員共済組合連合会立川病院腎臓内科 ○篠塚圭祐，二木功治，五十嵐有
【P-2-096】　 腹膜透析（PD）導入の要介護患者2症例の検討
 飯塚病院南2A病棟 ○後藤奈々，松尾実佳，田澤菜々乃，小松加寿子
 飯塚病院腎臓内科  平川　亮
【P-2-097】　 腹膜透析業務への臨床工学技士の取り組み～業務開始から9年の歩み～
 公益財団法人日産厚生会玉川病院臨床工学科 ○高橋真理子，松村彩子，真島友紀恵，井上博満
 公益財団法人日産厚生会玉川病院透析センター  林　俊秀，高橋康訓，岩本正照，今村吉彦
【P-2-098】　 高齢の透析困難症の患者に対して腹膜透析へ移行した一例
 熊本大学医学部附属病院腎臓内科 ○冨永亜希，水本輝彦，小田　晶，井上秀樹，泉裕一郎，

柿添　豊，向山政志
【P-2-099】　 高齢者における腹膜透析の有用性
 （医）偕行会名古屋共立病院腎臓内科 ○岡田慶子，川原弘久，春日弘毅
 （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
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック  由元由美，奥村ひとみ
 愛知医科大学医学部腎臓・リウマチ膠原病内科  伊藤恭彦
【P-2-100】　 療養型病院でのPD導入4年の軌跡
 柳井医療センター外科 ○松本富夫，竹本将彦，池田政宜，住元　了
【P-2-101】　 一陽会のassisted PDの現状と問題点
 （医）一陽会原田病院腎臓内科 ○西澤欣子，水入苑生，山下秀樹，山下和臣，重本憲一郎
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【P-2-102】　 高齢者認知症患者への腹膜透析導入の経験
 （医）八重瀬会同仁病院泌尿器科 ○宮里朝矩，謝花政秀，名城文雄
 （医）八重瀬会浦添医院泌尿器科  知念善昭
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【P-2-103】　 血液透析が困難であった認知症患者に対し腹膜透析（PD）へ移行した症例の経験
 （医）八重瀬会同仁病院腎センター ○金城政美，吉浜佳菜子，仲村みさき，仲村和江，

山川フジ子，宮城尚子，仲里亮平，西江昂平，具志堅靖，
與儀健太郎，嘉手納貴暁，川邉慎也，謝花政秀，
宮里朝矩

 浦添医院泌尿器科  知念善昭
【P-2-104】　 当院のPD導入患者70名の原疾患・導入時年齢・予後
 国立成育医療研究センター ○亀井宏一，金森　透，奥津美夏，石和　翔，西健太朗，

佐藤　舞，小椋雅夫，石倉健司
【P-2-105】　 当院における腹膜透析早期離脱原因の検討
 三重大学医学部附属病院腎臓内科 ○平林陽介，溝口翔子，小田圭子，春木あゆみ，伊藤貴康，

村田智博，片山　鑑，石川英二，伊藤正明

腹膜透析／合併症 3　10:30-11:50
座長： 上村太朗（松山赤十字病院）
【P-2-106】　 Mycobacterium abscessus による腹膜透析カテーテル出口部感染の一例
 昭和大学横浜市北部病院内科 ○和田紗矢香，山本真寛，下里誠司，高橋　剛，加藤　憲，

斉藤佳範，加藤雅典，松浦弓恵，石垣由依，竹島亜希子，
伊藤英利，緒方浩顕

【P-2-107】　 SMAP出口部作成前に経カテーテル腹膜炎を認めた一例
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓高血圧内科 ○松井勝臣，矢萩浩一，村澤　昌，白井小百合
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓高血圧内科  喜多洋平
 ／聖マリアンナ医科大学腎臓病センター
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター  櫻田　勉，柴垣有吾
【P-2-108】　 Alcaligenes sp. によりPD腹膜炎をきたしカテーテル抜去に至った1例
 防衛省防衛医科大学校病院腎臓内分泌内科 ○三宅由桂，福永継実，佐藤博基，森　和真，遠山真弥，

今給黎敏彦，大島直紀，熊谷裕生
【P-2-109】　 Mycobacterium abscessusによる腹膜透析関連感染症と被嚢性腹膜硬化症を併発した一例
 聖マリアンナ医科大学腎臓高血圧内科 ○丑丸　秀
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓高血圧内科  村澤　昌
 稲城市立病院腎臓内科  内田大介，藤田陽子，安藤彩美，河原崎宏雄
【P-2-110】　 反復性腹膜炎の原因特定に難渋したPD患者の一例
 関西医科大学附属病院第二内科 ○上田啓子，合田智彦，林　旺成，中野　力，中東三聖，

草部牧子，染矢和則，今田崇裕，塚口裕康，塩島一朗
【P-2-111】　 上腸間膜静脈気腫症を合併したPD関連腹膜炎患者の1例
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター ○関　来未，山田将平，小板橋賢一郎，藤田陽子，

黒屋紗也香，櫻田　勉，柴垣有吾
【P-2-112】　 イレウスの再発予防にリナクロチドが有効であった被嚢性腹膜硬化症の一例
 富士宮市立病院内科 ○榊間昌哲，山城良真，中山幸大，佐々木貴充，森　雅史，

米村克彦
【P-2-113】　 被嚢性腹膜硬化症から収縮性心膜炎を来したと考えられる一例
 東海大学医学部付属八王子病院腎内分泌代謝内科 ○都川貴代，中澤来馬，石田真理，角田隆俊
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
【P-2-114】　 腹膜透析における血中マグネシウム濃度の検討
 （医）衆済会増子記念病院 ○美浦利幸
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院  春日井貴久，萩田淳一郎，神谷圭介，小池清美，

小山勝志
 名古屋市立大学病院腎臓内科・人工透析部  福田道雄
【P-2-115】　 腹膜透析患者の腹膜炎疑い初期対応時の実践能力向上への取り組み
 （株）日立製作所日立総合病院看護局 ○石井奈穂子，草野礼佳，大久保淳紀，平沢靖子，

兜森由紀
 （株）日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志

CKD／病態 2　10:30-11:42
座長： 野入英世（東京大学医学部附属病院）
【P-2-116】　 臨床データセットに基づく新規透析導入患者の階層的クラスタリング解析
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○小丸陽平，吉田輝彦，伊勢川拓也，松浦　亮，宮本佳尚，

浜崎敬文，南学正臣
 同救急科  土井研人
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【P-2-117】　 内シャント造設時期と造設前後の腎機能についての検討
 筑波大学附属病院腎臓内科 ○渡邉めぐみ，藤田亜紀子，永井　恵，金子修三，甲斐平康，

森戸直記，臼井丈一，斎藤知栄，山縣邦弘
【P-2-118】　 過疎地の公立病院における透析室を中心とした透析予防活動
 宇陀市立病院内科 ○丸山直樹
【P-2-119】　 腎代替療法（RRT）選択外来における透析室看護師の意思決定支援と情報・知識共有の重要性
 京都桂病院腎臓内科 ○宮田仁美
 同血液浄化センター  奥村陽子，奥野晴美，奥田純平，島田紀子
【P-2-120】　 慢性腎臓病患者の生命予後の検討
 社会医療法人健和会健和会病院臨床工学科 ○古町和弘
 社会医療法人健和会健和会病院透析センター内科  熊谷悦子
 社会医療法人健和会健和会病院透析課  井原光子
【P-2-121】　 透析導入における入院期間を延長させる要因についての検討
 東海大学医学部付属病院診療技術部臨床工学技術科 ○松岡美樹，原田潤平，西原英輝
 東海大学医学部内科学系腎内分泌代謝内科  金井厳太，和田健彦，深川雅史
【P-2-122】　 血液透析導入理由別の導入時血中重炭酸イオン濃度について
 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，

吉原克則
 東邦大学医療センター大森病院腎センター  橋本淳也，田中仁英，酒井　謙
【P-2-123】　 CKD教育入院患者の社会的背景に関する検討
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター ○東山　恵，町田慎治，斉藤由美子，櫻田　勉，柴垣有吾
【P-2-124】　 腎臓ケアセンターが関わるCKD指導の実際と今後の課題
 加賀市医療センター腎臓ケアセンター ○大田一美，菅村美由紀，中西　綾，大河原靖貴，鈴木康倫，

水冨一秋

各種病態／血管炎症候群　10:30-11:26
座長： 北村健一郎（山梨大学）
【P-2-125】　 糖尿病性腎臓病による末期腎不全にて透析導入後，血管炎を発症した高齢男性の臨床経過
 （社）江東病院腎臓内科／血液浄化センター ○井下博之，田中裕一，齊藤　翠，中田真実，海老原功，

小出　輝
【P-2-126】　 当院で経験した抗糸球体基底膜抗体型腎炎についての検討
 広島市立広島市民病院腎臓内科 ○木原隆司，三宅広将，藤原典子，古城昭一郎，研井有紀
 広島市立広島市民病院内科  植松周二
【P-2-127】　 頻回の血漿交換療法とステロイドパルス療法，シクロフォスファミドパルス療法で腎機能改善認めた抗糸球

体基底膜抗体型腎炎の一例
 社会医療法人敬愛会中頭病院腎臓内科 ○山田伊織，金城一志，砂川はるな，輿那嶺怜奈，

上里まどか，兼城真理子
【P-2-128】　 透析を離脱し得た若年の抗糸球体基底膜腎炎の1例
 大阪市立総合医療センター腎臓高血圧内科 ○長辻克史，一居　充，門澤啓太，坂田侑子，竹内由佳，

山崎大輔，濱田真宏，北林千津子，森川　貴，小西啓夫
【P-2-129】　 再発性脳梗塞，下肢動脈瘤破裂を合併したANCA関連血管炎の一例
 日本医科大学多摩永山病院腎臓内科 ○中之坊周吾，金子朋広，浅井梨沙，河合貴広
 日本医科大学付属病院腎臓内科  鶴岡秀一
【P-2-130】　 血漿交換とリツキシマブ（RTX）により寛解したANCA関連血管炎（AAV）の2例
 東京労災病院腎代謝内科 ○宜保智樹，川嶋　萌，吉倉哲也，内藤　隆
【P-2-131】　 腎周囲血腫から結節性多発動脈炎の診断に至った維持透析患者の一例
 近江八幡市立総合医療センター腎臓内科 ○江原英華，門　浩志，梅原皆斗，尾関奈津子，仲井邦浩，

原　将之，八田　告

腎性貧血 3　10:30-11:42
座長： 安東　豊（大阪南医療センター）
【P-2-132】　 血液透析導入期におけるヘモグロビン低下（Hb dip）に関する検討
 熊本中央病院腎臓科 ○榎　裕子，丸山功佑，松永愛子，山本修太郎，唐原靖治，

山内英治，萩尾康司，野村和史，松下芳雄，有薗健二
【P-2-133】　 エポエチンベータペゴルからダルベポエチンアルファへの変更により貧血が著明に改善した保存期CKD患者

の1例
 （医）あかね会大町土谷クリニック ○熊谷純子，高橋直子
 （医）あかね会土谷総合病院  土谷晋一郎
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【P-2-134】　 エポエチンα（EPOα）投与により輸血依存から離脱しえた再生不良性貧血（AA）合併透析患者の一例
 （医）社団洛和会音羽病院腎臓内科・リウマチ科 ○笠原優人，日比　新，細川典久，仲川孝彦
 （医）社団プログレス四日市消化器病センター透析内科  日沖百花，若松　亮，鈴木啓介
【P-2-135】　 ESA投与を必要としない血液透析患者に関する検討
 （医）社団清永会矢吹病院内科 ○谷田秀樹
【P-2-136】　 低亜鉛血症に対する酢酸亜鉛水和物補充による腎性貧血への効果
 （医）財団明理会新松戸中央総合病院腎臓内科 ○佐藤英一，出川まなか，小野貴央，魯　紅梅，松村大輔，

野村まゆみ，天羽繭子，中村　司
 東京大学医学部附属病院形成外科  岡崎　睦
 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科  上田善彦
【P-2-137】　 透析患者における腎性貧血管理の検討
 （医社）高山泌尿器科臨床工学部門 ○斎藤　寿，友西　寛，工藤和歌子
【P-2-138】　 ダルベポエチン投与で貧血改善を認めた ICUS（Idiopatic Cytopenia of Undetermined Significance）合併

維持透析患者の一例
 江別谷藤病院外科 ○坂田博美
【P-2-139】　 CERA 12.5μg製剤の投与効果の検討
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院腎臓・泌尿器科 ○中村雄一，大西伸和，野村武史，塩田晃司，小山正樹，

今田直樹
【P-2-140】　 クエン酸第二鉄投与患者におけるエポエチンベータペゴル使用時の鉄動態の検討
 （医）相生会わかば病院透析センター ○高橋駿介，武井克仁，川田忠嘉，小柳　光，若松良二

Ca受容体作動薬 2　10:30-11:34
座長： 佐藤哲彦（名古屋第二赤十字病院）
【P-2-141】　 シナカルセト塩酸塩からエテルカルセチド塩酸塩への変更後の実態調査
 （医）真鶴会小倉第一病院病棟看護部 ○浅田祐樹，鶴田　宏，中村秀敏
【P-2-142】　 カルシウム受容体作動薬：経口薬から注射薬へ切り替えに伴うCKD-MBD指標の推移
 （医）社団泉会東名富士クリニック教育研究課 ○亀山　剛，清藤友孝，佐野昌彦，金井玉奈，金井直明，

杉山義樹，山岸　敬
【P-2-143】　 エテルカルセチドの心筋と骨代謝マーカーに対する効果
 さいたまつきの森クリニック腎臓内科 ○桑原道雄，葉山修陽，栗原　怜，湯浅譲治
【P-2-144】　 シナカルセトからエテルカルセチドに切り替える際の有効用量，安全性，換算量の検討
 久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門 ○黒川佑佳，甲斐田裕介，玻座真琢磨，深水　圭
【P-2-145】　 外来血液透析患者におけるシナカルセトからエボカルセトへの変更
 土谷総合病院人工臓器部 ○川井佑允，川西秀樹
 中島土谷クリニック  森石みさき
【P-2-146】　 シナカルセトからエボカルセトへの切り替え投与の検討
 （医）創和会しげい病院内科 ○小畑さやか，田中　圭，桑名　仁，丹田信也，松原龍也，

熊代博文，本多雅亮，有元克彦
【P-2-147】　 シナカルセトからエボカルセトへ変更した症例検討
 宮崎江南病院腎疾患・透析科 ○海老原尚，酒井理歌，岩坪修司，馬場明子，山田和弘
【P-2-148】　 シナカルセトからエボカルセトへの切り替えの検討
 （医）幸善会前田病院腎センター ○山崎政虎，前田篤宏，前田麻木，前田利朗

CKD-MBD／薬剤 1　10:30-11:50
座長： 倉本充彦（成田赤十字病院）
【P-2-149】　 二次性副甲状腺機能亢進症を合併する維持血液透析患者骨粗鬆症に対してデノスマブ投与をした3症例
 社会福祉法人恩賜財団済生会岡山済生会総合病院腎臓内科 ○角南玲子，丸山啓輔，田村友和，小國舜介，中島有理，

野村祥久，野中慶佑，石原深雪，桃木律也，平松　信
【P-2-150】　 骨粗鬆症に対するデノスマブの治療効果
 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院腎臓内科 ○坂井健太郎，杉町和紀，杉山友貴，吉水秋子，東　治道
 社会医療法人雪の聖母会聖マリアヘルスケアセンター透析内科  松井　礼
【P-2-151】　 血液透析患者における骨粗鬆症の現状およびデノスマブの使用経験
 岡山中央奉還町病院内科 ○斎藤大輔，津野　学，高杉佳奈子，森岡　茂
 岡山大学病院腎臓・糖尿病・内分泌内科  秋山愛由
【P-2-152】　 維持血液透析患者へのデノスマブ投与経験
 東朋八尾病院透析センター ○小間　勝，金光律和，野口和美，西井直美，大中秀介，

佐藤直也，新開多久美，井上美由紀，西村リカ，己斐知美，
榊　千春，小谷由美子，稲田　彩，本田　香，西山　誠
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【P-2-153】　 当院維持血液透析症例の骨粗鬆症に対するデノスマブでの治療効果
 （医）社団緑野会東京品川病院腎臓内科 ○根岸康介
 （医）社団緑野会東京品川病院ME部  田村　修，山口信彦
【P-2-154】　 透析患者における骨粗鬆症に対するイバンドロネート治療の検討
 総合高津中央病院 ○大槻大輔，後藤奈緒子，向井一光
【P-2-155】　 透析患者におけるイバンドロネート投与の臨床経過の検討
 （医）黎明会北出病院臨床工学科 ○竹内貴人，楠本広幸，秋月大弥，山崎晶子
【P-2-156】　 透析患者に対するイバンドロネート6カ月投与15症例の検討
 翔南病院腎，透析センター ○桑江紀子，長嶺好弘，知花隆郎
【P-2-157】　 透析液Ca濃度変更（2.5→3.0mEq/L）における血清P，補正Ca，intact PTH値，処方の推移に関する検討
 JA徳島厚生連吉野川医療センター泌尿器科 ○林　秀樹，喜多秀仁，中島　英，水田耕治，橋本寛文
【P-2-158】　 透析液のCa濃度2.5mEq/Lから2.75mEq/Lに変更して影響があるか
 （医）慈晟会立花クリニック ○石田充久，上野良平，黒川大輔，角南　望，島田憲明，

井太家美晶

CKD-MBD／ Calcimimetics 3　10:30-11:34
座長： 渋谷祐子（NTT東日本関東病院）
【P-2-159】　 シナカルセトからエボカルセトへ変更した症例の検討
 （医）一陽会横川クリニック内科 ○内藤隆之，加藤曜子
 （医）一陽会原田病院内科  西澤欣子，水入苑生
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【P-2-160】　 CinacalcetからEvocalcetへの切り替え～血液透析患者34例の検討
 （医）社団心施会八王子東町クリニック内科 ○小俣百世
 （医）社団心施会府中腎クリニック  小杉　繁，杉崎弘章
 （医）社団心施会南大沢パオレ腎クリニック  岩本八千代
 （医）社団心施会平山城址腎クリニック  杉崎健太郎
【P-2-161】　 血液透析患者におけるシナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの内服切り替えに関する検討
 和歌山県立医科大学腎臓内科学 ○山本脩人，大矢昌樹，田中佑典，矢野卓郎，小林　聡，

龍田浩一，美馬　亨，根木茂雄，重松　隆
 （医）良秀会藤井病院  雑賀保至，刀禰佳典，射手野巌
 （医）晃和会谷口病院  神谷政人，玉井定子，岡本幸春
【P-2-162】　 エテルカルセチド投与に伴う心電図QTc変化の影響
 特定（医）桃仁会桃仁会病院泌尿器科 ○北村悠樹，長嶋隆夫，関　英夫，佐藤　暢，山崎　悟，

小林裕之，橋本哲也
 特定（医）桃仁会桃仁会病院腎臓内科  渡邊慶太郎，高谷　徹，所　敏子
 特定（医）桃仁会桃仁会病院循環器内科  有原正泰，西村眞人
【P-2-163】　 血液透析中の二次性副甲状腺機能亢進症患者においてEvocalcet1から12mg/dayを投与した8症例の検討
 東北大学大学院医学系研究科， ○黒木悟郎
 東北大学未来科学技術共同研究センター
 NICHe高齢者高次脳医学／社会医療法人入間川病院
 ／（医）南あたみ第一病院
 東北大学大学院医学系研究科，  中塚晶博，熊居慶一
 東北大学未来科学技術共同研究センター
 NICHe高齢者高次脳医学
 社会医療法人入間川病院  上原俊司，伊藤和弘，小林英里佳，田巻和也，田中幸子，

佐藤知栄子，木内幸之助，風間浩美
【P-2-164】　 当院慢性透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症に対する新薬エボカルセト錠の使用経験
 （医）秀仁会川島クリニック ○小野君代，小林美由紀，星野忠敦，大貫園絵，西山奈緒美，

梶山博司，川島　玲，川島秀雄
【P-2-165】　 二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）管理に苦渋した症例
 （医）恵泉会せせらぎ病院 ○小林俊哉，北爪友樹，木村和美，櫻井保子，田中崇元，

戸島規子，大河内康光，安村幹央，宮本克彦
【P-2-166】　 エテルカルセチド塩酸塩の臨床効果についての検討
 おさふねクリニック ○恒次永里子，松本吉弘，山口実千代，那須由美，中田淳子，

小寺　亮，中村明彦
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CVD／虚血性心疾患と不整脈　10:30-11:34
座長： 鈴木利彦（東京ベイ・浦安市川医療センター血液浄化・透析センター）
【P-2-167】　 当院血液透析患者におけるE/e'の検討
 総合病院国保旭中央病院透析センター ○渡邊　隆，前田祐哉，宮内義浩，伊良部徳次
 一般財団法人近江愛隣園今津病院内科  藤野文孝
【P-2-168】　 血液透析導入時における冠動脈CT（cCT）の有用性についての検討
 昭和大学横浜市北部病院内科 ○朝倉　慶，山本真寛，下里誠司，和田紗矢香，高橋　剛，

加藤　憲，齋藤佳範，加藤雅典，松浦弓恵，石垣由依，
竹島亜希子，伊藤英利，緒方浩顕

【P-2-169】　 透析患者の頻脈性不整脈に対するアプリンジン塩酸塩の有効性
 （医）かぜ植木いまふじクリニック循環器科 ○濱崎好延，瀬下博志，今藤雅之，園田真吾，明石玲衣
【P-2-170】　 透析症例におけるステント再狭窄（ISR）の検討～薬剤溶出性ステント（DES）は有効なのか？～
 済生会前橋病院循環器内科 ○中野明彦，土屋寛子，菊地総一郎，舘野利絵子，直田匡彦，

戸島俊一，池田士郎，福田丈了
 古作クリニック  冨田健介，山本　巧，松本和久，林　雅道，長谷川昭，

古作　望
 さるきクリニック  猿木和久
【P-2-171】　 心房細動/粗動を併発した血液透析患者の現状
 （医）眞仁会久里浜クリニック ○中西太一，稲葉直人
 （医）眞仁会横須賀クリニック  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
 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
【P-2-172】　 i-MAPからみた慢性腎臓病のプラーク性状の検討
 日本医科大学千葉北総病院ME部 ○井村昌弘，山崎直人，別所竜蔵
 日本医科大学千葉北総病院循環器内科  高野雅充
【P-2-173】　 正常腎機能患者と血液透析患者における薬物負荷心筋シンチグラフィと冠動脈狭窄の関連
 社会医療法人川島会川島病院 ○谷恵理奈，赤澤正義，岩瀬　俊，橋詰俊二，高森信行，

木村建彦，西内　健，水口　潤
【P-2-174】　 透析困難症患者に対し心室再同期療法が有用であった1例
 昭和大学横浜市北部病院臨床工学室 ○大貫　洸，細川翔太，菊地　武，柿沼　浩
 昭和大学横浜市北部病院内科  伊藤英利，緒方浩顕
 昭和大学統括臨床工学室  大石　竜

悪性腫瘍／その他 2　10:30-11:50
座長： 仲谷達也（大阪市立大学）
【P-2-175】　 進行性腎癌に対する分子標的薬治療後に透析導入となった1例
 北里大学泌尿器科 ○石井大輔，坂田祐介，綿貫　翔，志村壮一郎，天野統之，

藤田哲夫，岩村正嗣
 北里大学臓器移植・再生医療学  吉田一成
【P-2-176】　 浮腫により子宮体癌が発覚した多発性骨髄腫合併維持血液透析の1症例
 公立甲賀病院組合公立甲賀病院腎臓内科 ○渋谷和之，桑形尚吾，高木彩乃
 公立甲賀病院組合公立甲賀病院血液内科  武内美紀
 公立甲賀病院組合公立甲賀病院産婦人科  松本有美
【P-2-177】　 度重なる尿管ステント閉塞により血液透析を余儀なくされた進行胃癌の一例
 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院泌尿器科 ○東　浩司，新井明那，大久保玲奈，横山雅好
 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院外科  田中　仁
【P-2-178】　 腹部超音波検査を契機に膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）と診断された血液透析患者の5例
 （医）社団厚済会追浜仁正クリニック ○小川成章
 （医）社団厚済会横浜じんせい病院  佐藤　陽，山口　聡
 （医）社団厚済会上大岡仁正クリニック  山本貴之，三橋　洋，小田　寿，大西俊正
 （医）社団厚済会文庫じんクリニック  河野知之
【P-2-179】　 血液透析患者の排便状態の検討～リン吸着薬内服状況との関連～
 秋田県厚生連由利組合総合病院 ○千葉修治，伊藤隆一，北島正一，佐藤一成
 秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院  伊藤卓雄，鈴木丈博
【P-2-180】　 難治性の肝性脳症を発症した多発性嚢胞腎の一例
 那覇市立病院腎臓リウマチ科 ○上間貴仁，上原圭太，糸数昌悦，宮良　忠
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【P-2-181】　 猪瀬型肝性脳症に傍臍静脈結紮術が有効であった血液透析（HD）患者の一例
 （医）社団日高会白根クリニック ○内海英貴，高橋　修
 前橋赤十字病院  金谷あずさ，木村隼人，野島美久
 利根保健生活協同組合利根中央病院透析室  岡部智史
 （医）社団日高会日高病院  安藤哲郎，安藤義孝
【P-2-182】　 骨髄性ポルフィリン症の一例
 重井医学研究所附属病院内科 ○荒木俊江，真鍋康二，池田　弘，瀧　正史，福島正樹
【P-2-183】　 頻回の血液濾過透析と栄養補充療法を含めた集学的治療により肝性脳症を管理できた一例
 自衛隊中央病院腎臓内科 ○冨永健太
 顕正会蓮田病院  野村秀行，北野純香，阿部亜希子，村越美幸，柴谷康弘，

金田航也，森本達也，永沢周太郎，村松義明，上田明範
【P-2-184】　 透析患者の上口唇に発症したMerkel細胞癌の1例
 （医）飛梅会はせ川クリニック ○徳永伸子，長谷川善之
 （医）徳洲会福岡徳洲会病院皮膚科  伊地知亜矢子

合併症／その他 1　10:30-11:50
座長： 坂口俊文（りんくう総合医療センター）
【P-2-185】　 ラベプラゾール内服中腹膜透析患者にみられたCollagenous colitisの2例
 愛知県厚生連江南厚生病院内科 ○平松武幸，奥村彰太，淺野由子，鈴木克彦，井口大旗，

古田慎司
【P-2-186】　 ANCA関連血管炎の治療中に中毒性巨大結腸症を来した血液透析患者の一剖検例
 兵庫県立尼崎総合医療センター腎臓内科 ○西川聖良，才田宏奈，嶋田博樹，谷口圭祐，萩原広一郎，

岩成祥夫，池田昌樹，田中麻理，竹岡浩也
【P-2-187】　 偽膜性腸炎にバンコマイシン内服加療で再発を繰り返した高齢維持透析患者の1例
 （医）社団博鳳会敬愛病院 ○大川恵里奈，樋口輝美，井下篤司，山崎俊夫，安藤英之，

瀬戸口晴美，柳澤順子，石川由美子
【P-2-188】　 透析患者の便秘について考える～当院における排便状況の聞き取り調査を実施して～
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院透析センター ○岡島和子，金田美聖，浮谷章子，稲津昭仁
 （医）社団嬉泉会嬉泉病院  山田結花，久留秀樹，土屋貴彦，上畑昭美，須藤祐司
【P-2-189】　 維持透析患者に発症したフルニエ壊疽の1例
 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院泌尿器科 ○木村明乃，中島　拓，酒井宏昌，餌取和美
 一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院形成外科  松村　崇
【P-2-190】　 人工透析患者に発症した前立腺膿瘍の1例
 社会医療法人彩樹守口敬仁会病院腎・透析科 ○奥田英伸，福井崇之，飯田剛嗣，甘利佳史，万木孝富，

中嶋章貴
 大阪市立総合医療センター  松田博人，浅井利大
 東京女子医科大学高血圧・内分泌内科  森本　聡
【P-2-191】　 血液透析患者の膀胱憩室に対する腹腔鏡下膀胱憩室切除術の1例
 （医）鉄蕉会亀田総合病院泌尿器科 ○越智敦彦，岡田大吾，鈴木康一郎，志賀直樹，久慈弘士
 （医）鉄蕉会亀田総合病院腎臓高血圧内科  赤沼嵩史，井上貴博，鈴木　智
【P-2-192】　 G群溶連菌による急性腎盂腎炎を生じた高齢維持透析患者一例
 杏林大学医学部付属病院第一内科 ○佐世　光，内田裕子，李　恵怜，軽部美穂，駒形嘉紀，

要　伸也
【P-2-193】　 転移性腎癌に対しスニチニブを投与していた長期透析患者に発症したフルニエ壊疽の1例
 山梨大学医学部附属病院泌尿器科 ○葛西義史，神家満学，高橋宜弘，井原達矢，吉良　聡，

中込宙史，澤田智史，三井貴彦，武田正之
【P-2-194】　 生体腎移植時のIV-PCAを用いたドロペリドールで急性ジストニアを来した1例
 東京都保健医療公社大久保病院腎臓内科 ○吉川佳奈恵，小島佳織，中村優香，今泉雄介，大久保里枝，

石渡亜由美，戸田美波，亀井唯子，川西智子，小川俊江，
阿部恭知，遠藤真理子，若井幸子

 東京都保健医療公社大久保病院移植外科  白川浩希

その他の合併症／運動器・全身症状 1　10:30-11:34
座長： 新田　豊（山口県済生会下関総合病院）
【P-2-195】　 IL-18異常高値より成人Still病と診断された高齢男性維持透析患者の1例
 （医）東葛クリニック病院腎臓内科 ○中澤了一，小野崎彰
 （医）東葛クリニック病院外科  東　仲宣

（
第
２
日
目
）

ポ
ス
タ
ー

229



【P-2-196】　 透析患者のフレイル有病率と関連因子
 三井記念病院腎臓内科 ○真弓健吾，小倉吉保，竹中悠人，羽柴豊大，安倍寛子，

古川恵美，古瀬　智，三瀬直文
 新小岩クリニック船堀透析科  山口早織，武田之彦，加納達也
 新小岩クリニック透析科  西尾恭介，正木一伸
【P-2-197】　 椎体圧迫骨折にたいして経皮的椎体形成術を施行した透析患者の1例
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター ○牧野内龍一郎，桜田　勉，小島　茂，岡本岳史，

柴垣有吾
 聖マリアンナ医科大学放射線医学科  西尾美佐子，三村秀文
【P-2-198】　 透析患者における股関節手術の検討
 福岡赤十字病院腎臓内科 ○山本修太郎，中井健太郎，石松由季子，井上めぐみ，

古原千明，高江啓太，黒木裕介，満生浩司
【P-2-199】　 透析関連手根管症候群に対する透析中エコーによる正中神経圧迫率の経時的評価-1―手根管開放術の効果―
 （医）徳真会真岡病院 ○大島昌恵，山崎　忠，早坂常江，福嶋博道，斎藤鉄男
 日本医科大学腎臓内科  鶴岡秀一
【P-2-200】　 透析患者における中心静脈栄養の合併症～高濃度ブドウ糖液の逆流で臀部組織傷害をきたした1例～
 （医）創造会平和台病院透析センター ○伊藤文夫，合谷信行，伊藤貞朗，川名康雄，栗山綾子，

田口雪江，町田利徳，古橋知夏
【P-2-201】　 手指血流障害の透析患者に高気圧酸素療法が有用であった1例
 社会医療法人里仁会興生総合病院臨床工学室 ○杉垣智大
 社会医療法人里仁会興生総合病院透析室  岡　友美，加茂正春
 社会医療法人里仁会興生総合病院内科  高取優二
【P-2-202】　 透析中の心肺停止から蘇生に成功した1症例
 福岡青洲会病院腎臓内科 ○東　桂史，黒田沙緒梨
 青洲会クリニック透析室  西山純一郎

透析看護／ケア　症例　10:30-11:42
座長： 兒玉朱美（社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院）
【P-2-203】　 年間3件透析患者が腎移植に移行した経過の振り返り
 （医）財団健和会みさと健和クリニック ○木村ひとみ，菊池美鈴，前　貴子，山口千美，松山公彦
【P-2-204】　 感染性椎間板炎の為，長期臥床を余儀なくされた重症心不全合併透析患者の1例 

～療養病床へ転入院後QOLの向上に向けて～
 （医）財団倉田会くらた病院 ○阿由葉恵美，澤井美希，田中進一，北村　真，飛田美穂，

倉田康久
 （医）財団倉田会えいじんクリニック  兵藤　透
【P-2-205】　 透析患者の体重管理に関する体験～子どもを抱えて調理を余儀なくされた男性患者について～
 愛仁会高槻病院血液浄化センター ○辻あけみ，鈴木育世，木村幸子，小田弘美
【P-2-206】　 撥水性保護クリームの使用により仙骨部褥瘡・臀部糜爛が改善した認知症透析患者の一例
 りふの内科クリニック看護部 ○守谷夏美，郷右近香織，佐藤淳子，小岩京子，中山恵輔，

宮田正弘
【P-2-207】　 インスリン頻回注射からデユラグルチドに変更し．FreeStyleリブレ導入により良好な自己血糖管理が可能と

なった一例
 国保小見川総合病院看護部 ○菅谷小百合，篠塚信子
 国保小見川総合病院内科  井上雅裕
 （医）THYとくやまクリニック  徳山隆彦
【P-2-208】　 妊娠した維持透析患者との関わりを経験して
 （医）萌生会大道クリニック透析室 ○河野敦子，牧　泰子，宮川りえ，久保加代乃，小川かおり，

川畑美樹，大道武史
 近畿大学病院  中谷嘉寿
【P-2-209】　 良好な協力的治療関係確立のために大切なこと
 善仁会グループ透析患者さまメンタルケアプロジェクト ○中村信子，佐藤智幸，澁田由香，清水愛子，日向一代，

新谷誠治，上田聡之，外山勝英
【P-2-210】　 固定チーム制導入後1年の経過報告～ 3症例を通して～
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院透析センター ○伊藤由紀子，清水紀子，伊藤　功
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【P-2-211】　 体重管理不良な患者の行動変容の支援を通して
 （医）社団良優会駒沢腎クリニック ○武田貴華子，川崎恵子，伊藤富士子，佐藤明美，
   曳野尚美，齋藤麻由香，宮川幸江，中村良一
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看護／バスキュラーアクセス 1　10:30-11:50
座長： 水尻信雄（十和田市立中央病院）
【P-2-212】　 外用局所麻酔薬の比較～テープ剤vsクリーム剤～
 （社医）白石記念クリニック ○吉村美和，栫　美和，横山嘉寛，松浦朝代
 （社医）白石病院  日高宏実，一ノ宮隆行，竹之内賢一，尊田和徳
 （医）SKメディカルクリニック  白石幸三
【P-2-213】　 エムラクリームによるシャント穿刺時の疼痛緩和効果が不十分な症例の検討と対策
 （医）あかね会大町土谷クリニック透析室 ○住吉　真，藤川芳美，河中智加
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科  高橋直子
【P-2-214】　 エムラクリームの有効性の評価～リドカインテープと比較して～
 （医）厚生会虹が丘病院血液浄化センター ○里　紗織，赤島絵美，石橋　恵
 （医）厚生会虹が丘病院腎臓内科  冨永雅博
【P-2-215】　 穿刺時の疼痛軽減に対するエムラクリームの有用性
 済生会神奈川県病院臨床工学科 ○相馬和晃，芹澤　郁，上野圭悟，秋山　浩
 済生会神奈川県病院腎臓内科  服部吉成
 済生会神奈川県病院腎臓外科  二瓶　大
 済生会横浜市東部病院腎臓内科  宮城盛敦
 東邦大学医学部腎臓学講座  酒井　謙
【P-2-216】　 エムラクリームによるシャント肢清浄効果の検討
 セントラル腎クリニック龍ケ崎臨床工学科 ○葛西紘司，三上孝宏，松崎あゆみ，小川　亨
 （社医）若竹会つくばセントラル病院ME室  中山裕一
 （社医）若竹会つくばセントラル病院腎臓内科  石津　隆
【P-2-217】　 用手圧迫および止血バンド使用による止血時間短縮についての検討
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター ○加藤木ルミ子
 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院看護部
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター  谷田部哲夫
 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院臨床工学部
 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター  渡邉めぐみ，中村太一
 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院腎臓内科
【P-2-218】　 人工血管患者の止血圧の検討
 JCHO千葉病院透析室 ○青柳すみ恵，沢田理恵，田代紀子，室谷典義
【P-2-219】　 動脈表在化の止血に対する当院での工夫
 JCHO千葉病院腎センター透析室 ○田代紀子，沢田理恵，青柳すみ恵，室谷典義
【P-2-220】　 当クリニックのシャント管理
 （医）ふれあい会半田東クリニック看護部 ○樫原明子，影洞亜矢子，新美　恵，坪井恵美子，

小川和美
【P-2-221】　 看護師の立場からみたシャント管理
 社会福祉法人恩賜財団済生会石川県済生会金沢病院透析療法部 ○山根淳美，覚知泰志

フットケア／チーム医療　10:30-11:58

座長： 引地由実子（安芸市民病院）
【P-2-222】　 下肢潰瘍形成をきたした躁状態にある維持透析患者の看護 

～他職種・他部署との連携により悪化させず療養型病院に転院できた事例報告～
 （医）北晨会恵み野病院透析センター ○矢崎美香，亀山美津子
【P-2-223】　 当院におけるフットケアの取り組み～介護者との連携強化に向けて～
 社会医療法人三佼会宮崎病院 ○下釡真由美，田中理映，吉次さゆり，尾上恵美子，

宮崎雅也
【P-2-224】　 医療連携構築により救肢できた重症虚血肢透析患者の症例
 （医）生寿会岡崎北クリニック ○矢田瑞江，佐野恵子，高須美麻
【P-2-225】　 病棟と連携したフットケアへの取り組み～継続した看護を目指して～
 （医）生寿会五条川リハビリテーション病院透析センター ○鈴木二三子，松井貴美子，江之口ちほみ，松田伊勢香，

岸上千亜紀
【P-2-226】　 当院におけるフットケアチームの立ち上げと今後の課題
 （医）葵美合クリニック看護部 ○永島裕子，近藤やよい，鮎川千加子，原田明治，

祖父江文男
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【P-2-227】　 当院におけるフットチェック・フットケアの取り組み～ 10年の歩み～
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○宮下光江，鈴木隆司，金子和史，南　裕子
 （医）さくらさくら記念病院内科  黒澤範夫
 （医）さくらさくら記念病院腎臓内科  黒澤　明
【P-2-228】　 当院でのフットケアの現状と今後の課題
 （医）社団欅会東久留米クリニック ○小林佳寿美，秋元未知子，横井あゆみ，福永夕子，

横山みさ子，古屋　徹
【P-2-229】　 フットケア体制の変更とその成果
 （医）偕翔会豊島中央病院看護部 ○嶋貫久美子
 （医）偕翔会豊島中央病院看護部透析センター  下野英子，清水真澄
 （医）偕翔会豊島中央病院看護部病棟  安宍奈津子，加賀谷富子，相川真理
 （医）偕翔会豊島中央病院臨床工学科  山崎貴行，林　直道
 （医）偕翔会豊島中央病院診療部  澤田登起彦
【P-2-230】　 触れるケアを意識したフットケアの取り組み
 三菱神戸病院看護科 ○森川理恵，亀井惠那，森川亜由美，藤原美保，岡田里奈，

岡本みちる，坂本和子
 三菱神戸病院腎臓内科  高橋祥子，柿田直人
【P-2-231】　 ケアミックス病院における透析患者フットチェックの現状と今後の課題
 （医）積善会第二積善病院透析室 ○渡邉寿子，佐原利明，松井礼子，久徳利彦，村田章紘
【P-2-232】　 当院のフットケア管理ソフトの構築と運用
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉透析 ○神崎将克，伊神隆介，武安美希子，木村祐太朗，

長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦

看護／スタッフ教育　10:30-11:42
座長： 田中いずみ（中京病院透析センター）
【P-2-233】　 当院の新規入職看護師の教育について現状の問題点と今後の課題
 （医）光寿会光寿会春日井病院透析室 ○永田明子，岡本仁美，加藤清也
 （医）光寿会多和田医院  鳥居芳行，多和田壽枝
【P-2-234】　 指導マニュアルを使った新人教育について
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○田澤綾子，下山共代，中村育代，赤石佐知子，鈴木唯司
【P-2-235】　 新人教育プログラムの繰り返し教育の必要性
 名古屋記念財団東海知多クリニック看護部 ○中尾幸子，上平晶子
【P-2-236】　 KYT実施による新卒技士教育の取り組み
 （医）八重瀬会同仁病院腎センター ○川邉慎也，仲里亮平，具志堅靖，西江昂平，與儀健太郎，

嘉手納貴暁，櫻木千沙世，大畑雪絵，仲村みさき，
金城政美，謝花政秀，宮里朝矩

【P-2-237】　 新人看護師の自立・自律する力を支援する面接の取り組み
 広島赤十字・原爆病院透析室 ○呉山奈津江，井上智子
【P-2-238】　 新人が困難だと感じた透析技術への教育支援
 広島赤十字・原爆病院透析室 ○井上智子，呉山奈津江
【P-2-239】　 透析導入期指導における看護師の育成～CKD教育チームの取り組み～
 （医）社団誠仁会みはま病院看護部 ○中村望美，千田翔太，宮内志緒里，角山桂子，中野美子
【P-2-240】　 透析施設の看護スタッフのバーンアウト状態において「脱人格化」は最も強い負のインパクトを有する
 長崎腎病院 ○上谷しのぶ，丸山祐子，河津多代，久原拓哉，澤瀬健次，

原田孝司，舩越　哲
【P-2-241】　 緊急時の対応について教育体制の見直し
 （医）如水会嶋田病院 ○松崎さおり，中園久美子，山岡裕李，野口江里奈，

岩野円厘，大里淳子，前原優一，嶋田英敬

栄養／栄養管理　10:30-11:50
座長： 稲熊大城（藤田医科大学）
【P-2-242】　 維持透析症例の経腸栄養におけるラコールNF600mlをベースとした栄養管理について
 （医）腎愛会だてクリニック栄養科 ○大里寿江，太田　彩，伊達敏行
【P-2-243】　 早期に栄養介入を行い退院支援を行った胃瘻の血液透析患者の一例
 （医）真生会真生会富山病院食膳栄養科 ○結川美帆
 （医）真生会真生会富山病院内科  波部孝弘，二村明広

（
第
２
日
目
）

ポ
ス
タ
ー

232



【P-2-244】　 長時間透析でもプレアルブミン，トランスフェリン，レチノール結合蛋白はNSTの評価は不能か
 茨城県立中央病院透析センター ○小林弘明，秋山稜介，塩入瑛梨子，臼井俊明，堀越亮子，

日野雅予
【P-2-245】　 下肢壊疽のある維持透析患者にNSTが介入し栄養状態改善を試みた一例
 （医）社団善仁会横浜第一病院 ○川久保千裕，大田頼子，志賀千紘，冀　玉斐，佐藤窓花，

内藤愛美，松本　和，竹内仁美，高木教子，清水愛子，
木林さくら，岩崎将也，大山邦雄

【P-2-246】　 NST介入時の血液検査所見および転帰に関する検討
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院栄養課 ○中野寛子，佐々木佳奈恵，原　純也
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院臨床検査部  陣場貴之
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院整形外科  浅沼雄貴
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腫瘍内科  中根　実
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院救命救急科  原　俊輔
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院外科  大司俊郎
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科  安藤亮一
【P-2-247】　 血液透析患者における糖尿病とサルコペニア・総死亡との関連
 大阪市立大学大学院腎臓病態内科学 ○森　克仁，石村栄治
 特定（医）仁真会白鷺病院腎センター  奥野仙二，山川智之，庄司繁市
 大阪市立大学大学院血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学  絵本正憲，津田昌宏，仲谷慎也，今西康雄
 大阪市立大学大学院腎臓病態内科学  稲葉雅章
 ／大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学
【P-2-248】　 カーボカウント法を導入し血糖コントロールが改善した患者の「今，思うこと」
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○羽賀里御
 東京医療保健大学  北島幸江
 （医）財団倉田会くらた病院腎臓内科  北村　真，飛田美穂，倉田康久
 （医）財団倉田会えいじんクリニック泌尿器科  兵藤　透
【P-2-249】　 長期療養型入院透析施設におけるBurnt-out diabetes（バーンアウト糖尿病）の割合
 （医）倉田会くらた病院 ○三上憲子，飛田美穂，北村　真，倉田康久
 （医）倉田会えいじんクリニック  兵藤　透，羽賀里御
 鎌倉女子大学  大中佳子，山田康輔
 東京医療保健大学  北島幸枝
【P-2-250】　 透析患者における動脈硬化性合併症の有無に影響を及ぼす因子
 （医）真鶴会小倉第一病院医療情報管理部栄養指導管理室 ○檜垣佳菜，本田友里恵，吉永雅士美，中村美穂，吉田朱里，

中村秀敏
【P-2-251】　 当院維持透析患者のリハビリ頻度減少に伴う栄養状態の経過と対策の検討
 （医）財団明理会東京腎泌尿器センター大和病院 ○瀬尾隆文，冨丘　聡，浅村海帆，土屋歩夢
 リハビリテーション科

合併症／その他 2　10:30-12:06
座長： 森　義雄（青松会河西田村病院）
【P-2-252】　 マダニ咬傷後に透析後の発熱と好酸球増多を認め，酢酸含有透析液アレルギーの診断に苦慮した1例
 （社医）川島会脇町川島クリニック ○西内陽子，深田義夫
 （社医）川島会川島病院  島　久登，田尾知浩，水口　潤
【P-2-253】　 皮膚掻痒症を有するジュベール症候群（JS）の1例
 （医）偕行会長野駒ヶ根共立クリニック ○坂井祥平，新倉秀雄，中田志保，赤坂恵里，中沢　幹，

丸野志緒美，松原千恵子，河野啓一
【P-2-254】　 向精神病薬誘因性悪性症候群（NMS）による横紋筋融解症から急性腎障害をきたした一例
 （医）同愛会小澤病院腎臓内科 ○山内康弘
 （医）同愛会小澤病院透析科  桐山　功
 （医）同愛会小澤病院看護部  柴岡亜紀
【P-2-255】　 アシクロビル（ACV）脳症，腎症を来たした一例
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院腎臓内科 ○石川稜恭，堀　貴洋，佐藤直和，重本絵実，吉岡知輝，

倉田久嗣
【P-2-256】　 メトトレキサート（MTX）中毒に対して血液透析を施行した一例
 一宮市立市民病院腎臓内科／小牧市民病院腎臓内科 ○長田啓史
 小牧市民病院腎臓内科  今井健太郎，浦濱善倫，大石秀人
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【P-2-257】　 Pembrolizumab投与後に非乏尿性の急性腎障害をきたし血液透析を施行した肺癌の一例
 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院腎臓科 ○唐原靖治，榎　裕子，松永愛子，野村和史，松下芳雄，

有薗健二
 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院透析アクセス科  山内英治，萩尾康司
 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院呼吸器内科  福嶋一晃，平田奈穂美
【P-2-258】　 低亜鉛血症を呈する透析患者への酢酸亜鉛水和物の効果
 弘前大学医学部附属病院泌尿器科 ○久保田優花
 ／公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院泌尿器科
 弘前大学医学部附属病院泌尿器科  畠山真吾
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院泌尿器科  北原竜次，齊藤久夫，鈴木唯司
【P-2-259】　 当院の透析患者におけるカルニチン欠乏についての検討
 （医）社団スマイル博愛クリニック ○高杉啓一郎，藤井恵子，沖永鉄治，山田有美，金井　亮，

倉脇　壮
 （医）社団スマイルクレア焼山クリニック  桐林　慶
 （医）社団スマイル広島ベイクリニック  平林　晃
【P-2-260】　 写真記録でみる透析患者の顔面打撲に対する漢方薬の皮下出血消失効果
 香川県済生会病院透析内科 ○小路哲生
【P-2-261】　 血液透析患者にDPP-4阻害薬を投与して水疱性類天疱瘡を発症したと思われる1症例
 新潟西透析クリニック ○中原保太郎，高橋澄子，権平　忍，渡邊千里，丸山里枝，

高橋直美，持田忠浩，西山英隆，藤田修平
 新潟中央透析クリニック  中村真弓
 新潟大学腎医学医療センター  丸山弘樹
【P-2-262】　 ジアフェニルスルホンによる薬剤性高メトヘモグロビン血症を来した血液透析患者の一例
 長崎みなとメディカルセンター腎臓内科 ○迎　亮平，澤瀬篤志，石井拓馬，高木博人，橋口麻夕子，
   浦松　正
 長崎大学病院腎臓内科  山下　裕，小畑陽子，西野友哉
【P-2-263】　 血液透析患者におけるリナクロチドの有用性
 埼玉石心会病院腎臓内科 ○元　志宏，小川晃生，塚田美保，金井弘次，岡島真里，

野辺香奈子，野平由香，池田直史

腎臓リハビリテーション 2　10:30-11:58
座長： 松沢良太（兵庫医療大学）
【P-2-264】　 フィットネス透析室を目指して
 三遠メディメイツ豊橋メイツクリニック ○竹株　彩，鳥山高伸
【P-2-265】　 テクノエイド研修を通しての取り組み～福祉用具を使用して～
 JA長野厚生連佐久総合病院透析センター ○ディブディブみどり，鈴木慶子，高柳智恵子
 JA長野厚生連佐久総合病院腎臓内科  降籏俊一
【P-2-266】　 リスタボードによる運動と下肢血流の変化
 AMG上尾中央第二病院透析科 ○馬場　恵，朝比奈亮太，関根槙吾，中村　渡，佐藤典明
 AMG上尾中央第二病院リハビリテーション科  渡邉孝広
 AMG上尾中央第二病院腎臓内科  赤芝　聖
【P-2-267】　 神経筋電気刺激療法（EMS）実施による効果の検討～第2報
 （医）養生館苫小牧日翔病院 ○佐々木祐也，吉田行宏，佐藤光人，坂本和也，飯田潤一，

松久忠史，櫛田隆久，熊谷文昭，石川修一
【P-2-268】　 両下腿義足患者に対する右膝関節離断術後の理学療法～自宅復帰可能となった血液透析症例～
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院リハビリ治療部 ○安藤道晴，池野佑紀，新谷修一，齋藤文匡，鈴木唯司
【P-2-269】　 運動療法導入における問題点と対応策～理学療法士不在の透析施設における取り組み～
 さなるサンクリニック ○杉本浩子，石川友美子，山田直美，榊原愛子，石本　恵，

中村京子，山口慶子，鈴木聡子，田中千恵美，
五百井麻菜美，畦倉久紀

 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科  矢部広樹
【P-2-270】　 包括的腎臓リハビリテ―ションサポートセンターの取り組みとその効果
 （医）社団東仁会秋葉原いずみクリニック ○上杉　睦，久家由子，澁田由香，下村有希子
 （医）社団東仁会秋葉原いずみクリニック  佐野裕政
 ／（医）社団永康会四ツ谷腎クリニック
 （医）社団永康会四ツ谷腎クリニック  清水阿里
【P-2-271】　 当院での腎臓リハビリテーションの現状
 （医）新都市医療研究会「君津」会南大和病院 ○鈴木比子
 （医）新都市医療研究会「君津」会南大和病院臨床工学部  増渕義行
 （医）新都市医療研究会「君津」会南大和病院腎臓内科  岩崎富人
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【P-2-272】　 うつ傾向の患者に対する運動療法の関わり方～事例を振り返って～
 茨城県立中央病院透析センター ○成田孔子，萩谷暢子，内藤真美，森島早智子，米倉英子，

前澤利光，小林弘明
【P-2-273】　 透析患者への運動介入の取り組み～第2報～
 新城市民病院リハビリ課 ○高田裕右，加倉美和，澤田明美
 新城市民病院腎臓内科  佐藤元美
 新城市民病院人工透析センター  花田由美
 新城市民病院臨床工学課  鈴木祥仁
 新城市民病院栄養指導課  鈴木仁美
【P-2-274】　 健康運動指導士が個別運動指導をした透析患者9症例のまとめ
 有限会社杉山薬局健康運動事業部 ○竹村昌紘，杉山正康
 （医）社団三陽会前田内科病院  吉田恵美，前田大登

終末期医療／現状と患者支援　10:30-11:18
座長： 宇賀神ゆかり（東京都済生会中央病院）
【P-2-275】　 当院における緩和医療の取り組み
 （医）協和会第二協立病院透析科 ○東　敬子，織田ひかり，永井道子，澤田寿一
 同緩和ケア科  藤本美樹
【P-2-276】　 離島施設における終末期医療を考える
 伊江村立診療所透析センター ○銘里礼子，新里　智，嵩原織江，米須信一，松田美咲，

喜屋武宗吾，稲嶺大成，阿部好弘
【P-2-277】　 外来透析患者に対するACP（アドバンス・ケア・プランニング）の取り組み
 金沢医科大学病院看護部 ○山口由利子，吉野ゆり子，飯田恵美，蛸島智子
 金沢医科大学腎臓内科  横山　仁
【P-2-278】　 無床透析クリニックで事前指示書の作成を試みた
 東甲府医院透析室 ○山本かし恵，林　敏枝，水上玖美，水上　学
【P-2-279】　 透析患者における終末期の「事前指示書」の導入
 （医）社団博樹会西クリニック ○中井理絵，五味澤智子，鈴木敦子，一瀬ゆかり，

岩切嘉代子，山川浩子，西　隆博，西　忠博
【P-2-280】　 単身独居透析患者の在宅死を支える
 （社）総合相模更生病院血液浄化センター ○野村幸範，富岡圭子，田中聡子，伊藤真知子

災害経験 1　10:30-11:58
座長： 奥田重之（りんくう総合医療センター）
【P-2-281】　 台風24号の影響による大規模停電を経験して
 社会医療法人明陽会成田記念病院 ○白井宏和，樫山雪乃，西尾公裕
【P-2-282】　 台風21号を経験して学んだこと
 （医）やまびこ会腎・循環器もはらクリニック ○溝端則輝，児玉勝暁，向井有子，平澤　研，杉本謄寿，

茂原　治
【P-2-283】　 台風21号による被災状況及び今後の課題
 社会医療法人生長会府中病院臨床工学室 ○塩竈和也，藤原　翔，伊久山賢一，千川浩明
 社会医療法人生長会府中病院人工透析室  汐見　瞳
 社会医療法人生長会府中病院透析センター  西川慶一郎
【P-2-284】　 台風による停電にて他施設透析患者の受け入れの実際と課題
 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院血液浄化部 ○野原　剛，田下　茜
【P-2-285】　 台風21号による停電のため支援透析をした経験～受ける側と送る側～
 （社医）愛仁会井上病院 ○安田春樹，角井弘嗣，村田哲平，中川　孝
 同事務部  豕瀬和美，山村智和
 同看護部  佐藤祐子，西原伸美
 同診療部  森本　章，辻本吉広
 （社医）愛仁会千船クリニック  伊藤文子，瓦谷友勝，金　鐘一
【P-2-286】　 台風に伴う大規模停電による災害時透析の経験
 菊川市立総合病院泌尿器科 ○鈴木泰介
 （医）社団北島クリニック北島クリニック  北島和登
 特定（医）沖縄徳洲会榛原総合病院泌尿器科  波多野伸輔
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【P-2-287】　 台風被害による停電を経験して～施設間連携を考える～
 社会医療法人愛仁会千船病院附属千船クリニック臨床工学科 ○井伊貴史，瓦谷友勝，芝　健介，曽根成義
 社会医療法人愛仁会千船病院附属千船クリニック看護部  伊藤文子
 社会医療法人愛仁会千船病院附属千船クリニック診療部  金　鐘一
 社会医療法人愛仁会井上病院臨床工学科  中川　孝
 社会医療法人愛仁会井上病院看護部  西原伸美
 社会医療法人愛仁会井上病院診療部  辻本吉広
【P-2-288】　 西日本豪雨災害被災時の血液透析患者受入れを経験して
 （医）一陽会原田病院看護部 ○浜崎理沙，木村奈穂子，中村直正，藤川　博
 （医）一陽会原田病院血液浄化部  森田直美
 （医）一陽会原田病院医局  水入苑生，重本憲一郎
【P-2-289】　 西日本豪雨における浸水被害を経験して
 （医）社団池田医院 ○土居　倫，松井　真，石浦　尊，松本怜己，佐々木千恵，

池田哲大
【P-2-290】　 当院の災害に対する取り組み～平成30年7月豪雨を経験して～
 新見クリニック ○森本純子，長江彩香，高田加菜子，大室昌子，中山志保，

奈須昭子，福田正美，谷本佳世，林　直輝，谷本真一，
仙田哲朗

【P-2-291】　 長時間停電を経験して
 （医）社団三宝会志都呂クリニック ○井島順子，高木敏直，鈴木洋子，土屋伸代，金丸光隆

災害対策　訓練　備え 3　10:30-11:50
座長： 清野耕治（恵仁会三愛病院）
【P-2-292】　 災害伝言ダイヤル171の訓練報告と有用性について
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック透析室 ○平野裕紀，鈴木慎也，杉田光徳，橋本優里，山本啓太，

半田　光，立石正述，齋藤泰信
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科  今西優仁，桑原道雄，葉山修陽，栗原　怜
【P-2-293】　 透析医療の方針決定のために災害対策本部に臨床工学技士を配置する有効性
 JA秋田厚生連由利組合総合病院臨床工学科 ○岡田桂介，熊田友紀，瀬田川舞子，佐藤　周，釡台憲昭，

池田　欄，高橋広太，赤川　拓，椎川雄一，金　辰徳
 JA秋田厚生連由利組合総合病院泌尿器科  伊藤隆一，秋濱　晋，北島正一，佐藤一成
【P-2-294】　 当院透析室における災害対策の再考
 名古屋掖済会病院臨床工学部 ○坂田明政，花隈　淳，土井　厚，森下雄亮，中井浩司，

森谷尚志，安田奈央，長井亨平，藤村真伊，檜垣登志江
 名古屋掖済会病院腎臓内科  中嶋　貴
【P-2-295】　 在宅血液透析における災害時の対応
 （医）社団坂井瑠実クリニック本山坂井瑠実クリニック ○宮崎勇人，秦　寛治，樋上徳子，岡留哲也，喜田亜矢，
 臨床工学科  坂井瑠実
【P-2-296】　 当院の災害対策と今後の課題
 順天堂大学医学部附属練馬病院臨床工学室 ○藤井　彩，木村敦志，佐々木大二朗，荒　理子，

志村欣之介，丸山和紀
 順天堂大学医学部附属練馬病院看護部  山口裕子，和田優子
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科  井尾浩章，前田国見
 順天堂大学医学部腎臓内科  鈴木祐介
【P-2-297】　 SNSを使用した震災時連絡網の構築
 長野医療生活協同組合長野中央病院臨床工学科 ○太田　杏，中台順也
 長野医療生活協同組合長野中央病院内科  近藤照貴
 長野医療生活協同組合長野中央病院血液浄化療法センター  上田朝香，吉岡智史
【P-2-298】　 停電による自家発電での透析を経験して
 （医）社団和晃会佐野内科クリニック ○勝　啓敬，鈴木勝也，原田隆史，鈴木　力，匂坂拓真，

田北貴子，佐野晃司
【P-2-299】　 停電下透析での自家発電停止トラブルとその原因追究と検証
 さなるサンクリニック ○小楠　慎，森下恵介，中村素子，田中公美，山口慶子，

畦倉久紀
【P-2-300】　 当院における災害対応～ブラックアウトでの対応～
 市立釧路総合病院臨床工学室 ○原田由美子，門馬美鈴，斉藤麻衣，種市和郎
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【P-2-301】　 災害時の情報伝達の一手段としてのMCA無線の推進
 さいたま赤十字病院 ○鑓田晋治
 埼玉県透析災害対策協議会  田中和彦，山下義久，大河原晋，兒島憲一郎，小川智也，

中元秀友，岡　治道，杉浦秀和，竹田哲朗，白井哲夫，
雨宮守正

I-HDF 2　16:40-17:52
座長： 長門谷克之（大阪労災病院）
【P-2-302】　 IHDFにおけるβ2MG除去の検討
 （医）沖縄徳洲会中部徳洲会病院臨床工学部 ○城間悠子，新井　孝，工藤幸雄，仲地勝弘
【P-2-303】　 HDからI-HDFへ変更した患者の臨床評価について
 （医）弘英会琵琶湖大橋病院臨床工学技術科 ○篠原悠輔
【P-2-304】　 I-HDF治療に対する当院透析センタースタッフへのアンケート調査
 （医）社団進和会旭川リハビリテーション病院臨床機器管理課 ○菊池真菜美，吉野創太，小室拓也，高橋明香，高橋竜平，

東　俊輔，谷本典昭，木村吉治
 （医）社団進和会旭川リハビリテーション病院内科  阿部和利，矢尾尚之
【P-2-305】　 プログラムI-HDFにおけるダイアコム（IHDFコーディネーター）の活用
 （医）伸和川井クリニック ○永島　香，尾崎眞啓，川井伸一郎
【P-2-306】　 HDからIHDFへの変更にて処置を必要とする血圧低下を減らせるか?
 新里メディケアセンター新里クリニック浦上 ○松本俊介，升田政道，西ゆきみ，一ノ瀬浩，金本康秀，

松下哲朗，新里健暁，新里　健
【P-2-307】　 間歇プログラム補液型IHDFを2年間経験して
 中野クリニック ○飯伏智康，平本眞耶，齊藤賀茂，信澤正美，千田佳子
【P-2-308】　 IHDFにおける間歇補液プログラムの検討
 下関市立市民病院臨床工学部 ○前田友美，兵頭栄輝，安田正子，三田井盛将，藤田　忍，

佐々木毅
 （医）前田内科病院  前田大登
 下関市立市民病院腎臓内科  坂井尚二
【P-2-309】　 高齢透析患者の透析時の血圧安定化を目的とした透析条件の検討
 美好腎クリニック ○目黒勇樹，星野敏久，石塚陽一，島田浩通，細谷広介，

米長美子，中西祥子
 しのべクリニック  宮内郁枝，篠部道隆
【P-2-310】　 HD，I-HDF，on-line HDFの処置回数比較検討
 （医）玉昌会加治木温泉病院臨床工学室 ○米澤　強，今泉航洋，竹葉靖恭，酒瀬川大地，梅橋直史，

吉原香介，竹田達也，小崎健一朗
 （医）玉昌会加治木温泉病院腎不全外科  長嶋　純，松本秀一朗
 （医）玉昌会加治木温泉病院腎臓内科  穂満博文
 （医）玉昌会加治木温泉病院  高田昌実

血液浄化法／体液量評価　16:40-18:00
座長： 井福武志（日本医用機器安全協会）
【P-2-311】　 新里式改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討 

～透析前細胞外液量（前ECV）は体液量評価に適するか？～
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部 ○青木芳隆，大釡健広，内野順司，正井基之，吉田豊彦
【P-2-312】　 新里式 改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討 

～透析前細胞内液量（前ICV/BV）は筋肉量・栄養状態評価に有用か?～
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部 ○大釡健広，内野順司，正井基之，吉田豊彦
【P-2-313】　 新里式改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討 

～透析後細胞外液量（後ECV）は体液量評価に適するか？～
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部 ○渋谷美歩，大釡健広，内野順司，正井基之，吉田豊彦
【P-2-314】　 新里式改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討～細胞内液量の評価～
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック ○倉持　貴，鈴木琴美，土屋正二，永川　修
 （医）社団誠仁会みはま病院  内野順司，吉田豊彦
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック  正井基之
 ／（医）社団誠仁会みはま病院
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【P-2-315】　 新里式改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討～体組成計との比較～
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニックME部 ○稲月和也，野田一樹
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック医局  白井厚治
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部  内野順司
 （医）社団誠仁会みはま病院医局  正井基之，吉田豊彦
【P-2-316】　 新里式 改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討～透析後ECV1年間の縦断研究～
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニックME科 ○鈴木琴美，倉持　貴，土屋正二，永川　修
 （医）社団誠仁会みはま病院  内野順司，正井基之，吉田豊彦
【P-2-317】　 新里式改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討～循環血液量変化率（ΔBV）との比較～
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部 ○榎　邦明，大釡健広，内野順司，正井基之，吉田豊彦
【P-2-318】　 新里式改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討～細胞内液量と栄養指標の関連性～
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニックME科 ○吉澤翔太，鈴木達也，村上康一
 （医）社団誠仁会みはま病院  内野順司，正井基之，吉田豊彦
【P-2-319】　 新里式改良型U-A Kineticsモデル（UAKM）の有用性の検討～細胞外液量（ECV）の評価～
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニックME科 ○鈴木達也，吉澤翔太，村上康一
 （医）社団誠仁会みはま病院  内野順司，正井基之，吉田豊彦
【P-2-320】　 尿酸のkinetic modelを解析した結果から推測する細胞外液量とその標準化
 （医）向仁会熱田クリニック ○三輪真幹，太田　昇
 大幸医工学研究所  新里高弘
 道しるべ  安藤知代乃，山本幸世，朝倉美紀

血液浄化法／選択的血漿交換　16:40-17:44
座長： 田村克彦（南長野医療センター篠ノ井総合病院）
【P-2-321】　 ABO不適合生体腎移植におけるアフェレシス療法の工夫
 公立富岡総合病院泌尿器科 ○大山裕亮，田中俊之，塩野昭彦，町田昌巳
 公立富岡総合病院臨床工学科  神宮宏臣，齋藤　慎
【P-2-322】　 抗糸球体基底膜腎炎に対して二重膜濾過血漿交換（DFPP）と単純血漿交換（PE）を施行し，抗GBM抗体価

の大幅な改善を認めた一例
 名古屋医療センター腎臓内科 ○加藤将宏，東　貴穂，関谷由夏，高梨昌浩，榊原千穂，

谷口容平，中村智信，八尾村多佳朗
【P-2-323】　 二重膜濾過血漿交換療法，選択的血漿交換療法の併用が奏功した水疱性類天疱瘡の一例
 富山赤十字病院医療技術部臨床工学技術課 ○長原加奈，齋藤昭広，山田吟至，白川杏花，渋谷省吾，

寳田良治，森田幸浩
 富山赤十字病院腎臓内科  柘植俊介，川根隆志
 富山赤十字病院皮膚科  道下和典，東　　晃
【P-2-324】　 選択的血漿交換の有用性
 北里大学メディカルセンター腎センター ○江原信之介，新井実延，高橋博久，島田芳隆，長場　泰
【P-2-325】　 当院で施行した選択的血漿交換（Selective Plasma exchange）についての検討
 北里大学メディカルセンター腎臓内科 ○島田芳隆，長場　泰，高橋かおり
 北里大学メディカルセンター血液浄化センター  江原真之介，新井実延，高橋博久
 北里大学病院血液浄化センター  竹内康雄
【P-2-326】　 抗M抗体による重症血液型不適合妊娠に対し，選択的血漿交換療法（SePE）が有効であったと考えられた1例
 宮崎大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○稲垣浩子，佐藤祐二
 宮崎大学医学部附属病院腎臓内科  菊池正雄
 宮崎大学医学部附属病院産科婦人科  牧　洋平，古川誠志
 宮崎大学医学部血液・血管先端医療学講座  藤元昭一
【P-2-327】　 選択的血漿交換を施行したANCA関連血管炎の5症例
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院腎臓内科 ○佐藤直和，石川稜恭，齊藤絢恵，堀　貴洋，重本絵実，

吉岡知輝，倉田久嗣
【P-2-328】　 選択的血漿交換療法を施行した視神経脊髄炎の一例
 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院腎臓内科 ○服部敬太，石川重史，毛受大也，亀谷直輝，瀬古浩史，

伊藤岳司，森永貴理，玉井宏史

血液浄化法／高齢者　16:40-17:44
座長： 成川暢彦（千徳会桜ヶ丘病院）
【P-2-329】　 80歳以上の透析導入患者の早期予後予測因子についての検討～ノモグラムの作成と検証～
 （医）社団三思会東邦病院腎臓透析センター ○吉田真貴，渡邉嘉一，針谷貴子，櫻井則之，小畑敬子，

吉田弘明，小林さつき，松本孝之，坂本龍彦，植木嘉衛
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【P-2-330】　 要介護5で通院透析が可能となった入院患者への支援
 （医）健栄会三康病院 ○山本員久，寺田真也，臼井明日香，堺美紀子，小園みさ，

篠原　敦，小野秀太
【P-2-331】　 超高齢透析導入患者の一例
 国家公務員共済組合連合会平塚共済病院腎臓内科 ○西田秀範，内田木香，大石真理子，平井俊行，藤井徹郎
【P-2-332】　 高齢化に伴う入院時透析条件設定と管理について
 JCHO仙台病院臨床工学部 ○菊地幸枝，佐久間夏，加藤卓也，伊藤舞人，及川　翼，

石母田宏，川上将平，郷右近純，齋藤まゆみ，長井克敏，
葛岡孝一，木幡宏実，木村朋由

【P-2-333】　 透析支援システム導入時の職員教育における比較検討
 （医）社団厚済会上大岡仁正クリニック ○斎藤浩太郎，大上　良，新川栄二，能澤季逸，竹中翔平，

渡邉文雅，辻村陽子，三橋　洋，大西俊正
 （医）社団厚済会金沢クリニック  新田　剛
 （医）社団厚済会横浜じんせい病院  続木敬二，山口　聡
【P-2-334】　 新透析システムの開発に携わって
 （医）新庄徳洲会病院臨床工学科 ○新井貴浩，日野和彦
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院  小林修三
 （医）徳洲会庄内余目病院医療安全管理室  本間久統
 （医）徳洲会湘南藤沢徳洲会病院臨床工学科  高木政雄
【P-2-335】　 当院における透析業務支援システムSTEPII導入の経験
 藤田医科大学病院血液浄化センター ○杉浦美佐子，加藤政雄，新　典雄，石川正敏
 藤田医科大学医学部腎臓内科  長谷川みどり，稲熊大城，湯澤由紀夫
【P-2-336】　 透析システム変更による業務の変化
 公立陶生病院血液浄化療法部 ○荒木一憲，工藤信隆，加藤博久，池田　顕
 公立陶生病院腎臓内科  稲葉慎一郎，長屋　啓，森　佳子

急性血液浄化法／その他　16:40-18:16
座長： 内山威人（東京慈恵会医科大学）
【P-2-337】　 維持透析患者の感染症治療戦略
 相模原協同病院血液浄化センター ○渋谷陽平，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  吉田昌浩，新美文子，小俣利幸
 相模原協同病院看護部人工透析室  須田春香，小林千恵
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進
【P-2-338】　 利尿薬抵抗性うっ血腎に限外濾過が奏功した一例
 聖マリアンナ医科大学病院腎臓・高血圧内科 ○森久保悟，市川大介，岡本岳史，山田将平，櫻田　勉，

柴垣有吾
【P-2-339】　 PUT-ecoの使用で抗凝固剤を減量できるか？
 西知多医療厚生組合公立西知多総合病院臨床工学科 ○見須有祐，中島美沙，兼松　幹，山本真之，下里真規，

〆田　実，松葉貴司，畔柳信吾，高橋和夫
【P-2-340】　 敗血症におけるAN69膜iHDによるサイトカイン吸着能の検討
 （株）日立製作所日立総合病院救急集中治療科 ○中村謙介，奈良場啓，橋本英樹
 （株）日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【P-2-341】　 持続血液ろ過透析の段階的な透析液ナトリウム濃度調整が有効であった高ナトリウム血症合併AKIの1例
 富士市立中央病院腎臓高血圧内科 ○高橋康人，土谷千子，増田直仁，嵯峨崎誠，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
【P-2-342】　 糖尿病性ケトアシドーシスに対して血液透析を施行したインスリン自己免疫症候群の1例
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科 ○小野沢優奈，中川洋佑，濱野直人，小泉賢洋，木村守次，

和田健彦，深川雅史
【P-2-343】　 回路の保温により血漿交換を完遂できた寒冷凝集素症の一例
 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院救急医学 ○若竹春明，吉田　稔，桝井良裕
 聖マリアンナ医科大学病院腎臓内科  上原温子，田邉　淳，小波津香織
【P-2-344】　 中心静脈カテーテル留置部位に生じた感染性血栓性静脈炎の1例
 京都桂病院 ○岩谷裕史，山地秀平，迫田和典，鈴木康紀，宮田仁美
【P-2-345】　 PS膜関連血小板減少が疑われた症例
 さくらの馬場クリニック ○宮川彰太
【P-2-346】　 超高カリウム血症を血液透析にて救命出来た1例
 千葉西総合病院循環器内科 ○新田正光，飯塚大介
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【P-2-347】　 新生児領域における保温機材を用いた血液回路の保温性能の検討
 埼玉医科大学病院臨床工学部 ○畑中祐樹，大橋直人，菊池安巳，村杉　浩，本多　仁，

大浜和也
 埼玉医科大学病院腎臓内科  井上秀二，友利浩司，岡田浩一
【P-2-348】　 新生児と乳児に対する血液浄化療法の経験
 関西医科大学附属病院 ○丸山公平，今田崇裕，宇土将太，衣川　大，山口睦人，

竹内聡史，中野　力，上田啓子，草部牧子，染矢和則，
中東三聖，塚口裕康，峰　研治，大橋　敦，塩島一朗，
金子一成

除水・透析効率・Dry weighy　16:40-17:52
座長： 柴田　了（久留米大学病院）
【P-2-349】　 DW設定時の臨時HANP測定に関する検討
 （医）生長会府中病院泌尿器科 ○黒木慶和，木村　薫，榮井広嗣，加島秀泰，岡崎祐樹，

小熊一輔，播本幸司，西川慶一郎
【P-2-350】　 透析患者における除水に伴うB-line数，E波，下大静脈径の関連性
 東和病院 ○木村和生，大貫隆子
 関川病院循環器内科  梶本克也
 東都三軒茶屋クリニック腎臓内科  大坪　茂
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【P-2-351】　 InBodyS20（S20）使用による透析患者の標準化DW算出その2
 （医）社団医弘会かわしま内科クリニック ○菊地孝典，上野幸司，河西由香里，大山彩香，白石　武，

吉村　章，齋藤孝子
 自治医科大学附属病院透析部  山本尚史，井上　真，齋藤　修，長田太助
【P-2-352】　 BV-UFC機能の透析困難患者への使用経験
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院 ○浅井一晃，浅田　徹，柴田昌典，伊藤　功
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【P-2-353】　 プログラム除水の新たな試み
 （医）杉山会ノア今池クリニック ○今野　昇，廣瀬惣一，山田孝太，松本幸子，冨永芳博，

幅　俊人
 （医）杉山会すぎやま病院  杉山良太
【P-2-354】　 制御除水透析治療による効果
 （医）社団朋誠会ゆう透析クリニック ○小武内優
【P-2-355】　 外来透析患者における若年群と高齢群間の体組成の比較と性別差の特徴について
 （医）社団東仁会秋葉原いずみクリニック ○皆川たまき，上杉　睦，菊池紗織，下村有希子
 （医）社団東仁会秋葉原いずみクリニック  佐野裕政
 ／（医）社団永康会四ツ谷腎クリニック
 （医）社団永康会四ツ谷腎クリニック  清水阿里
【P-2-356】　 シングルニードル透析における至適透析条件の検討
 （医）光風会岩国中央病院透析室 ○藤川　遼，田邉さとみ，山本匡利，山田輝城，白銀優子
【P-2-357】　 透析条件の標準化を目指して～除水条件の設定～
 （医）陽風会高台病院透析室 ○中林直基，鍋嶋　勉，百瀬雄哲，高橋より子，田中進一，

北原信夫
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  小泉賢洋

透析装置・透析液供給装置　16:40-17:52
座長： 塚本　功（埼玉医科大学国際医療センター）
【P-2-358】　 血液浄化装置ACH-Σのスピーカより発生するノイズについて
 東京慈恵会医科大学附属病院臨床工学部 ○渡辺弦輝，原田　学，児島　徹，渡邊　尚，岩谷理恵子，

平塚明倫
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科  山本　泉，大城戸一郎，横尾　隆
【P-2-359】　 血液浄化装置PrismafleXを使用した際の問題点とその対策
 八戸市立市民病院臨床工学科 ○松本　真，小笠原智司，和田遼太，中村友哉，畑林絵梨香，

小橋秀一
【P-2-360】　 小型RO装置を搭載した個人用透析濾過装置100NX使用経験
 千葉労災病院臨床工学部 ○長見英治，久我洋史，小倉　健，堀川俊之介，岡崎　徹，

田口直人，窪田賢人
 千葉労災病院循環器内科  山内雅人
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【P-2-361】　 透析液作製装置で頻発した不具合への対応
 （医）沖縄徳洲会中部徳洲会病院臨床工学部 ○新井　孝，城間悠子，西銘優司，金城誠也，仲地勝弘
【P-2-362】　 細菌汚染された透析液供給装置への対応～第2報～
 （医）永光会第二相模原クリニック ○野々山直之，廣瀬隆司，巽　　洋
 （医）永光会相模原クリニック  荻野　剛，銅谷博美，小堀譲也，佐藤貴宣，山田　彩，

野田雅顕，喜多村晃仁，戸塚大輝，石頭郁美，高橋克幸，
鎌田智宏，永岡　隆

【P-2-363】　 透析用水作成装置入れ替えによるコストの変化
 （医）相生会西片貝クリニック ○山根雅樹，奥沢千絵，内藤美幸，加家壁健，若松良二
【P-2-364】　 病棟の個室において血液透析用の水源確保を可能とするT字型配管の作成
 （医）壮幸会行田総合病院ME課 ○菊池凌多，吉田友樹，飯島　唯，中島大貴，大谷哲也
 （医）壮幸会行田総合病院腎臓内科  佐藤貴彦
【P-2-365】　 排熱回収型空冷ヒートポンプシステムの使用経験
 （医）好輝会梶本クリニック分院 ○清松国広，尾崎　剛，浦中　久，梅原秀人
 （医）好輝会梶本クリニック  岡田倫之，梶本好輝
【P-2-366】　 井水塩素注入装置故障時の対応
 （医）中郷会新柏クリニック ○渡邊太基，豊田彩那，坂本　亮，水野　淳，大川翔太，

血脇　孝，櫻井祥子，松本信人，秋山悟史，横山優司，
木村敬太，木村靖夫

透析液管理 1 ／消毒　洗浄　16:40-18:00
座長： 吉岡　淳（群馬パース大学）
【P-2-367】　 DCS-100NX複式ポンプ電圧値異常に対する洗浄消毒剤ステラケアの効果～第2報～
 （医）光寿会春日井病院 ○下里真弘，前田　純，加藤清也
 （医）光寿会坂下クリニック  堀田修平
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院  柴田昌典
 （医）光寿会多和田医院  安藤隆宏，多和田壽枝
【P-2-368】　 アムテック社で新しく開発された塩素系洗浄剤の使用経験
 （特医）桃仁会クリニック臨床工学部 ○田尻伸弘
 （特医）桃仁会病院臨床工学部  人見泰正
 （特医）桃仁会クリニック泌尿器科  山崎　悟
【P-2-369】　 アプローチとアレックスの使用経験
 （医）社団博鳳会敬愛病院附属クリニック臨床工学科 ○袋井涼加，石川由美子，高崎智也，木村孝高，會所拓斗
 （医）社団博鳳会敬愛病院附属クリニック腎臓内科  井下篤司
 （医）社団博鳳会敬愛病院腎臓内科  樋口輝美
【P-2-370】　 過酢酸系洗浄剤の殺菌効果～第2報～
 熊本中央病院透析センター ○橋口誠一，前田哲也，田島陽介
 熊本中央病院腎臓科  野村和史
【P-2-371】　 過酢酸併用型除菌洗浄剤PE-100の使用経験
 （医）青松会河西田村病院臨床工学部 ○辻　篤広，湯川実友希，山川浩二，佛　宏明
 （医）青松会河西田村病院透析室  牧野美鈴，森　義雄，田村公之
【P-2-372】　 濃縮排水回収システム（RU）の回収率が塩素濃度に与える影響 

～ RU処理水ラインに活性炭フィルタ造設の試み～
 深川橋クリニック ○高橋直志，神谷　保，吉田慎吾，渡邉敏子
 清湘会記念病院  古屋良紀，野木雅仙，佐々木成
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
【P-2-373】　 落差により消毒液が透析準備中の透析液に混入した事例
 青森県立中央病院臨床工学部 ○菅原幸治
 青森県立中央病院血液浄化療法部  小笠原賢
 青森県立中央病院泌尿器科  田中壽和，岩淵郁哉，川口俊明
【P-2-374】　 熱洗浄とライン洗浄システムによる水質の検討
 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 ○小栗直也，藤田敏明，佐々木知美，室田　恵，菊地陽子，
   向中野力，浅野勇太，今　祐一，加藤翔一，西田千草，

佐藤美沙紀，七澤　充，高橋泰輝，高橋一志，谷本　直，
瀬戸享往

 東海大学医学部付属八王子病院腎内分泌代謝内科  中澤来馬，都川貴代，石田真理，角田隆俊
【P-2-375】　 当院における透析用水作製装置の洗浄方法の検討
 （医）社団昇陽会南池袋診療所透析室 ○松本　渉，逢坂公一，尾澤勝良，伊藤　緑
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【P-2-376】　 透析液中における金属腐食が従属栄養細菌の動態およびエンドトキシン量に与える影響
 （医）萬田記念病院診療部ME ○小林陽介
 ／北海道科学大学大学院工学研究科医療工学専攻
 （医）萬田記念病院診療部ME  中村　実，岡山雅哉，柴田晴昭
 （医）萬田記念病院内科  萩原誠也
 （医）萬田記念病院腎臓内科  名和伴恭
 北海道科学大学大学院工学研究科医療工学専攻  木村主幸，菅原俊継，清水久恵

バスキュラーアクセス／PTA 3　16:40-18:00
座長： 末光浩太郎（関西労災病院）
【P-2-377】　 インターベンショナルネフロロジー的応急処置簡易PTA法
 （医）小山すぎの木クリニック ○和泉裕太，中田俊輔，大島祐太，伊藤　塁，知久大輝，

三上卓耶，大平優樹，中三川友希，飯島瑞基，青木　駿，
大川貴将，福田　凌，加賀　誠，朝倉伸司

【P-2-378】　 大誠会における9年間のPTA施行件数の検討
 （医）社団大誠会大垣北クリニック ○富田智弘，山田佳輝
 （医）社団大誠会  長沼大宗，臼井眞也，松岡哲平
【P-2-379】　 VAIVT前後におけるCL-Gapの検討
 道後一万クリニック ○大西涼太，曽根真弥，佐野博一，青野正樹
 佐藤循環器科内科  吉川　敏，佐藤　譲
【P-2-380】　 VAIVT院内実施に向けての取り組み
 （医）社団菅沼会腎内科クリニック世田谷看護部 ○松山郁子，小山千代美
 （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
【P-2-381】　 くりかえすPTAで消失した内シャント吻合部仮性瘤の一例
 ときわ会常磐病院泌尿器科 ○小内友紀子，吉田直人，越智満久，蓑田　亮，渡邉良太，

常盤　傑，新村浩明
 ときわ会常磐病院腎臓内科  川口　洋
 ときわ会常磐病院内科  前山忠美
【P-2-382】　 急性シャント閉塞に対するスネアシステムによる血栓除去法
 （医）社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院循環器内科 ○役田洋平，堀田祐紀，池田正寿，名村正伸
【P-2-383】　 VAIVT中に断裂遺残したガイドワイヤーを回収した2例
 呉医療センター腎臓内科 ○有馬隆弘，高橋俊介，京田尚子，田中芳樹
【P-2-384】　 VAIVT自験例での合併症の考察
 社会医療法人社団森山医会森山記念病院 ○石塚英司，曽川正和，小倉明子
 特定医療法人大坪会三軒茶屋病院  大坪由里子
 （医）財団青葉会東都三軒茶屋クリニック  加藤麻衣，久保田孝雄，大坪　茂
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院  野口智永
【P-2-385】　 シースワイヤーを用いたpull-through法による非血栓性閉塞治療
 （社）愛仁会井上病院放射線科 ○森本　章
 （社）愛仁会井上病院内科  山村みどり，福永　慎，辻本吉広
 （社）愛仁会井上病院泌尿器科  三木優子，大北恭平
 （社）愛仁会井上病院外科  藤原一郎
 （社）愛仁会井上病院血管外科  谷村信宏
【P-2-386】　 バスキュラーアクセスに対するエコーガイドPTAの有用性～当院の取り組み及び課題について～
 かみす中央メディカルクリニック ○長島英一

バスキュラーアクセス／穿刺　16:40-18:00
座長： 石川英二（済生会松阪総合病院腎臓センター）
【P-2-387】　 穿刺の苦痛を和らげる
 （医）坂梨ハート会坂梨ハートクリニックハート透析センター ○佐藤富紀，白石幸代，穴井　俊，森川耕丞，高橋裕尚，
   坂梨俊彦
【P-2-388】　 バスキュラーアクセストラブル時の直接穿刺についての検討
 相模原協同病院血液浄化センター ○窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
 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人工透析室  須田春香，斉藤由紀子，小林千恵
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進
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【P-2-389】　 疼痛軽減を目的とした穿刺手技の検討
 （医）社団明生会東葉クリニック八日市場臨床工学技士部 ○島田優雅，林　裕也，向後春菜，浅野剛人，太田麗子，

井桁義徳，林美智子，伊藤家勝，佐藤忠俊，中川規夫，
吉田正美，山下淳一，大森耕一朗，田畑陽一郎

【P-2-390】　 透析用穿刺針の加工の違いによる痛みの評価
 岡山済生会総合病院腎臓病センター ○三宅将司，岡田弘毅，角　幸奈，高尾晃輔，奥津綾香，

向山陽子，三井崇宏，山成千春，坪田幸恵，小國舜介，
石原深雪，角南玲子，野村祥久，野中慶佑，桃木律也，
丸山啓輔，平松　信

【P-2-391】　 バスキュラーアクセス（VA）管理におけるボタンホール（BH）の多面的効果に関する検討
 （医）社団腎愛会だてクリニック ○岸田拓也，泉　美香，南　嘉継，山口　基，伊達敏行
【P-2-392】　 ハンディエコーを利用したスタッフへの穿刺指導
 （医）昇陽会高円寺すずきクリニック ○難波香織，山本乃之，田邊州慶，風山奈津子，上野　梓，

外舘百合子，石川由香里，吉野麻紀，久保和雄
 （医）阿佐谷すずき診療所  新井浩之，鈴木　太，鈴木　敦
【P-2-393】　 皮膚冷却装置による穿刺痛軽減効果の検討
 沼田脳神経外科循環器科病院臨床工学課 ○中山　栞，三浦綾夏
 沼田脳神経外科循環器科病院透析室  ルシルシアナ，星野由貴，高橋亜由美，中村佳代子，

小泉昌弘
 沼田脳神経外科循環器科病院腎臓内科  眞下啓一
【P-2-394】　 穿刺トラブル減少に向けて～穿刺トラブル原因の検討～
 （医）社団清流会双樹クリニック ○山田賢志，曽我嘉博，本山賢次，廣瀬陽子，永井巧雄，

永井賢一
 広島大学病院腎臓内科  土井盛博
【P-2-395】　 エコーガイド下穿刺をスムーズに施行するために～教育，環境整備について～
 （医）高橋内科クリニック ○下池英明，平山遼一，乙藤徳人，長嶺裕介，藤田晃弘，

真崎優樹
【P-2-396】　 看護師におけるエコー下穿刺手技の習得を行って
 安房地域医療センター透析センター ○鈴木優太，櫻井美春，湯浅美智子，石原一樹，久慈弘士，

山口憲児

バスキュラーアクセス／感染　16:40-18:00
座長： 髙橋計行（髙橋計行クリニック）
【P-2-397】　 バスキュラーアクセス感染後の開放創に対しPICOが有効であった1例
 済生会神奈川県病院看護部 ○下島麻子
 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  服部吉成，小柴有未
【P-2-398】　 尿路感染症の血行性感染が疑われた透析人工血管感染症の一例
 社会医療法人景岳会南大阪病院内科 ○増本晃治，大谷麻菜，曽根一真，西村有里，濱井智恵，

佐久間知子，川口祐司，濱崎健司，久米田靖郎
【P-2-399】　 人工血管シャント感染に化膿性股関節炎を合併した若年性糖尿病の1例
 岐阜市民病院胸部心臓血管外科 ○村川眞司
 岐阜市民病院腎臓内科  木村行宏，操なお子，高橋浩毅
【P-2-400】　 人工血管シャント設置後に感染性心内膜炎（IE）を発症した1剖検例
 富山県立中央病院内科 ○玉井　亨，山本侃暉，小林　拓，小林詩織，上川康貴，

能勢知可子，川端雅彦
【P-2-401】　 内シャント感染の起因菌と抗生剤の選択についての検討
 （医）紀陽会田仲北野田病院 ○鍋谷雅史，華岡裕太，田仲　勝
【P-2-402】　 長期留置型カテーテル関連血流感染およびそのリスク因子の検討
 東京都立多摩総合医療センター ○鈴木聡一郎，吉田　駿，千野　蘭，崔　賢姫，飯田禎人，

高桑章太朗，土岐徳義，九鬼隆家，紀平裕美，羽田　学，
西尾康英

【P-2-403】　 透析シャント穿刺により非Clostridium性ガス産生性感染症を合併した血液透析症例の経験
 高松赤十字病院腎臓病総合医療センター腎不全外科 ○瀬戸公介，山中正人
 高松赤十字病院腎臓病総合医療センター泌尿器科  安宅祐一朗，小居浩之，辻岡卓也，泉　和良，川西泰夫
【P-2-404】　 繰り返す発熱でボタンホール感染と診断した一例
 都立広尾病院腎臓内科 ○山口仁美，本村亜矢子，庄司紀和，田島真人
 東京都立広尾病院  山内悠子
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【P-2-405】　 間質性肺炎加療中にシャント感染を契機に判明した臀部MRSA膿瘍の一例
 関西労災病院腎臓内科 ○島田直幸，松岡佑季，末光浩太郎，今井淳裕，松下泰祐，

北村香奈子，勝間勇介，大田南欧美，和泉雅章
【P-2-406】　 polysurgeryに陥ったバスキュラーアクセスの検討
 昭和大学消化器・一般外科 ○吉武　理，村上雅彦，青木武士

腹膜透析／病態・管理 2　16:40-18:00
座長： 風間順一郎（福島県立医科大学）
【P-2-407】　 透析液乳酸の中皮細胞へ及ぼす影響
 東京女子医科大学東医療センター ○樋口千恵子，栗山旬子，西沢蓉子，清水比美子，小川哲也，

佐倉　宏
【P-2-408】　 腹膜透析患者における腹膜厚と腹膜機能および腹膜透析離脱との関連
 湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○田口慎也，小田康弘，松井賢治，大木里花子，持田泰寛，

石岡邦啓，守矢英和，日高寿美，大竹剛靖，小林修三
【P-2-409】　 当院腹膜透析患者におけるDouble Mini-PETの検討
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 ○松尾七重，古谷麻衣子，本多　佑，中尾正嗣，丸山之雄，

大城戸一郎，横尾　隆
【P-2-410】　 腹膜透析患者への検査説明～当院の腹膜平衡試験～
 （社）仁生社江戸川病院透析室 ○屋島沙希，小橋史穂，由留出智子，山口順子，土屋ひろ子，

梶山友紀子，宮田智孔，緒方彩人，古賀祥嗣
【P-2-411】　 大腸癌手術後の頻回造影剤使用にかかわらず6年間残存腎機能が維持できた腹膜透析患者の1例
 新潟県立新発田病院腎臓内科 ○本間則行，小川　麻，笠井昭男
【P-2-412】　 腹膜透析患者の造影剤使用による尿量への影響
 平成紫川会小倉記念病院腎臓内科 ○倉橋基祥，藤岡美紗子，安宅映里，桑原郁子，古閑和生，

竹内英実，原田健司，金井英俊
【P-2-413】　 長期の保存期からPD導入後に急激に残存腎機能が低下した一例
 川崎医科大学附属病院腎臓・高血圧内科学 ○十川裕史，角谷裕之，板野精之，佐藤　稔，佐々木環，

柏原直樹
【P-2-414】　 腹膜透析における尿量減少の原因として腹腔内圧上昇が考えられた1例
 大分赤十字病院腎臓内科 ○大野絵梨，鈴木美穂，内田英司，金田幸司
 大分大学医学部附属病院内分泌代謝・膠原病・腎臓内科  福長直也，柴田洋孝
【P-2-415】　 腹膜透析導入前における腎機能の推移と導入後の腎機能との関連
 （医）社団愛友会三郷中央総合病院泌尿器科 ○堀内崇真，松岡直樹
 （医）社団愛友会三郷中央総合病院腎臓内科  青木孝文
【P-2-416】　 かぐや・シェアソースの僻地医療における高い有用性について
 大阪医科大学附属病院血液浄化センター ○平野　一
 ／（医）徳洲会沖永良部徳洲会病院内科
 大阪医科大学附属病院血液浄化センター  木下将宏，中森啓太，徳永雄希，土井有紀子，藤原裕也，

加納陽祐，堤　岳之，小林大介，児島　彬，上原博史，
小村和正，伊夫貴直和，能見勇人，稲元輝生，東　治人

 （医）徳洲会沖永良部徳洲会病院内科  渡慶次賀博

腹膜透析／合併症 4　16:40-18:00
座長： 中谷嘉寿（近畿大学）
【P-2-417】　 重症心不全の体液管理のため，腹膜透析を導入したCKDステージG4の一例
 東京医療センター ○松浦友一，中村俊文，杉田絵里那，小田原幹，押田卓磨，

藤村慶子，門松　賢
 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科  森本耕吉
【P-2-418】　 腹膜透析患者における亜鉛欠乏症有病率の検討
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○清水　諭
【P-2-419】　 頻回の人工血管グラフト閉塞のため腹膜透析への切り替えを行った多発性骨髄腫の1症例
 社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 ○松尾浩司，遠藤真由美，渡邊泰行，𡌛村信介
【P-2-420】　 拡張型心筋症による高度心不全に腎機能障害を発症し，CAPDにて体液管理が良好となった1例
 中京病院腎臓内科 ○田代　温，乙竹　聡，武田有記，堀麻友子，葛谷明彦，

青山　功
【P-2-421】　 当院で腹膜透析を導入した多発性骨髄腫の3例
 日本赤十字社医療センター腎臓内科 ○北山智草，坂口隆志，高上紀之，小野慶介，上條由佳，

柳　麻衣，石橋由孝
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【P-2-422】　 未婚者・単身者という環境の腹膜透析療法（PD）に及ぼす影響
 社会医療法人財団石心会川崎幸病院腎臓内科 ○小向大輔，吉田輝龍，柏葉　裕，宇田　晋
 社会医療法人財団石心会川崎クリニック腎臓内科  中島　豊，宍戸寛治
【P-2-423】　 頚髄損傷による全身麻痺・人工呼吸下の慢性腎不全患者への腹膜透析導入
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○北原竜次，久保田優花，日下　歩，村澤洋美，岡本亜希子，

齋藤久夫，永田紀四郎，三國恒靖，鈴木唯司
【P-2-424】　 HD導入後の不明熱に対してPDへの移行で改善した一例
 国際親善総合病院腎臓・高血圧内科 ○下木原久美，毛利公美，千葉恭司，安藤大作
 横浜市立大学附属病院腎臓・高血圧内科  田村功一
【P-2-425】　 重症血小板減少症の末期腎不全患者に対して腹膜透析を導入し得た1例
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○川本俊輔，北井真貴，秋谷友里恵，古川哲也，堀越　周，

馬場晴志郎，奈倉千苗美，吉田好徳，阿部雅紀
【P-2-426】　 腹膜透析条件における溶液pHが腹膜に及ぼす影響
 埼玉医科大学病院透析センター ○小林威仁，岡田浩一，中元秀友
 ／埼玉医科大学病院総合診療内科
 埼玉医科大学病院総合診療内科  齊藤航平，野口　哲

AKI ／症例 1　16:40-17:44
座長： 堀野太郎（高知大学）
【P-2-427】　 急性尿細管壊死から急性間質性腎炎を続発した一例
 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 ○秋月裕子，石賀浩平，宮崎善子，平出　聡
【P-2-428】　 後腹膜腫瘤による急性腎不全となり，開腹生検で後腹膜線維症の診断となった一例
 東京都保健医療公社豊島病院腎臓内科 ○宮崎貴規，澤野由季，塩山知里，小林隆彦，奥津理恵
【P-2-429】　 PD-1阻害剤による二次性TMAを発症し急激な経過をとった尿路上皮癌患者の1例
 熊本大学病院腎臓内科 ○島貫栄弥，早田　学，水本輝彦，三浦　玲，冨永亜希，

伊達亮佑，濱口亜実，泉裕一郎，向山政志
【P-2-430】　 腎移植後リンパ増殖性疾患に対する化学療法中に腫瘍崩壊症候群を呈し急性血液浄化療法を施行した一例
 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 ○外澤真李，畠山萌枝，土師達也，古宮士朗，加納和代，

小宮麻里子，鈴木将太，諸宇旭純，藤原　亮，小林麻裕美，
坂　早苗，平和伸仁

 横浜市立大学附属市民総合医療センター病理部  千葉佐和子
 横浜市立大学附属病院血液浄化センター  田村功一
【P-2-431】　 透析を要した腎後性腎不全の腎予後に関する検討
 武蔵野赤十字病院腎臓内科 ○小林伸暉，坂下祥太，平澤　卓，笠木祐里，久山　環，

安藤亮一
【P-2-432】　 ストマ排液過多による腎前性急性腎不全をきたした1例
 国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院腎臓高血圧内科 ○上原立己，湯藤　潤，岡田和也，森　　梓，星野　薫
 横浜市立大学附属病院循環器・腎臓・高血圧内科学教室  田村功一
【P-2-433】　 レジオネラ肺炎を契機とした横紋筋融解症，急性腎不全を発症し，血液透析を要した一例
 兵庫県立尼崎総合医療センター ○才田宏奈，嶋田博樹，西川聖良，谷口圭祐，萩原広一郎，

岩成祥夫，池田昌樹，田中麻理，竹岡浩也
【P-2-434】　 胃癌術後の急性腎障害により発見され透析導入となった多発性骨髄腫の1例
 大手前病院腎臓内科 ○赤垣冬子，山口嘉土，中森　綾，杉浦寿央

各種病態／多発性嚢胞腎　16:40-17:36
座長： 今田直樹（西陣病院）
【P-2-435】　 当院多発性嚢胞腎症例における嚢胞感染の検討
 諫早総合病院内科 ○鳥越健太，新井英之，石丸由佳，村谷良昭
 諫早総合病院泌尿器科  岩田隆寿，青木大勇，西村直樹
 長崎大学病院腎臓内科  西野友哉
【P-2-436】　 多発性嚢胞腎の嚢胞感染を頻回に繰り返す透析患者に対してMRI拡散強調像が有用であった一例
 船橋二和病院内科 ○関口紗千，阪　名月，新貝早百合，松隈英樹
【P-2-437】　 透析導入期に嚢胞感染を来した多発性嚢胞腎の1例
 市立敦賀病院腎臓内科 ○小林元夫，松田優治，清水和朗
【P-2-438】　 常染色体優性多発性嚢胞腎に肝嚢胞感染を認めた維持透析患者の一例
 日本大学医学部附属板橋病院 ○田中裕也，小熊秀隆，大月伯恭，堀越　周，鄭　立晃，

高島弘至，阿部雅紀
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【P-2-439】　 腎嚢胞感染時に増強する下肢痛が坐骨神経の神経根圧迫による症状と評価された多発性嚢胞腎の一例
 JCHO横浜保土ケ谷中央病院腎臓内科 ○吉田伸一郎，藤本裕俊，東　裕勝，浦手進吾，中森　悠，

大澤正人
【P-2-440】　 肝嚢胞感染巣同定にPET-CTが有効であった常染色体優性多発性嚢胞腎由来の血液透析例
 帝京大学医学部内科学講座 ○富樫　良，山崎　修，本間文佳，飯島隆太郎，根本佳和，

谷口　敬，奈倉倫人，泉川由布，新井繁幸，本間　仁，
田村好古，柴田　茂，藤垣嘉秀

【P-2-441】　 慢性関節リウマチを認める多発性嚢胞腎患者（維持透析患者）でCA19-9高値を認めた1例
 （医）社団昭和育英会雪谷三和クリニック人工透析科・腎臓内科 ○肥後清一郎，新藤優紀，吉川康行，山藤　賢
 昭和大学病院消化器内科  竹内義明

腎性貧血 4　16:40-17:44
座長： 金子哲也（第二大阪警察病院）
【P-2-442】　 低容量CERAの有用性についての検討
 （医）中央内科クリニック ○川合　徹，山田敬子，草野由恵，上田千賀子，佐倉麻央，

川合　淳
【P-2-443】　 透析患者への低容量CERAの使用経験
 （医）佳信会尾張西クリニック ○黒須朔陽，倭　貴之，長谷川広重，山下津代子，

手塚俊文
 （医）佳信会クリニックつしま  宗宮信賢
【P-2-444】　 演題取り下げ
【P-2-445】　 ダルベポエチンアルファからエポエチンベータへの変更によるHb値とESA所要量の変化
 （医）南松山病院透析科 ○武井俊作，瀬野晋吾，白形昌人
 （医）南松山病院放射線科  曽我部一郎
 （医）南松山病院内科  林　　豊，檜垣實男
【P-2-446】　 血中カルニチン検査によるカルニチン補充療法の評価
 （医）社団哺育会白岡中央総合病院内科 ○佐藤雅勇
 （医）社団哺育会白岡中央総合病院看護部  島田美幸，抱井亜津子，会森直子
 （医）社団哺育会白岡中央総合病院臨床工学科  伊藤大輔
【P-2-447】　 高効率なHB-HDFにおける持続型ESA製剤の除去の可能性
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉 ○白木康雄，神崎将克，長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦
【P-2-448】　 透析患者の亜鉛補充による貧血治療の経験
 一般財団法人三友堂病院臨床工学室 ○色摩隆行，岩城和也，濱田奈緒美，中川忠洋，須藤智亮
 一般財団法人三友堂病院内科・透析科  仁科盛之
【P-2-449】　 維持血液透析患者の大半がカルニチン欠乏状態で，補充によりESA必要量が減少する．
 貴生病院薬剤部 ○塩田優貴，加戸栄子
 貴生病院内科  門田和之
 貴生病院外科  門田智香子
【P-2-450】　 赤血球恒数MCHによる貧血管理の可能性
 （医）社団慈晟会立花クリニック ○島田憲明，渡辺敏枝，石田充久，井太家美晶

Ca受容体作動薬 3　16:40-17:36
座長： 冨田弘道（淀川キリスト教病院）
【P-2-451】　 低用量シナカルセトからエボカルセトへの移行症例の検討
 （医）邦友会小田原新幹線クリニック腎臓内科 ○森末明子
 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
【P-2-452】　 血液透析患者に対するシナカルセトからエボカルセトに変更によるCKD-MBD管理（短期的検討）
 敬愛病院腎臓内科 ○井下篤司，樋口輝美，大川恵里奈，山崎俊男
 敬愛病院透析室  木村孝高，柳澤順子，中島詩織，石川由美子
【P-2-453】　 シナカルセトからエボカルセト1mg/日への変更時の短期変化
 新里クリニック浦上 ○松下哲朗，小川和彦，一ノ瀬浩，金本康秀，田代隆良，

新里健暁，新里　健
【P-2-454】　 シナカルセトからエボカルセトへの切り替え効果の検討
 （医）社団正徳会浜名クリニック ○坂尾幸俊
 浜松医科大学第一内科  大橋　温，田代　傑
【P-2-455】　 シナカルセト塩酸塩からエボカルセトに変更した症例の検討
 （医）社団岡村医院腎クリニック泌尿器科 ○岡村基弘，岡村康彦
 姫路獨協大学  八城正知
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【P-2-456】　 当院におけるエボカルセトの使用経験について
 （医）社団スマイル博愛クリニック ○倉脇　壮，高杉啓一郎，金井　亮，山田有美，藤井恵子，

沖永鉄治
【P-2-457】　 維持血液透析患者におけるエボカルセトの効果
 （医）財団順和会山王メディカルセンター ○亀田一帆，山中朱美，池田克介，菊池祐二郎，竹中恒夫

CKD-MBD／鉄含有リン吸着薬　16:40-18:16
座長： 前沢浩司（日本赤十字社和歌山医療センター）
【P-2-458】　 鉄含有リン吸着薬の使用経験
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院腎臓内科 ○伊藤　功，太田匡亘，田中恵美子，福田　崇
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【P-2-459】　 血液透析患者のFGF23に対するスクロオキシ水酸化鉄の影響に関する検討
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科 ○大月伯恭，宇都宮慧，森内正理，堀越　周，鄭　立晃，

古川哲也，高島弘至，奈倉千苗美，阿部雅紀
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
【P-2-460】　 血液透析患者における鉄含有リン吸着薬投与における鉄動態への影響
 社会福祉法人大阪暁明館大阪暁明館病院腎・泌尿器科センター ○坂　宗久，篠原雅岳，松下千枝，平尾佳彦
 社会福祉法人大阪暁明館大阪暁明館病院内科  廣瀬幸恵
 社会福祉法人大阪暁明館暁明館西九条クリニック泌尿器科  谷　善啓
【P-2-461】　 スクロオキシ水酸化鉄長期投与症例に関する検討
 JA徳島厚生連吉野川医療センター泌尿器科 ○中島　英，喜多秀仁，林　秀樹，水田耕治，橋本寛文
【P-2-462】　 腹膜透析患者におけるスクロオキシ水酸化鉄投与法の検討
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○鈴木康弘，石井貴子，小島　博，齋藤尚二，加藤規利，

石本卓嗣，小杉智規，丸山彰一，水野正司
【P-2-463】　 クエン酸第二鉄によるP低下作用と貧血改善作用の検討
 （医）相生会わかば病院透析センター ○高橋駿介，武井克仁，川田忠嘉，小柳　光，若松良二
【P-2-464】　 鉄含有リン吸着剤により多血症を合併した一例～クエン酸第二鉄とスクロオキシ水酸化鉄の差異の考察～
 イムス三芳総合病院 ○田中　茂
 佐久総合病院  萩原正大
 浅間総合病院  福地　聡
【P-2-465】　 演題取り下げ
【P-2-466】　 スクロオキシ水酸化鉄の新剤型による服薬コンプライアンス評価と血清P値について
 （医）社団岡村医院腎クリニック ○辰巳祥子，宇多　司，佐久間智美，岡村基弘，岡本靖久，

岡村康彦
 姫路獨協大学医療保健学部  小寺宏尚，八城正知
【P-2-467】　 スクロオキシ水酸化鉄顆粒製剤の臨床評価
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○西村幸子，宮下光江，金子和史，鈴木隆司
 （医）さくらさくら記念病院内科  黒澤範夫
【P-2-468】　 血液透析患者におけるスクロオキシ水酸化鉄マイクロタブレット（SOMC：ピートル顆粒TM）の有用性
 （医）衆和会長崎腎病院 ○植木秀一，吉田衣里子，白井美千代，丸山祐子，河津多代，

久原拓哉，澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲
【P-2-469】　 スクロオキシ水酸化鉄製剤の飲み易さに関するアンケート調査
 （医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター ○高橋愛里，永野伸郎，斎藤たか子，安藤哲郎，筒井貴朗，

伊藤恭子
 （医）社団日高会白根クリニック  林　秀輝
 （医）社団日高会日高リハビリテーション病院  西澤広子，高橋伴彰，内山和彦，竹内　茂
【P-2-470】　 スクロオキシ水酸化鉄の顆粒製剤のアンケート調査
 貴生病院薬剤部 ○塩田優貴，加戸栄子
 貴生病院外科  門田和之
 貴生病院内科  門田智香子

CKD-MBD／ Calcimimetics 4　16:40-17:52
座長： 嶋津啓二（大阪府済生会中津病院）
【P-2-471】　 エテルカルセチド塩酸塩長期投与による効果の検討
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉 ○白木康雄，伊神隆介，渡邉明美，長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦
【P-2-472】　 二次性副甲状腺機能亢進症に対するエテルカルセチド投与～有効による投与中止例の検討～
 （医）徳洲会山形徳洲会病院透析センター ○吉田時代，笠原佳美，安達梨絵，渋谷陽子，高橋　亨，

内田祐子，笹川五十次，太田昌一郎
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【P-2-473】　 当院におけるエボカルセト錠の使用経験
 （医）功仁会さくだ内科クリニック ○澤村直樹，當山　望，友利周平，金城克朗，重永寛子，

我那覇斉子，金城　隆，長尾英光，佐久田朝功
【P-2-474】　 透析患者に対するレボカルニチン静脈投与の有効性の検討
 （医）寿鶴会菅野病院人工腎臓透析センター ○宮澤淳平，柳田沙智子，山田秀章，岩崎久江，佐々木裕和，

浜嵜公久
【P-2-475】　 当院におけるエテルカルセチド塩酸塩の使用経験
 阿品土谷病院看護部 ○嶋村和敏，山田紀代子，本野由美子，山本あゆみ，

吉川和恵
 阿品土谷病院人工臓器部  平井隆之，山下哲正，武政敦夫，丸林誠二
【P-2-476】　 エボカルセト（EC）の使用経験
 （医）如水会鈴鹿腎クリニック ○柳田圭祐，川野遼平，中田敦博，山本和昇，河出恭雅，

岩島重二郎，河出芳助
 （医）如水会四日市腎クリニック  藤田佳樹，伊藤　豊
【P-2-477】　 当院におけるエテルカルセチドの使用経験
 （医）社団仁慈会安田病院臨床工学科 ○土谷英一，山崎皓平，川井尚大
 （医）社団仁慈会安田病院外科  石田伸樹，岡田和郎，籾迫博幸，前田貴司，安田克樹
【P-2-478】　 CKD-MBDに対するエテルカルセチド・ビタミンD併用療法の有効性
 長野県厚生連北信総合病院臨床工学科 ○松澤久美子，松村卓広，中山真由美
 長野県厚生連北信総合病院腎臓内科  洞　和彦，上條浩司，南　　聡
 長野県厚生連北信総合病院腎透析センター  池田正子
【P-2-479】　 シナカルセトからエテルカルセチドへの切り替え後，腫大副甲状腺の著明な縮小を認めた1例
 帝京大学ちば総合医療センター腎臓内科 ○吉村和修，上田　瞳，飯島隆太郎，和氣快斗，伊藤靖子，

宮本　研，寺脇博之
 船越クリニック  船越陽一

CVD／不整脈／心臓弁膜症　16:40-18:08
座長： 蘇原映誠（東京医科歯科大学）
【P-2-480】　 維持血液透析患者に対するCLS（Closed Loop Stimulation）機能付きペースメーカーの有効性
 浜田医療センター臨床工学科 ○豊田大祐，加藤敏輝，芝田圭佑，宇津井利奈，齋藤謙司
 浜田医療センター腎臓内科  岩下　裕，岩下裕子
 浜田医療センター循環器内科  飯田　博，明石晋太郎，松田　晋，川原　洋
【P-2-481】　 維持透析患者の血液透析に伴うQTc間隔変化の原因についての検討
 板橋中央総合病院腎臓内科 ○安野江美，原野真紀子，堀圭一郎，星本相法，萩原　壮，

久田莉奈，今井恵理，金子修三，塚本雄介
 同人工透析科  佐藤幸博，岡澤由香里，道小島明美
【P-2-482】　 僧帽弁狭窄症の急速な進行により心不全を繰り返した維持透析患者の一例
 明芳会イムス東京葛飾総合病院腎臓内科 ○佐々木洋平
 明芳会イムス東京葛飾総合病院心臓血管外科  角　康平，中村智一，吉田成彦
【P-2-483】　 透析患者における大動脈弁狭窄症ASの実態調査
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック検査科 ○岩井典子，吉田亜樹，稲山えみ，村上康一
 （医）社団誠仁会みはま病院  椹木祐太
 （医）社団誠仁会みはま佐倉クリニック  大谷隆人
 （医）社団誠仁会みはま香取クリニック  岩崎雅志，白井厚治
【P-2-484】　 透析患者の大動脈弁狭窄症（AS）の実態と進行因子の検討
 （医）社団誠仁会みはま病院検査部 ○椹木裕太
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部  内野順司
 （医）社団誠仁会みはま病院医局  坂井健彦，正井基之，白井厚治
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック検査科  岩井典子
【P-2-485】　 慢性透析患者における大動脈弁狭窄症と閉塞性動脈硬化症の関係
 （社）さがみ循環器クリニック内科 ○堀口順子，上村　薫，中嶋真一，浅井友基，本橋佐知子，

吉田　煦
 北里大学病院総合診療部  青山直善
【P-2-486】　 当院維持透析患者における大動脈弁狭窄症（AS）についての検討
 （医）社団清永会矢吹病院画像診断科 ○柏木真由美，長岡智子，白澤　賢，東海林充
 （医）社団清永会本町矢吹クリニック循環器内科  金谷　透
 （医）社団清永会本町矢吹クリニック腎臓内科  政金生人
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【P-2-487】　 経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）により安全に透析導入できた高齢者の抗GBM抗体型急速進行性糸球
体腎炎の一例

 帝京大学医学部内科学講座 ○安川　穂，奈倉倫人，上野雅樹，岡田　学，菊山崇浩，
酒井一広，森本幾之，豊城大悟，山崎ちひろ，田村好古，
秋元寛正，藤垣嘉秀，柴田　茂

【P-2-488】　 血液透析患者に対し経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）を施行した一例
 埼玉県済生会川口総合病院腎臓内科 ○千手陽一郎，佐藤啓資，渡邊健太郎，中島千尋，石塚史乃，

窪田研二
【P-2-489】　 大動脈弁狭窄症にて弁置換術を施行した透析歴44年の1例
 社会福祉法人三井記念病院腎臓内科 ○小倉吉保，竹中悠人，羽柴豊大，古川恵美，安倍寛子，

真弓健吾，古瀬　智，竹谷　剛，大野貴之，森　正也，
三瀬直文

【P-2-490】　 連合弁膜症の重症度評価に苦慮した透析患者の一例
 公立陶生病院腎臓内科 ○春原啓佑，澤田知洋，大脇明子，森　佳子，長屋　啓，

稲葉慎一郎

肝・消化器疾患　16:40-18:00
座長： 山本　泉（東京慈恵会医科大学附属病院）
【P-2-491】　 肝硬変による難治性腹水合併慢性血液透析患者に経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術（TIPS）を施行した

2例
 滋賀医科大学医学部附属病院腎臓内科 ○荒木信一
 ／滋賀医科大学医学部附属病院血液浄化部
 滋賀医科大学医学部附属病院腎臓内科  澤井和信，大町将司，富田奈津子，山原康佑，武田尚子，

大澤紀之，久米真司
 滋賀医科大学医学部附属病院血液浄化部  今村孔美，金崎雅美
【P-2-492】　 胃粘膜に炭酸ランタンの沈着を認めた血液透析患者の1例
 関西医科大学香里病院内科 ○吉田衣江，高橋のぶゆき，大宮美香，辻みゆき，土手絹子，

居原田善司，高山康夫
【P-2-493】　 急性肝障害に対し一時的な腎代替療法が必要とされ離脱するも再燃し死亡した1例
 国際医療福祉大学熱海病院 ○三原治人，白井博之，木村貴英，青柳左近，矢嶋　淳，

横山　健，唐仁原全，金綱友木子
【P-2-494】　 PAD/CVD/DMを合併し維持血液透析中に2度の非閉塞性腸管虚血を発症した1例
 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 ○大島洋一，徳山博文，脇野　修，伊藤　裕
【P-2-495】　 多発性小腸出血で大量輸血を施行した維持透析患者の2例
 （医）幕内会山王台病院内科 ○藤原康朗，金森直明，川口　悟，川崎仁志，中村明浩
 （医）幕内会山王台病院外科  幕内幹男
 まつもと内科クリニック  松本元一
【P-2-496】　 当院における慢性C型肝炎合併血液透析患者の加療経験
 東芝林間病院腎臓内科 ○岩崎美津子，伊東由紀枝，佐藤かすみ
【P-2-497】　 当院におけるC型ウイルス肝炎透析患者に対するグレカプレビル／ピブレンタスビルの効果
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科 ○久山　環，坂下祥太，小林伸暉，平澤　卓，笠木祐里，

安藤亮一
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院消化器科  黒崎雅之，泉　並木
【P-2-498】　 肝切除後に慢性C型肝炎に対するグレカプレビル・ピブレンタスビル治療を行いSVRを得た維持血液透析患

者の1例
 社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院内科 ○石橋　駿，野口和之，永井　恵，中島健太郎
 ／筑波大学附属病院腎臓内科
 社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院内科  長野具雄
 筑波大学附属病院腎臓内科  山縣邦弘
 社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院外科  新井洋紀
 社会福祉法人恩賜財団済生会神栖済生会病院泌尿器科  阿部裕行
【P-2-499】　 顕微鏡的多発血管炎の治療中にE型肝炎を発症した一例
 同愛記念病院腎臓内科 ○佐々木絵美，渡辺麗子，秋田　渉
 同愛記念病院消化器内科  新野　徹，手島一陽
【P-2-500】　 グレカプレビル/ピブレンタスビル配合錠を投与し，HCV-RNA陰性化した慢性C型肝炎合併血液透析患者3例
 （医）南長野クリニック／（医）南長野クリニック腎臓内科 ○清澤七美
 （医）南長野クリニック  町田和布，清瀧千鶴，中澤裕嗣，佐藤真理，長沢祐平
 （医）南長野クリニック腎臓内科  山崎　徹
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その他の合併症／末梢循環不全　16:40-17:36
座長： 森澤紀彦（東京慈恵会医科大学）
【P-2-501】　 CLIを呈した維持血液透析患者28例の臨床的特徴
 （医）社団明芳会板橋中央総合病院腎臓内科 ○堀圭一郎，長岡英理，星本相法，安野江美，原野真紀子，

萩原　荘，久保田莉奈，今井恵理，金子修三，塚本雄介
【P-2-502】　 当院における重症下肢虚血による下肢大切断術後透析患者の生命予後
 （医）偕行会偕行会城西病院内科 ○水野　重，リチャード恵子，阿部智子，澵井美穂，

勢納八郎
 （医）偕行会偕行会城西病院臨床工学科  岩永浩宜，上野順子
【P-2-503】　 糖尿病壊疽が急速に進行し足指切断へ至った症例報告
 柳原腎クリニック透析室 ○小暮ゆか，川口志保，小林富子，岩城敏彦
【P-2-504】　 診断・治療に難渋した長期血液透析患者の右前腕壊疽の1例
 呉医療センター腎臓内科 ○林野健太，高橋俊介，有馬隆弘，田中芳樹
 呉医療センター整形外科  蜂須賀裕己
【P-2-505】　 B-SES（ベルト電極式骨格筋電気刺激法）による末梢循環改善効果について
 （医）社団つばさつばさクリニック ○佐野智子，大山恵子，内田広康
【P-2-506】　 末梢動脈疾患と高齢者総合的機能評価，フレイル・サルコペニアとの関連性
 （医）社団一成会たちばな台病院透析センター ○佐久間穂奈美，鈴木志穂，荒井良博，島津偉一，

鈴木信之
【P-2-507】　 帯状疱疹により下肢運動神経障害をきたした血液透析患者の1症例
 （医）陽蘭会広瀬クリニック ○山下めぐみ，廣瀬弥幸，廣瀬　建
 長崎大学病院神経内科  辻野　彰
 長崎大学病院腎臓内科  小畑陽子，西野友哉

その他の合併症／運動器・全身症状 2　16:40-17:52
座長： 小林　聡（紀南病院）
【P-2-508】　 慢性透析患者の疲労感に関するアンケート調査
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○丸山之雄，横尾　隆
 （株）日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
 東北大学病院腎・高血圧・内分泌科  宮崎真理子
 聖路加国際病院腎臓内科  中山昌明
【P-2-509】　 非労作性熱中症を呈した維持透析の1例
 吉祥寺あさひ病院内科 ○柿沼多恵子，坂川英一郎，多川　齊，安田　隆，

有村義宏
【P-2-510】　 透析関連手根管症候群に対する透析中エコーによる正中神経圧迫率の経時的評価-2 

～β2マイクログロブリン（BMG）吸着カラム（L）の影響～
 （医）徳真会真岡病院 ○大吉孝治，山崎　忠，早坂常江，福嶋博道，斎藤鉄男
 日本医科大学腎臓内科  鶴岡秀一
【P-2-511】　 正期産経腟分娩で生児を得た維持透析患者の1例
 鳥取大学医学部機能病態内科学 ○寳意翔太朗，福田佐登子，伊田絢美，前ゆかり，高田知朗，

宗村千潮，磯本　一
 鳥取大学医学部生殖機能医学  村上二朗
【P-2-512】　 自然妊娠し厳密な透析管理によって生児を得た血液透析患者の一例
 近畿大学医学部附属病院腎臓内科 ○大西佐代子，中谷嘉寿，山本祥代，松岡稔明，坂口美佳，

谷山佳弘，有馬秀二
 （医）萌生会大道クリニック人工透析  大道武史
【P-2-513】　 維持透析患者の第2子妊娠に携わって
 （医）社団つばさつばさクリニック ○城和美穂子，大山恵子，佐野智子，久住真砂子，

内田広康
【P-2-514】　 CPAPからBIPAPに移行した閉塞型睡眠時無呼吸8例の検討
 （医）真鶴会小倉第一病院 ○佐藤由梨，吉本美紀子，山口未樹，清原靖仁，野坂秀行，

中村秀敏
【P-2-515】　 透析患者のCPAPケアに対する取り組み
 （医）社団主体会主体会病院透析センター ○平田眞由美，阪田修平，下地貴晴，萩原啓司，伊藤英樹，

瀬田直紀
 （医）社団主体会主体会病院内科  川村直人
【P-2-516】　 透析患者の睡眠時無呼吸スクリーニング検査
 （医）創和会しげい病院 ○安藤麻依子，青木賢司，藤原　隆，蝿原友子，待場　敏，

小野太士，渡邊ゆかり，山西あさみ，有元克彦
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看護／高齢者　16:40-17:52
座長： 坂森紀恵（富山労災病院）
【P-2-517】　 患者・家族との面談を試みて
 （医）福西会病院腎センター ○奥野美智子，辻　　京，梅田知保，桑野千鶴，宮田昌明，

安井裕貴
【P-2-518】　 住宅型有料老人ホーム新設における取り組みと課題～外来透析室看護師の立場から～
 （社医）白石記念クリニック ○藤田奈留美，栫　美和，吉村美和，横山嘉寛，松浦朝代
 （社医）白石病院  日高宏実，竹之内賢一，一ノ宮隆行，尊田和徳
 （医）SKメディカルクリニック  白石幸三
【P-2-519】　 超高齢者（100歳老人）の血液透析療法
 （医）十全会おおうらクリニック透析 ○泉川寛剛，我那覇直美，赤嶺正樹，楠　憲夫，大浦　孝
【P-2-520】　 認知症透析患者の現状と課題～認知症ケアチームで対応した症例を通して～
 （医）尚腎会高知高須病院病棟 ○岡本真由美，都築美幸，村越香織，和田真紀，西岡佳代，

前川三智子
【P-2-521】　 血液透析維持期における自己中心的な独居高齢者への生活に対する支援
 （医）重信クリニック透析室 ○浅海浩子，島本憲司
 （医）重信クリニック泌尿器科  別宮　徹
【P-2-522】　 当院における高齢透析患者の考察～特別養護老人ホーム隣接医院の場合～
 明戸大塚医院 ○小林　葵，石井美希，大野牧子，黒岩啓子，會田和子，

三宅隆司，新井洋一，大塚貴博
【P-2-523】　 在宅生活が困難な高齢透析患者の介護負担軽減の取りくみ
 （医）社団日高会日高リハビリテーション病院 ○西澤広子，高橋恵梨，高橋伴彰，内山和彦，竹内　茂
 （医）社団日高会日高病院  安藤哲郎
【P-2-524】　 セルフケア支援を拒否する患者・家族と関わる看護師の意識調査
 （医）新生会十全クリニック看護部 ○内田麻衣，今福節子，勝間田アイコ，平良　梓，

吉田佳代
【P-2-525】　 独居で家族介入を拒否する透析患者の看護
 （医）姫野クリニック ○神田里美，園山しのぶ，藤原良江，和田幸弘，姫野安敏

看護／バスキュラーアクセス 2　16:40-17:52
座長： 城間久美絵（熊本赤十字病院腎センター）
【P-2-526】　 維持透析患者のシャント管理に関する取り組み
 （医）偕翔会さいたまほのかクリニック ○菅原理子，斎藤宏乃，岩淵則子，小山内真理子，和賀政伸，

高見博弥
【P-2-527】　 当院におけるバスキュラーアクセス（VA）管理について
 （医）三祥会幸町記念病院 ○武田恭子，上野愛美，新田悦子，佐久間佳織，小林亜由美，

石田志保，玉井るみ子，岡田順子，西村里見，佐藤真由美，
秦　佳子，松岡祐樹，飯塚悠平，中谷和華子，岩谷欣吾，
八杉　潤，松田浩明，岡　良成，高津成子，宮崎雅史

【P-2-528】　 加圧式VAマッサージの有用性の検討
 （医）宏人会木町病院透析室 ○井上尚子，中田奈美，山口哲史，橋浦めぐみ，渡邊伸江，

森田敦子，鈴木綾子
 （医）宏人会木町病院泌尿器科  黒本暁人，籏福文彦
 （医）宏人会木町病院内科  竹内和久
【P-2-529】　 透析導入からシャント再手術に至る患者の心理構造と看護支援の再考
 津みなみクリニック ○坂田久美子，福島奈那，湯浅恵理奈，小久保恵奈，

長崎あゆみ，末崎博子，出口智絵，竹内和子，藤井ひとみ，
菊山裕佳子，小川明日香，中瀬千幸，伊與田美也子，
伊與田義信

【P-2-530】　 患者の視点から穿刺を考える～看護師のエコー下穿刺導入を通して～
 （医）腎愛会上山病院看護部 ○的場菜生子，鎌田有希子，片平芳江
 （医）腎愛会上山病院臨床工学科  仕田卓也
 （医）腎愛会上山病院診療部  嘉川亜希子，岩下龍史，新村英也，寺口記代，上山逹典
【P-2-531】　 血管診療技師が穿刺困難な患者に関わった1症例
 （医）健栄会三康病院看護部 ○岡本弘美，桐山佐知，赤座麻由，磯川　薫，寺田真也，

山本員久，小野秀太
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【P-2-532】　 遠赤外線の効果について～シャント肢に照射して～
 （医）社団喜生会新富士病院看護科 ○佐野優子，佐野廣樹
 （医）社団喜生会新富士病院外科  木島金夫
 （医）社団喜生会新富士病院神経内科  川上正人
 （医）社団喜生会新富士病院循環器科  中島一彦
【P-2-533】　 オゾン水によるシャント肢洗浄効果の検討
 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 ○佐藤大樹，高橋　稔
 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
 東京女子医科大学病院血液浄化療法科  土谷　健
 東京女子医科大学病院第四内科  新田孝作
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック腎臓内科  野老山武士，原　正樹
【P-2-534】　 埋め込み型カテーテルの皮下トンネル部が菲薄化した一例
 （医）原三信病院腎臓病センター ○石川愛菜，諏訪下朱実，田原　恒
 （医）原三信病院腎臓内科  四枝英樹
 （医）原三信病院原三信病院附属呉服町腎クリニック  石田伊都子

フットケア／治療　症例　16:40-17:28
座長： 坂さとみ（池田バスキュラーアクセス・透析・内科）
【P-2-535】　 足病変を経験した糖尿病性腎症の透析患者の思い
 総合病院国保旭中央病院透析センター ○高尾美香，高木裕子
【P-2-536】　 症状悪化に伴い緊急入院となった患者1例の看護介入報告
 （医）社団善仁会大和クリニック看護部 ○角田美由貴，佐藤美穂子，須藤愛子，川島ゆり子，

勝山裕子，小林郁美，白木友香里，長本章裕
【P-2-537】　 フットケア介入を試みて
 （医）社団三思会東邦病院腎臓透析センター ○丸山美代子，浅海恵美，堀越久美子，星野尚美，吉田真貴，

吉田弘明，小林さつき，松本孝之，坂本龍彦，植木嘉衛
【P-2-538】　 創処置へのオゾン水洗浄導入の効果
 （医）東海病院病棟 ○越智めぐみ，雛田雅代，篠原千香子，栗山　謙，松井道大，

江本秀斗
【P-2-539】　 炭酸ガスミスト法によるフットケア処置の有用性評価
 （医）望星会鶴見西口病院透析室 ○吉田雄一郎，新田静隆，森　智子，阿久根佐知子，

万里崎さとみ，上田佳恵，王　恒維
 松和会グループモニタリング委員会  渡邉和也，大谷浩一，米山　貢
【P-2-540】　 維持透析患者に対する週3回の硝酸ミコナゾール（MCZ）含有液体石鹸による足浴の経験
 飯田橋鈴木内科看護科 ○吉川惠美，山本真希穂
 飯田橋鈴木内科内科  鈴木寿英
 国立国際医療研究センター病院フットケア外来  藤谷順子
 国立国際医療研究センター病院皮膚科  石浦信子，宇野　優，玉木　毅
 東京女子医科大学病院糖尿病センター内科  吉田直史

患者教育・指導 1　16:40-17:36
座長： 山本美和（成田記念病院）
【P-2-541】　 ウェアラブル型自動翻訳機は透析関連疾患の診断治療や患者教育に有効か？ 

～外国人患者とのコミュニケーションについての一考察～
 嬉野医療センター泌尿器科 ○林田　靖，谷口啓輔
 嬉野医療センター腎臓内科  山下由希，末永敦彦，中島　唯，野中枝理子，野中康徳，

高嶋　毅
【P-2-542】　 自己管理状況によりリラグルチドを追加し体重管理が改善した2型糖尿病透析患者の1症例
 （医）社団恵優会相武台ニーレンクリニック ○黒柳裕美，澤田美紗子，仲　淳子，石井千佐子，野村恵子，

牧尾喜久恵，菊池和歌子，中島侑子，佐藤めぐみ，
野地金子，伊藤陽子，森口いぶき，小林直之，
大久保充人

【P-2-543】　 当院透析患者の口腔内の清浄化を図るためのアプローチ
 JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院看護部 ○佐藤圭子，赤羽雅子
【P-2-544】　 体重増加著明な患者に対する塩味テスト
 太田ネフロクリニック ○木村吏香，西野貴江，和知　綾，鈴木教正，山中祐治，

二階堂剛史，野口良輔，酒井伸一郎
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【P-2-545】　 透析導入期患者における継続的な栄養指導の取り組み～導入患者年間スケジュール表を活用して～
 聖隷沼津病院透析センター ○南　裕美，餌取和美，酒井宏昌，木村明乃，中島　拓，

成瀬朋夏
【P-2-546】　 腎代替療法選択時に患者が主体的に関わることの重要性～患者アンケートより～
 NPO法人腎臓サポート協会 ○松村満美子，NPO法人腎臓サポート協会理事一同
【P-2-547】　 当院透析患者の塩分摂取量と体重増減の関係について～簡易塩分量測定法を用いて～
 （医）財団翡翠会太田じんクリニック ○齋藤幸子，宮川聡子，岩崎悦子，小松裕保，平山順朗，

中西　努

栄養／微量元素とカルニチン　16:40-18:16
座長： 中山晋二（相馬病院）
【P-2-548】　 低心機能患者のカルニチン血中濃度
 （医）社団清湘会清湘会記念病院 ○樋口真一，宮崎　崇，八幡真弓，岡本宏之，氏家一知，

野中達也，星野正信，佐々木成
 （医）社団清湘会深川橋クリニック  渡邉敏子
 （医）社団清湘会聖橋クリニック  下田研二
 （医）社団清湘会新江東橋クリニック  末永松彦
【P-2-549】　 血液透析患者の亜鉛欠乏についての検討
 社会医療法人製鉄記念八幡病院腎臓内科 ○小野原早紀，上村麻衣，佛坂早紀，山口佐歩美，河野広貴，

柳田太平
【P-2-550】　 当院および当院関連施設の透析患者における血中カルニチン濃度測定
 （医）仁栄会島津病院臨床工学科 ○松田卓也
 （医）仁栄会島津クリニック比島臨床工学科  斧　　香
 （医）仁栄会島津クリニック臨床工学科  岡崎節夫
 （医）成仁会快聖クリニック臨床工学科  川村美樹
 （医）島津会幡多病院臨床工学科  弘田佳之
【P-2-551】　 当院における血清マグネシウム濃度と栄養状態の関係
 （医）社団松和会望星大根クリニック ○大崎時糸子，横田眞二
【P-2-552】　 低カルニチン血症を呈する血液透析患者の特徴についての検討
 東京医科大学茨城医療センター内科（腎臓） ○下畑　誉，山下真里奈，大木健太郎，辻本隆史，丸山浩史，

高安真美子，平山浩一，小林正貴
【P-2-553】　 長期中心静脈栄養管理中に汎血球減少を呈した銅欠乏性造血障害の一例
 岐阜県立多治見病院腎臓内科 ○高見徳人，井上昌俊，松崎拓郎，杉山　豊
【P-2-554】　 維持透析患者のカルニチン濃度測定の検討
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院泌尿器科 ○野村武史，大西伸和，中村雄一，塩田晃司，小山正樹，

今田直樹
【P-2-555】　 当院患者でのカルニチン血中濃度についての考察
 （医）社団武蔵野会TMGサテライトクリニック朝霞台 ○柳澤孝親，田中　諒，本田夏樹
 臨床工学科
 （医）社団武蔵野会TMGサテライトクリニック朝霞台  佐藤孝子
 腎臓内科 
【P-2-556】　 カルニチン投与を中止して見えてきたその効果
 （医）知邑舎メディカルサテライト知多 ○安部　淳，山本　優
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉  長尾尋智
 （医）知邑舎岩倉病院  高田幹彦
【P-2-557】　 MCTオイル摂取による透析患者の低栄養改善の可能性の検討
 （医）昭生病院栄養科 ○村山優騎，藤田倫子，福島早知子
【P-2-558】　 カルニチン欠乏症が疑われるエピソードを契機にL-Carnitine製剤を開始した血液透析患者3例
 社会（医）財団石心会川崎クリニック ○若狭幹雄，熊田千晶，伊藤賀恵，中島　豊，衣笠えり子，

宍戸寛治
【P-2-559】　 血清亜鉛濃度と塩味嗜好，塩味食品摂取頻度，塩分摂取量，体調との関係
 （医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター ○藤本裕子，永野伸郎，吉野莉奈，岩脇里菜，横山祐花，

茂木優佳，溜井紀子，安藤哲郎，伊藤恭子，筒井貴朗

合併症／その他 3　16:40-18:16
座長： 岡本日出数（健仁会益子病院附属透析クリニック）
【P-2-560】　 カルニチン血中濃度に基づいた静注レボカルニチンの至適投与量の検討
 偕行会城西病院腎臓内科 ○澵井美穂，リチャード恵子，水野　重，阿部智子，勢納八郎
 偕行会城西病院臨床工学課  岩永浩宜，上野順子
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【P-2-561】　 トラマドール塩酸塩とアセトアミノフェン併用によりワーファリンの効果増強を認めた血液透析患者の1例
 （医）社団スマイル広島ベイクリニック ○平林　晃
 （医）社団スマイルクレア焼山クリニック  桐林　慶
 （医）社団スマイル博愛クリニック  倉脇　壮，山田有美，金井　亮，高杉啓一郎
 （医）社団スマイル博愛クリニック  頼岡徳在
 ／一般社団法人広島腎臓機構
【P-2-562】　 バクロフェン脳症をきたした血液透析の1例
 東京都立多摩総合医療センター ○白木小百合，吉田　駿，鈴木聡一郎，千野　蘭，崔　賢姫，

高桑章太朗，飯田禎人，土岐徳義，九鬼隆家，紀平裕美，
羽田　学，西尾康英

【P-2-563】　 造影剤使用後急激な血小板減少をきたした一例
 川崎幸病院 ○柏葉　裕，吉田輝龍，小向大輔，宇田　晋
【P-2-564】　 ナファモスタットメシル酸塩による薬剤熱診断に苦慮した骨髄異形成症候群合併透析患者の一例
 埼玉県済生会栗橋病院腎臓内科 ○岩谷洋介，杉浦秀和，能木場宏彦，雨宮伸幸，

山崎麻由子
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
 東京女子医科大学血液浄化療法科  土谷　健
【P-2-565】　 エテルカルセチドの心血管系副作用の可能性とその機序について
 真岡メディカルクリニック ○伊藤千春，鈴木政夫，井岡　崇，飯村　修
【P-2-566】　 透析患者に認めたセフトリアキソン脳症の1例
 埼玉医科大学総合医療センター血液浄化センター ○中村裕美子，小暮裕太，羽田野実，岩下山連，清水泰輔，

叶澤孝一，小川智也，長谷川元
【P-2-567】　 抗GBM抗体腎炎の加療中に遷延性の薬剤性血小板減少が疑われた1例
 帝京大学医学部内科学講座 ○早間悠人，山崎　修，本間文佳，大溝啓揮，根本佳和，

奈倉倫人，石澤健一，新井繁幸，田村好古，猪上剛敏，
柴田　茂，藤垣嘉秀

【P-2-568】　 好酸球増多症を伴った透析困難症の一例
 順天堂大学医学部附属静岡病院腎臓内科 ○若林啓一，原　一彰，明樂麻依子，清水芳男
 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
【P-2-569】　 ヘルペス脳炎を鑑別とするバラシクロビルによる脳症の1例
 横須賀市立市民病院腎臓内科 ○岸本勇将，安藤匡人，井上典子，鈴木拓也，國保敏晴
【P-2-570】　 ナファモスタットメシル酸塩後発品を使用した血液透析中に発症した有害事象の検討
 日本赤十字社長野赤十字病院透析室 ○小林幸恵，石井さゆり，滝沢由起子，宮本真澄，

西川真里奈，原田　真，市川　透，小林　衛
【P-2-571】　 Crowned dens症候群を呈した透析患者の一例
 （医）青松会河西田村病院内科 ○森　義雄，牧野美鈴，佛　宏明，山川浩二，得津浩示，

友渕翔子，辻　篤広，湯川実友希，田村公之
 和歌山県立医科大学附属病院  田中佑典

看護／チーム医療　16:40-18:08
座長： 黒田沙織（静岡済生会総合病院）
【P-2-572】　 多職種チームによるポリファーマシーへの取り組み～スタッフへの意識調査～
 （医）創和会しげい病院 ○田中佳江，矢部美奈子，井上宏美，中尾敦子，松田佳子，

有元克彦
【P-2-573】　 病棟スタッフが透析業務を行うことへの不安の軽減に向けて～病棟と透析室の連携強化の課題～
 近江八幡市立総合医療センター腎臓センター ○松井俊樹，藤野俊輔，中谷友香，川島尚子
 近江八幡市立総合医療センター腎臓内科  門　浩志
【P-2-574】　 高度腎機能障害患者に多職種が介入し行動変容がみられた1例
 （株）日立製作所日立総合病院看護局 ○水野啓子，森永美智子
 （株）日立製作所日立総合病院栄養科  鈴木薫子
 （株）日立製作所日立総合病院リハビリテーション科  佐々木武人
 （株）日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【P-2-575】　 血液透析患者における血清リン値適正化とリン吸着剤（PB）削減のために～チーム医療による介入
 （医）衆和会長崎腎病院 ○吉野秀章，川口利江，山下万紀子，川内リカ，江藤りか，

小嶺真耶，河津多代，久原拓哉，澤瀬健次，原田孝司，
舩越　哲

 長崎腎クリニック  橋口純一郎
【P-2-576】　 外国人透析患者受入れのための環境整備と受入れ状況について
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院 ○本橋和子，谷口千賀子，小林信之，東　仲宣，小田清一
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【P-2-577】　 ケアミックス病院開設へ向けた療養型病院の透析部門立ち上げを経験して
 （医）積善会第二積善病院診療部臨床工学室 ○村田章紘，久徳利彦，中島直哉，大橋有紀子，加藤しげ美，

長坂君代
【P-2-578】　 高齢維持透析認知症患者の関わり
 （医）社団六翠会六島クリニック ○指物弘美，西中夏美，田中圭子，豊山弘美，上田道代，

大澤一郎
【P-2-579】　 高齢者透析を考える～当院の現状～
 （医）社団自靖会自靖会親水クリニック ○柴田寛子，三好大吾，住田実穂，川田有香，井之輪俊彦，

北村唯一
 （医）社団自靖会介護老人保健施設めぐみ  水之江義充
 （医）社団光靖会井口腎泌尿器科  中村秀之
 （医）社団光靖会北村記念クリニック  堀部浩司
 （医）社団自靖会自靖会親水クリニック  井口靖浩
 ／（医）社団自靖会介護老人保健施設めぐみ
 ／（医）社団光靖会井口腎泌尿器科
 ／（医）社団光靖会北村記念クリニック
【P-2-580】　 局所麻酔剤貼付部位の明確化による療養病棟看護師の意識変化
 広島市医師会運営・安芸市民病院 ○引地由実子
【P-2-581】　 透析専門介護・医療施設における腰痛の実態
 特別養護老人ホームこくら庵 ○小森優也，福本　駿，東村清貴，小島千佳子，

小松利恵子
 長崎腎病院  林　涼子，上谷しのぶ，舩越　哲
【P-2-582】　 透析専門介護・医療施設における腰痛対策チームの構築
 特別養護老人ホームこくら庵 ○福本　駿，小森優也，東村清貴，小島千佳子，

小松利恵子
 長崎腎病院  林　涼子，上谷しのぶ，舩越　哲

終末期医療／症例報告　16:40-17:36
座長： 萩原千鶴子（眞仁会横須賀クリニック）
【P-2-583】　 透析拒否により在宅での看取りへ移行した1例
 橋本みなみ内科本院 ○柴原奈美，小尾　学，斎藤志津
 相模原協同病院血液浄化センター  窪田　彬，渋谷陽平，鈴木俊郎，柴原　宏
 広瀬病院  廣瀬憲一
 前日本大学大学院  高橋　進
【P-2-584】　 透析見合わせ後20日以上生存した2例の死亡までの経過
 慶應義塾大学病院看護部 ○山口伸子，大場美保，斎藤みわ，廣川美穂子，森下裕美，

平島麻衣子，新見たづる，浦澤智佐
 慶應義塾大学病院医学部血液浄化・透析センター  吉田　理，大家基嗣
【P-2-585】　 「生きること」に寄り添うこと～下肢切断後自己効力の低下した事例より～
 （医）昴会日野記念病院看護部 ○青木加代子
【P-2-586】　 透析非導入末期腎不全患者の呼吸困難に対してオキシコドンが有用であった一例
 京都医療センター腎臓内科 ○上田直子，辻誠士郎，沈　載紀，小泉三輝，瀬田公一，

八幡兼成
【P-2-587】　 経皮・経口投与の麻薬により呼吸困難感を緩和した肺癌・血液透析患者の一例
 岩槻南病院腎臓内科 ○久保英二，中谷浩章，細越巨禎，飯野　立，宮澤亮義，

丸山泰幸
【P-2-588】　 長期維持透析，肺癌患者の終末期の一例
 青梅市立総合病院腎臓内科 ○江渡加代子，原　美都，稲葉俊介，荒木雄也，木本成昭
【P-2-589】　 末期心不全の透析患者へのモルヒネ投与により苦痛緩和が得られた一例
 （医）住友別子病院薬剤部 ○篠原正樹，小松沙妃，矢野琢也，谷崎文彦，福岡竜逸
 （医）住友別子病院循環器内科  松尾直朗

災害経験 2　16:40-18:00
座長： 向山政志（熊本大学）
【P-2-590】　 透析中に発生した停電の経験とその対策
 （医）偕行会碧海共立クリニック ○加藤弘忠，森田沙紀，木村真由美，藤本ひとみ，安藤圭子，

深谷大介，山田育子，小野木健詞

（
第
２
日
目
）

ポ
ス
タ
ー

255



【P-2-591】　 西日本豪雨災害を経験して～患者の声から知り得たこと～
 社会（医）里仁会興生総合病院人工透析室 ○岡　友美，藤原久子
 社会（医）里仁会興生総合病院食事療養部  長　久美，谷花彩生
 社会（医）里仁会興生総合病院内科  高取優二
【P-2-592】　 西日本豪雨災害における断水　交通網の破綻を経験して
 （医）社団仁風会青木病院 ○神野雄太，松原匡希，川崎美紀，迫田いつみ，加藤百合子，

青木明日香
【P-2-593】　 平成30年北海道胆振東部地震の経験と今後の課題
 （医）徳洲会札幌徳洲会病院臨床工学室 ○丹羽悠太郎，木下直樹，安藤偉子，岩崎聖子，永田直樹，

岡村洋子，辻　康友，邊見絵梨，村上雄介
【P-2-594】　 A病院における北海道胆振東部地震　震災アンケート結果
 社会医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院人工透析内科 ○高橋由香，古川一典，及川玲子，野尻珠美，佐々木信一，

高橋順一郎
【P-2-595】　 北海道胆振東部地震を経験し透析室における災害時対応の課題と対策
 北海道医療センター透析室 ○安藝やよい，中島友香，柴崎跡也
【P-2-596】　 北海道胆振東部地震における近隣透析施設からの患者受け入れを経験して
 札幌北辰病院ME部 ○高根麻央，石川啄也，斉藤　徳，真下　泰
 札幌北辰病院腎臓内科  佐藤亜樹子，石田貴之，山田幹二
 札幌北辰病院外科  高橋昌宏
【P-2-597】　 大阪北部地震を経験して
 （社医）愛仁会井上病院臨床工学科 ○渡邊直美，東田直樹，遠藤誠幸，村田哲平，中川　孝
 （社医）愛仁会井上病院診療部  森本　章，辻本吉広
【P-2-598】　 南海地震の長期浸水に対する燃料の備蓄
 （医）仁栄会島津病院 ○武田　功，島津栄一，三宅　晋，松田卓也
【P-2-599】　 地震時の離脱を考察し，血液回路の仕様変更した症例
 北川クリニック ○坂東秀夫，村山　剛，林　豊則，伊藤　央，塚原邦弘，

千藤康雄，川谷喜政，北田加津子，岸田尚夫，北川慶幸，
丸山栄勲

災害対策　訓練　備え 4　16:40-17:52
座長： 長井幸二郎（徳島大学）
【P-2-600】　 平成30年7月豪雨における当院の状況報告
 （医）社団スマイル博愛クリニック人工透析室 ○沖永鉄治，寺尾佳介，重藤涼介，岡本彩那，中島初美，

山平満浩，松見　勉，大窪由美子，江草昌美，藤井恵子，
頼岡徳在，高杉啓一郎

【P-2-601】　 災害伝言ダイヤルに関する調査から得られた現状の問題点と今後の課題
 （医）偕翔会さいたまほのかクリニック ○大沢公平，伊藤陽子，岩浪輝行，中島　要，寺山真弓，

土岐智恵子，ヴーティースワントゥイ，高見博弥
【P-2-602】　 災害訓練を通して～ブラックアウト編～
 関東労災病院臨床工学部 ○曽我部光弥，岩井陽平，五十嵐栄，北山伸治
 関東労災病院血液浄化センター  河村聡子
 関東労災病院腎臓内科  矢尾　淳，横地章生
【P-2-603】　 当院での災害時透析医療への取り組み～台風24号を経験して～
 （医）ネプロス吉クリニック ○屋宜　勝，仲里則男，城間俊正，屋嘉部一樹，澤岻盛和，

安里祐貴，瑞慶覧拓哉
【P-2-604】　 災害に対する当院の取り組みについて
 （医）社団豊済会下落合クリニック臨床工学技士課 ○原嶋美幸，菊地　勘
【P-2-605】　 当院の災害対策の取り組み
 （医）社団プログレス四日市消化器病センター医療技術部 ○清藤佑馬，水越智哉，小野君恭，兪　暁斌，土佐遼太郎
 （医）社団プログレス四日市消化器病センター看護部  後藤　綾，位田陽子，新田千紗，大竹真由，松下琴己
 （医）社団プログレス四日市消化器病センター人工透析内科  鈴木啓介
【P-2-606】　 オーバーナイト透析時における災害発生時の取り組み
 （医）社団坂井瑠実クリニック本山坂井瑠実クリニック ○安部信一郎，樋上徳子，岡留哲也，宮崎勇人，
 臨床工学科  尾畠昭二，喜田亜矢，坂井瑠実
【P-2-607】　 当院透析患者の防災意識調査～現状と課題～
 （医）社団博仁会宮地医院透析室 ○小澤和幸，森田照基，吉村ゆかり，佐野こずえ
【P-2-608】　 災害対応訓練の効果～アンケートによる比較～
 京都中部総合医療センター臨床工学科 ○比嘉純平，川勝　徹，疋田勇輝，太田勝彦，小林達弘，

宅間和秀，南出圭子，木村兌宖
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一般演題（ポスター）一般演題（ポスター）
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第3日目　6月30日（日）

血液浄化法／ I-HDF　10:30-11:50
座長： 長屋　啓（公立陶生病院）
【P-3-001】　 IHDF施行下における GDF-MからNVF-Mへの変更時の検査データ推移の検証
 （医）紀陽会田仲北野田病院臨床工学科 ○稲田卓矢，福井　純，谷島克好，石橋　翼，荒川昌洋
 （医）紀陽会さやまクリニック  田中秋生
 （医）紀陽会田仲北野田病院内科  高間俊郎，田仲　勝，田仲紀子
【P-3-002】　 Restless Legs Syndrome（RLS）患者に後置換On-line HDF+I-HDF（ハイブリッドHDF）を施行した1例
 （医）財団倉田会えいじんクリニック ○松沢翔平，加藤基子，浦辺俊一郎，加藤亜輝良，深澤桃子，

檜山英巳，栗井阿佐美，兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院  北村　真，飛田美穂，倉田康久
 北里大学医療衛生学部  小久保謙一
【P-3-003】　 ニプロ社製NCV-3の間歇補液プログラム（I-HDF）を用いた臨床評価
 （医）社団欅会東久留米クリニック ○河北　賢，永瀬美香，玉城美幸，阿部智紀，三好徳裕，

新倉友視，吉川里佳，古屋　徹
 （医）社団欅会東久留米駅前クリニック  田中健太郎
【P-3-004】　 透析後半低血圧症例にIHDFが有効であった1例
 （医）徳洲会松原徳洲会病院臨床工学科 ○松田孝嗣，吉見隆司，平谷由華
 （医）徳洲会松原徳洲会病院泌尿器科  西田　剛
【P-3-005】　 HDとI-HDFにおける循環血液量変化率（ΔBV）の検討
 JCHO宮崎江南病院臨床工学室 ○姫松祥平，小笠原元太，片岡陽聖，岩田裕美，持屋美季，

中武宏文，駒山洋樹，三浦友美，図師岳志，淀川菜穂子
 JCHO宮崎江南病院腎疾患透析科  山田和弘
【P-3-006】　 低栄養患者に対するポリフラックスHの使用経験
 （医）友愛会豊見城中央病院 ○高良啓太郎，吉浜清安，平良浩健，下地國浩
【P-3-007】　 ドナン効果によってNaは生体へ負荷されるか
 （特医）桃仁会病院臨床工学部 ○武内　崇，鈴木尚紀，仲村　悠，丑屋由美，人見泰正
【P-3-008】　 FIX-210Secoの性能評価とムズムズ脚症候群（RLS）に対する効果
 社会医療法人財団石心会川崎クリニック透析技術課 ○藤田　昂，荒川遼太，志賀洋一，下村実咲，村木　愛，

依田絵里奈，三輪直哉，澤田尚之，芝田絵理子，鈴木貴大，
玉木　遼，佐藤　健，中村賢洋

 社会医療法人財団石心会川崎クリニック透析技術課  若狭幹雄，宍戸寛治
 ／社会医療法人財団石心会川崎クリニック内科
【P-3-009】　 α1-mg除去率の上昇による掻痒症の改善
 （医）友秀会伊丹腎クリニック ○山下直哉，伊丹儀友
【P-3-010】　 長時間前希釈HDFを行っている2症例
 （医）みやぎ清耀会緑の里クリニック透析技士部 ○土井裕生，宍戸　洋，大槻　剛

血液浄化法／在宅透析 1　10:30-11:34
座長： 田中将博（大牟田市立病院）
【P-3-011】　 当院における在宅血液透析（HHD）脱落例の検討
 （医）衆和会長崎腎病院 ○舩越　哲，佐藤泰崇，田賀農恵，藤原久子，林田めぐみ，

田中　健，永野かおり，橋口純一郎，久保純子，河津多代，
久原拓也，澤瀬健次，原田孝司

【P-3-012】　 医工学技術の応用による在宅血液透析診療の効率化と安全対策
 （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
 （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，中村三彩
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック看護部  海老原慧
 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
【P-3-013】　 在宅血液透析導入の取り組み
 横浜じんせい病院看護部 ○林　浩子，菅原しげ子，深江玲子，萩原由里子，林　達也，

八木原達也，稲葉雄太，渡邉文雅，佐藤　陽，山口　聡
 上大岡仁正クリニック腎臓内科  三橋　洋
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【P-1-017】　 在宅血液透析における患者教育～透析装置入れ替えを経験して～
 （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，大上　良，新川栄二，能澤季逸，

竹中翔平，斎藤浩太郎，鈴木咲良，江川恵子，眞島幸恵，
辻村陽子，三橋　洋

 （医）社団厚済会横浜じんせい病院  林　達也，林　浩子，山口　聡
【P-3-014】　 安全な在宅血液透析の取り組みについて
 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臨床工学部  佐藤大樹，高橋　稔
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック腎臓内科  野老山武士，原　正樹
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【P-3-015】　 役割調整を行うことでHHD導入ができた一事例
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院 ○田中沙織，門嶋洋子，久田睦子，村瀬智恵美，
 在宅透析教育センター  三輪八千代
【P-3-016】　 在宅血液透析（HHD）による栄養状態と運動能力の改善
 （医）あさお会あさおクリニック臨床工学部 ○齋藤大雅，柳本正隆，石山真衣
 （医）あさお会あさおクリニック内科  吉澤　亮，前波輝彦
 筑波技術大学保健科学部  三浦美佐
【P-3-017】　 当院における排水処理装置を用いた在宅透析導入について
 春日井市民病院技術部臨床工学技術室 ○市川　賢，桐生瑞季，冲中勇揮，奥本哲平，齋木憲人，

毛利真吾，伊藤秀明，中川　尚，篠田　悟，東　秀一，
重松恭一，三村哲史，坂　洋祐，成瀬友彦，渡邊有三

血液浄化法／TTP・HUS・血管炎症候群　10:30-11:50
座長： 張　同輝（やまびこ会腎・循環器もはらクリニック）
【P-3-018】　 O-157感染によるHUSに対して血漿交換を施行した1例
 埼玉県済生会川口総合病院腎臓内科 ○佐藤啓資，窪田研二，石塚史乃，千手陽一郎，中島千尋，

渡邊健太郎
【P-3-019】　 寛解維持状態のSLEに血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）を合併し，血漿交換（PE）が著効した一例
 杏林大学医学部付属病院腎・透析センター ○有川滋久，内田裕子，池谷紀子，軽部美穂，駒形嘉紀，

要　伸也
【P-3-020】　 血漿交換中にアナフィラキシーショックをきたしたが救命し得た血栓性血小板減少性紫斑病の1例
 新松戸中央総合病院腎臓内科 ○小野貴央，佐藤英一，出川まなか，魯　紅梅，松村大輔，

野村まゆみ，天羽繭子，中村　司
 明理会中央病院血液内科  金丸峯雄
 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科  上田善彦
【P-3-021】　 HIV感染を契機に発症したと考えられた二次性血栓性血小板減少性紫斑病の一例
 東京都立駒込病院 ○川副健太郎，西澤雄貴，藤井照大，太田英里子，

太田哲人
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【P-3-022】　 活動性再燃が疑われる経過中に自己免疫性血栓性血小板減少症を合併した皮膚筋炎の一例
 名古屋医療センター腎臓内科 ○東　貴穂，八尾村多佳朗，中村智信，谷口容平，榊原千穂，

高梨昌浩，関谷由夏，加藤将宏
【P-3-023】　 成人still病に合併したTMAに血漿交換が有効であった一例
 大阪南医療センター ○大森弘基，今井洋輔，畑中雅喜，飯尾健一郎，安東　豊
【P-3-024】　 クリオグロブリン血症の治療開始後血栓性微小血管障害（TMA）を発症し，血漿交換（PE）が奏効した一例
 関西労災病院腎臓内科 ○北村香奈子，今井淳裕，島田直幸，松下泰介，勝間勇介，

松岡佑季，大田南欧美，末光浩太郎，和泉雅章
【P-3-025】　 MPO-ANCA関連腎炎に対し血漿交換を施行した一例
 熊本医療センター腎臓内科 ○野尻拓矢，梶原健吾，山本紗友梨，板井陽平，中村朋文，

富田正郎
 熊本大学医学部附属病院腎臓内科  向山政志
【P-3-026】　 ANCA関連血管炎に対し血漿交換を施行し著効した1例
 奈良県立医科大学附属病院 ○梶原聡司，小西康司，萱島道徳，米田龍生，吉田克法
【P-3-027】　 結核治療歴のある多発血管炎性肉芽腫症の再燃に対し血漿交換が有効であった一例
 杏林大学医学部付属病院腎臓・リウマチ膠原病内科 ○森　聖貴，川上貴久，國友理恵，福岡利仁，軽部美穂，

駒形嘉紀，要　伸也
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AKI　10:30-11:58
座長： 渡辺裕輔（埼玉医科大学国際医療センター）
【P-3-028】　 透析離脱可能となったFabry病の合併を疑うMyeloma Cast Nephropathyの一例
 慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科 ○安達京華，徳山博文，大島洋一，伊藤智章，脇野　修，

伊藤　裕
【P-3-029】　 心筋炎による心肺停止蘇生後に急性腎障害のため半年程度の維持透析を要した一例
 中部労災病院腎臓リウマチ膠原病内科 ○中村嘉宏，吉田浩之，北村文也，猪飼浩樹，山本真里，

村井由香里，高杉浩司，藤田芳郎
 中部労災病院呼吸器内科  笠原千夏
 中部労災病院循環器内科  真宮久美子
【P-3-030】　 悪性症候群による急性腎不全に対して血液透析を施行した1例
 （医）明理会東戸塚記念病院腎臓内科 ○細川　緑，小堀伸一郎，丹藤敏次
【P-3-031】　 悪性症候群に合併した急性腎障害に対して血液透析を施行した1例
 東京都立墨東病院 ○小林未央子，杉山和宏，田邉孝大，濱邊祐一
【P-3-032】　 胃捻転症治療経過中に生じた筋腎代謝症候群に対して急性血液浄化療法を実施し救命し得た一例
 岐阜県立多治見病院腎臓内科 ○山内安佐子，井上昌俊，高見徳人，松崎拓朗，杉山　豊
【P-3-033】　 顕微鏡的多発血管炎による慢性腎臓病の経過中に急性腎障害を発症し急性血液浄化療法を要した1例
 日本医科大学付属病院腎臓内科 ○上條夏実，三井亜希子，船越俊貴，荒川裕輔，平間章郎，

酒井行直，鶴岡秀一
 日本医科大学付属病院皮膚科  山崎香里，佐伯秀久
【P-3-034】　 腎癌術後の横紋筋融解による急性腎不全に対して連日HDFを施行し腎機能を温存できた1症例
 恵佑会札幌病院泌尿器科 ○佐藤泰之，小林智治，谷口明久，平川和志
【P-3-035】　 意識障害を伴う症候性高Mg血症を救命し得た一例
 公立学校共済組合近畿中央病院腎臓内科 ○山本清子，宮内和歩，津久田真広，末光聡子
 公立学校共済組合近畿中央病院消化器内科  伊原啓雄，石津由里子，山本光成
【P-3-036】　 急性型成人T細胞性白血病リンパ腫（ATLL）に伴う高Ca血症に対して急性血液浄化療法を施行した1例
 高松赤十字病院腎臓内科 ○國正　靖，西岡　聡，横山倫子
 高松赤十字病院泌尿器科  山中正人
 高松赤十字病院血液内科  大西宏明
【P-3-037】　 根治的腎摘術後に急性間質性腎炎による急性腎不全を発症した1例
 綜合病院山口赤十字病院透析センター ○中村公彦，野村悠一郎，塚本　学，須賀昭信
【P-3-038】　 血液透析をはじめ様々な血液浄化療法を実施したTFRO症候群の1例
 千葉労災病院臨床工学部 ○長見英治，久我洋史，小倉　健，堀川俊之介，岡崎　徹，

田口直人，窪田賢人
 千葉労災病院循環器内科  山内雅人

血液透析／症例・合併症　10:30-11:26
座長： 松本有里子（久留米大学）
【P-3-039】　 肺水腫により予定外の透析が必要になった症例の解析
 （医）望真会古作クリニック内科 ○長谷川昭，冨田健介，山本　巧，松本和久，林　雅道，

古作　望
 群馬県済生会前橋病院  菊池総一郎，土屋寛子，舘野利絵子，直田匡彦，戸島俊一，

池田士郎，中野明彦，福田丈了
【P-3-040】　 透析開始直後に血圧低下のみられた3症例の経験と対処法
 （医）偕行会岐阜中津川共立クリニック透析室 ○安保賀子，藤原大地郎，原　英晴，安江大吾，野溝明弘
 同内科  平田聖文
【P-3-041】　 透析中のトイレ離脱における体重測定の必要性について検討
 新柏クリニック ○永井　慶，池邊小百合，小笠原香，与謝野孝子，小池和子，

木村敬太，木村靖夫
【P-3-042】　 適切な分娩計画により，安全に出産をした長期血液透析患者の一例
 東北大学病院腎・高血圧・内分泌科 ○吉田　舞，藤倉恵美，竹内沙永子，岡本好司，長澤　将，

中道　崇，宮崎真理子，伊藤貞嘉
 同周産母子センター  埴田卓志，齋藤昌利
 同看護部  加藤政子
【P-3-043】　 透析患者における下肢爪状態と予後についての検討
 弘前大学医学部附属病院泌尿器科 ○相馬　理，畠山真吾，松本哲平，大山　力
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院泌尿器科  齋藤久夫，鈴木唯司
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【P-3-044】　 血管内レーザー焼却術と低分子ヘパリン透析LMWH～透析患者で浮腫，疼痛，腓返りが改善した経験報告～
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院腎臓内科・透析科 ○北村直人
 ／（医）関内医院
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院腎臓内科・透析科  秋山和宏，市橋弘章，佐々木司，内野　敬，室町幸生，

東　仲宣
 （医）関内医院  村山剛也，中村和美，桜井祐加
【P-3-045】　 心房細動カテーテルアブレーションの透析中血行動態への影響
 社会医療法人川島会川島病院 ○野口隼一，東根直樹，八幡優季，相坂佳彦，萩原雄一，

道脇宏行，田尾知浩，高森信行，西内　健，水口　潤
 徳島大学病院循環器内科  飛梅　威

透析導入・透析方法　10:30-11:34
座長： 内藤正吉（北里大学）
【P-3-046】　 CKD stage 5で初めて紹介された患者における透析導入の予測因子
 奈良県西和医療センター腎臓内科 ○板野明子，田崎　光，林　諒子，森本勝彦
【P-3-047】　 血液透析（HD）導入患者における好中球/リンパ球比の検討
 （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，桑原三郎，井上達夫
 防衛省防衛医科大学校病院血液透析室  辻　　明
【P-3-048】　 当院における長時間血液透析患者の特徴
 東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック腎臓内科 ○原　正樹，野老山武士
 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  佐藤大樹，高橋　稔
 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
 東京女子医科大学病院血液浄化療法科  土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【P-3-049】　 CKD専門施設における保存期からの段階的外来透析導入～5年間の実績～
 望星新宿南口クリニック／腎臓・代謝病治療機構 ○高橋俊雅
 望星西新宿診療所／腎臓・代謝病治療機構  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
【P-3-050】　 週2回の通常透析に週1回のオーバーナイト透析（NHD）を加えて～ 5年の心機能の経過～
 （医）社団瑛会東京ネクスト内科・透析クリニック ○陣内彦博，吉田智史，藤井和真，太田　智，小澤和由，

秋葉　隆
【P-3-051】　 透析歴40年以上の超長期透析患者のADL～導入年代による違い～
 信楽園病院血液浄化療法室 ○飯山由紀，齋藤智子
 信楽園病院腎臓内科  島田久基，鈴木正司
 信楽園病院付属有明診療所透析室  田巻瑞穂
 信楽園病院付属有明診療所腎臓内科  宮崎　滋，湯浅保子
【P-3-052】　 オーバーナイト透析導入の経験
 （社医）愛仁会井上病院臨床工学科 ○益田　翼，東田直樹，遠藤誠幸，村田哲平，中川　孝
 （社医）愛仁会井上病院事務部  豕瀬和美，金谷甲輝，山村智和
 （社医）愛仁会井上病院看護部  佐藤裕子，西原伸美
 （社医）愛仁会井上病院診療部  森本　章，辻本吉広
【P-3-053】　 当院における血液透析治療導入患者の導入方法
 （医）仁栄会島津病院臨床工学科 ○中山智恵，松田卓也
 （医）仁栄会島津病院透析科  武田　功，三宅　晋

透析モニタリング／HD 2　10:30-11:50
座長： 花岡吾子（大阪市立大学）
【P-3-054】　 体成分分析装置InBodyS10の当院での運用方法について
 かわしま内科クリニック透析室 ○白石　武，大山彩香，河西由香里，菊地孝典，上野幸司，

吉村　章，齋藤孝子
 自治医科大学附属病院透析部  山本尚史，井上　真，齋藤　修，長田太助
【P-3-055】　 体成分分析装置In-Body S10を使用した透析患者の筋肉量の評価
 橋本クリニック ○黒澤香織，山内芙美，細谷広海，鈴木　歩，吉永美波，

岩舘慶子，栗原佳孝，谷林由美，斉藤　毅，櫻井健治
【P-3-056】　 レーザー血流計「BFD Clinical-Lab」の使用評価
 （医）偕行会名港共立クリニック ○北　直記，鈴木隆斗，服部　裕，森川由紀，萱野　哲，

小嶺博樹，黒田浩樹，田岡正宏，佐藤　隆
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【P-3-057】　 日機装社製DCS-100NXにおけるΔBV値と血液濃縮率の比較検討
 （医）一樹筑西腎クリニック臨床工学部 ○大島　敬，鈴木幸恵，石橋賢一，野原大司，小堀比花里，

瀧田孝明，矢嶋寿章，大木伸芳，土田康博
 （医）一樹筑西腎クリニック臨床検査部  谷口敦男
 （医）一樹筑西腎クリニック診療部  今井麗華，赤井洋一
【P-3-058】　 身体組成分析装置MLT-550Nにおけるインピーダンス異常への検討
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院臨床工学科 ○河嶋祐希，足立明子，野間啓太，青木康裕，松田英樹，

澤田正二
【P-3-059】　 下肢切断症例における体成分分析装置inbody測定値の比較
 （社医）明和会中通総合病院 ○今西　望，挽野慎之介，高橋さくら，庄司裕太，

高橋奈津希，高島俊介，平塚広樹，村上　亨，佐々木亘
 （社医）明和会中通総合病院泌尿器科  宮形　滋，小泉　淳
【P-3-060】　 糖尿病透析患者におけるPOCT機器による血糖測定の有用性
 東芝林間病院臨床工学科 ○木原将人，野村賢二，大嶋るみ子，金原輝紀，羽賀由佳，

阿部里香，肴倉康子，五十公野沙耶，冨樫久美，
金子真理

 東芝林間病院腎臓内科  岩崎美津子
【P-3-061】　 MLT550Nを用いたE/T値の標準範囲外患者の特徴
 むなかたクリニック ○川口雄平，早房和哉，吉田正人，小山修平，小林延行，

小野祐嗣，宗像　優，渡邊喜彦，植木哲雄，宗像昭夫
【P-3-062】　 生命予後の指標となる位相角（Phase Angle）の測定意義
 （医）社団信愛会重松クリニック ○岡本真博，川辺美由樹，西本怜生，財部隆弘，重松啓子，

重松　勝
【P-3-063】　 位相角が栄養指標にならなかった症例
 社会医療法人母恋日鋼記念病院臨床工学室 ○毛笠貴隆，植村　進
 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

透析液管理 2　10:30-11:50
座長： 松金隆夫（帝京短期大学）
【P-3-064】　 配管素材で透析液清浄度は高められる
 金沢医科大学病院血液浄化センター医療技術部 ○荒木　忠，亀田祐太，門田奨平
 金沢医科大学腎臓内科  横山　仁
【P-3-065】　 透析液供給装置の清浄化への取り組み
 安城共立クリニック ○関山真之，河合洋和，江島　徹，鈴木裕章，西宮綾乃，

坪井正人
 名港共立クリニック  田岡正宏
【P-3-066】　 水質管理方法の改善としての熱水消毒の評価
 （医）社団石鎚会田辺記念病院 ○西村恒平，山口博史，原尾　望，神吉翔一郎，篠原　純，

山内直人，畑　佳伸
 （医）社団石鎚会田辺中央病院  乾　恵美，中田幸平
【P-3-067】　 透析液粉末溶解装置における生菌評価の検討
 渡辺内科 ○大内康裕，小林大輔，高野雅史，原瀬　勉，渡辺伊道，

渡邊文代，渡辺孝太郎
【P-3-068】　 透析液粉末溶解装置の洗浄問題
 渡辺内科 ○高野雅史，小林大輔，大内康裕，原瀬　勉，渡辺伊道，

渡邊文代，渡辺孝太郎
【P-3-069】　 個人用透析用水作製装置の過酢酸系除菌洗浄剤による洗浄
 社会医療法人友愛会豊見城中央病院臨床工学科 ○山内昌祉，平良浩健，鈴木壮彦，大城智彦
【P-3-070】　 生物発光法ET測定と大量膜濾過生菌培養から更なる清浄化管理の有用性を検証
 草加市立病院腎センター ○吉本　裕，鈴木　健，新井康介，高橋　悠，森田俊郁樹，

鈴木聡宏，五十嵐恒輝，須田　伸
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
【P-3-071】　 当院において10年間次亜塩素酸Na活性水を使用した水質清浄化の現状
 （医）三和会東鷲宮病院透析センター ○高橋正樹，榎本琴子，関口彩乃，礒　雅道，細川久美子，

菅原邦育
 （医）三和会東鷲宮病院腎臓内科  浜田寛昭，澤口　博
【P-3-072】　 透析液作製室の清浄化管理運用について
 （医）一陽会一陽会クリニック ○三原修司，小野亮一，山本美由紀，山形智子，森田直美，

手島和子，丹治知恵，碓井公治
 （医）一陽会原田病院  宮本弘美，本丸忠生
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【P-3-073】　 日機装社多人数用透析液供給装置DAB-50NXの生物学的汚染に対する検討
 （医）偕行会海部共立クリニック ○原田駿一，服部達也，藤田亞矢子，井上　肇
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック  上野彰之
 （医）偕行会名港共立クリニック  田岡正宏

バスキュラーアクセス／カテーテル 1　10:30-11:42
座長： 淺沼克彦（千葉大学）
【P-3-074】　 UKカフ付カテーテルの使用経験と中長期成績
 （医）天野記念クリニック ○依馬弘忠
【P-3-075】　 当院におけるカフ型カテーテルの使用についての検討
 日本赤十字社医療センター腎臓内科 ○柳　麻衣，北山千草，坂口隆志，高上紀之，小野慶介，

上條由佳，石橋由孝
【P-3-076】　 非カフ型血液透析カテーテル接続部のアルコール消毒はカテーテル感染を減少させる
 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，萬田木香，大石真理子，西田秀範，藤井徹郎
【P-3-077】　 感染性心内膜炎，ペースメーカーリード感染を発症した患者におけるカフ型カテーテル鼠径部留置について
 （医）城南福祉医療協会大田病院透析室 ○村松仁美
【P-3-078】　 当院における長期留置カテーテル使用の現状
 神戸市立医療センター中央市民病院腎臓内科 ○澤村直彦，中村和史，能登理央，塩田文彦，田路佳範，
   吉本明弘
【P-3-079】　 外頸静脈の使用により血液透析を継続し得た1例
 横浜南共済病院腎臓高血圧内科 ○森　　梓，湯藤　潤，星野　薫，上原立己，岡田和也
 横浜市立大学附属病院循環器腎臓高血圧内科学教室  田村功一
【P-3-080】　 カフ型カテーテル使用症例に対するスキンケア～ピュアバリアの使用経験について～
 相模原協同病院看護部人工透析室 ○斉藤由紀子，須田春香，右田智美，神保栄子，新堀寛已，

小林千恵
 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
 相模原協同病院病理診断科  風間暁男
 橋本みなみ内科本院  柴原奈美
 前日本大学大学院  高橋　進
【P-3-081】　 長期留置カテーテル（TCC）使用の有用性
 （医）社団聖医会ことうだ腎クリニック腎センター ○平出裕紀，赤木　翔，風間千佳，阿部政利，小藤田篤，

小藤田敬介
【P-3-082】　 短期留置型カテーテル先端形状の違いによる再循環評価
 埼玉医科大学総合医療センター臨床工学部 ○小西一輝，徳井研太，佐々木裕介，葉　優寿，前田直人，

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

バスキュラーアクセス／穿刺・止血　10:30-11:50
座長： 石川匡洋（川口市立医療センター）
【P-3-083】　 当院におけるヘムコンドット使用報告
 獨協医科大学日光医療センター透析部 ○金子義郎，有坂安弘，藤原信里，小山田諒，吉原一紀，

関根　栞，佐々木祐実，神山　匠
 獨協医科大学日光医療センター心臓血管内科  上野明日香，石川まゆ子，安　隆則
【P-3-084】　 止血剤付圧迫綿ヘムコンドットTMの止血時間に関する検討
 呉医療センターME管理室 ○村高拓央，多賀谷正志，横田彩美，久恒一馬，岡野慎也，

市川峻介，入船竜史，小田洋介，半田宏樹
 呉医療センター腎臓内科  高橋俊介
【P-3-085】　 透析用止血器カッチン君の検討
 市立甲府病院診療支援部MEセンター ○宮原冬人，白石隆興，飯田和歌，名取艶子，杉本栄二，

浅川新一，藤巻一美
 市立甲府病院看護部  上杉淳子，小尾貴子，渡邉清美
 市立甲府病院腎臓・膠原病内科  秋山大一郎，緒方亮二
 市立甲府病院泌尿器科  田邉信明，小室三津夫
【P-3-086】　 止血絆創膏の変更はケア時間短縮になるか？
 西インター内科・透析クリニックME室 ○松本圭司
 西インター内科・透析クリニック内科  加藤象三郎
 西インター内科・透析クリニック看護部  五十嵐希和
【P-3-087】　 貼付用局所麻酔剤とピュアバリアモイストジェル併用時の麻酔効果維持の検討
 （医）布引内科クリニック ○河村彰文，河嶋雅美，山田　衆
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【P-3-088】　 知覚・痛覚定量分析装置を用いた局所麻酔剤貼付時間の検討
 長居良風クリニック ○臼井荘一，田中　康，中眞砂士
 （医）紀陽会田仲北野田病院  荒川昌洋，田仲　勝，田仲紀子
【P-3-089】　 Firapyを使用して～穿刺痛軽減：VASスコアによる評価～
 （医）小山すぎの木クリニック ○加賀　誠，朝倉伸司
 （株）フィラピーメディカル  李　其然，林　子騏，石松　一
【P-3-090】　 穿刺時疼痛緩和に向けた聞き取り調査
 （医）社団豊済会ときわクリニック臨床工学課 ○荒金孝行，渡辺ちえみ，高島滉基，奥山諒祐，関　拓也，

美留町勉，佐藤博文，清水正樹，飯岡大輔，冨澤玲子，
田村由紀子，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
【P-3-091】　 患者に合わせた透析針の選定方法を検討して
 JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター臨床工学科 ○小宮山純史，中島　陸，饗場智明，荻原裕房
【P-3-092】　 内シャント早期穿刺による開存率への影響および術後エコーの有用性
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科 ○清水友希，中田純一郎，城谷優花，福崎晴奈，野原奈緒，

鈴木祐介

バスキュラーアクセス／症例　10:30-11:58
座長： 前田国見（前田記念会石神井公園じんクリニック）
【P-3-093】　 シャント肢側の橈骨遠位端骨折でシャント閉塞を併発し再建方法に苦慮した一例
 豊橋市民病院腎臓内科 ○神谷文隆，稲垣浩司，神谷知明，酒井尊之，山川大志
 豊橋市民病院整形外科  山田梨沙
【P-3-094】　 右心不全の増悪のためグラフト閉鎖を余儀なくされた血液透析患者の1例
 国際医療福祉大学熱海病院移植外科 ○白井博之，矢嶋　淳，唐仁原全
 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科  木村貴英，山田斎毅，青柳左近，横山　健
 国際医療福祉大学熱海病院心臓血管外科  高木　剛
【P-3-095】　 鎖骨下動脈狭窄によりAVG閉塞を繰り返した一例
 愛媛大学医学部附属病院腎高血圧内科 ○七條　聖
 日本赤十字社松山赤十字病院腎臓内科  相原成志，福満研人，近藤美佳，平島祐太郎，岡　英明，

上村太朗，原田篤実
【P-3-096】　 透析用留置針先端部の発見に超音波を使用し摘出術を施行した一例
 久留米大学病院高度救命救急センター ○牟田隆則，田代恵太
 久留米大学病院高度救命救急センター  福田理史
 ／久留米大学内科学講座腎臓内科部門
 久留米大学内科学講座腎臓内科部門  森山智文
【P-3-097】　 上腕動脈分岐部の血栓塞栓によりシャント不全に至った2症例
 大川VA透析クリニック ○山本裕也，大川博永，西川博幸
【P-3-098】　 シャント閉鎖術によって心不全の改善を認めた維持血液透析患者の一例
 特殊法人日本赤十字社医療センター ○坂口隆志，北山智草，高上紀之，小野慶介，上條由佳，

柳　麻衣，石橋由孝
【P-3-099】　 非内シャントで血液透析導入した慢性心不全を有する患者の内シャント作製後に閉鎖に至った症例
 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院腎臓内科 ○石井龍太，塚原知樹，松永恒明，金子洋子，楊川堯基，

石津　隆
【P-3-100】　 透析間体重増加とlarge shantで心不全を呈しシャント縫縮術で改善した維持透析患者の1例
 （公財）東京都保健医療公社大久保病院 ○中村優香，小島佳織，大久保里枝，今泉雄介，小川ひな，

吉川佳奈恵，戸田美波，石渡亜由美，亀井唯子，川西智子，
小川俊江，阿部恭知，遠藤真理子，若井幸子

【P-3-101】　 下肢の人工血管グラフトにて下肢の浮腫みなどの症状が悪化したが，結紮のみで改善した一例
 （医）社団苑田会苑田第三病院内科 ○三戸康義
 （医）社団苑田会苑田第三病院循環器内科  渡邉英憲
 帝京大学医学部附属病院心臓血管外科  今水流智浩
【P-3-102】　 バスキュラーアクセス確保が困難な症例において上腕尺側皮静脈表在化を施行した一例
 横浜南共済病院腎臓高血圧内科 ○星野　薫，上原立己，森　　梓，岡田和也，湯藤　潤
 横浜南共済病院心臓血管外科  橋山直樹，孟　　真
 横浜市立大学附属病院循環器・腎臓・高血圧内科  田村功一
【P-3-103】　 頻回閉塞をきたす前腕AVFに対し外科的血管修復術により良好な開存を得た一例
 広島赤十字・原爆病院腎臓内科 ○森本恵美，尾上桂子，曽爾浩太郎，浅井真理子，

横山敬生
 広島赤十字・原爆病院血管外科  大峰高広
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腹膜透析／病態・管理 3　10:30-11:50
座長： 糟野健司（福井大学）
【P-3-104】　 イコデキストリンでは除水困難であった腹膜透析の一例
 旭川赤十字病院腎臓内科 ○安部功記，長谷川諒，安孫子宗典，松久優雅，小林広学
【P-3-105】　 めまいを有する維持血液透析患者に腹膜透析を併用した1例
 横浜市立大学附属病院血液浄化センター ○花岡正哲，小林　竜，春原須美玲，大上尚仁，平塚梨奈，

大城光二，畝田一司，金岡知彦，涌井広道，戸谷義幸，
田村功一

【P-3-106】　 イコデキストリン透析液で除水ができず，4.25%ブドウ糖透析液が有効であった一例
 旭川赤十字病院腎臓内科 ○小林広学，松久優雅，安孫子宗典，安部功記，

西沢慶太郎
【P-3-107】　 聖路加国際病院における臨床工学技士の腹膜透析（PD）チーム医療への参加
 聖路加国際病院臨床工学科 ○中溝恵太，中山昌明，丹野有道，伊藤雄伍，金　学粋，

森谷しのぶ，土橋弥生
【P-3-108】　 当院におけるPD患者（PD＋ HD併用療法患者を含む）の現状について
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院東分院臨床工学科 ○藤川純一，惠　哲馬
 （医）豊田会刈谷豊田総合病院東分院腎臓内科  成田亜衣子，杉浦祥代，平塚真紀，千郷欣哉，小山勝志
【P-3-109】　 CAPDカテーテル留置術における局所麻酔下手術と腹腔鏡補助下手術の比較
 奈良県総合医療センター泌尿器科 ○辰巳佳弘，家村友輔，松村善明，三馬省二，影林頼明
 奈良県総合医療センター腎臓内科  國分麻依子，深田文裕，松井　勝
【P-3-110】　 Advanced laparoscopic法による腹膜透析カテーテル留置術を施行した1例
 愛媛県立中央病院泌尿器科 ○浅井聖史，西田敬悟，廣田圭祐，赤澤早紀，三宅毅志，

中島　英，藤方史朗，岡本賢二郎，山師　定，菅　政治
 愛媛県立中央病院腎臓内科  茎田奈央子
【P-3-111】　 腹膜透析カテーテル出口部の肉芽はステロイド軟膏で治癒する
 岡山済生会総合病院腎臓内科 ○野中慶佑，野村祥久，石原深雪
 岡山済生会総合病院8東病棟  玉谷和美
 岡山済生会外来センター病院腎臓病センター  大脇浩香，丸山啓輔，平松　信
【P-3-112】　 穿孔性憩室炎を契機に敗血症性ショックを発症し，回盲部切除にて救命しえた腹膜透析患者の一例
 金沢大学附属病院腎臓内科 ○林　大輝，北島信治，佐藤晃一，遠山直志，原　章規，

岩田恭宜，坂井宣彦，清水美保，古市賢吾，和田隆志
【P-3-113】　 PD関連腹膜炎と心臓の形態学的特徴の関連についての検討
 大阪急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科 ○飯尾　麗，上床隆太，高塚泰輔，芳村大介，川村知央，
   岩田幸真，奥嶋拓樹，勝二達也，林　晃正

移植／レシピエント／ドナー／先行的腎移植／手術　10:30-11:42
座長： 長浜正彦（聖路加国際病院）
【P-3-114】　 末期腎不全に対し腎移植を施行した多発性嚢胞腎症例の検討
 富山県立中央病院内科 ○能勢知可子，山本侃暉，小林詩織，小林　拓，玉井　亨，

上川康貴，川端雅彦
 富山県立中央病院看護部  渡邊真由美
 富山県立中央病院泌尿器科  瀬戸　親
【P-3-115】　 当科に受診した献腎移植レシピエント7例の術前口腔所見について
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院 ○五十嵐恵一，野村泰介，齋藤文匡
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院  三戸志保子，赤石佐知子，齋藤久夫
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院  鈴木唯司
 ／公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院
【P-3-116】　 高齢腎移植の3例
 県立広島病院腎臓総合医療センター ○札場保宏，森本博司，石本達郎，漆原　貴，板本敏行，

末廣珠里，細川亮平，清水優佳，上野敏憲，小川貴彦
【P-3-117】　 聾唖，全盲にて先行的腎移植を行った急性膵炎を反復するHDR症候群の1例
 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科 ○吉野篤範，阿部利弘，日高有司，金子　雄，三澤英央，

長堀克弘，川本進也，竹田徹朗
 同泌尿器科  瀬戸口誠，徳本直彦
【P-3-118】　 腎結石を有する生体腎移植ドナーに対してTULとドナー腎採取術を一期的に施行した一例
 弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座 ○山本勇人，相馬　理，藤田尚紀，今井　篤，畠山真吾，

米山高広，橋本安弘，大山　力
 弘前大学大学院医学研究科循環器腎臓内科学講座  藤田　雄，村上礼一，中村典雄
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【P-3-119】　 右外腸骨静脈が完全閉塞していた腎移植レシピエントの1例
 弘前大学医学部附属病院泌尿器科 ○米山高弘，盛　和行，山本勇人，今井　篤，畠山真吾，

橋本安弘，大山　力
 弘前大学医学部附属病院循環器腎臓内科  藤田　雄，村上礼一，中村典雄
 名古屋第二赤十字病院移植外科  鳴海俊治
【P-3-120】　 腎移植後に悪性腫瘍を発症した症例の検討
 弘前大学医学部附属病院泌尿器科 ○畠山真吾，村上礼一，米山高弘，藤田尚紀，小西　栄，

沖田和貴，成田琢磨，山本勇人，今井　篤，橋本安弘，
大山　力

 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院  齋藤久夫
【P-3-121】　 生体腎移植後に尿JC virusを検出した2例
 国際医療福祉大学三田病院移植外科 ○頓所　展，正木紀行，寺岡　慧
 国際医療福祉大学熱海病院病理診断科  金綱友木子
【P-3-122】　 腎移植後に発症した腹部大動脈瘤の1手術例
 国際医療福祉大学熱海病院心臓血管外科 ○高木　剛
 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科  山田斎毅，青柳左近，木村貴英，横山　健
 国際医療福祉大学熱海病院移植外科  白井博之，矢嶋　淳，唐仁原全

AKI ／症例 2　10:30-11:42
座長： 樋口千恵子（東京女子医科大学東医療センター）
【P-3-123】　 アトルバスタチンによる急性腎障害の1例
 （医）亀岡病院泌尿器科 ○藤井秀岳
 （医）亀岡病院透析センター  岡本常宏，奥野盾子，本村美穂，齋田直美，瀬能奈緒，

那須智仁，吉田和彦，船越　佑，斉藤　潤，田邊敬悟
【P-3-124】　 抜歯後敗血症，急性腎不全を発症した1剖検例
 鶴見病院腎臓内科 ○有馬　誠，内田大貴，宗像さやか，安森亮吉
 鶴見病院病理診断科  近藤能行
 鶴見病院腎臓外科  安部怜樹，羽田真郎
 大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科  福長直也，柴田洋孝
【P-3-125】　 感染源不明の敗血症性ショックによって急性腎障害を発症し一時的な血液浄化療法を要した1例
 日本医科大学武蔵小杉病院腎臓内科 ○関美也子，上條夏実，草薙茉莉奈，奥畑好章，大塚祐介，

大塚智之
 日本医科大学付属病院腎臓内科  鶴岡秀一
【P-3-126】　 フットポンプ還流システムを用いたTUL手術後に敗血症となりエンドトキシン吸着にて救命し得た1例
 成田富里徳洲会病院泌尿器科 ○太田茂之
 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院泌尿器科  上谷将人，夏山隆夫，三井要造，久末伸一
 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院救急科  北原雅徳
【P-3-127】　 横紋筋融解症における血清CK値とAKIの発症及び血液浄化療法の相関性についての検討
 日本赤十字社和歌山医療センター腎臓内科 ○大森翔平，岩重洋平，伊東悠貴，内川宗大，嘉藤光歩，

大棟浩平，杉谷盛太，前沢浩司，東　義人
 日本赤十字社和歌山医療センター腎臓内科  伊藤沙耶
 ／日本赤十字社和歌山医療センター糖尿病・内分泌内科
【P-3-128】　 経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）における造影剤腎症の検討
 愛知医科大学病院臨床工学部 ○鴨下方彦，泉　雄介，早川峻輔，家田　仁，内田吉将，

茶谷高太朗，勝　啓佑
【P-3-129】　 侵襲性カンジダ症から急性腎不全を来した1例
 高岡市民病院内科 ○平田昌義
【P-3-130】　 腹腔鏡下腎部分切除後AKIで血液透析導入となるも8ケ月後に透析離脱できた一例
 鹿児島大学病院泌尿器科 ○吉野裕史，米森雅也，鑪野秀一，榎田英樹，速見浩士，

中川昌之
【P-3-131】　 バンコマイシン関連腎症
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター ○吉田圭佑，今井直彦，佐藤陽隆，櫻田　勉，柴垣有吾

病態／膠原病／Hus. TMA　10:30-11:34
座長： 松原　雄（京都大学）
【P-3-132】　 inhibitor boostingを伴う後天性TTPに対して，リツキシマブが奏功した一例
 東京医科大学病院腎臓内科学分野 ○和田貴彦，宮岡良卓，鈴木梨江，長岡由女，菅野義彦
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【P-3-133】　 ステロイド投与・持続血液濾過透析・腹水濾過濃縮再静注法を施行したTAFRO症候群の1例
 石川県立中央病院腎臓内科・リウマチ科 ○小村茉穂，堀田成人，松永貴弘，中島昭勝
 石川県立中央病院血液内科  近川由衣
 石川県立中央病院呼吸器内科  小川尚彦
 石川県立中央病院医療技術部・臨床工学室  上野浩明，宮下夏希，伊藤紘造，三谷恭平，坂本有理子，

中村勇介
【P-3-134】　 ANCA関連血管炎の治療中に血栓性微小血管症を合併した強皮症患者の一例
 大阪市立総合医療センター ○坂田侑子，濱田真宏，門澤啓太，長辻克史，竹内由佳，

山崎大輔，一居　充，北林千津子，森川　貴，小西啓夫
【P-3-135】　 多臓器不全と血球貪食症候群を来たし，成人発症Still病が疑われた一例
 順天堂大学医学部附属静岡病院腎臓内科 ○原　一彰，若林啓一，橋本　彩，桑澤雅子，清水芳男，

鈴木祐介
【P-3-136】　 透析導入後，多彩な合併症を呈したAAアミロイドーシスの一例
 （医）社団三思会くすの木病院 ○奥田憲太郎，野口俊治
【P-3-137】　 末梢浮腫で発症し強皮症腎クリーゼ関連TMAを呈した全身性強皮症の1例
 JCHO大阪病院内科 ○釘宮愛子，伊東明香根，加藤紗香，松井　翔，森岡史行，

前田志穂美，岩橋恵理子，鈴木　朗
【P-3-138】　 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）を呈し，血漿交換・エクリズマブ投与を行うも透析に至った一例
 東京医科大学腎臓内科 ○齋藤　優，辻川祐香，木村祐太，渡邊カンナ，自見加奈子，

宮岡良卓，長岡由女，菅野義彦
 東京医科大学人体病理学分野  長尾俊孝
【P-3-139】　 意識障害で搬送された二次性TMA症例
 岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター ○吉田省造，柿野圭紀，岡田英志，楠澤佳悟，長屋聡一郎，

土井智章，小倉真治

腎性貧血 5　10:30-11:58
座長： 中山陽介（久留米大学病院）
【P-3-140】　 亜鉛投与に関連した銅欠乏による汎血球減少を呈した透析患者の一例
 東京都立多摩総合医療センター ○千野　蘭，西尾康秀，羽田　学，紀平裕美，九鬼隆家，

土岐徳義，飯田禎人，高桑章太朗，崔　賢姫，鈴木聡一郎，
吉田　駿

【P-3-141】　 胃前庭部毛細血管拡張症によるESA抵抗性貧血を呈した透析患者の一例
 東京医科歯科大学医学部附属病院腎臓内科 ○久保沙記，田中春奈，安藤史顕，飯盛聡一郎，磯部清志，

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

【P-3-142】　 銅欠乏症によるESA不応性貧血を呈した透析患者
 （医）社団博樹会西クリニック内科 ○西　隆博，西　忠博
 社会福祉法人三井記念病院腎臓内科  竹中悠人，真弓健吾，古瀬　智
 社会福祉法人三井記念病院血液内科  三瀬直文，増田亜希子
【P-3-143】　 透析患者の血清銅濃度はESA反応性と関連しない
 （医）社団日高会日高病院腎臓病治療センター ○永野伸郎，伊藤恭子，藤本裕子，溜井紀子，安藤哲郎，

筒井貴朗
【P-3-144】　 慢性維持血液透析患者への月40mg含糖酸化鉄投与による体内鉄動態とヘモグロビン変化
 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院腎臓内科 ○平井大輔，櫻木　実，林　綾乃，森田　元，垣田浩子，

遠藤知美，鈴木洋行，武曾惠理，塚本達雄
【P-3-145】　 ESA非使用の日本人透析患者に対するダプロデュスタットの腎性貧血に対する有効性と安全性
 滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科 ○椿原美治
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門  秋澤忠男
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部／腎臓・内分泌内科  南学正臣
 グラクソ・スミスクライン株式会社  尾上朋弘，米川妙子，遠藤之洋，藤井　拓
 GlaxoSmithKline, USA  Alexander R. Cobitz
【P-3-146】　 当院透析患者におけるカルニチン値と解析
 日本赤十字社総合病院釧路赤十字病院内科 ○竹中　駿，牧田　実，関　真秀
【P-3-147】　 人工弁置換術後の機械的溶血性貧血にレボカルニチンが有効であった血液透析患者の1例
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科 ○村越真紀
 ／（医）社団新友会新越谷クリニック
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎・高血圧内科  合田朋仁，鈴木祐介
【P-3-148】　 血液透析患者に対するL-カルニチンの至適投与方法について
 三愛クリニック腎臓内科 ○玉井路加子
 今立内科クリニック看護部  堤　美和
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【P-3-149】　 腎性貧血指標としての赤血球容積粒度分布幅（RDW-SD値）の有用性についての検討
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院泌尿器科 ○浜本幸浩，富岡奨幸，近藤啓美，萩原徳康
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院腎臓内科  荒尾舞子，矢島隆宏
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院臨床工学科  三沢淳史，川島由子，高橋篤史，丹羽孝弥，青木真矢，

足立光生
【P-3-150】　 維持血液透析患者に発症した銅欠乏性汎血球減少症の一症例
 （医）健和会ひまわりクリニック透析内科 ○萬正寛子，吉仲弘充，中岡真琴，仲谷のり子，村井康子
 公益財団法人天理よろづ相談所病院血液内科  丸山　亙
 （医）健和会奈良東病院  鉄村信治

Ca受容体作動薬 4　10:30-11:26
座長： 川田典孝（大阪みなと中央病院）
【P-3-151】　 当院におけるSHPT治療の変遷～新規CaR作動薬使用前後での検討～
 （医）姫野クリニック ○和田幸弘，姫野安敏
【P-3-152】　 シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの切り替え
 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院臨床工学科 ○金山郁巳，中山雄太，工藤真秀
 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院循環器内科  齋藤礼衣
【P-3-153】　 血液透析患者に対するシナカルセトからエボカルセトに変更による検討
 敬愛病院臨床工学科 ○木村孝高，石川由美子
 敬愛病院腎臓内科  樋口輝美，山崎俊男，大川恵里奈，井下篤司
【P-3-154】　 エボカルセトが低Ca濃度透析液使用下の透析前後におけるi-PTH動態に及ぼす影響
 （医）腎愛会だてクリニック看護部 ○糸賀重雄，大里寿江，仁平智子，伊達敏行
【P-3-155】　 シナカルセトからエボカルセトに切り替えた血液透析患者の消化器症状に関する検討
 （医）創和会しげい病院 ○中尾敦子，田中佳江，松田佳子，松原龍也，有元克彦
【P-3-156】　 シナカルセトの内服量に応じてエボカルセトの切り替え用量を調整した症例の検討
 （医）慈香会森山内科 ○梶原康矢，森山智文，森山敦夫
【P-3-157】　 シナカルセトからエボカルセトに変更しての臨床評価
 釧路泌尿器科クリニック ○伊藤正峰，大澤貞利，山本英博，星屋　誠，佐野　洋，

久島貞一
 フロンティア薬局鶴ヶ岱店  松尾陽介

CKD-MBD／ Calcimimetics 5　10:30-11:50
座長： 古宮俊幸（関西電力病院）
【P-3-158】　 シナカルセト塩酸塩錠からエボカルセト錠への処方変更に関する調査
 （医）里仁会興生総合病院薬剤部 ○田中皓正，笹木史絵，古野孝明，川口　健，今井圭介
 （医）里仁会興生総合病院内科  高取優二
【P-3-159】　 アドヒアランス不良の二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）に対するエテルカルセチド塩酸塩使用の有用性
 （医）曽根会曽根病院内科 ○高原　健，高原佳憲，野嶋孝次
【P-3-160】　 当院でのエテルカルセチドの使用経験（第2報）
 （医）偕行会名古屋共立病院腎臓内科 ○春日弘毅，岡田慶子，谷本一美，伊藤裕紀子，山下憲子，

水越俊博
 （医）偕行会偕行会セントラルクリニック内科  森下令子，加藤朋美
【P-3-161】　 シナカルセトに対するエボカルセト切り替え換算量の検討
 （医）あかね会大町土谷クリニック薬剤部 ○吉澤　拓，森田るりの
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科  大久保愛子，熊谷純子，高橋直子
【P-3-162】　 外来透析患者におけるシナカルセトからエボカルセトへの切り替えによる治療効果検討
 特定（医）五仁会住吉川病院薬剤部 ○花木真美子
 特定（医）五仁会住吉川病院内科  成山真一
 特定（医）五仁会住吉川病院神経内科  澁谷浩司
 特定（医）五仁会住吉川病院外科  澁谷浩二
【P-3-163】　 エテルカルセチドのヒト副甲状腺細胞からのPTH分泌に対する作用
 小野薬品工業株式会社 ○藤岡藍子，井上敦人，原田一恒
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  宮岡大知，林　礼行，今西康雄，絵本正憲，稲葉雅章
【P-3-164】　 シナカルセトからエテルカルセチドへの切り替えにおける休薬期間の必要性の検討
 （医）社団美心会黒沢病院透析センター ○内田砂知子，松村栄子，黒田正巳
 （医）社団美心会黒沢病院泌尿器科  大木　亮，曲　友弘，関口雄一，古谷洋介，小倉治之，

伊藤一人，黒澤　功
【P-3-165】　 カルシミメティクス抵抗性の腎性副甲状腺機能亢進症に対するPTx症例
 名古屋第二赤十字病院移植内分泌外科 ○岡田　学，平光高久，一森敏弘，冨永芳博
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【P-3-166】　 iPTH測定法の検討　保存期患者と透析期，FGF23
 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，角田隆俊
 八王子PTH測定研究会  菅野靖司，田中仁英，小澤　尚，小俣百世，長岡美佳子
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  深川雅史
【P-3-167】　 シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの等量切り替えの評価と栄養指標の検討
 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，小川晃生，塚田美保，金井弘次，岡島真里，

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  野平由香

CKD-MBD／その他　10:30-11:34
座長： 清水芳男（順天堂大学医学部附属静岡病院）
【P-3-168】　 多発する皮下石灰沈着を認めた一例
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科 ○伊藤真弓
【P-3-169】　 SHPT治療中に発見された甲状腺腫の1例
 つきみ野じんクリニック泌尿器科 ○井口　宏
【P-3-170】　 デノスマブ治療経過中に高カルシウム血症をきたした透析患者の一例
 国際医療福祉大学三田病院腎臓・高血圧内科 ○小島智亜里，吉村寧紘，石黒喜美子，佐藤敦久
 （医）社団城南会西條クリニック鷹番  西條公勝
【P-3-171】　 CKD-MBD管理における骨関連マーカーの検討
 （社医）大雄会大雄会第一病院透析センター ○小塚　信，足立和紀，田中沙奈恵，奥山　翔，松永博史，

赤尾絢子，小川芽生
 （社医）大雄会大雄会第一病院泌尿器科  川瀬紘太，高木公暁，山羽正義，蓑島謙一，堀江正宣
【P-3-172】　 イオン化カルシウムと総カルシウム・補正カルシウムの比較
 （医）坂井瑠実クリニック臨床検査科 ○栗濱有加，栗栖一恵，松尾真実
 （医）坂井瑠実クリニック医局  齋藤篤史，兵頭俊武，三上満妃，喜田亜矢，喜田智幸，

坂井瑠実
【P-3-173】　 エテルカルセチド投与により難治性二次性副甲状腺機能亢進症と腎性貧血が改善した一例
 川崎医科大学総合医療センター透析センター ○大城義之
 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院臨床工学科  新田拓夢
 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院内科  大本昌樹
【P-3-174】　 静注ビタミンDおよびカルシウム受容体作動薬による治療中に発症したカルシフィラキシスの一例
 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 ○森田　元，櫻木　実，林　綾乃，平井大輔，垣田浩子，
 血液浄化センター腎臓内科  遠藤知美，鈴木洋行，塚本達雄
【P-3-175】　 骨生検により長期ワーファリン服用の関与が示唆された腎性骨異栄養症の1例
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科 ○石井洋輝，森下義幸
 （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，湯浅譲二

CVD／心血管イベント　10:30-11:50
座長： 髙橋利和（高槻病院）
【P-3-176】　 内シャント作成時の心機能が心血管イベントに与える影響の検討
 （医）社団東光会戸田中央総合病院腎臓内科 ○江泉仁人，井野　純，笠間江莉，原田誉子，佐藤啓太郎
 （医）社団埼仁会埼仁クリニック蕨腎臓内科  川島洋一郎
【P-3-177】　 当院血液透析患者におけるレボカル二チン補充療法の心機能評価の検討
 秀仁会川島クリニック透析室 ○小林幸枝，星野忠敦，西山奈緒美，梶山博司，川島　玲，

川島秀雄
【P-3-178】　 透析症例における心臓手術の周術期管理
 福岡赤十字病院腎臓内科 ○中井健太郎，山本修太郎，石松由季子，井上めぐみ，

古原千明，高江啓太，黒木裕介，満生浩司
【P-3-179】　 大動脈解離による慢性DICに対し遺伝子組み換えトロンボモジュリン製剤・トラネキサム酸で創止血が得ら

れた維持透析患者の1例
 社会福祉法人恩賜財団済生会水戸済生会総合病院 ○鈴木竜太郎，椎名映里，郡司真誠，荷見祥子，黒澤　洋，

佐藤ちひろ，海老原至
 筑波大学附属病院血液浄化療法部  臼井丈一，山縣邦弘
 茨城県立こども病院総合診療科  須磨崎亮
【P-3-180】　 Stanford A型急性大動脈解離を院内発症した急性腎障害の1例
 新小山市民病院腎臓内科 ○常松大帆，吉澤寛道，小森さと子，小林高久
 ／自治医科大学附属病院透析部
 自治医科大学附属病院透析部  長田太助
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【P-3-181】　 肺炎，感染性大動脈炎との鑑別を要したPenetrating atherosclerotic ulcerの一例
 （社）日本海員掖済会門司掖済会病院 ○嶋野勝太，有村美英，菰田圭佑，今村克郎
【P-3-182】　 血液透析患者におけるEmbolic Stroke of Undetermined Source（ESUS）の1例
 自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科 ○進藤充稔，北野泰佑，植田裕一郎，星野太郎，大河原晋，

森下義幸
【P-3-183】　 心不全を繰り返し，腎機能の著しい悪化により血液透析を要した腎動脈狭窄の一例
 厚木市立病院内科／東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 ○中田泰之，新倉崇仁，本田康介，神崎　剛
 厚木市立病院循環器内科  伊東哲史
 厚木市立病院外科  蝶野喜彦，黒澤弘二
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科  横尾　隆
【P-3-184】　 ペースメーカー移植術後の血液透析中，血圧低下を契機に心タンポナーデが判明した1例
 市立東大阪医療センター腎臓内科 ○徳田竹千代，中田裕人，原田　環，水本　綾，綿島史子，

田中綾子，柴田祥吾
【P-3-185】　 非虚血性，非弁膜症性心筋症の一例の文献的考察
 公益財団法人日産厚生会玉川病院透析センター ○原田美菜子，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  林　俊秀，松金　愛，田中友里，常喜信彦

呼吸器／内分泌疾患／その他　10:30-11:42
座長： 大城戸一郎（東京慈恵会医科大学）
【P-3-186】　 肺動脈性肺高血圧を合併した長期透析患者にマシテンタン，シルデナフィルを導入し改善した一例
 （医）鉄蕉会亀田総合病院 ○赤沼嵩史，伊藤靖子，井上貴博，鈴木　智
 （医）鉄蕉会亀田総合病院泌尿器科  久慈弘士
 （医）鉄蕉会亀田総合病院循環器内科  住吉啓伸，黒田俊介，松村昭彦
【P-3-187】　 MSSA感染による器質化肺炎を呈した透析患者の1例
 横浜労災病院腎臓内科 ○柏木佑介，青木雄平，小野　香，小野　亘，森戸　卓，

波多野道康
 横浜労災病院呼吸器内科  川島英俊
 横浜労災病院病理診断科  長谷川直樹，角田幸雄
【P-3-188】　 尿毒症性胸膜炎が疑われ気胸を合併した透析患者の1例
 北関東循環器病院内科 ○市川明子
 群馬大学医学部附属病院第2病理  片山彩香
【P-3-189】　 長期透析患者でACTH単独欠損による副腎不全を発症した1例
 下関市立市民病院腎臓内科 ○田中洋澄，中村亜輝子，前田大登，坂井尚二
 下関市立市民病院糖尿病内分泌代謝内科  伊藤　淳
【P-3-190】　 褐色細胞腫を合併した血液透析患者の一例
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科 ○中村吉宏，田中　翔，畑中善成，川本俊輔，清水　諭，

高尾信輝，宮里紘太，吉田好徳，丸山範晃，阿部雅紀
【P-3-191】　 演題取り下げ
【P-3-192】　 食欲低下の精査からリンパ球性下垂体後葉炎を診断し得た血液透析患者の1例
 奈良県西和医療センター ○山本祐司，田崎　光，板野明子，森本勝彦
【P-3-193】　 透析歴20年で遷延する低血糖を生じた非糖尿病患者の一例
 公立昭和病院腎センター ○齊藤久さこ，宮川　博
【P-3-194】　 頸部超音波検査にて発見された咽頭食道憩室の2例
 （医）宏人会中央クリニック検査部 ○矢萩恵美，福山純子，渡辺陽子，鈴木綾子
 （医）宏人会石巻クリニック  武田　裕
【P-3-195】　 当院における透析皮膚掻痒症の治療指針作成に関する考察
 都留市立病院 ○鈴木正史，堀内賢治，加賀美由香，尾前桂樹，長坂直樹

その他の合併症／感染症／結核／敗血症　10:30-11:50
座長： 今田崇裕（関西医科大学附属病院）
【P-3-196】　 血液透析患者に発症した粟粒結核の1例
 日本大学医学部附属板橋病院腎臓高血圧内分泌内科 ○宮里紘太，高島弘至，鄭　立晃，田中裕也，阿部雅紀
【P-3-197】　 片側胸水を繰り返し気管支鏡検査で肺結核症を診断し得た維持血液透析患者の一例
 宝塚市立病院腎臓内科 ○大川智史，深尾　亘，竹中義昭
【P-3-198】　 当院における透析患者の潜在性結核感染症スクリーニング検査結果の検討
 （医）北辰会有澤総合病院血液浄化センター ○前田陽一郎，中西祐介，宇田尚史，金宮健翁，中倉兵庫，

柴原伸久
【P-3-199】　 無症候性の結核性胸膜炎を疑われたHD患者に対してKM-CART施行した1例
 （医）恵仁会セントマーガレット病院 ○及川　治，朝戸健夫，朝日雄一郎，八木ヶ谷美裕樹
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【P-3-200】　 透析導入期に粟粒性結核を発症した1例
 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院腎臓内科 ○田中友規，清水仁美，中瀬裕貴子，鷲野将也，遠藤信英，

石川英昭
【P-3-201】　 血液透析患者でのインターフェロンγ遊離試験の意義
 （医）埼友会埼友草加病院臨床検査技術部 ○須田麻衣子，日暮　光，成田未佳，佐藤直輝，川村　南，

清川結美，古澤弥奈，丸山雅之
 （医）埼友会埼友草加病院診療部  中村裕也，大澤　勲，後藤博道
 （医）埼友会埼友草加病院臨床工学部  早川英明
【P-3-202】　 腎代替療法を行ったHIV陽性患者5例の報告と考察
 名古屋医療センター腎臓内科 ○中村智信，東　貴穂，加藤将宏，関谷由夏，高梨昌浩，

榊原千穂，谷口容平，八尾村多佳朗
【P-3-203】　 Campylobacter fetus菌血症を来した維持血液透析患者の一例
 防衛医科大学校病院腎臓内分泌内科 ○佐藤博基，森　和真，福永継実，後藤洋康，遠山真弥，

今給黎敏彦，大島直紀，熊谷裕生
【P-3-204】　 血液培養で菌血症と診断された血液透析患者の臨床的特徴
 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院 ○原田幸児
 腎臓・糖尿病内科血液浄化センター
 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院血液浄化センター  塩田隆子
 社会医療法人松本快生会西奈良中央病院泌尿器科  永吉純一
【P-3-205】　 破傷風を発症した維持透析患者の1例
 鳥取大学医学部機能病態内科学 ○前ゆかり，伊田絢美，寳意翔太朗，高田知朗，福田佐登子，

宗村千潮，磯本　一

その他の合併症／消化器・代謝疾患　10:30-11:42
座長： 小川哲也（東京女子医科大学東医療センター）
【P-3-206】　 胃癌術後に難治性胃潰瘍を生じ残胃全摘術を必要とした維持透析患者の一例
 （医）社団恵周会白河病院 ○小西文晴，和久昌幸，佐々木豪，三宅信之，山田　明，

本田恒雄
 杏林大学医学部付属病院腎・透析センター  要　伸也
【P-3-207】　 原発性非特異性小腸潰瘍により腸閉塞をきたした血液透析患者の一例
 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科 ○日高有司，吉野篤範，川本進也，竹田徹朗
 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科  上田善彦
【P-3-208】　 小腸カプセル内視鏡により上部小腸の出血源を特定・診断し得た血液透析患者の1例
 国際医療福祉大学熱海病院看護部外来 ○安達秀仁，鈴木宗光
 国際医療福祉大学熱海病院消化器内科  加藤孝征，留野　渉
 国際医療福祉大学熱海病院移植外科  白井博之，唐仁原全
【P-3-209】　 血液透析患者のう蝕罹患リスクに関する調査
 （医）大誠会サンシャインM＆Dクリニック歯科 ○宇田賀子，毛利謙三
 （医）大誠会サンシャインM＆Dクリニック  伊藤慎一
 （医）大誠会  松岡哲平
【P-3-210】　 透析患者の歯科受診率に対する歯科検診の意義～DMD（Dental Management for Dialysis patients）
 （医）田中泌尿器科医院 ○松原弘和，岡崎英俊，姚　香景，松原　博，田中雅登
 更谷歯科クリニック  更谷修造，福岡拓郎
 西浦歯科医院  西浦永哲
 なかお歯科医院  中尾康浩
【P-3-211】　 透析治療による血糖値の低下と患者の予後
 （医）光寿会光寿会リハビリテーション病院 ○柴田昌典，伊藤　功
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【P-3-212】　 血液透析導入時に意識障害を認めWernicke 脳症の診断に至った一例
 佐賀県医療センター好生館腎臓内科 ○池田裕貴，今嶋尭志，橋本優香，松本圭一郎，中村　恵
 佐賀県医療センター好生館脳血管内科  上床武史
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科  福田　誠，力武修一，宮園素明，池田裕次
【P-3-213】　 血液透析患者に対するレボカルニチン1000mg/週1回静注投与の有効性の検討
 多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院 ○月田真祐子，松崎智子，茂木伸介，太田史絵，塚田義人
 腎臓リウマチ内科
【P-3-214】　 ビタミンB1欠乏から心不全，意識障害をきたした血液透析患者の一例
 市立四日市病院 ○天野竜彰，村上敬祐，服部晶子，橋本悠作，永田高信
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看護／高齢者・地域連携　10:30-11:42
座長： 江上　豊（国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院）
【P-3-215】　 服薬管理困難な独居高齢患者に対する試み～お薬シートを導入して～
 （医）社団協友会船橋総合病院 ○伊藤理恵，島崎紀美江，高橋優子，萩原亮子
【P-3-216】　 キーパーソンが超高齢者である透析患者の家族支援
 （医）衆和会長崎腎病院 ○藤原久子，林田めぐみ，久原拓哉，河津多代，澤瀬健次，

橋口純一郎，原　健二，原田孝司，舩越　哲
【P-3-217】　 高齢の患者に向けた，透析導入パンフレットの作成と導入期に必要な初期指導
 （医）社団望星会望星病院 ○関口孝子，江川喜代子，長岡美幸，山本　京，

渡邊くみ子
【P-3-218】　 適正除水量を受け入れない高齢透析患者との関わり
 厚済会追浜仁正クリニック看護部 ○岡田麻紀子，辻村陽子，小川成章，渡邉きみ子
【P-3-219】　 老人保健施設と併設している透析室の取り組み
 （医）社団楠目会新葛西クリニック ○山中紀子，戸高信子，小嶋裕子，坂川晃一，宮本圭二，

楠目節晃
【P-3-220】　 透析患者を取り巻く施設間の看護連携～変化していく患者環境の現状と支援を考える～
 （医）ヒポクラテス竹村内科腎クリニック ○八板純子，篠崎麻美，杵淵美智子，菊池由子，根本　修，

根本　遵，竹村克己
【P-3-221】　 介護サービス導入が困難な血液透析患者と向き合って
 三郷中央総合病院医療相談室 ○大塚由美子
 三郷中央総合病院血液浄化センター  山田麻子，坂井由紀
 三郷中央総合病院泌尿器科  堀内崇真，松岡直樹
【P-3-222】　 透析施設における歯科検診方法・歯科データ蓄積方法・医科歯科連携方法 

～ DMD（Dental Management for Dialysis patients）
 （医）田中泌尿器科医院 ○松原弘和，岡崎英俊，姚　香景，松原　博，田中雅登
 更谷歯科クリニック  更谷修造，福岡拓郎
 西浦歯科医院  西浦永哲
 なかお歯科医院  中尾康浩
【P-3-223】　 透析施設における通院送迎の意義と問題点についてもう一度考える～当院での10年間の経験をもとに～
 （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
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック事務部  原田尚枝，渡邉友子，山中里佳
 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

看護／精神，心理 1　10:30-11:50
座長： 大西冬美（富山大学附属病院）
【P-3-224】　 突然，透析中止を宣言し来院しなくなった1症例
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院看護部 ○谷口千賀子，谷口弘美
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院  東　仲宣
【P-3-225】　 透析と共に生きる患者の人生を考える
 社会医療法人同仁会耳原総合病院透析センター ○岩川知恵美，楠本美子，鳥野典子，須賀真子，堺磨理子，

植田祐美子，大矢麻耶
【P-3-226】　 透析患者とのコミュニケーションについての実態調査～コミュニケーションスキルについて考える～
 （医）みはま成田クリニック看護科 ○鈴木和美，柴ちひろ，伊藤孝子
【P-3-227】　 患者満足度調査の結果をみて患者の心理について考える
 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院透析科 ○土屋友紀，阪　名月，松隈英樹
【P-3-228】　 退院困難と予想された透析導入患者に対し看護介入を行った一例
 （医）財団倉田会くらた病院透析室 ○小泉千里，占部みどり，阿由葉恵美，細野智佳，仲川和香，

飛田美穂，北村　真，倉田康久
【P-3-229】　 「ミトンを外して！」～身体拘束を行わない関わり～
 （医）社団如水会嶋田病院病棟 ○吉開恵美，松永弥久，花田三美，石川孝子，山元千恵，

王　　影，森　愛莉，前原優一，嶋田英敬
【P-3-230】　 透析患者の心理状態に及ぼす影響因子について
 （医）楽山会せいてつ記念病院透析センター ○高澤由美子，八幡初美，加藤哲夫
 岩手医科大学附属病院泌尿器科  阿部貴弥，松浦朋彦，加藤廉平，塩見　叡，小原　航
 岩手医科大学附属病院血液浄化療法部  金子真理子
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【P-3-231】　 浄化室における看護師のストレス要因の現状
 （医）仁友会北彩都病院 ○成田紗希，金内千江利，高橋真由美，庄司一恵，高橋広美，

為井房子，和田篤志，石田裕則
【P-3-232】　 精神発達遅滞を有し，安定した透析治療継続が困難となった長期慢性血液透析症例
 （医）社団豊永会飯塚記念病院腎臓内科 ○柴田奈央，長谷川理恵，太田久美子，七俵啓一郎，
 腎・生活習慣病センター  杉若昌一，豊永次郎，武田一人
【P-3-233】　 進行する認知症透析患者とその家族への支援
 （医）社団悠友会志木駅前クリニック看護部 ○中村智江，秦三枝子，白井典子，倉岡明子，稲庭由美子
 帝京大学病院腎センター  奈倉倫人
 （医）社団悠友会志木駅前クリニック  奈倉勇爾

看護／看護体制／患者教育　10:30-11:42
座長： 草切　幸（黒部市民病院腎センター）
【P-3-234】　 「血液透析患者の看護の必要量」調査による現状と今後の課題
 山口県済生会下関総合病院 ○新田和美
【P-3-235】　 臨床工学技士と看護師の受け持ちパートナー制の導入後の考察と課題 

～多職種間のパートナーシップマインド向上への関わり～
 静岡済生会総合病院腎透析科 ○小串かおる，黒田沙織，野崎和代，川村真由，戸川　証
【P-3-236】　 効率的な業務を目指して
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院血液浄化センター ○千々岩尚子，小金丸直美
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院臨床工学技術科  中前健二，酒出篤弥，佐野公俊
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院腎臓内科  倉田久嗣
【P-3-237】　 当腎センターにおける勤務配置の再編成と円滑化
 公立学校共済組合九州中央病院腎センター ○木下あかり，田中亜依，大木由美子，水政　透
【P-3-238】　 外来透析でのグループカンファレンス立ち上げと実際
 （社医）白石記念クリニック ○戸川かおり，吉村美和，栫　美和，松浦朝代
 （社医）白石病院  日高宏実，一ノ宮隆行，竹之内賢一，尊田和徳
 （医）SKメディカルクリニック  白石幸三
【P-3-239】　 安定した安全な透析治療をめざして～透析中の急激な血圧下降を防ぐための取り組み～
 （医）麻の会首里城下町クリニック第二 ○比屋根まゆみ，東風平美智子，古謝松子，石田百合子，

田名　毅，比嘉　啓
【P-3-240】　 アテンダントを導入して
 （医）小山すぎの木クリニック ○清水ひろえ，渡部卓也，大島祐太，伊藤　塁，中田俊輔，

鈴木　巧，吉田一美，菊野千尋，加賀　誠，朝倉伸司
 自治医科大学腎臓内科  朝倉真希
【P-3-241】　 透析人員の推移と危機管理の関係
 （医）北野病院 ○二夕村秋生，高見澤亜矢子，原田理恵，望月洋介，

笹尾健一郎，北野敬造
 東邦大学医学部腎臓学講座  酒井　謙
【P-3-242】　 透析教室を行ったことによる指導の効果と患者の変化
 KKR高松病院血液浄化センター ○藤澤恵理奈，矢木ゆかり，出濱千景，三好　和，笠井雅実，

阿部真吾，川原勁介，平井沙季，山崎さおり，岩田康伸，
松原啓介

患者教育・指導 2　10:30-11:50
座長： 上條隆介（東葛病院）
【P-3-243】　 当院透析患者における服薬状況に関する調査報告
 （医）誠進会飯田橋村井医院看護部 ○吉岩牧子，村田美樹，藤田志穂，中西昌子，菊地佐矢子，

村井誠三
【P-3-244】　 当院の透析患者における残薬調査～残薬の金額とアンケート調査～
 （医）財団倉田会えいじんクリニック看護部 ○羽賀里御，白鳥　恵，山本茉梨恵，清水美智江，

水品伊津美
 （医）財団倉田会えいじんクリニック泌尿器科  兵藤　透
 （医）財団倉田会くらた病院腎臓内科  北村　真，飛田美穂，倉田康久
【P-3-245】　 当院におけるポリファーマシー対策～自宅残薬「0」を目指して～
 わかば病院透析センター ○佐藤智子，水野眞由美，大林綾子，関本勇城，大谷真弓，

成田　遼，齋藤和也，戸谷朱里，高橋駿介，小柳　光，
若松良二
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【P-3-246】　 服薬に関する患者アンケートを行って～現状と今後の課題～
 （医）いきいき．クリニック ○池田みゆき，別府昌子，横木広幸
 ニコニコ薬局  沖本和樹
【P-3-247】　 外来透析患者の残薬問題に関する実態調査
 （医）興生会相模台病院腎センター ○坂井かつ江，嶋田真由美，清水健史
【P-3-248】　 透析患者の多剤投与について
 （医）衆済会増子クリニック昴看護部 ○佐藤麻由，野田愛恵，加藤ますみ，高橋かおり，

上野岳洋
 （医）衆済会増子クリニック昴臨床工学課  田川英昇
 （医）衆済会増子クリニック昴腎臓内科  木下裕子，山崎親雄
【P-3-249】　 当院における内服管理状況の実態調査
 （医）社団前田記念会前田記念腎研究所 ○長友まどか，八木さゆり，田村あゆみ，渋江育子，
 武蔵小杉クリニック看護部  小川千恵，前田国見
【P-3-250】　 腎代替療法回避への薬剤師の取り組み～慢性腎臓病（CKD）教育における薬剤師の介入～
 公立学校共済組合九州中央病院薬剤科 ○飯田浩子
 公立学校共済組合九州中央病院腎臓内科  水政　透
【P-3-251】　 血液透析（HD）例に対する月次引き残し総量（RV）の公表による体重管理への効果
 泉が丘内科クリニック ○中江幸子，河辺政美，福島敦子，中村淳子，手操淳子，

古旗はるか，中木屋るみ子，近藤真由美，宮崎沙耶香，
竹田　香，稲垣　均，池田謙三

【P-3-252】　 体組成分析装置（BCM）によるドライウエイトの検討と透析低血圧への影響
 （医）社団だいもん内科・腎透析クリニック ○鎌口美穂子，安田美幸，米谷麻美，円城真衣，村田千春，

前田和将，北本貴弥，森内則子，保志場紀子，澤崎真由美，
上田律子，西谷光広，大門正一郎

栄養／身体機能　10:30-11:50
座長： 古川加生里（近江八幡市立総合医療センター）
【P-3-253】　 2017年わが国の慢性透析療法の現況統計調査結果と当院の比較検討～栄養の視点から～
 （医）社団豊済会下落合クリニック ○城　愛子，天野雄介，武藤かおり，横井　良，菊地　勘
【P-3-254】　 当院における新規透析導入患者の栄養状態の推移について検討
 （医）財団はまゆう会新王子病院 ○吉村美紀，原千阿記，外園真矢，西島博光，瀬川賀世子，

惣明靖元，筬島明彦
【P-3-255】　 外来血液透析患者のOsteosarcopenic obesityの検討
 東京医療保健大学医療栄養学科 ○北島幸枝
 （医）財団倉田会えいじんクリニック  羽賀里御，浦辺俊一郎，兵藤　透
【P-3-256】　 透析症例紹介時における食事指示内容記載状況の実態調査
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院 ○小倉真理子，高橋美枝，田中恵子，室岡久美，安田　隆，

有村義宏
【P-3-257】　 CAPDとHD併用患者における透析効率と栄養状態の検討
 大雄会第一病院栄養科 ○大野朋美，山際香澄
 大雄会第一病院泌尿器科透析センター  小塚　信，川瀬紘太，高木公暁，蓑島謙一，山羽正義，

堀江正宣
【P-3-258】　 北海道胆振東部地震発生後の血液データから
 （医）社団東桑会札幌北クリニック ○黒田彩夏，中川いずみ，黒田　篤，芦口美佐枝，

津田一郎
【P-3-259】　 低栄養の血液透析患者に向き合う～臨床工学技士の視点から～
 （医）光心会諏訪の杜病院透析室 ○岡本威志，川田立志，山崎匡史，杉丸朋子，稲場留美，

綿貫　聖，岩根美紀，武居光雄
【P-3-260】　 低カリウム野菜栽培用培養土の開発～栽培野菜の食味調査～
 東海学園大学管理栄養学科 ○兼平奈奈，西田淑男
 （株）花ごころ営業本部  藤田雅一
【P-3-261】　 当院における高齢入院透析患者のリハビリ介入効果と栄養指標の関連
 （医）吉祥寺あさひ病院リハビリテーション部 ○中西延光，宮澤由衣
 （医）吉祥寺あさひ病院栄養部  高橋美枝
 （医）吉祥寺あさひ病院内科  有村義宏
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【P-3-262】　 血液透析患者の脂肪面積と各種パラメータの1年追跡調査
 （医）錦秀会阪和記念病院臨床工学部 ○兪　振翔，松井智博，谷岡大世
 藍野大学医療保健学部臨床工学科  菊池　瞳
 （医）錦秀会阪和記念病院放射線科  中井久司
 （医）錦秀会阪和記念病院画像診断科  綿井良輔
 （医）錦秀会阪和記念病院心臓血管センター  中川隆文，橋村一彦

リハビリテーション／運動療法　10:30-11:50
座長： 森岡万里（山陰労災病院）
【P-3-263】　 当院におけるサルコペニアの有病率と背景因子の検討
 （医）裕紫会中紀クリニック ○中谷啓吾，中元　準，山田優紀，国本　健，新谷浩史，

山岡慶之
【P-3-264】　 フレイル予防におけるB-SESの有用性
 （医）聖比留会厚南セントヒル病院透析室 ○田原　瞳，吉開聡子，天野美紀
 （医）聖比留会厚南セントヒル病院臨床工学部  中山航平，田中浩平
 （医）聖比留会厚南セントヒル病院リハビリテーション部  原田琢司，関谷岳凌，宮川直之
 （医）聖比留会厚南セントヒル病院泌尿器科  金岡源浩，内山浩一
【P-3-265】　 内発的動機づけと透析中運動療法の継続性
 （医）碧青会宮崎南じんクリニック ○緒方　愛，菅　杏子，奥村宜士，岩坪水香，岩坪耕策
【P-3-266】　 負荷量可変式エルゴメータを用いた運動療法の取り組み
 （医）前田記念会石神井公園じんクリニック ○池田志帆子，太田智貴，平石真弓，前田国見
【P-3-267】　 セラバンドによる透析運動療法継続6ヶ月間の効果
 （医）偕行会岐阜中津川共立クリニック透析室 ○藤井宏尚，久田美華，山浦小百合，野溝明弘
 同内科  平田聖文
 （医）偕行会名古屋共立病院  森山善文
【P-3-268】　 当院における血液透析中の運動療法の効果
 新宮市立医療センター血液浄化室看護部 ○尾崎泰江，柴田友香，並木ルミ子，仲みゆき
 新宮市立医療センター臨床工学部  瀬古博之
【P-3-269】　 透析時リハビリテーションによる血圧への影響
 獨協医科大学日光医療センター心臓血管腎臓内科 ○下山正博，鶴見知己，上野明日香，田村由馬，安　隆則
【P-3-270】　 透析施行時の運動療法が体成分に及ぼす長期効果の検討
 自治医科大学附属病院腎臓内科 ○増田貴博，大野和寿，三浦麻里菜，岡田麻里，大西　央，

小林高久，齋藤　修，長田太助
 自治医科大学附属病院臨床工学部  秋山裕輝，松岡　諒，大舘孝幸
【P-3-271】　 当院での運動療法の取り組み～運動の習慣化を目指して～
 （医）千徳会桜ヶ丘病院 ○西原誘作，所久保正樹，三木康平，山下倫礼，貴志千秋，

濱端一吉，濱真理子，小田　稔，成川暢彦
【P-3-272】　 脳出血でシャント肢の麻痺，歩行障害のある透析患者に対しベッドサイドでリハビリを試みた一症例
 田畑医院透析室 ○北村史恵，杉田里美，中川弘美，谷向伸子，桝竹亜紀子，

田畑尚一
 中辻医院透析室  中辻史好

チーム医療　10:30-11:58
座長： 杉谷盛太（日本赤十字社和歌山医療センター）
【P-3-273】　 血液浄化センターにおける急変時研修の評価
 昭和大学病院血液浄化センター ○山岸麟太郎，高橋　翔，五十嵐友，脇坂沙季，村上織恵，

大石　竜
【P-3-274】　 中規模急性期病院の透析センターにおける最近7年間の臨床工学科の変遷
 （医）徳洲会八尾徳洲会総合病院臨床工学科 ○藤村篤志，三原寿之，藤田和睦
 同医事情報科  櫻谷浩介
 同腎臓免疫科  森ちさこ
 同血管透析科  申　　勝
【P-3-275】　 女性臨床工学技士としての透析患者への介入
 社会医療法人青雲会青雲会病院透析室 ○藤崎恭子，吉田千春，大田俊樹，藤崎宏秋
【P-3-276】　 CKDチーム医療における集団調理実習の実際とその役割
 （医）衆済会増子記念病院臨床栄養課 ○朝倉洋平，細江千佳子
 同看護部  川元早苗，今井眞里
 同腎臓内科  近藤千華
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【P-3-277】　 体液貯留を伴う低左心機能合併透析患者に対するチームアプローチ
 琉球大学医学部附属病院栄養管理部 ○山川房江
 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部  玉木賢志，金城興次郎，古波蔵健太郎
【P-3-278】　 転倒骨折予防チーム創設
 （医）社団邦生会高山病院透析科 ○和久田孝子，大崎　愛，山下めぐみ，松田澄子，境　尚美，

橋田正徳，牧井昭憲，樗木浩朗，山口友美，高山邦子
【P-3-279】　 透析室専任薬剤師による残薬調整
 （社）総合相模更生病院薬剤部 ○古浜健一，大石将義，大森那美，岩本淳平，曽根麻里奈，

稲葉健二郎
 （社）総合相模更生病院血液浄化センター  野村幸範，石田裕一郎
 星薬科大学薬剤師職能開発研究部門  湯本哲郎
【P-3-280】　 透析医療連携の現況と課題
 吉祥寺あさひ病院 ○有村義宏，安田　隆，天神美香，中西延光，高橋美枝，

日昔真理，元山勇士，戸島暁史，柿原由美子，東福真由美，
荒木真理，海住　瞳，上田聡之，野口智永，多川　齊

【P-3-281】　 当院における臨床検査技師の取り組み
 （医）紀陽会長居クリニック ○和井田美和，楠本裕美，田中利一
 （医）紀陽会田仲北野田病院  荒川昌洋，藤澤達也，田仲紀子
【P-3-282】　 「元気に通院」を多職種で支える～栄養状態の評価～
 新城市民病院栄養指導課 ○鈴木仁美，川瀬裕未，尾崎宏実
 新城市民病院透析センター  花田由美
 新城市民病院リハビリ課  高田裕右
 新城市民病院臨床工学課  鈴木祥仁
 新城市民病院腎臓内科  佐藤元美
【P-3-283】　 低栄養状態にある血液透析患者の多職種での評価について
 （医）桂名会埼友クリニックリハビリテーション科 ○木ノ島知幸，島野　優，松浦　弘，塩苅裕孝
 （医）桂名会埼友クリニック内科  佐野淑江，加藤徳介
 （医）桂名会埼友クリニック看護部  栗原　恵
 （医）桂名会埼友クリニック臨床工学部  大竹貴大
 （医）桂名会埼友クリニック栄養管理部  中村悦子

統計・疫学調査 1　10:30-11:58
座長： 水野正司（名古屋大学）
【P-3-284】　 安定維持透析患者において透析前ナトリウム濃度は随時血糖とも関連する予後因子である
 徳島大学病院腎臓内科 ○上田紗代，長井幸二郎，土井俊夫
 土田透析アクセスクリニック透析血管外科  土田健司
 川島病院腎臓科  水口　潤
【P-3-285】　 当院における血液透析患者の剖検例の検討
 （医）社団健生会立川相互病院腎臓内科 ○杉田　悠，神田やすか，小川亜季，大石　学，鈴木　創，

小泉博史
 （医）社団健生会立川相互病院病理診断科  布村眞季
【P-3-286】　 NDBオープンデータベース上の慢性腎臓病にまつわるレセプト件数とその規定因子に関する横断的解析
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科 ○西　裕志，吉田　唯，井上玲子，竹村浩至，南学正臣
【P-3-287】　 10年間の突然死18例の死因検討
 （社）京都民医連中央病院総合内科 ○神田千秋，井上賀元，神田陽子
 （社）京都民医連中央病院腎臓内科  岡田あかね，川合裕美子，松田航一，木下千春
【P-3-288】　 当院における血液透析患者の導入時期の季節性についての検討
 聖マリアンナ医科大学腎臓病センター ○高山　卓，今井直彦，櫻田　勉，柴垣有吾
【P-3-289】　 高K血症にて救急受診した患者における加療と透析導入リスクの検討
 熊本赤十字病院総合内科 ○緒方聖友，藤井巳加
 熊本赤十字病院腎臓内科  濱之上哲，石塚俊紀，川端知晶，豊田麻理子，早野俊一，

上木原宗一
【P-3-290】　 透析患者を対象にしたさいたま市ファブリー病スクリーニングへの取り組み
 自治医科大学附属さいたま医療センター透析部 ○下山博史，杉山倫子，大河原晋，森下義幸
 （医）博友会友愛クリニック  矢作佐智子
 さいたま市民医療センター  植田裕一郎
【P-3-291】　 当院透析患者の2018年末までの死亡原因の検討
 松和会弘明寺腎クリニック看護部 ○平山美保，鈴木史磨子，園田麻由，柏谷茉奈美，加藤登子，

後藤智美，小坂直之
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【P-3-292】　 当院における入院透析患者の現状
 （医）陽風会高台病院 ○鍋嶋　勉，中林直基，高橋より子，百瀬雄哲，田中進一，

北原信夫
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科  小泉賢洋
【P-3-293】　 日本透析医学会統計と比較した当院の高齢透析患者の現況について
 （医）尽心会亀井病院臨床工学部 ○伊東秀記，山本幸生，後藤知宏
 （医）尽心会亀井病院診療部  榊　　学，中逵弘能，濱尾　巧
【P-3-294】　 透析患者の交通事故の現状～高齢透析患者の認知症とフレイルの関連から～
 新北九州腎臓クリニック ○案西敦子，三谷博通，土師正文，海津嘉蔵
 北九州腎臓クリニック  樋口　志，浜田友香，吉田幸子，中野久栄，海津嘉毅

災害対策　訓練　備え 5　10:30-11:50
座長： 松下和通（永生会まつした腎クリニック）
【P-3-295】　 患者参画型災害訓練参加率向上への取り組み
 公立甲賀病院組合公立甲賀病院人工透析部 ○新開奈尾子，奥田久美子，廣岡夏織，吉田良美
【P-3-296】　 災害時受け入れ訓練を実施して
 （医）社団灯弘会かげやま医院 ○岩谷佳苗，金子由佳，川瀬雪乃，岩崎美里，影山慎二
【P-3-297】　 透析室防災訓練～過去の反省と課題からの現状～
 JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院臨床工学科 ○小木曽歩美，久保田充稔
【P-3-298】　 当院透析室の避難訓練の実施
 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院臨床工学科 ○中山雄太
 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院看護部  北島聖子
 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院循環器内科  齋藤礼衣
【P-3-299】　 当院に於ける災害対策の構築～患者参加型災害対策勉強会を開催して～
 久留米総合病院腎センター透析室 ○筬島一順，岩田菜津美，酒井和子，枝國節雄，南　　浩
【P-3-300】　 透析時における災害対策の学習会開催を試みて
 焼津市立総合病院血液浄化療法室 ○鈴木彩子，鈴木里美，井出歩美，西尾友理子，近藤淳子，

秋山光代
 焼津市立総合病院臨床工学科  小梁祐典，大宇根弘和
【P-3-301】　 当院における災害対策～離脱方法習得への取り組み～
 （医）中郷会新柏クリニックおおたかの森 ○井本みどり，小笠原香，松本信人，片山俊夫
 （医）中郷会新柏クリニック  小池和子，木村敬太，木村靖夫
【P-3-302】　 透析室の火災を想定した防災訓練について～火災用アクションカードの改定を通して～
 神戸市立医療センター中央市民病院透析・血液浄化センター ○西村香澄，川辺由美，前田淳子
【P-3-303】　 BCP策定・実施へむけた災害対策マニュアルの見直し
 （医）すながわ内科クリニック透析科 ○源河沙弥佳，松田美智代，知念　幹，東かおり，

上間留美子，徳元里美，東　輝昇，神谷乗史，米須　功，
砂川博司

【P-3-304】　 当院の災害対策の取り組み～災害について，日々，どう考え・どう意識していくか？～
 （医）如水会鈴鹿腎クリニック ○津留喜美子，藤川兼一，出岡悦子，山本和昇，中田敦博，

岩島重二郎，河出恭雅，河出芳助

海外透析事情と支援　10:30-11:42
座長： 日高寿美（沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院）
【P-3-305】　 大阪市立大学における海外支援活動の軌跡
 大阪市立大学医学部附属病院人工腎部 ○長沼俊秀，西出峻治，武本佳昭
 ／ NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 大阪市立大学医学部附属病院医療機器部  花岡吾子
 ／ NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 大阪市立大学医学部附属病院人工腎部  岡村直樹，内田潤次，仲谷達也
【P-3-306】　 海外透析事業のあゆみ
 （医）小山すぎの木クリニック ○加賀　誠，渡部卓也，大島祐太，清水ひろえ，伊藤　塁，

中田俊輔，趙　相大，高島心恵，知久大輝，朝倉伸司
 （医）慈洋会赤垣クリニック  冨永彩夏，箕村侑記，赤垣洋二
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【P-3-307】　 国際技術支援や資金協力等のあり方について～ホアビン省（ベトナム）の医療事故から学んだ事
 TUC Vietnam／（医）田中泌尿器科医院 ○Nam NguyenDuc
 TUC Vietnam／（医）田中泌尿器科医院  松原弘和
 ／ NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル  川西秀樹，兵藤　透，小久保謙一
 （医）田中泌尿器科医院  岡崎英俊，松原　博，田中雅登
【P-3-308】　 韓国ピョンチャンオリンピック会場視察とパラリンピック観戦
 （医）小山すぎの木クリニック ○大島祐太，加賀　誠，趙　相大，朝倉伸司
 自治医科大学腎臓内科  朝倉真希
【P-3-309】　 カンボジア王国首都プノンペンにおける水質検査及び個人用RO装置試験運転についての報告
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック臨床工学部 ○古坐祐介，阿部奈津美
 （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
【P-3-310】　 カンボジア王国各都市における水質検査の結果報告
 （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）社団麗星会品川ガーデンクリニック臨床工学部  古坐祐介，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
【P-3-311】　 カンボジアでのセミナー開催による現地若手医療者教育支援と修了試験結果の傾向分析
 （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
 ／ NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 （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
 ／ NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 （医）社団麗星会品川ガーデンクリニック看護部  海老原慧
 ／NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 北里大学医学部泌尿器科  兵藤　透
 ／NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 北里大学医学部臓器移植・再生医療学  吉田一成
 ／NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル  川西秀樹
【P-3-312】　 カンボジア日本友好血液浄化センターへの支援と今後の展望
 東京女子大学臨床工学部血液浄化療法科 ○瀧澤亜由美
 ／NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル
 NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル  兵藤　透，小久保謙一，川西秀樹
 東京女子大学臨床工学部血液浄化療法科  石森　勇，村上　淳，金子岩和，峰島三千男，花房規男，

土谷　健，新田孝作
【P-3-313】　 カンボジア王国における透析教育支援
 NPO法人いつでもどこでも血液浄化インターナショナル ○加藤基子，兵藤　透，若井陽希，小久保謙一，山下明泰，

川西秀樹

血液浄化法／HDF 症例 2　14:10-15:22
座長： 丸山高史（日本大学）
【P-3-314】　 off-line HDF（血液透析濾過）にて在宅透析を導入した一例
 横須賀市立市民病院腎臓内科 ○井上典子，安藤匡人，鈴木拓也，岸本勇将，国保敏晴
【P-3-315】　 骨髄腫腎のため透析導入となり化学療法後も維持透析を継続した1例
 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科 ○阿部利弘，日高有司，金子　雄，三澤英央，長堀克弘，

吉野篤範，川本進也，竹田徹朗
 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科  上田善彦
【P-3-316】　 腸腰筋血腫の併発により，透析膜アレルギーの発見が遅れた一例
 東急電鉄（株）東急病院内科 ○木戸口慧，上田仁美，石川直美，徳留悟朗
 ／東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科  横尾　隆
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【P-3-317】　 I-HDF施行患者に対し補液流量変更で血圧変動と処置回数の改善を試みた一症例
 （医）中央内科クリニック ○白石朋香，宮本照彦，伊豆元勇樹，林　勇介，豊田昌充，

草野由恵，川合　徹，川合　淳
【P-3-318】　 I-HDFの間歇補充方式の違いにより血圧が安定した2症例
 社会医療法人母恋天使病院臨床工学室 ○上村恵一，大崎雄祐，越前谷朋香，島谷絵里奈，

平井萌乃香，野原充智騎
【P-3-319】　 I-HDFのパターンを確立し血圧低下を予防できた一症例
 （医）社団優腎会優人上石神井クリニック臨床工学部 ○田中玲均，藤波和也，渡邉美千代
 （医）社団優腎会優人上石神井クリニック看護部  青柳直樹
 （医）社団優腎会優人上石神井クリニック腎臓内科  関口　嘉
 （医）社団優腎会優人クリニック腎臓内科  冨田兵衛
【P-3-320】　 当院で経験した酢酸不耐症の2症例
 （医）北晨会恵み野病院透析センター ○日高輝夫，渡部嘉彦，橋本　博
【P-3-321】　 高齢患者にO-HFを実施し全身状態が改善した症例
 新松戸中央総合病院臨床工学科 ○村崎しおり，鈴木有紀子，梶磨衣子，山崎朋寛，田村浩之，

長崎剛久，橋本健斗，本咲　蓮，三原由裕，菅野有造
 新松戸中央総合病院腎臓内科  佐藤英一，天羽繭子，野村まゆみ，松村大輔，中村　司
【P-3-322】　 透析中の血圧低下に対して前希釈オンラインHDFが有用であった1例
 （医）仁楡会仁楡会病院臨床工学部 ○大町　和，野村真理，阪本雄大，太田隆祐
 （医）仁楡会仁楡会病院血管外科  大江公則
 （医）仁楡会仁楡会病院泌尿器科  丸晋太朗，前野七門
 （医）仁楡会澄腎クリニック  中西正一郎

血液浄化法／在宅透析 2　14:10-15:06
座長： 玻座真琢磨（久留米大学）
【P-3-323】　 在宅血液透析導入時に災害教育を取り入れて
 京都医療センター医療技術部臨床工学科 ○瀬津健太郎，清水真樹子，柳澤雅美
 京都医療センター看護部  瀧井友美
 京都医療センター腎臓内科  八幡兼成
【P-3-324】　 当院初の在宅血液透析（HHD）導入を経験して～四肢麻痺透析患者に対する介助者主体の導入例～
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院ME室 ○栗林裕芽子，種山かよ子，高室昌司
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター  石岡邦啓
【P-3-325】　 オーバーナイトHHD透析条件の再考
 （医）豊資会加野病院透析室 ○佐伯智博，中西健二，恩塚雅子
【P-3-326】　 シングルニードルでのHHD導入の試み
 （医）社団大誠会大垣北クリニック ○森本亜矢，加藤真也
 （医）社団大誠会  松岡哲平
【P-3-327】　 JWS社製新型個人用透析用水作成装置MJ-1の使用経験
 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 ○高橋　稔，佐藤大樹
 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  野老山武士，原　正樹
 東京女子医科大学第四内科  新田孝作
【P-3-328】　 系列大学病院における在宅透析患者への医療廃棄物に関するアンケート調査
 東海大学医学部付属病院臨床工学技術科 ○門馬陽平，相馬由利，川添浩之，原田潤平，西原英輝
 東海大学医学部内科学系腎・内分泌・代謝内科  金井厳太，和田健彦，深川雅史
【P-3-329】　 シングルニードル透析の効用
 （医）社団坂井瑠実クリニック本山坂井瑠実クリニック ○岡留哲也，秦　寛治，宮崎勇人
 臨床工学科
 （医）社団坂井瑠実クリニック本山坂井瑠実クリニック医局  喜田亜矢，金子佳照，坂井瑠実

血液浄化法／薬物中毒・幹細胞採取　14:10-15:14
座長： 塚本達雄（田附興風会医学研究所北野病院）
【P-3-330】　 大量メトトレキサート療法後に急性腎不全を来し，血液浄化療法を施行した一例
 （医）明和病院腎・透析部 ○川田博昭，谷口　朋，豊田和寛
 （医）明和病院血液内科  林　邦雄
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【P-3-331】　 メトトレキサート中毒に対し血液透析と血液吸着を施行した18歳男児例
 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
 久留米大学医学部小児学講座  長井孝二郎，大園秀一
 久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門  森山智文，甲斐田祐介，柴田　了，玻座真琢磨，

深水　圭
【P-3-332】　 メトトレキサート（MTX）中毒により急性腎障害を呈し血液浄化療法を施行した一例
 芳賀赤十字病院臨床工学技術課 ○澳原実穂，伊澤千里，阿部麻由美，新部武人，廣瀬　猛
 芳賀赤十字病院血液科  戸田由美子
 芳賀赤十字病院第3内科  中川早紀
 芳賀赤十字病院第1内科  五十嵐祐介
【P-3-333】　 血液吸着によりセフトリアキソン脳症の改善を認めた一例
 関西労災病院腎臓内科 ○松下泰祐，今井淳裕，島田直幸，北村香奈子，勝間勇介，

松岡佑季，大田南欧美，末光浩太郎，和泉雅章
 関西労災病院神経内科  古田　充
【P-3-334】　 末梢血幹細胞採取におけるバスキュラーアクセス（VA）
 久留米大学病院臨床工学センター ○岩村光晴，今井徹朗，山香　修，杉原　学
 久留米大学病院腎臓内科部門  森山智文，甲斐田祐介，柴田　了，玻座真琢磨，

深水　圭
【P-3-335】　 当院のPBSCH施行方法とトラブル事例報告
 社会医療法人生長会府中病院臨床工学室 ○伊久山賢一，藤原　翔，池本尚平，橋田久代，塩竈和也
【P-3-336】　 骨髄濃縮における遠心型血液成分分離装置の比較
 日本赤十字社名古屋第一赤十字病院臨床工学技術課 ○大塚規博，瀧本さち，兼浦未帆，飯島　洸，開　正宏
【P-3-337】　 当院における遠心型血液成分分離装置を用いた血球分離の現状
 県立宮崎病院臨床工学科 ○外山芳久，落合兼治，濱谷昌弘，大田善久，中西清隆
 県立宮崎病院腎臓内科  兒玉圭子，池田直子

血液浄化法／その他 1　14:10-14:50
座長： 坂口悠介（大阪大学）
【P-3-338】　 当院における術中透析を開始するまでの過程と課題
 済生会横浜市東部病院 ○内山陽介，小笠原大輔，伊藤徹郎，山田紀昭
 済生会横浜市東部病院腎臓内科  鯉渕清人，宮城盛淳
【P-3-339】　 逆濾過透析液使用返血とヘマトクリットの検討
 東京医科大学茨城医療センター臨床工学部 ○仲本敏之，長谷川明宏，佐京　龍，根本義章，高橋大介，

石垣貴士
 東京医科大学茨城医療センター腎臓内科  下畑　誉，平山浩一，小林正貴
【P-3-340】　 オーバーナイト透析における抗凝固薬投与量の検討
 （医）社団優腎会優人クリニック臨床工学部 ○内海祐人，岩崎大介，岩村　亮
 （医）社団優腎会優人クリニック  冨田兵衛
【P-3-341】　 NVシリーズ使用下における透析モードによる差異の検討～HD・IHDF・オンラインHDFの比較～
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院臨床工学科 ○高橋篤史，丹羽孝弥，山本浩司，青木真矢，足立光夫
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院泌尿器科  濱本幸浩，長谷川義和
 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院腎臓内科  荒尾舞子，矢島隆宏
【P-3-342】　 当院における外来と入院透析患者の臨床検査値の比較・検討
 南部郷厚生病院臨床工学科 ○石川裕之，桐生明奈，雪　正子，佐藤信之，佐藤隆之

血液浄化膜／性能評価 3　14:10-15:30
座長： 山本裕子（東京医科歯科大学医学部付属病院）
【P-3-343】　 ポリフラックスHヘモダイアフィルターのアルブミン漏出量に関する検討
 社会医療法人ピエタ会石狩病院臨床工学課 ○中野亜希，酒井由起，高橋直也，石丸哲也，加藤敏史，

佐藤利勝
 社会医療法人ピエタ会石狩病院泌尿器科  池田和彦，須江洋一，森川　満
【P-3-344】　 バクスター社製ヘモダイアフィルターポリフラックスHの使用経験
 （医）社団友志会リハビリテーション花の舎病院透析室 ○佐藤秀信，今山佳子，折原　竜，井野森聡平，青木理津子，

松崎優理香，川田祥平，堀籠辰也
 （医）社団友志会リハビリテーション花の舎病院医局  川本秀樹
【P-3-345】　 ポリフラックス210Hの性能評価
 （医）仁水会湘南GPクリニック臨床工学部 ○林　亨太，平山智彦，押田雅絵，碓井大豪
 （医）仁水会湘南GPクリニック人工透析内科  小池　純
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【P-3-346】　 高齢透析患者におけるNVF-Mの性能評価
 （医）永仁会尼崎永仁会クリニック ○仲山心公，浅香好雄，小央晶子，村田香織，尾形和彦，

丸川恭平，北澤　凌，野村啓子，小野孝彦
 （医）永仁会尼崎北永仁会クリニック  松本和浩，藤巻恵一，永井博之
【P-3-347】　 polyfluxHの性能評価
 （医）さくらさくら記念病院血液浄化部 ○山下　彩，金子和史，鈴木隆司
 （医）さくら鶴瀬腎クリニック血液浄化部  長江貴裕，戸塚浩平，島口　豊
【P-3-348】　 新たなヘモダイアフィルターの性能評価～前希釈法・後希釈法の比較検討～
 セントラル腎クリニック龍ケ崎臨床工学 ○古谷雄祐，三上孝宏，葛西紘司，松崎あゆみ，小川　亨
 （社医）若竹会つくばセントラル病院ME室  中山裕一
 セントラル腎クリニック龍ケ崎腎臓内科  石津　隆
【P-3-349】　 ビタミンE固定化PS膜VPS-VAの継続使用評価
 （医）社団三思会東邦病院臨床工学科 ○金子知史，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  吉田真貴，吉田弘明，小林さつき，松本孝之，坂本龍彦，

植木嘉衛
【P-3-350】　 VPS-21VA膜の長期臨床効果
 三菱京都病院診療技術部臨床工学科 ○山野　咲，今井美穂，岡林尚志，山村純基，山田敬文，

山下千晴，高橋亮太，下川美咲，篠原智誉
【P-3-351】　 FIX-210SecoとABH-22PAの後希釈オンラインHDFにおける臨床性能比較
 （医）一陽会横川クリニック ○今田佳奈，木村優之，木谷博之，昌木秀介，福馬美保，

錦郡　司
 （医）一陽会原田病院血液浄化部  本丸忠生
 （医）一陽会横川クリニック医局  加藤曜子，内藤隆之
【P-3-352】　 後稀釈OHDF療法にて使用ヘモダイアフィルタの検討
 社会医療法人彩樹門真けいじん会クリニック透析室 ○大北怜史，尾崎裕之，森　雄輝，福田勇介，市原智子，

中嶋章貴
 社会医療法人彩樹寝屋川けいじん会クリニック透析室  七牟禮啓行

血液浄化法／その他 2　14:10-14:42
座長： 中島昭勝（石川県立中央病院）
【P-3-353】　 トレスルホンTDF（R）からトレライトHDF（R）の切り替えにおける臨床データの比較
 （医）社団スマイルクレア焼山クリニック ○松下剛史，桐林　慶，上森優子
 （医）社団スマイル博愛クリニック  藤井恵子，沖永鉄治，山田有美，金井　亮，倉脇　壮，

高杉啓一郎
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【P-3-354】　 長期慢性維持透析患者の低血圧1症例に対して透析液Na濃度を軽度上げた効果
 （医）社団宝池会吉川内科医院ME部 ○村石州啓，加藤秀美，松下雄太，濱田真帆，十萬景子，

野口あやこ，兼田浩一
 （医）社団宝池会吉川内科医院診療部  吉川尚男，吉川昌男
【P-3-355】　 DCS-100NXのD-FASプライミングによる血液透析濾過器の洗浄効果に関する検討
 （医）健正会須田医院 ○一噌登史紀，楢岡擁実，佐藤　諒，服部圭介，須田雅一
 （医）蒼龍会若葉内科クリニック  山下文子
【P-3-356】　 脱血圧エアーフリーチャンバに対する陽圧管理時の測定異常
 日本医科大学付属病院ME部 ○鈴木英正，吉田康平，中山拓也，鈴木健一

透析モニタリング／HD 3　14:10-15:14
座長： 長尾尋智（知邑舎メディカルサテライト岩倉）
【P-3-357】　 透析治療における微小気泡の発生
 （医）慶心会ふじさん腎臓内科クリニック ○小山春樹，石原啓貴，佐藤知晶，堀内智美，原田大希
【P-3-358】　 安全な透析に向けたBLMの新たな活用
 （医）誠知クリニック ○鈴木知佳，大谷浩一，土田晋也
 ／松和会臨床工学技士会モニタリング委員会
 （医）誠知クリニック  深田由記，石渡敬司，石田直人
 松和会臨床工学技士会モニタリング委員会  米山　貢
【P-3-359】　 動脈チャンバーからの引き戻りによる脱血指標の検討
 （医）新生会高田中央病院臨床工学科 ○大塚隆伸，横山太一
 （医）新生会高田中央病院泌尿器科  江本昭雄
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【P-3-360】　 TMP2点と3点および4点測定の測定値の比較
 （医）新生会高田中央病院臨床工学科 ○横山太一，大塚隆伸
 （医）新生会高田中央病院泌尿器科  江本昭雄
【P-3-361】　 レーザ血流計を用いた透析患者の下肢血流量測定の試み
 （医）宏人会中央クリニック ○伊東美和子，釡谷直子，貴田政美，飯野ふみ江，

百足由美子，千田幸夫，金澤雅之，関野　慎
【P-3-362】　 業務改善への取り組み
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院臨床工学技術科 ○酒出篤弥，佐野公俊，中前健二
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院  千々岩尚子，小金丸直美
 血液浄化センター
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院腎臓内科  倉田久嗣
【P-3-363】　 サンフリーSNの使用経験
 （医）永仁会尼崎北永仁会クリニック検査部 ○石川亮太，松本和浩，岡田　翔，西山和子，松山　幸，

藤巻恵一，永井博之
【P-3-364】　 当院透析機械室保守管理の取り組み～メーカに依存しない体制を目指して～
 尾道市立総合医療センター公立みつぎ総合病院 ○小林正宗，西原　賢，鳥井昭男，宮畑このみ，山崎孝則

透析液管理 3　14:10-15:22
座長： 真下　泰（JCHO札幌北辰病院）
【P-3-365】　 透析用監視装置内部の水質汚染状況について
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院 ○大村　誠，佐々木龍太，小湊純史，橋本悠子，福田靖大，

新田良輔，工藤義人，齋藤文匡，鈴木唯司
【P-3-366】　 認証装置を用いた透析液濃度管理
 清和会南札幌病院透析室 ○佐々木雅敏，神成勇輝，木津雄介，岡本延彦，城下弘一
【P-3-367】　 当院での透析液濃度管理
 地域医療振興協会練馬光が丘病院臨床工学室 ○南雲沙也加，黒田朋惠，安藤勝信
 地域医療振興協会練馬光が丘病院腎臓内科  藤巻道孝
【P-3-368】　 無酢酸透析液からキンダリー透析剤4Eへの変更による臨床評価
 （医）社団日本鋼管福山病院臨床工学室 ○宮本卓実
 （医）社団日本鋼管福山病院内科  和田健太朗
【P-3-369】　 リンパック透析剤TA3への変更による循環動態の評価
 JA徳島厚生連吉野川医療センター腎センター ○安部弘也，森岡弘匡，大西章太，山田向志，原　拓也，

山本雅之，梯　洋介，大塚健一，藤本正己，林　秀樹，
橋本寛文

【P-3-370】　 透析液Ca濃度変更による変化
 社会医療法人新潟臨港保健会新潟臨港病院MEセンター ○斎藤　優，渡邉友浩，榊　貴宏，森　優惠，長谷川久美子，

小林晴彦，仲村直樹
 社会医療法人新潟臨港保健会新潟臨港病院内科  笹川泰司，大澤　豊，霜鳥　孝
【P-3-371】　 熱水消毒の長期臨床評価
 （医）愛和会愛和クリニック ○松田敏浩，井内義夫，大堀弘明，前川　清
 （医）愛和会南千住病院  蒲谷　堯
【P-3-372】　 上水由来のトラブルに対し軟水器の有用性の検討
 甲府共立病院臨床工学室 ○飯窪　護，樋口勇太
 甲府共立病院内科  木戸美之
【P-3-373】　 国内の浄水場におけるエンドトキシン活性・全菌数・生菌数の挙動
 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

バスキュラーアクセス／カテーテル 2　14:10-15:30
座長： 荒木英雄（福井県立病院）
【P-3-374】　 長期留置カテーテル留置後の右腕頭静脈閉塞に対して再開通を得た一例
 関西電力病院腎臓内科 ○岩木亮介，戸田尚宏，大石佳央梨，古宮俊幸
 関西電力病院循環器内科  浅田　聡，石井克尚
 京都華頂大学現代家政学部・食物栄養学科  武曾恵理
【P-3-375】　 中心静脈カテーテル（Central Venous Catheter：CVC）を誤挿入した3例の検討
 自治医科大学附属病院内科学講座腎臓内科学部門 ○朝倉真希，菅生太朗，平田真美，神永洋彰，大原　健，

金子美和，永山　泉，川又　睦，武田真一，秋元　哲，
齋藤　修，長田太助

 自治医科大学附属病院外科学講座心臓血管外科学部門  高澤一平，村岡　新，齋藤　力
 自治医科大学附属病院放射線医学講座  宇賀神敦
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【P-3-376】　 当院におけるカフ型カテーテルの使用状況
 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学 ○春名克祐，内田篤志，山内　佑，板野精之，佐藤　稔，

佐々木たまき，柏原直樹
【P-3-377】　 当院における透析患者のカフ型カテーテル留置症例の検討
 （医）社団愛友会上尾中央総合病院腎臓内科 ○森　　剛，橋本圭介，唐川真良，藤原信治，大野　大，

野坂仁也，兒島憲一郎
【P-3-378】　 当院における血液透析用カフ型カテーテルの左内頸静脈静脈留置に関する検討
 東京都立多摩総合医療センター ○土岐徳義，吉田　駿，千野　蘭，鈴木聡一郎，崔　賢姫，

飯田禎人，高桑章太朗，九鬼隆家，紀平裕美，羽田　学，
西尾康英

【P-3-379】　 ANCA関連血管炎の経過中に左内頚静脈カテーテル挿入に伴う左反回神経麻痺をきたした一例
 JCHO大阪病院 ○加藤紗香，伊東明香根，松井　翔，森岡史行，前田志穂美，

釘宮愛子，岩橋恵理子，鈴木　朗
【P-3-380】　 エコーガイド下左内頚静脈への透析用カテーテル留置時合併症とその際の対応
 （医）社団緑野会東京品川病院腎臓内科 ○根岸康介
【P-3-381】　 長期留置型カテーテルに起因したEnterococcus faecalis菌血症に対して抗菌薬ロック療法の併用が有効であ

った二例
 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院総合内科 ○桂　薫子，高木尚光，生水　晃，萩野朋子，岸本菜央，

冨田裕乃，菅　桃子，森　泰清
【P-3-382】　 血液透析用カテーテル留置中症例を対象とした静脈内血栓の有無に関する検討
 屋島総合病院泌尿器科 ○三宅範明，宮本忠幸
【P-3-383】　 カテーテルでシングルニードル透析法を施行したバスキュラーアクセス不全患者における技術的工夫の経験
 公立学校共済組合九州中央病院医療技術部 ○荒木　栞，小野健一，山田浩之
 公立学校共済組合九州中央病院腎臓内科  水政　透

バスキュラーアクセス／エコー下穿刺　14:10-15:38
座長： 塚本　功（埼玉医科大学国際医療センター）
【P-3-384】　 当院でのポータブルエコー使用の経験
 （医）白楊会土岐白楊クリニック臨床工学部 ○内川尚樹，勝　信介，久田千夏子，佐藤園子，小樋亮介，

舘　祐二
【P-3-385】　 市販携帯型超音波画像診断装置における穿刺時の画像描出と操作性の比較
 （医）社団清湘会新江東橋クリニック臨床工学部 ○藤倉　淳，橋本貴仁
 （医）社団清湘会新江東橋クリニック腎臓内科  末永松彦，星野正信
 （医）社団清湘会清湘会記念病院臨床工学部  野木雅仙
 群馬パース大学保健科学部  芝本　隆
【P-3-386】　 エコー下穿刺が有効であった1例
 （医）あかね会阿品土谷病院看護部透析室 ○二上章隆，山本あゆみ，本野由美子，吉川和恵
 （医）あかね会阿品土谷病院看護部透析室  丸林誠二，山下哲正，平井隆之
 ／（医）あかね会土谷総合病院人工臓器部
【P-3-387】　 ポータブルエコーを用いたエコー下穿刺を導入して
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○福士清澄，岡部寛之，油川雅彦，小野　猛，齋藤久夫，

鈴木唯司
【P-3-388】　 ポータブルエコーの使用性検討
 高知高須病院附属安芸診療所臨床工学部 ○川上　剛
 高知高須病院臨床工学部  小川晋平，濱田あすか，仙頭正人
 高知高須病院泌尿器科  大田和道
【P-3-389】　 穿刺困難患者に対するVascular Accessマップ作成とエコー下穿刺の試み
 稲毛病院臨床工学部 ○武井彩羽，小方竜也，嶋田久美子
 稲毛病院外科  樋上　健
 稲毛病院腎臓内科  水野　宏
 いなげ腎クリニック腎臓内科  水野立也
 山田医院  山田昌彦
【P-3-390】　 穿刺困難症例への取り組み～エコー下穿刺を導入して～
 （医療）慈照会天野記念クリニック ○菅野雄太，大澤恵美，依馬弘忠，石崎勝敏，岸田明子
【P-3-391】　 エコー下穿刺の活用と教育
 （医）暢生堂細江クリニック ○皆田秀樹，袴田裕太郎，光畑和樹，松本宗輔，内藤　修，

蟹本雄右
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【P-3-392】　 バスキュラーアクセスに対するエコーガイド下穿刺を導入して
 （医）さくら北浦和腎クリニック浄化部 ○高見　僚，廣澤満義
 （医）さくら北浦和腎クリニック看護部  宮崎ひとみ
 （医）さくら北浦和腎クリニック腎臓内科  山城弘充，倉林裕一
【P-3-393】　 エコー下穿刺におけるハンディエコー 3機種の比較検討
 （医）明生会東葉クリニック東新宿 ○井竹康郎，新井依子，佐藤忠俊，吉田正美，山下淳一，

大森耕一郎，田畑陽一郎
【P-3-394】　 エコー下穿刺可能スタッフ育成に向けた当院の取り組み
 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院臨床工学室 ○境野可奈子
 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院  渡邉和美，高遠智美
 血液浄化センター看護部

バスキュラーアクセス／人工血管　14:10-15:38
座長： 大城義之（川崎医科大学総合医療センター）
【P-3-395】　 人工血管内シャント（Arterio Venous Graft：以下AVG）管理に静脈圧測定を導入した試み
 （医）社団博樹会西クリニック透析室 ○高沖真由美，新井孝典，竹内貴子，一瀬裕二，山川淳一，

西　隆博，西　忠博
【P-3-396】　 血栓によるシャント不全に対し血栓除去術を行った症例の検討
 （医）桑園中央病院泌尿器科 ○駒木　亨，松井　傑
 （医）桑園中央病院心臓血管外科  齋藤達弥
 （医）桑園中央病院外科  坂入隆人
【P-3-397】　 エコーを用いた人工血管管理～人工血管内再循環の検討～
 JA山口厚生連長門総合病院臨床工学科 ○黒木千尋，松島祐典，谷口貴康，肥田泰行
 JA山口厚生連長門総合病院泌尿器科  福田昌史，平儀野剛
【P-3-398】　 表在化動脈合併症に対する人工血管バイパスの検討
 横浜第一病院バスキュラーアクセスセンター ○宮本マサヒト，末木志奈，佐藤和宏，笹川　成
【P-3-399】　 ACUSEAL移植後，非穿刺部に認めた中膜・外膜解離の一例
 （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循環器内科  安藤英之，渡邊康夫
 （医）社団博鳳会敬愛病院看護部  石田恵美子，井上藍子，瀬戸口晴美，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
【P-3-400】　 前腕ループグラフト老朽化に対する皮弁形成グラフト置換術の有効性
 （医）蒼龍会井上病院 ○藤原一郎，福永　慎，森本　章，谷村信宏，辻本吉広
【P-3-401】　 当院における早期穿刺型ヘパリン共有結合型人工血管使用の取り組みと成果
 鹿児島大学高生体適合性医療機器・臓器開発講座 ○関島光裕，白石幸三
 ／白石病院外科
 白石病院外科  近藤　晃，佐多荘司郎，尊田和徳
【P-3-402】　 大腿グラフトシャント吻合部に発生した仮性動脈瘤の1例
 平鹿総合病院泌尿器科 ○高橋修平，鈴木丈博，伊藤卓雄，今村専太郎
【P-3-403】　 FLIXENETMの使用経験
 （医社）望星会望星病院 ○浅野　学，小口健一，岩渕　仁，君川千尋，岡本真智子
【P-3-404】　 人工血管内挿による内シャント静脈吻合部形成術
 （医）財団康生会武田病院血液透析科 ○川上享弘
 （医）医仁会武田総合病院腎透析科  澤田昌平
 （医）財団康生会京都駅前武田透析クリニック透析科  吉岡徹朗
 （医）財団宮津康生会宮津武田病院泌尿器科  曽根淳史
【P-3-405】　 経皮的血管拡張術により起きた腋窩静脈瘤に対しステントグラフト内挿術を施行した1例
 愛媛県立中央病院泌尿器科 ○西田敬悟，藤方史朗，廣田圭祐，赤澤早紀，三宅毅志，

中島　英，岡本賢二郎，山師　定，菅　政治

腹膜透析／病態・管理 4　14:10-15:30
座長： 門　浩志（近江八幡市立総合医療センター）
【P-3-406】　 体液管理に難渋した常染色体劣性多発性嚢胞腎の乳児例
 札幌医科大学医学部小児科学講座 ○長岡由修
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【P-3-407】　 腹膜透析療法の継続期間に関する検討
 近畿大学医学部腎臓内科 ○坂口美佳，瀬戸口知央，樋口　敦，樋口侑子，堀川亮太，

堀川有希子，市川昌志，高橋実代，山本祥代，清水和幸，
大西佐代子，古林法大，中野志仁，高見勝弘，松岡稔明，
中谷嘉寿，谷山佳弘，有馬秀二

 けやきクリニック内科  長谷川廣文
【P-3-408】　 重症心不全による低血圧症・高度頸動脈狭窄症合併の腹膜透析（PD）の1例
 名古屋大学医学部附属病院腎臓内科 ○外山裕貴，丸山彰一
 名古屋大学医学部附属病院腎不全システム治療学寄附講座  石井貴子，小島　博，鈴木康弘，水野正司
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科  勝野敬之，伊藤恭彦
【P-3-409】　 当院における腹膜透析患者の臨床経過の比較
 福岡大学病院腎臓膠原病内科 ○浜内亜希，盛田なつみ，柴田稜子，尾崎智美，多田和弘，

伊藤建二，安野哲彦，升谷耕介，中島　衡
【P-3-410】　 地域連携を充実させたassisted PDの一例
 愛知医科大学病院総合腎臓病センター ○鬼無　洋，浅井昭雅，松岡直也，畔柳裕紀，宮崎初美，

勝野敬之，伊藤恭彦
 （医）北国会北川内科  北川　渡
 大阪大学医学部附属病院血液浄化部  猪阪善隆
【P-3-411】　 腹膜透析～かかりつけ医と一緒に行う透析～
 JR広島病院人工透析外科 ○越智　誠，矢野将嗣，福田敏勝，大城望史
 広島市立広島市民病院腎臓内科  木原隆司
 広島赤十字・原爆病院腎臓内科  横山敬生
【P-3-412】　 要介護状態のPD患者が自宅退院可能になった1例
 横浜じんせい病院看護部 ○萩原由里子，菊田友美，佐藤益代，林　浩子
 横浜じんせい病院腎臓内科  佐藤　陽，山口　聡
 上大岡仁正クリニック腎臓内科  三橋　洋
【P-3-413】　 CABG，TAVI，CRT-D植え込み後の超低左心機能症例の心不全治療目的に腹膜透析を導入し奏功した1例
 千葉西総合病院循環器 ○飯塚大介，藤原直樹，牧野仁人，新谷政樹，高橋茉理瑛，

新田正光，倉持雄彦，三角和雄
【P-3-414】　 血液透析患者の難治性腹水に対し腹膜透析移行により腹水コントロールを行った一例
 社会医療法人景岳会南大阪病院内科 ○増本晃治，大谷麻菜，曽根一真，西村有里，濱井智恵，

佐久間知子，川口祐司，濱崎健司，久米田靖郎
【P-3-415】　 長期腹膜透析（PD）・離脱期の管理～アンケート集計結果報告～
 特定（医）仁真会白鷺病院内科 ○乗峯京子，山本忠司，村山和美，出雲谷剛，岡崎久宣，

庄司繁市，山川智之
 大阪市立大学大学院代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学  稲葉雅章

腎移植患者管理　14:10-14:50
座長： 岡本昌典（済生会和歌山病院）
【P-3-416】　 当院における献腎移植待機者の現状
 富山大学附属病院透析部 ○山崎秀憲，小池　勤，藤岡勇人，掛下幸太，大西冬美，

工藤孝子，絹川弘一郎
 富山大学附属病院泌尿器科  飯田裕朗，北村　寛
【P-3-417】　 Diabetic kidney disease患者に対するABO血液型不適合腎移植
 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学 ○内田潤次，香束昌宏，西出峻治，壁井和也，島田久生，

岩井友明，長沼俊秀，武本佳昭，仲谷達也
 市立吹田市民病院泌尿器科  熊田憲彦
 大阪市立大学医学部附属病院看護部  前田景子
【P-3-418】　 腎移植におけるリンパ球除去療法後のCMV PCRモニタリング
 国際医療福祉大学三田病院移植外科 ○頓所　展，正木紀行，寺岡　慧
 東京女子医科大学腎臓外科  近藤　晃，井出大志，森田さやか，三木克幸，小川勇一，

岩藤和広，甲斐耕太郎，三宮彰仁，村上　徹，小山一郎，
中島一朗，渕之上昌平

【P-3-419】　 維持透析クリニックにおける腎移植情報提供のスタッフの関与
 京都桂病院泌尿器科 ○長濱寛二
 伊東泌尿器科  伊東晴喜，久保　泉，井口　淳，伊東三喜雄
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【P-3-420】　 長期透析患者の腎移植における注意点，合併症発症時のトラブルシューティングについて
 東京女子医科大学腎臓外科 ○加藤容二郎，岩藤和広，操　海萍，井出大志，森田さやか，

山本めい，蜂須賀健，久都内慶子，富田祐介，小川勇一，
三木克幸，甲斐耕太郎，三宮彰仁，北島久視子，小山一郎，
中島一朗，渕之上昌平

各種病態／糖尿病　14:10-15:38
座長： 日髙恵子（アイレHDクリニック）
【P-3-421】　 わが国における糖尿病性腎臓病による新規透析導入患者の年次推移
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○田中伸枝
 ／東京女子医科大学糖尿病センター内科
 東京女子医科大学血液浄化療法科  塚田三佐緒，三和奈穂子，花房規男，土谷　健
 東京女子医科大学第四内科  鈴木俊嗣，神山貴弘，神山理明，秋山健一，亀井大悟，

新田孝作
 東京女子医科大学糖尿病センター内科  馬場園哲也
【P-3-422】　 持続性DPP-4阻害薬omarigliptinの透析者での2年間の使用経験
 （医）杉山会すぎやま病院 ○大塚聡樹，堀見史奈子，冨永芳博，杉山良太
 （医）杉山会ノア今池クリニック  幅　俊人
【P-3-423】　 透析症例におけるサキサクリプチンの有用性について
 向陽メディカルクリニック ○青池郁夫
 新潟大学病態栄養学講座  細嶋康宏，宇賀村亮太
【P-3-424】　 強化インスリン療法からリラグルチド単剤療法へ切替後5年間改善を維持している2型糖尿病透析患者の一例
 （医）萬田記念病院糖尿病センター腎臓内科 ○萩原誠也，名和伴恭
 （医）萬田記念病院糖尿病センター内科  種田紳二，萬田直紀
【P-3-425】　 2型糖尿病合併血液透析患者におけるシタグリプチンへのDPP-4阻害薬切り替え効果の検討
 （医）おもと会大浜第一病院内科 ○相澤直輝
 （医）博愛会牧港中央病院心臓血管外科  洲鎌盛一
【P-3-426】　 維持血液透析中の2型糖尿病患者におけるデュラグルチド注射液の使用経験～看護の視点から～
 （医）喜多町診療所透析室 ○児玉友紀子，近藤志織，高野正也
【P-3-427】　 DPP-4阻害薬からGLP-1作動薬へ切り替えた症例
 （財）医療と育成のための研究所清明会弘前中央病院透析室 ○成田喜子，佐藤朋美，奈良岡満子，下山葉子，

工藤理矢子
 （財）医療と育成のための研究所清明会弘前中央病院腎臓内科  白戸研一，福士一彦
【P-3-428】　 糖尿病細小血管合併症（DMC）スコアによる糖尿病性腎臓病（DKD）の病態解析 

―透析導入時年齢による検討―
 長野中央病院内科 ○近藤照貴，中山一孝，島田美貴
【P-3-429】　 糖尿病性腎症を原疾患とするPD患者が非結核性抗酸菌によるPD関連感染をきたした2症例
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院腎臓内科 ○吉田　悠，池下佳秀，伊原史崇，赤木祐一朗，松木久住，

佐々木康典，松井則明，戸田孝之
【P-3-430】　 全盲にて発見が遅れ，低血糖脳症の遷延した糖尿病性腎不全の1例
 総合病院国保旭中央病院透析センター ○前田祐哉，渡邊　隆，宮内義浩，伊良部徳次
【P-3-431】　 メトホルミンによる乳酸アシドーシスに対し，異なる方法で急性血液浄化療法を施行した2例
 防衛医科大学病院 ○後藤洋康，遠山真弥，福永継実，森　和真，佐藤博基，

田之上桂子，山形　瑛，伊藤誓悟，今給黎敏彦，大島直紀，
熊谷裕生

病態と管理　14:10-15:14
座長： 三﨑太郎（聖隷浜松病院）
【P-3-432】　 維持透析患者の生活環境について
 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 ○安藝昇太，芋野充紘，森本靖久，大谷　恵，小出高彰，

西山早乃，柳　智貴，金久恵理子，青柳　誠，田中啓之
 （医）眞仁会横須賀クリニック  小澤　潔
【P-3-433】　 当院における高齢透析導入患者の導入期の特徴
 NTT東日本関東病院高血圧腎臓内科 ○高橋紘子，川村万里子，並河明雄，古殿孝高，渋谷祐子
【P-3-434】　 高齢期の血液透析導入について
 南砺市民病院内科 ○五島　敏，清水幸裕
【P-3-435】　 長期透析患者の背景についての検討
 JA岐阜厚生連中濃厚生病院内科 ○小田　寛，宇野香美，新美香織，香田雅彦，森下健太郎，

岩田友彦，山中一輝，豊吉紘之，湯本和也，鷹津久登
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【P-3-436】　 透析の導入，差し控えの意思決定を支えた癌終末期患者の一例
 東京都健康長寿医療センター腎臓内科 ○橘　靖子，山中法子，板橋美津世，武井　卓
 東京都健康長寿医療センター緩和ケア内科  齊藤英一
 日本赤十字社医療センター緩和ケア科  高橋尚子
【P-3-437】　 維持血液透析の非開始と非継続に関する意思決定能力判断支援ツールの作成
 （医）美之会庄子内科クリニック精神科 ○大内雄太
 東北大学病院血液浄化療法部，腎・高血圧・内分泌科  藤倉恵美
【P-3-438】　 超高齢慢性腎臓病患者における透析非導入時の臨床経過について
 新城市民病院腎臓内科／新城市民病院人工透析センター ○佐藤元美
 新城市民病院人工透析センター  花田由美，鈴木祥仁
【P-3-439】　 維持透析患者における血管内皮機能と運動能力との関連について
 公立豊岡病院組合豊岡病院日高医療センター人工透析センター ○井垣　誠，小林洋一，宮代知江，太田　茜，西村知恵，
   鳥尾ますみ，野地たまみ，田中美奈子，栃尾貴之，

辻村英二，小松素明，田中愼一郎

高齢者　小児　長期　特殊病態／予後管理　14:10-15:14
座長： 柴田昌典（光寿会光寿会リハビリテーション病院）
【P-3-440】　 入院血液透析患者における死亡原因の検討
 岡山医療センター腎臓内科 ○太田康介，中土井崇人，中納弘幸，渡邉慶太，寺見直人，

山崎浩子
【P-3-441】　 療養病床における入院透析患者の現状ならびに生命予後とその因子の検討
 倉田会くらた病院臨床工学科 ○澤井美希，田中進一
 倉田会えいじんクリニック  兵藤　透
 倉田会くらた病院内科  北村　真，飛田美穂，倉田康久
【P-3-442】　 萎縮性膀胱に至る平滑筋分解の関与
 富士吉田市立病院泌尿器科 ○今井佑樹
 国立長寿医療研究センター泌尿器科  野宮正範
 日本大学工学部生命応用化学科  山口　脩
 山梨大学医学部附属病院泌尿器科  武田正之
【P-3-443】　 腎後性腎不全に対する尿管ステント留置術の検討
 草津総合病院泌尿器科 ○新井　豊，佐藤　亘
 滋賀医科大学泌尿器科  田口俊亮
【P-3-444】　 当院の維持血液透析患者のRDWと予後についての検討
 茨城県厚生連総合病院土浦協同病院血液浄化センター ○戸田孝之，池下佳秀，伊原史崇，赤木祐一朗，松木久住，

佐々木康典，吉田　悠，松井則明
【P-3-445】　 透析患者へのアトピスマイル薬用入浴液の使用経験
 高島市民病院MEセンター ○船木克哉，石川克彦，長濱　崇，棟田　敦，福田利憲，

北川浩也，藤縄大志，伊藤悠平，足立悠貴
 高島市民病院内科  永江徹也
【P-3-446】　 長期入院が透析患者に及ぼす影響
 倉田会くらた病院臨床工学科 ○澤井美希，田中進一，内田英雄
 倉田会くらた病院リハビリテーション科  淺香貴広
 倉田会えいじんクリニック  兵藤　透
 倉田会くらた病院内科  北村　真，飛田美穂，倉田康久
【P-3-447】　 低栄養高齢透析患者におけるダイアライザの臨床評価
 （医）社団富家会富家病院透析室 ○下森　優，作本叶子，松本美穂，田中笑子，金子　卓，

尾熊慈恵
 （医）社団富家会富家病院人工透析内科  富家隆樹

CKD-MBD／薬剤 2　14:10-15:46
座長： 宇津　貴（日本生命病院血液浄化センター）
【P-3-448】　 PPI内服によるリンコントロールへの影響
 （医）重信クリニック透析室 ○浅海浩子，島本憲司，別宮　徹
【P-3-449】　 プロトンポンプ阻害薬がリン吸着薬に与える影響
 西条病院看護部 ○近藤栄二
 西条病院外科  石井　博，小橋研太
 西条病院薬剤部  宮崎文子
 西条病院臨床工学  桑原将司
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【P-3-450】　 既存のプロトンポンプ阻害薬からボノプラザンへの変更による血清リン値への影響
 新生会第一病院薬剤科 ○田中義輝，田島由依，橋爪博隆
 新生会第一病院内科  太田圭洋，小川洋史
【P-3-451】　 血液透析患者におけるデノスマブの2年間の使用経験
 広島赤十字・原爆病院 ○曽爾浩太郎，尾上桂子，森本恵美，浅井真理子，

横山敬生
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生
【P-3-452】　 血液透析患者におけるイバンドロネートの骨代謝への作用の検討
 社会医療法人愛仁会高槻病院腎臓内科 ○平林　彩，高橋利和
 京都大学健康科学センター  松崎慶一
【P-3-453】　 透析患者の不動による高カルシウム（Ca）血症に対してデノスマブが有効であった1例
 東京都立墨東病院内科 ○柳川英輝，鈴木健文，真崎里紗，源馬　拓，古橋健太，

井上佑一，田中仁美，井下聖司
【P-3-454】　 骨粗鬆症を伴う血液透析患者におけるデノスマブの使用経験
 JA岐阜厚生連岐北厚生病院内科 ○早川和良，縄田万寿美，小野木浩人，浅野真弘，

高屋忠丈
 JA岐阜厚生連岐北厚生病院臨床工学室  長屋豊彦，奥村太郎，後藤基太，神戸達磨
【P-3-455】　 当院におけるCKD-MBD管理～Ca負荷を軽減し石灰化に留意する～
 （医）ふれあい会半田東クリニック ○古橋究一
【P-3-456】　 血管石灰化予防を考慮した炭酸カルシウム減量方針
 （医）ハートクリニック福井 ○福井　淳
【P-3-457】　 血液透析患者における胆汁酸トランスポーター阻害薬（エロビキシバット水和物；EH錠）の排便効果
 （医）衆和会長崎腎病院 ○植木秀一，白井美千代，林田征俊，丸山祐子，河津多代，

久原拓哉，澤瀬健次，原田孝司，舩越　哲
【P-3-458】　 透析液Ca濃度変更による血液データおよび処方薬の変動の検討
 （医）富士第一クリニック ○須磨　寛，千葉紀宏，山本　亮，中村一賀
 （医）望星第一クリニック  大石成省，若林良則
【P-3-459】　 透析患者における低Ca血症を引き起こす使用薬剤の検討
 （財）甲南会甲南病院血液浄化・腎センター ○藤田明子，保月栄一，土谷武嗣，松井一恵，石井達也，

空野　葵，明石光弘，水井章人，高橋利充，藤森　明

CKD-MBD／ Calcimimetics 6　14:10-15:30
座長： 矢野彰三（島根大学）
【P-3-460】　 エテルカルセチド塩酸塩静注液からエボカルセト錠への処方変更に関する調査
 （医）里仁会興生総合病院薬剤部 ○川口　健，笹木史絵，古野孝明，今井圭介
 （医）里仁会興生総合病院内科  高取優二
【P-3-461】　 エテルカルセチド塩酸塩の使用経験
 （医）社団松和会池上総合病院腎臓内科 ○関　卓人，神田怜生，瓜田温子，渡邉智成，富野康日己
【P-3-462】　 当院におけるエテルカルセチドの1年以上使用継続症例の検討
 （医）平生会宮本クリニック ○川田早百合，宮本　幹，安部尚子，北村理恵，西庵良彦，

宮本　孝
【P-3-463】　 二次性副甲状腺機能亢進症（2HPT）軽症例に対するエボカルセトの安全性について
 喜多見東山クリニック内科 ○高橋恵子
【P-3-464】　 血液透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症（SHPT）に対するエボカルセトの有用性
 社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院 ○天野慎二，秋山欣也，松本　尚
【P-3-465】　 シナカルセトからエボカルセトへの変更における有効性の検討
 （医）博友会友愛クリニック ○黒川　仁，下山正博，倉根理一，下山博身
 （医）博友会友愛三橋クリニック  廣瀬　悟
【P-3-466】　 Calcimimetics新規導入症例に対するエテルカルセチド開始量減量の有効性と安全性
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院泌尿器科 ○岡本亜希子，村澤洋美，北原竜次，齋藤久夫，鈴木唯司
【P-3-467】　 切替前シナカルセト投与量別のエテルカルセチドの治療効果
 （医）陽蘭会広瀬クリニック人工透析内科/腎臓内科 ○廣瀬弥幸，山下めぐみ
 （医）陽蘭会広瀬クリニック人工透析外科/泌尿器科  廣瀬　建
 長崎大学病院腎臓内科  小畑陽子，西野友哉
【P-3-468】　 iPTHが低いにも関わらず，ALPが上昇し続けたCKD-MBDの一例
 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
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【P-3-469】　 エテルカルセチドの使用経験と著効した一例
 （医）社団一陽会原田病院 ○松原　誠，西澤欣子，水入苑生，重本憲一郎
 （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
 （医）社団一陽会横川クリニック  内藤隆之
 広島大学病院腎臓内科  正木崇生

CVD／動脈硬化　14:10-15:38
座長： 仲谷慎也（大阪市立大学）
【P-3-470】　 インドキシル硫酸が凝固・線溶系関連因子発現に及ぼす影響
 東北メディカル・メガバンク機構 ○大江佑治
 東北大学病院血液浄化療法部，腎・高血圧・内分泌科  佐藤　博
 ／東北大学臨床薬学分野
 東北大学病院血液浄化療法部，腎・高血圧・内分泌科  宮崎真理子，伊藤貞嘉
 東北大学臨床薬学分野  高橋信行
【P-3-471】　 Leriche症候群により透析導入し，下肢血行再建術を施行した一例
 明芳会イムス東京葛飾総合病院腎臓内科 ○佐々木洋平
 明芳会イムス東京葛飾総合病院心臓血管外科  山本洋輔，中村智一，吉田成彦
【P-3-472】　 イコサペント酸エチルカプセルの継続投与と動脈硬化指標との検討
 （医）木村内科医院 ○福島博之，岡田和恵，山本将太，水尾勇太，木村吉男
【P-3-473】　 魚の過剰摂取は血液透析患者の脳心血管病変のリスクとなりうる
 大分大学医学部腎泌尿器外科学 ○安藤忠助，三股浩光
 南海医療センター透析センター  亀川隆久，平田裕二
【P-3-474】　 透析患者におけるサルコペニア/ フレイルの発症因子としてのADMA
 順天堂大学腎臓内科 ○薮内純子，上田誠二，長澤　肇，野原奈央，高橋敬子，

濱田千江子，鈴木祐介
【P-3-475】　 透析患者における，糖尿病vs非糖尿病の冠動脈石灰化の比較検討
 聖隷富士病院循環器内科 ○富樫幸太郎
 東名富士クリニック  亀山　剛，清藤友孝，佐野昌彦，金井玉奈，金井直明，

杉山義樹，山岸　敬
【P-3-476】　 透析患者における脳梗塞既往と頸動脈硬化度及びその進行度の検討
 （医）社団誠仁会みはま成田クリニック検査科 ○吉田亜樹，岩井典子
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部  内野順司
 （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  白井厚治
【P-3-477】　 透析患者の下肢末梢動脈疾患のABI/TBI測定の意義～病変局在の推定が可能である～
 （医）真鶴会小倉第一病院 ○野坂秀行，新田亜寿美，山下敬史，中村秀敏
 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院循環器内科  曽我芳光
【P-3-478】　 心原性肺水腫の診断・治療効果判定に肺エコーが有用だった一例
 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院腎臓内科 ○毛受大也，石川重史，伊藤岳司，亀谷直輝，瀬古浩史，

服部敬太，森永貴理，玉井宏史
 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院  寺嶋高史
 教育研修センター
【P-3-479】　 属性の異なる透析施設におけるSPP値の比較
 （医）新光会グランハート透析クリニック内科 ○小篠　榮，櫻井信行
 （医）新光会グランハート透析クリニック看護部  松下桜子，佐藤総子，岩崎道男，日比野みゆき
 （医）新光会グランハート透析クリニック臨床工学部  山家光織，樋口知紀，金指　亨
【P-3-480】　 透析患者における重篤な齲蝕が動脈硬化に関連する可能性
 社会福祉法人聖隷浜松病院腎臓内科 ○三崎太郎，清水吉貴，小野雅史，鈴木由美子
 社会福祉法人聖隷浜松病院歯科  福永暁子
 あい石川クリニック歯科  石川　昭
 大阪大学大学院歯学研究科小児歯科学教室  仲野和彦

CVD／症例報告　14:10-15:22
座長： 岡田知也（東京警察病院）
【P-3-481】　 慢性腎不全急性増悪で入院中，原因不明の貧血進行を認めショックとなり死亡した一例
 東京医科歯科大学医学部附属病院腎臓内科 ○山崎佳穗，内藤省太郎，磯部清志，田中春奈，飯盛聡一郎，

安藤史顕，森　崇寧，野村尚弘，蘇原映誠，岡戸丈和，
頼　建光，内田信一
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【P-3-482】　 NSAIDs，コルヒチン投与により心臓手術後胸水を管理しえた血液透析患者の1例
 （医）秀和会秀和総合病院腎臓内科 ○牧野利行，小島一紀，高橋郁太，河野洋平，木村眞規子，

吉嶺朝陽，木村麻衣，日下敬太，志熊聡美
【P-3-483】　 再発性心膜炎にコルヒチンを投与した透析患者の一例
 青梅市立総合病院腎臓内科 ○荒木雄也，原　美都，稲葉俊介，江渡加代子，木本成昭
【P-3-484】　 維持透析導入により心機能の改善を示した尿毒症性心筋症の一例
 （公財）東京都保健医療公社大久保病院 ○戸田美波，小島佳織，中村優香，大久保里枝，今泉雄介，

吉川佳奈恵，小川ひな，石渡亜由美，川西智子，亀井唯子，
小川俊江，阿部恭知，遠藤真理子，若井幸子

【P-3-485】　 透析導入により劇的に心機能が改善した糖尿病性心筋症の一例
 半田市立半田病院 ○柴田真希，青井智典，水谷　真
【P-3-486】　 特発性腎被膜下出血の透析患者の1例
 宇治武田病院腎臓内科 ○戸田　晋
 綾部市立病院泌尿器科  上田　崇
 京都第一赤十字病院泌尿器科  尾崎慎司
【P-3-487】　 カルニチン補充で収縮能の改善を認めた腎機能障害を伴う慢性心不全の1例
 中部ろうさい病院腎臓内科 ○吉田浩之，北村文也，村井由香里，高杉浩司，藤田芳郎
 中部ろうさい病院リウマチ膠原病内科  中村嘉宏，猪飼浩樹，山本真理
【P-3-488】　 透析導入後に心拡大の改善が認められた中性脂肪蓄積心筋血管症（TGCV）の1例
 東北公済病院内科 ○栗原　功，石川綾子，小原克也
 大阪大学医学系研究科CNT研究室  橋本千佳子，平野賢一
【P-3-489】　 たこつぼ心筋症によるうっ血性心不全を発症し，慢性腎不全が悪化し，透析導入となった1例
 国際医療福祉大学三田病院腎臓高血圧内科 ○石黒喜美子，小島智亜里，吉村寧紘，佐藤敦久

皮膚疾患／その他　14:10-15:22
座長： 美馬　亨（和歌山県立医科大学）
【P-3-490】　 糖尿病性腎症原疾患の血液透析患者に生じたIgA血管炎の一例
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科 ○永田絢子，水田将人，末永敦彦，山崎政虎，福田　誠，

力武修一，吉原万貴，宮園素明，池田裕次
 佐賀大学医学部附属病院皮膚科  西　純平
【P-3-491】　 維持血液透析患者の左足底外側神経領域に発症した帯状疱疹の一例
 医）松和会望星姉崎クリニック内科 ○武田福治，新井貴士
 医）俊誠会五味クリニック  五味博子
【P-3-492】　 カルシフィラキシーの1例
 八木内科腎臓内科 ○八木　信
 日本大学医学部皮膚科  葉山雄大
 日本大学医学部病理  楠美嘉晃
 聖マリアンナ医科大学免疫学病害動物学  清水　潤
 東都三軒茶屋クリニック腎臓内科  久保田孝雄
【P-3-493】　 酢酸亜鉛水和物およびビタミン剤補充により難治性皮疹が改善した血液透析患者の1症例
 （医）財団明理会新松戸中央総合病院腎臓内科 ○出川まなか，佐藤英一，小野貴央，魯　紅梅，松村大輔，

野村まゆみ，天羽繭子，中村　司
 （医）財団明理会新松戸中央総合病院皮膚科  須田久美子，河瀬ゆり子
 （医）財団明理会新松戸中央総合病院血液浄化センター  鈴木有紀子，小山由美，岡本　純，笹生真志
 （医）社団翔未会八柱腎クリニック  石田　猛
 獨協医科大学埼玉医療センター病理診断科  上田善彦
【P-3-494】　 保湿剤を使用したシャント肢の痒みに対するスキンケアの有効性
 不二越病院人工透析センター ○長川祥子，高木晶子，作田陽子，高島和代
 富山大学医学部看護学科  坪田恵子
【P-3-495】　 当院における痒みケアの取り組み～ 5D Itch Scaleを用いたアンケート調査より～
 （医）偕行会海部共立クリニック ○丹羽由香里，粥川恵華，永井のり子，藤田亞矢子，

井上　肇
【P-3-496】　 ヒルドイドフォームの皮膚保湿効果についての検討
 （医）あかね会大町土谷クリニック透析室 ○矢田知苗，土井洋子，隘田聡子，茗加聖也
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科  高橋直子
【P-3-497】　 下肢切断術後の創部の難治性潰瘍に対して皮膚欠損創傷被覆材が著効した一例
 （医）秀仁会川島クリニック ○菅野里美，岡部友子，星千恵子，藤本玲香，鈴木　唯，

西山奈緒美，梶山博司，川島　玲，川島秀雄
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【P-3-498】　 Calciphylaxisに対しチオ硫酸ナトリウムの透析中低用量投与が効果を認めた1例
 （医）財団明理会イムス富士見総合病院 ○岡部　香，東原宣之，峰岸麻理子，大久保真弓，羽生　翠，

廣瀬賢人，浦辻洋平，田山陽資

その他の合併症／感染症／膿瘍　14:10-15:30
座長： 児玉敏宏（博文会紀の川クリニック）
【P-3-499】　 保存的治療にて感染性心内膜炎（IE）が軽快した透析患者の一例
 大和市立病院腎臓内科 ○竹下康代，澁谷論之，海老原正行，原　美朋
【P-3-500】　 E.coliによる感染性心内膜炎を発症した透析患者の一剖検例
 国立国際医療研究センター病院 ○近藤　勲，塩路慎吾，別府寛子，坂本絵美，三谷佑望，

新井洋平，片桐大輔，多田真奈美，日ノ下文彦
【P-3-501】　 透析患者に発症した感染性心内膜炎3例の検討
 川口市立医療センター ○水野里香
 川口市立医療センター  本多　佑，丸本裕和，伊藤秀之，石川匡洋
 ／東京慈恵会医科大学附属病院血液浄化部
 東京慈恵会医科大学附属病院血液浄化部  横尾　隆
【P-3-502】　 療養病棟入院中の透析患者に発症した子宮留膿腫の3例
 （医）中原病院内科 ○中原徳弥
 （医）中原病院透析センター  内田茂男
【P-3-503】　 透析患者に発生した咽後膿瘍の一例
 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院腎臓内科 ○菅　桃子，冨田裕乃，萩野朋子，岸本菜央，森　泰清
 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院総合内科  桂　薫子
 社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院  生水　晃
 糖尿病・内分泌内科
【P-3-504】　 化膿性脊椎炎を発症した維持透析患者の1例
 佐賀県医療センター好生館腎臓内科 ○野田麻里沙，松本圭一郎，竹下千紘，池田裕貴，

中村　恵
 佐賀大学医学部附属病院腎臓内科  福田　誠，力武修一，宮園素明，池田裕次
【P-3-505】　 腰椎圧迫骨折で経過観察中に化膿性脊椎炎を発症した透析患者の一剖検例
 （医）壮幸会行田総合病院 ○佐藤貴彦
【P-3-506】　 神経性食思不振症に両側の腎膿瘍を合併し，緊急透析を必要としたが救命しえなかった一例
 国際医療福祉大学熱海病院腎臓内科 ○木村貴英，山田斎毅，青柳左近，横山　健，小野孝彦
 国際医療福祉大学熱海病院病理診断科  金綱友木子
 国際医療福祉大学熱海病院移植外科  白井博之
 国際医療福祉大学病院腎臓内科  鷲田直輝
【P-3-507】　 抜歯後に大動脈ステント感染を発症し死亡した維持透析患者の一例
 獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科 ○三澤英央，吉野篤範，川本進也，竹田徹朗
【P-3-508】　 慢性維持透析患者に発症したフルニエ壊疽の1例
 帝京大学ちば総合医療センター ○菊池義彦，志賀英敏

看護／保存期／から導入・維持における看護介入　14:10-15:30
座長： 中村千里（徳成会八王子山王病院）
【P-3-509】　 演題取り下げ
【P-3-510】　 ナラティブ・アプローチを活用した慢性疾患患者の疾病の受容への援助 

～モーニング・ワークの評定基準を用いて～
 福岡赤十字病院腎臓内科 ○折原浩平
【P-3-511】　 慢性腎臓病教育入院を経験した患者が自己管理力を維持するための支援
 新宮市立医療センター ○森藤良子，石田真似，並木ルミ子，仲みゆき
【P-3-512】　 外来看護師による保存期腎不全看護への取り組み
 （医）佳信会尾張西クリニック外来 ○橋本由美，山下滋子，後藤輝美，手塚俊文
【P-3-513】　 慢性腎臓病（CKD）患者に対するチーム活動の報告
 宇陀市立病院人工透析室 ○高谷和志
【P-3-514】　 一地方公立病院における他科常勤医と専門医連携による透析管理の妥当性
 東北大学病院腎・高血圧・内分泌科 ○中道　崇，長澤　将，宮崎真理子
 公立刈田綜合病院外科  赤松順寛
【P-3-515】　 シミュレーション研修を通して考えた腎代替療法支援における現状と課題
 愛知医科大学病院 ○川島昭一，丸地麻斗香，北村真希，吉井亮磨，田中史佳，

野々村心花
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【P-3-516】　 透析導入に拒否的な患者が意思決定するまでの関わり
 （医）白井聖仁会病院人工透析センター ○松本紀子，冨樫奈緒美，赤沼さゆり，李　嘉明
【P-3-517】　 透析導入時の患者指導におけるDVD視聴の有効性の検討
 SUBARU健康保険組合太田記念病院血液浄化室 ○鴨下美喜，八木孝子，遠藤直美
【P-3-518】　 透析導入期に長期入院を余儀なくされたA氏の透析受容に向けた心理的プロセスの考察
 高の原中央病院透析センター ○山本恭子，矢谷美紀
【P-3-519】　 透析中の血圧低下に対する下肢ストレッチ運動の効果
 東徳島医療センター看護部 ○日下成美，中山正志，小名木玲子，阿部康広

看護／高齢者／終末期／医療スタッフ　14:10-15:30
座長： 平野典子（杏林大学病院腎・透析センター）
【P-3-520】　 終末期患者に関わる看護師の思い
 （医）眞仁会三浦シーサイドクリニック ○柳沼美紀，津村美佳，前田明美，片岡孝子，

長谷川とし子
【P-3-521】　 維持透析中の癌ターミナル患者の看護についての一考察
 恩賜財団福岡県済生会済生会八幡総合病院透析室 ○木村文男
【P-3-522】　 当院における担癌血液透析患者の終末期医療の経験
 （医）青藍会大場内科クリニック看護部 ○平根かおり，藤川直美，金成万里子
 （医）青藍会大場内科クリニック腎臓内科  錦　健太，後藤達宏，大塲正二
【P-3-523】　 当院における高齢透析患者に必要とされる看護師の関わりとは～アンケート調査を通して分かったこと～
 （医）社団偕翔会城北共立クリニック ○佐々木あみ，長野啓子，花井知美，中島美穂，長嶋史子，

大下裕世
【P-3-524】　 高齢透析患者の終末期看護の在りかた～その人らしい最期の看取り～
 （医）福徳永会さいきじんクリニック ○藤井小夜子，吉田裕子，芝田美奈子，藤井皆子，

齋木豊徳
【P-3-525】　 シャント（VA）再建不可の1透析患者に寄り添って
 （医）社団星晶会星優クリニック看護部 ○戸塚麻理子，秋田百合菜，市塲貴子，渡邊光代
 （医）社団星晶会星優クリニックCE部  齋藤仁美
 （医）社団星晶会星優クリニック診療部  宇山広美，松本昭英，鈴木雅紹
【P-3-526】　 慢性心不全のターミナル期透析患者の考察～最後まで透析を受けた患者の看護を考える～
 神戸市立中央市民病院 ○川辺由美，前田淳子
【P-3-527】　 透析医療従事者における終末期医療に関する意識調査
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック看護部 ○今井由美子，鈴木裕子，島崎玲子
 （医）慶寿会さいたまつきの森クリニック腎臓内科  桑原道雄，葉山修陽，栗原　怜
【P-3-528】　 透析患者の人生の最終段階への関わり方で学んだこと
 （医）かなめ会山内ホスピタル透析センター ○平位日才美，長屋信夫，粟野克治，馬場里織，大倉里美，

中原冨美夫
【P-3-529】　 エンドオブライフケアの概念を用いた超高齢透析患者の終末期の振り返り
 清永会矢吹病院看護部 ○佐々木祐子，相澤　裕，西塔寿子，川合由美子

看護／精神，心理 2　14:10-15:30
座長： 平木一枝（広島総合病院）
【P-3-530】　 透析歴10年以上・65歳以上の高齢患者の永続的な治療に対する思いを知る 

～透析スタッフから聴く患者との会話からの分析～
 共立蒲原総合病院看護部，透析センター ○内垣内清奈，佐野香保里
【P-3-531】　 抑うつ傾向のある透析患者への看護介入
 （医）欅会東大和南街クリニック看護部 ○佐藤由香，石川史子，上田由美，真々田美穂，本西秀太
 （医）欅会小平北口クリニック透析室  小澤　尚
【P-3-532】　 妄想，幻聴を繰り返し，不安を抱いている通院透析患者の看護を経験して
 （医）社団望星会望星病院看護部 ○前川正樹，浦野さとみ，渡邊くみ子
【P-3-533】　 山口県透析施設での透析療法継続に関するサポートの現状
 山口県済生会下関総合病院6階東病棟 ○谷口裕子
【P-3-534】　 不信感のある患者との関わり～入院透析患者が通院透析に至った一例～
 （医）佳信会クリニックつしま ○東田由紀，吉田智恵美，八木恵子，大前和代，向井誠時，

宗宮信賢
【P-3-535】　 透析患者のQOL改善の一助として～コンディションシェアシートを用いた状態評価とその取り組み～
 聖路加国際病院腎センター ○徳元しのぶ，高澤亜美子，北村眞理
 聖路加国際病院腎臓内科  中山昌明
 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
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【P-3-536】　 PS膜からATA膜への変更による透析関連愁訴の推移の検討
 （医）社団腎友会岩見沢クリニック看護部 ○渡辺心平，山本章雄，千葉智市，千葉尚市
【P-3-537】　 透析中の過ごし方～電動サイクルマシンを活用して～
 （医）生寿会東郷春木クリニック透析室 ○大河原正子，伊東由紀，田中祥代，市川幸代，宇佐美裕子，

加藤信夫，浅井美里
【P-3-538】　 介護保険制度の理解と患者支援
 社会医療法人明陽会明陽クリニック看護部 ○加藤由美，馬場喜子，鈴木伸治
【P-3-539】　 血液透析患者における疲労の現状と基本チェックリストからみた関連要因
 （医）秋田泌尿器科クリニック ○金野裕介，能登宏光，三浦麻由美，嵯峨まゆ子，

佐々木由美，佐藤啓子，佐々木佳奈，小林陽平，佐藤幸治，
能登　舞，加藤　彩

看護／患者教育・患者支援　14:10-15:30
座長： 直江留美（中央内科クリニック）
【P-3-540】　 腎臓病教室におけるアンケートによる評価方法の考察～今後の腎臓病教室における課題～
 春日井市民病院看護局 ○神野遥介，山本幸子
 春日井市民病院腎臓内科  加藤彰寿，三村哲史，坂　洋祐，成瀬友彦
【P-3-541】　 維持透析患者の生活指導の理解度を評価する～導入期指導後のテスト結果から～
 日本赤十字社福井赤十字病院腎センター ○宮木早百合，山本ゆり子，渡邉かな恵，高嶋節子
【P-3-542】　 2型糖尿病合併維持血液透析（DMHD）患者に対する療養指導の検討
 （医）小田内科クリニック ○有田和子，濱本美鈴，織田由香，前田勝利，小田弘明
【P-3-543】　 自己管理に意欲的になった患者の支援を振り返る～行動変容ステージからの分析～
 （医）名古屋記念財団平針記念クリニック ○安原伊都子，高橋知紗，中谷洋子
【P-3-544】　 シャント管理表を用いたシャント造設患者への指導方法の統一
 株式会社日立製作所日立総合病院看護局 ○小川果歩，菊地美和子，石井千代，長　和恵
 株式会社日立製作所日立総合病院腎臓内科  植田敦志
【P-3-545】　 透析患者の家族と一般人の受動喫煙に対する意識の違いについて
 （医）大石内科クリニック看護部 ○後藤淳子，清川栄美，鈴木弘恵，藤井純子，大石　明
【P-3-546】　 絶食状態にある食道癌患者への経口摂取に向けてのアプローチ 

～透析室で通過障害のある患者への食事提供を通して
 （独）那覇市立病院看護部透析室 ○三浦和孝，比嘉紀夫
【P-3-547】　 透析患者における塩味味覚障害と体重増加の関係
 （医社）欅会北八王子クリニック看護科 ○吉田つばさ，山辺弥生，四宮直実，有働かおり，河内直子，

古澤千穂，窪田さゆり，清水優花，藤井　唯
 同栄養科  戸叶春子
 同内科  菅野靖司，九鬼貴美
 （医社）欅会東大和南街クリニック  本西秀太
 （医社）欅会小平北口クリニック  小沢　尚
【P-3-548】　 血清リン値が良好な透析患者の生活実態調査
 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院 ○余田泰裕，藤本千紘，山川京子
【P-3-549】　 乾燥と痒みが改善する保湿ケアを目指しての取り組み
 山形市立病院済生館人工透析 ○澁谷文江，出川紀行，横尾ルリ子，佐藤明美，

舩田有紀子

栄養／評価 2　14:10-14:58
座長： 雑賀保至（良秀会藤井病院）
【P-3-550】　 減塩指導と季節との関連性についての検討
 （医）良秀会藤井病院腎・透析センター ○荻　　有，吉岡陽子，西出るみ子，安村正枝，刀禰佳典，

射手矢巌，宗　正敏，雑賀保至，藤井良幸
【P-3-551】　 看護師による低カリウム血症に対する栄養指導（第2報）
 （医）財団倉田会くらた病院 ○阿由葉恵美，田中進一，北村　真，飛田美穂，倉田康久
 （医）財団倉田会えいじんクリニック  水品伊津美，兵藤　透
【P-3-552】　 重度聴覚障害のある高齢患者への管理栄養士の関わり
 （医）社団あおぞら会にしかげ内科クリニック ○関　麻衣，江原祐美，打越　茜，吉岡佳与子，久谷邦子，

櫻井史子，柳田　円，上月美鈴，竹内　進，中野満子，
西影裕文

 NPO法人あなたと健康を支える会こうべ  河野律子
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【P-3-553】　 透析導入期の患者に対する集団栄養指導の実施について～透析彩り弁当を囲んで～
 （医）社団あおぞら会にしかげ内科クリニック ○江原祐美，関　麻衣，上月美鈴，竹内　進，久谷邦子，

吉岡佳与子，柳田　円，打越　茜，櫻井史子，中野満子，
西影裕文

 NPO法人あなたと健康を支える会こうべ  河野律子
【P-3-554】　 個別面談を利用した多職種間チームによる自己管理指導について
 南砺市民病院透析センター ○森田知佳子，槻尾　正，高田婦美子，五島　敏
【P-3-555】　 腎臓病におけるShared Decision Makingの資材作成と教育セミナーの開発とその効果の検討
 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
 群馬大学大学院医学系研究科医療の質安全学  小松康宏
 腎臓病SDM推進協会  幹事一同

高齢者　低栄養　14:10-15:30
座長： 藤田亞矢子（偕行会海部共立クリニック）
【P-3-556】　 高齢透析患者の栄養状態に与える世帯構成の影響について
 （公財）ときわ会常磐病院 ○山中優奈，佐川恵美，内田明奈，沼崎綾香，四家文恵，

中野顕子，日置清子，川口　洋
【P-3-557】　 高齢透析患者の栄養・生活状態等の現状
 敬愛病院栄養科 ○眞野善裕
 敬愛病院腎臓内科  樋口輝美，山崎俊男，大川恵里奈，井下篤司
 敬愛病院透析室  柳澤順子，鈴木あい子，中島詩織，瀬戸口晴美
 敬愛病院循環器科  安藤英之
【P-3-558】　 高齢維持透析患者への食物摂取頻度調査結果の検討
 （医）社団善仁会横浜第一病院栄養部 ○勝森枝里菜，志賀千紘，川上陽子
 （医）社団善仁会井土ヶ谷腎クリニック  小関奈美
【P-3-559】　 長時間透析施設における介護施設利用者の食事の検討
 兼愛会前田医院 ○西村志帆，植野りさ子，増崎琴美，永田典子，鶴田耕一郎，

今田真里，前田兼徳，前田由紀
【P-3-560】　 寝たきり血液透析患者における経口摂取可否の特徴的な要因
 公益財団法人鷹揚郷腎研究所弘前病院 ○柴田　薫，岩渕久美子，川崎　忍，木村克明，鈴木唯司
【P-3-561】　 老健における超高齢透析患者の特徴～栄養ケアマネジメントの視点から～
 （医）社団自靖会自靖会親水クリニック栄養課 ○小野山祥江，川畑聡子
 ／（医）社団自靖会介護老人保健施設めぐみ
 （医）社団自靖会自靖会親水クリニック栄養課  美和　光，住田実穂，川田有香，井之輪俊彦，北村唯一
 （医）社団自靖会介護老人保健施設めぐみ  水之江義充
 （医）社団自靖会自靖会親水クリニック栄養課  井口靖浩
 ／（医）社団自靖会井口腎泌尿器科船堀
【P-3-562】　 低カリウム患者への栄養相談
 （医）社団三思会東邦病院栄養科 ○五十嵐桂子，小野川典子
 （医）社団三思会東邦病院腎臓透析センター  小林さつき，吉田弘明，松本孝之，吉田真貴，坂本龍彦，

植木嘉衛
【P-3-563】　 カリウムと身体機能の関連性
 （医）信和会沖縄第一病院リハビリテーション科 ○徳元亮太，兼島広樹
 （医）信和会沖縄第一病院透析科  渡嘉敷かおり
 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部  古波蔵健太郎
【P-3-564】　 入院を期に低栄養となった患者への栄養介入について
 社会医療法人社団健生会すながわ相互診療所 ○大築悟志，斉藤雪子，中原博昭，小泉博史
【P-3-565】　 血液透析患者における1年間の血清Alb平均値は全死亡の予測因子になる
 （医）梓良成会双葉クリニック ○坂上恭司，嘉元章人
 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻  木田奈々美
 （医）社団昴会日野記念病院  加藤智紀
 （医）正和会協和病院  加藤　洋
 社会医療法人寿楽会大野記念病院  疋田英嗣
 （医）梓良成会双葉クリニック／滋慶医療科学大学院大学  椿原美治
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透析中運動療法　14:10-15:38
座長： 半羽慶行（半羽胃腸病院）
【P-3-566】　 透析中運動療法のサルコペニア改善効果
 （医）博文会紀泉KDクリニック ○林　京平，大谷晴久，芝地栄登，前田有香，栗本建也，

谷口広子，三田裕規，川口　勝，山口　伸，児玉直也，
児玉敏宏，前田明文

 大阪体育大学体育学部  前島悦子
【P-3-567】　 起立性低血圧を認める患者の透析中の運動療法の効果の検討
 下関市立市民病院看護部 ○行壽元子，松本和美，市川智春，海野智枝
 下関市立市民病院リハビリテーション部  水野博彰
 下関市立市民病院腎臓内科  坂井尚二
【P-3-568】　 透析中の運動療法が溶質に与える影響と運動強度の検討
 （医）博文会児玉病院医療技術部透析室 ○東本勇太，植木隼人，安圖和憲，久保晴菜，辻内政行，

有馬三喜，前田有香，後藤哲也，児玉直也，前田明文
 （医）博文会紀泉KDクリニック  芝地栄登，大谷晴久
 （医）博文会紀の川クリニック  笹原　寛，角門真二，児玉敏宏
【P-3-569】　 電動サイクルマシンによる血液透析中運動療法にて筋力は増強するか？
 新里メディケアセンター新里クリニック浦上透析治療科 ○出口明彦，高見由美，松本俊介，西ゆきみ，一ノ瀬浩，

金本康秀，松下哲朗，新里健暁，新里　健
【P-3-570】　 透析中運動療法の強度と大分子除去量の関連
 嬉泉病院リハビリテーション科 ○中沼諒哉，臼井直人，熊川七海
 嬉泉クリニック  泉　朋子
 嬉泉病院臨床工学科  千葉康雄
 嬉泉病院内科  稲津昭仁，久留秀樹，土屋貴彦，上畑昭美
【P-3-571】　 血液透析中のレジスタンストレーニング効果
 公立八女総合病院 ○馬場直美，永尾美保子，真子裕太，井上和美，岡美代子，

田村ルミ
【P-3-572】　 透析中に行う下肢関節可動域に合わせた運動療法の効果 

～下肢筋力，大殿筋，中殿筋のトレーニングを実施して～
 国家公務員共済組合連合会名城病院看護部 ○林　智子，安藤菜知子，坂野久美
【P-3-573】　 透析中の運動の効果
 さいたま北部医療センター透析室 ○川井留美子，斎藤あき子，齊藤映子，田名網加奈子，
   久保田よしみ，細田　祥，山田一貴，北野泰佑，森　穂波，

黒田　豊
【P-3-574】　 透析中の透析患者に対する運動療法の実践
 （医）貴和の会すながわ内科クリニック ○棚原武蔵，又吉沙耶，東　輝昇，伊波亜津美，

上間美香，小橋川敦，長間正樹，山城麗子，米須　功，
砂川博司

【P-3-575】　 当院における透析中の運動療法導入への取組み
 （医）葵美合クリニック臨床工学部 ○佐野秀樹，牧山　哉，三宅哲郎，中村佳史，高橋　綾，

大嵜章弘，尾崎友美，鈴木浩平
 （医）葵美合クリニック内科  祖父江文男
 （医）葵葵セントラル病院臨床工学部  高橋　貢
【P-3-576】　 エルゴメーターを用いた透析中の運動療法
 JCHO宮崎江南病院透析室 ○長利麻未，繁昌英美，小笠睦美，小野愛美，金田　茜，

平山　薫，池田篤志，中村佐代
 JCHO宮崎江南病院リハビリテーションセンター  山形真理，鬼束　結

看護／バスキュラーアクセス／医療安全／対策／体制／取組み／医療経済・保健医療／その他　14:10-15:22
座長： 北端有紀子（裕紫会オリオン）
【P-3-577】　 被膜剤を使用したテープ固定方法の強度の比較検討
 田川市立病院透析センター ○丸山幸子，岩切めぐみ，浦田はるな，小黒由美
 田川市立病院腎臓内科  大仲正太郎
【P-3-578】　 「気付きノート」の運用を振り返る
 （医）長清会長岡医院透析室 ○新宮　舞，岡崎正信，渡辺新一郎，長岡迪生，櫻井清陽
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【P-3-579】　 豪雨による西日本災害に対しての当院の対応
 社会医療法人里仁会興生総合病院透析室 ○加茂正春
 社会医療法人里仁会興生総合病院臨床工学室  田中勉史
 社会医療法人里仁会興生総合病院内科  高取優二，藤原久子
 社会医療法人里仁会興生総合病院心臓外科  藤原恒太郎
【P-3-580】　 転倒予防パンフレット導入後の評価と今後の課題
 （医）眞仁会久里浜クリニック ○岸　聡子，望月宏子，中谷真奈美，石江美佐，土屋和子，

稲葉直人，中西太一
【P-3-581】　 インシデント・アクシデントレポート構築後の変化～データベース・書式変更に伴って～
 （医）生寿会東郷春木クリニック透析室 ○高木翔太，山内健義，飯間康治，尾田祐二，小池駿介，

加藤信夫
【P-3-582】　 へパフィールドシリンジ採用による業務合理化への取組み
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院臨床工学技術科 ○佐野公俊，中前健二，酒出篤弥
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院腎臓内科  倉田久嗣
 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院  小金丸直美，千々岩尚子
 血液浄化センター
【P-3-583】　 認知症血液透析患者の抜針事故リスク要因の分析
 （医）和光会一本松すずかけ病院血液透析センター ○山下敦司，津田伸一郎，一木準史
【P-3-584】　 大学病院での外来血液透析導入の試み
 筑波大学腎臓内科 ○秋山知希，藤田亜紀子，斎藤知栄，田原　敬，角田亮也，

永井　恵，金子修三，甲斐平康，森戸直記，臼井丈一，
山縣邦弘

【P-3-585】　 当院における通院送迎の問題と対策
 （医）社団新東京石心会昭島腎クリニック ○齊藤まさ子，栗本義直，石川卓司

医療安全 3　14:10-15:30
座長： 菊池秀年（別府医療センター）
【P-3-586】　 透析中の抜針予防対策についての当院での取り組み 

～アンケート調査から透析中の抜針予防対策の統一化を図る～
 西奈良中央病院血液浄化センター ○山田眞士，永井智子，安田　薫，梅澤千恵，藤居希恵，

櫻井芳子，原田幸児
【P-3-587】　 抜針事故対策に関する当院透析室職員の意識調査結果
 （医）埼友会埼友草加病院 ○吉村　瞳，山崎雄司，畠山恵美，中村雅将，大澤　勲，

後藤博道
【P-3-588】　 安全装置付穿刺針の有用性について
 JCHO千葉病院腎センター ○石本千聖，白鳥　享
 JCHO千葉病院  室谷典義
【P-3-589】　 当院におけるヒヤリハットの分析と評価
 （医）社団らいふクリニック ○久保恵利子，大村紀子，玉田久美子，葭谷内久美子，

瀬戸智子，田坂佳文，木村紀久美，今本時美，亀井良子，
茅山弘美，寺井　郁，南奈穂子，森　栄司，岡本かおる，
山田直美，北田欽也，北田博久

【P-3-590】　 透析低血圧防止対策においてリーダー役を果たす血圧キーパーの有用性について
 花クリニック ○矢花眞知子
 横浜市立大学循環器腎臓高血圧内科  涌井広道，大上尚仁，平塚梨奈，春原寿美玲，植田瑛子，

花岡正哲，金岡知彦，坂　早苗，池谷裕子，橋本達夫，
戸谷義幸，田村功一

【P-3-591】　 当院の血液浄化センターにおけるNational Early Warning Score使用の有用性
 彦根市立病院血液浄化センター ○高橋奈苗，田中里美，長谷行洋
 彦根市立病院循環器内科  下司　徹
【P-3-592】　 ファイルメーカーを用いたインシデントレポート解析と透析マニュアルの融合
 （医）おおしまクリニック ○福地かおり，腰塚久人，坂本明子，細川貴之，大塚恵一
【P-3-593】　 スタッフの知識向上の為の勉強会実施による抑制帯使用削減の試み
 （医）盟陽会泉ヶ丘クリニック ○杉さやか，阿部睦美，菊地真理，清野正典，佐藤功造，

木下康通，山陰　敬，道又勇一
【P-3-594】　 抗凝固剤アクシデントの減少を目指して
 名古屋記念財団東海クリニック ○山口美佐子，宮田江利子，永尾洋子
【P-3-595】　 弾性包帯使用による抑制帯使用率と抜針事故率の変化
 （医）盟陽会泉ヶ丘クリニック ○杉さやか，阿部睦美，菊地真理，清野正典，佐藤功造，

木下康通，山陰　敬，道又勇一
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災害対策　訓練　備え 6　14:10-15:22
座長： 新宅究典（あかね会土谷総合病院）
【P-3-596】　 ブラックアウト時の透析患者の生活状況と災害への備え
 留萌市立病院人工透析室 ○池田恵里子，谷口　諭，酒井俊介，清水雄太，伊藤奈緒美，

福島美来，島野利恵，佐藤潤子，珍田純子，高橋文彦
 留萌市立病院医療安全推進室  高橋　香
 札幌東クリニック人工透析内科  水口　章
【P-3-597】　 当院の災害対策の取り組みと今後の課題
 （医）社団城南会西條クリニック下馬 ○奥脇美奈，古澤健人，渡部千恵子，武藤見佳子，大嶋　智，

西條元彦
【P-3-598】　 当院透析室の災害対策の見直しと変更
 （医）沖縄徳洲会四街道徳洲会病院臨床工学科 ○堤　文香
【P-3-599】　 携帯端末を利用した災害時透析支援システムの構築
 井上病院事務部 ○高橋克昌，金谷甲輝，山村智和
 井上病院看護部  佐藤祐子
 井上病院放射線科  森本　章
 井上病院内科  辻本吉広
 千船病院事務部  井内伸一
【P-3-600】　 沖縄県南部地区の災害時医療連携の構築
 社会医療法人友愛会豊見城中央病院腎臓・リウマチ・膠原病内科 ○下地國浩，小禄雅人
 （医）以和貴会西崎病院泌尿器科  名嘉栄勝
 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  和氣　亨
 腎臓・リウマチ科
【P-3-601】　 災害時の緊急連絡カードの作成と実際
 （医）清陽会ながけクリニック ○鈴木小由紀，門崎弘樹，田淵裕哉，渡邉智子，松本和広，

長宅芳男
【P-3-602】　 A病院血液浄化室スタッフの災害に対する意識調査と今後の課題
 公立富岡総合病院血液浄化室 ○戸田奈津子，兼見悦子，戸塚愛実，古川由美，松井千浩
【P-3-603】　 災害伝言ダイヤル実施率の向上に対する取り組み
 （医）社団偕翔会掛川共立クリニック ○有馬香緒里，山崎桃子，佐藤まな美，岡戸慶子，鎌田麻里，

梶谷雅春
【P-3-604】　 透析患者の防災意識向上への取り組み
 社会医療法人社団健生会羽村相互診療所 ○大野のり子，中村　睦，小林一雄，菅原今日子，

小林重雄

その他　14:10-15:14
座長： 杉浦寿央（大手前病院）
【P-3-605】　 病院機能評価・ISO9001 による第三者評価機関を利用した院内改善活動の取り組み
 （医）社団如水会嶋田病院透析室 ○大谷拓也，甲斐正信，嶋田英敬
【P-3-606】　 透析施設でイノベーションは起こせるか？
 （医）牧野医院 ○坂元恭平，井手敏裕，牧野順一
【P-3-607】　 ソーシャルワーカー（以下SW）業務における苦情・相談について 

～理不尽な苦情における事例・経済的虐待とならなかった事例の報告～
 （医）三橋病院透析科 ○佐野　勲，後藤真希，真島智子，榎本和夫，林　良輔，

三橋　修
 （医）東葉クリニックグループ透析科  牧野里美，山根麻子，小林千栄子，竹本礼子，山本元子，

黒木千代美，伊藤家勝，佐藤忠俊，大森耕一郎，
田畑陽一郎

【P-3-608】　 透析患者における自動車運転中止後の生命予後
 （医）光寿会光寿会春日井病院 ○多和田光洋，守屋可奈子
 （医）光寿会坂下クリニック  小境ひとみ
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【P-3-609】　 透析室の治療環境を考える～プライバシーの観点から～
 （医）偕行会瀬戸共立クリニック ○高田直子，斉藤博幸，恒川八千代，山口　諭
【P-3-610】　 透析センター働き方改革～増床をきっかけに～
 （医）社団協友会船橋総合病院ME科 ○安達　剛
 （医）社団協友会船橋総合病院ME科  伊藤静也
 ／（医）社団協友会船橋総合病院透析科
 （医）社団協友会船橋総合病院透析科  浦郷未来，島崎紀美江
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【P-3-611】　 MSWによるアドバンス・ケア・プランニング（ACP）への取り組み～患者向けACP講座を開催して～
 （医）光寿会光寿会春日井病院／（医）光寿会坂下クリニック ○守屋可奈子
 （医）光寿会光寿会春日井病院  多和田光洋
 （医）光寿会坂下クリニック  小境ひとみ，畑中勇二
 （医）光寿会多和田医院  多和田壽枝
【P-3-612】　 透析室における臨床工学技士から見た治療実態調査～大分県72施設へのアンケート調査
 大分大学医学部附属病院腎臓内科 ○中田　健，福長直也，柴田洋孝
 （医）聡明会児玉病院人工透析室／大分県臨床工学技士会  小川　一
 大分大学医学部附属病院腎臓外科・泌尿器科  平井健一，三股浩光
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