
 

 

 

第 52回 茨城人工透析談話会 プログラム 

 

参加総合受付 ： 7:45～11:40 ２階 大ホール前  

 第１会場 【２階 大ホール】  

スライド受付 ： 7:45～8:30 【２階 大ホール前】 

 

開会挨拶 ： 8:30 茨城人工透析談話会 会長 山縣 邦弘 

 

口演① 看護師・他部門 ： 8:40～9:35 《O-1～O-7》 

 

              座長  植田 敦志 （日立総合病院） 

                   箕輪 明美 （なめがた地域医療センター） 

 

O-1   透析患者に対する禁煙治療の取り組み 

(医) 大石内科ｸﾘﾆｯｸ 

○後藤淳子（ゴトウ ジュンコ） 清川栄美 鈴木弘恵 藤井純子 寺島慶子 大石明  

 

O-2   高度肥満糖尿病患者にデュラグルチドを導入した 1症例 

医療法人社団 豊済会 ときわクリニック1）  下落合クリニック2） 

○嶋津江美子（シマヅ エミコ）1） 熊谷照子1） 松尾絵美1） 濱田正恵1） 児玉幸子1） 

阿保玲子1） 中川かほる1） 石原順子1）  西山泰史1） 亀尾貴美子1） 平野多恵1） 寺

田江利子1） 杉田由美1） 岡野和恵1） 冨澤玲子1） 田村由紀子1） 高橋真弓1） 飯岡

大輔1） 三澤英雄1） 大塚正一1） 菊地勘2） 

 

O-3   透析時間中の栄養相談介入前後の栄養状態の変化 

茨城県立中央病院 栄養管理科 1）  医療局栄養サポート室 2）  透析センター3）   

○村山萌（ムラヤマ モエミ）1）  甲斐美帆 1）  前田昭子 1）  伊藤久美子 1）  大畠

高子 1）  中林幹雄 2）  小林弘明 3）  

 

 

 

 



 

 

 

O-4   透析食米飯と全粥食摂取後の体重変化 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連 総合病院水戸協

同病院 1）  臨床工学部 2）  医師 3） 

○古川 陽子（フルカワ ヨウコ）1）  加藤木ルミ子 1）  谷田部哲夫 2）  堀北奨 3）  西

久保愛里 3）  中村太一 3） 

 

O-5   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（ツチダ ヤスコ） 舘林礼子 清川栄美 藤井純子 城本聖矢 小川

裕二郎 大石明 

 

O-6   著しい口腔内出血を呈した血液透析患者への栄養療法 

水戸済生会総合病院医療技術部栄養科 1）  水戸済生会総合病院腎臓内科 2）  

○島田千賀子（シマダ チカコ）1）  武田久美子 1）  椎名映里 2）  郡司真誠 2）  荷見

祥子 2） 黒澤洋 2） 佐藤ちひろ 2） 海老原至 2） 

 

O-7   学生時代の運動部活動の有無は血液透析患者の体力維持に影響を及ぼしているか 

医療法人 明厚会 大石内科クリニック 

○藤井純子（フジイ ジュンコ） 清川栄美 鈴木弘恵 後藤淳子 天谷三代子 佐藤

佐奈枝 大石明 

 

特別講演 ： ２階 大ホール （9:40～10:40）           

                                            司会 山縣 邦弘 
                                                （筑波大学 医学医療系 腎臓内科教授） 

『透析患者における水電解質代謝異常とその対策』 

            日本医科大学名誉教授 やよい会理事長 

あだち江北メディカルクリニック院長 

                            飯野 靖彦 先生 

（ 共催 ： 協和発酵キリン株式会社 ） 

 

 

 



 

 

 

口演② 看護師部門 ： 10:40～11:35 《O-8～O-14》 

 

座長  西山 奈緒美 （川島クリニック） 

               山出  純   （土浦ベリルクリニック） 

 

O-8   茨城県のフットケアの課題～いばらき腎不全看護を考える会勉強会からの報告～ 

水戸済生会総合病院 1）  日立総合病院 2）  なめがた地域医療センター3）  茨城県

西部メディカルセンター4）  水戸医療センター5）  水戸協同病院 6）  筑波大学附属

病院 7）  土浦協同病院 8）  筑西腎クリニック 9） 

○栗原宏美（クリハラ ヒロミ）1） 大河原朋美 1） 村上真美 2） 飯村早苗 3） 高橋真理

子 4） 仲宮優子 5） 加藤木ルミ子 6） 小島明子 7） 榊みのり 7） 櫻井恵美 8） 千々和

京介 9） 

 

O-9   当院におけるフットケアの関心度とセルフケア状況の実態調査  

   健心会 岩本クリニック 

○萩島美奈子（ハギシマ ミナコ） 藤枝優子 青木りえ子 黒澤知加子 佐藤佐子 

飯田美智子  岩本均  

 

O-10  足白癬のセルフケア継続方法を試みて～観察と対話から見えてきたもの 

慶友会 守谷慶友病院 透析室 1）  血管外科 2）  ICT課 3） 

○長島祥子（ナガシマ ショウコ）1） 石原彰子 1） 高輪美樹 1） 飯島幸江 1） 小幡

優佳 1） 小林徳朗 1） 久米博子 2） 宮口順一 3） 

 

O-11  下肢観察項目テンプレート活用後の１考察 

総合病院土浦協同病院 看護部 1）  血液浄化センター2） 

○中泉愛（ナカイズミ メグミ）1）  八代恵美 1）  櫻井恵美 2） 

 

O-12  外来血液透析患者の転倒事故防止への取り組み 

株式会社日立製作所日立総合病院 腎臓病・生活習慣病センター1） 株式会社日立

製作所日立総合病院 腎臓内科2）  

○関根理恵（セキネ リエ）1） 姫路佳代 1） 村上真美 1） 森永美智子 1） 植田敦志 2） 

 

O-13  腎不全（CKD）教室の現状 

水戸済生会総合病院  

○大河原朋美(オオカワラ トモミ) 栗原宏美 加倉井君代 島田千賀子 中村聰

中野弘基 海老原至 

 

 

 



 

 

 

O-14  登録更新前、移植施設受診が必須となった後の当院献腎移植希望登録患者の 

現状 

国立病院機構水戸医療センター看護部 1）  国立病院機構水戸医療センター臓

器移植外科 2） 

○仲宮優子（ナカミヤ ユウコ）1） 小﨑浩一 2） 湯沢賢治 2） 

 

 

 

ランチョンセミナー① ： ２階 大ホール （11:40～12:40）           

                                            司会 東郷 江美  
                                              （医療法人社団興明会 つくば腎クリニック）  

『認知症透析患者の看護』 

    関西看護医療大学看護学部看護学科 基礎看護学教授 

                           大坪 みはる 先生 

（ 共催 ： 中外製薬株式会社 ） 

閉会挨拶 ： 12:40 当番幹事  

JA茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院 戸田 孝之 



 

 

 

 第２会場 【1階 大会議室 101】  

スライド受付 ： 7:45～8:30 【2階 大ホール前】 

 

口演③ 医師部門 ： 8:40～9:35 《O-15～O-20》 

 

座長  石津  隆  （つくばセントラル病院） 

竹田  篤  （緑野クリニック） 

 

O-15  コレステロール塞栓症に対して LDL アフェレシス療法を施行し腎機能が改善した 

一例 

筑波大学腎臓内科 

○甲斐平康（カイ ヒラヤス） 斎藤知栄 原田拓也 西田嶺美 影山美希子 渡邉

めぐみ 田原敬 角田亮也 藤田亜紀子 永井恵 金子修三 森戸直記 臼井丈

一 山縣邦弘 

 

O-16  AVG感染に対して閉鎖陰圧療法（VAC療法)が有効であった 1例 

土浦ベリルクリニック 1） 長浜市立湖北病院 2） 

○森優（モリ マサル）1） 小高以直 1） 山田幸太 1） 納谷佳男 2）  

 

O-17  「血液透析患者におけるデュラグルチドの長期効果と忍容性について」 

医療法人社団明厚会大石内科クリニック 

○大石明（オオイシ アキラ） 小川裕二郎 清川栄美 鈴木弘恵 後藤淳子  

藤井純子 天谷三代子 佐藤佐奈枝 

 

O-18  当院の CKD-MBD この 10年 - 手段は増えたがゴールは増えたか- 

渡辺クリニック 

○石田裕（イシダ ヒロシ） 田村紀子 玉井喜久夫 渡辺仁 

 

O-19  当院のＣ型肝炎ウイルス保有透析患者のＧＬＥ／ＰＩＢ療法の考察 

にへいなかよしクリニック 1）  神栖済生会病院 肝臓内科 2） 東京医科大学茨城

医療センター 内科（消化器）3） 

○二瓶雅代（ニヘイ マサヨ）1） 二瓶実 1） 長野具雄 2） 池上正 3） 

 

 

 

 

 



 

 

 

O-20  腎移植後悪性腫瘍の検討 

国立病院機構水戸医療センター 外科・臓器移植外科 1）  国立病院機構水戸医

療センター 外科 2）  国立病院機構水戸医療センター 臓器移植外科 3）  国立

病院機構水戸医療センター レシピエントコーディネーター4） 

○小崎浩一（コザキ コウイチ）1）2） 安達直樹 2） 米山智 2） 小林仁存 2）  

岡田晃穂 2） 加藤丈人 2） 湯沢賢治 3） 寺島徹 2） 仲宮優子 4） 

 

施設長会議 ： 10:40～11:40 【1階 大会議室 101】  

 

ランチョンセミナー② ： １階 大会議室 101 （11:40～12:40）         

                                   司会 松井 則明 
                                  （JA茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院） 

『透析室における医療関連感染予防のポイント』 

        つくば国際大学 医療保健学部医療技術学科教授 

                                     篠田 俊雄 先生 

 （ 共催 ： 鳥居薬品株式会社 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第３会場 【1階 大会議室 102】  

スライド受付 ： 7:45～8：30 【2階 大ホール前】 

 

口演④ 技士部門 ： 8:40～9:35 《O-21～O-27》 

 

            座長  長谷川 猛   （茨城西南医療センター）  

             西山 敏郎  （かもめ・大津港クリニック） 

 

O-21  ACH-∑用血液回路の抗凝固薬注入ラインの位置が脱血不良時の急速注入に与

える影響の比較 

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター茨城県厚生連総合病院水戸協同

病院 臨床工学部 1）  筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター茨城県厚

生連総合病院水戸協同病院 腎臓内科 2） 

  ○押止政徳（オシトメ マサノリ）1）  吉村一美 1）  丸岡正則 1）  谷田部哲夫 1）  中村

太一 2） 

 

O-22  皮下持続グルコース測定器（FGM）の有用性 

  医療法人秀仁会 さくら水戸クリニック 透析室） 

○矢野新太郎（ヤノ シンタロウ） 長山彩華 高橋夏希 牧野広子 関裕子 野口

みづき 鶴田敦 

 

O-23  InBody-S20使用における透析患者の標準化 DW算出の試み 

医療法人社団医弘会 かわしま内科クリニック 1） 自治医科大学腎臓内科 2）  

○菊地孝典(キクチ タカノリ) 1） 上野幸司 1） 河西由香里 1） 大山彩香 1）  白石

武 1）  吉村章 1）  齋藤孝子 1）  山本尚史 2）  井上真 2）  椎崎和弘 2）  齋藤修 2）  

長田太助 2） 

 

O-24  透析モニタ装置 HD-03 を用いた心拍出量測定 

（社）若竹会 セントラル腎クリニック龍ケ崎 1） （社）若竹会 つくばセントラル病院 

診療技術部 ME室 2） （社）若竹会 セントラル腎クリニック龍ケ崎 腎臓内科 3） 

○渡沼修一（ワタヌマ シュウイチ）1） 山崎雄太 1） 飯島祥子 1） 若宮健太 1） 古谷

雄祐 1） 山﨑麻由 1） 葛西紘司 1） 松崎あゆみ 1）  中山裕一 1） 並木暢也 2） 三

上孝宏 2） 石津隆 3） 

 

O-25  血液透析モニターHD02の使用経験 

医療法人秀仁会 さくら水戸クリニック 透析室 

○清水章博（シミズ アキヒロ） 矢野新太郎 藤来智則 鶴田敦 



 

 

 

O-26  熱水クエン酸消毒による透析装置部品への影響 

茨城県厚生連 総合病院 土浦協同病院臨床工学部 1） 同腎臓内科 2） 

○大貫誠浩（オオヌキ マサヒロ）1） 田切恭平 1） 黒須唯之 1） 小橋和彦 1） 戸田孝

之 2） 

 

O-27  塩素系除菌洗浄剤 ECO-200 を使用した洗浄効果の検討 

（社）若竹会 つくばセントラル病院 診療技術部 ME室 1） （社）若竹会 つくばセ

ントラル病院 腎臓内科 2） （社）若竹会 セントラル腎クリニック龍ケ崎 3）  

○寺門 拓（テラカド タク）1） 三上孝宏 1） 並木暢也 1） 小川亨 1） 袴塚祐司 1） 

石津隆 2） 中山裕一 3） 葛西紘司 3） 

 

 

口演⑤ 看護師・技士部門 ：  10：40～11:35 《O-28～O-34》 
            

座長  森島 早智子 （茨城県立中央病院） 

小川  亨   （つくばセントラル病院） 

 

O-28  血液透析導入患者における HCV抗体陽性率の推移 

水戸済生会総合病院 医療技術部臨床工学室 1） 腎臓内科 2） 

○田口晴子（タグチ ハルコ）1） 保坂悠 1） 大河原俊明 1） 菊地裕也 1） 千ヶ崎賢司
1） 佐藤昌俊 1） 助川雄哉 1） 髙橋千鶴 1） 木済修 1） 平根佳典 1） 椎名映里 2） 荷

見祥子 2） 郡司真誠 2） 黒澤洋 2） 佐藤ちひろ 2） 海老原至 2） 

 

O-29  当院透析患者の HIV感染に対する意識調査と世論調査との比較 

(医)明厚会 大石内科クリニック 

○清川栄美（キヨカワ エミ） 鈴木弘恵 後藤淳子 藤井純子 天谷三代子 土田

泰子 根岸美幸 大石明   

 

O-30  シャントカルテの見直し VA トラブル・スコアリングシート導入の試み 

医療法人秀仁会 さくら水戸クリニック 透析室 

○齊藤由美子（サイトウ ユミコ） 横須賀郁 武石真紀子 黒澤喜代美 宮﨑瑞穂 

鶴田敦  

 

O-31  実態調査からみえたスタッフに対する穿刺教育の必要性 

一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 看護部 1） 腎臓内科 2） 

 ○渡邊久美子（ワタナベ クミコ）1） 安田仁美 1） 鎌田みさき 1） 田中由美子 1）  

大里由美 1） 久家久代 1） 加瀬田幸司 2） 高田健治 2）  

 

 



 

 

 

O-32  シャント狭窄と歯周病の関係性を検討した 

（医）明厚会大石内科クリニック 

○城本聖矢（シロモト セイヤ） 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 

 

O-33  透析指示及び連絡簿の改訂 

土浦協同病院なめがた地域医療センター 腎センター 看護部 1） 臨床工学部 2）  

総合病院土浦協同病院 腎臓内科 3） 

〇額賀ゆかり（ヌカガ ユカリ）1）  本澤麻衣 1）  浅沼千江子 1）  箕輪明美 1）  

 浅野和志 2）  吉田悠 3） 

 

O-34  国際医療評価基準に沿った血液浄化療法部の安全への取り組み 

       筑波大学附属病院看護部 1）   筑波大学腎臓内科 2） 

○小島明子（コジマ アキコ）1）  髙橋理恵 1）  溝上君江 1）  廣田綾子 1）  藤田亜紀

子 2）  斎藤知栄 2）  山縣邦弘 2） 

 

ランチョンセミナー③ ： １階 大会議室 102 （11:40～12:40）         

                                             司会 中山 裕一 
                         （茨城県臨床工学技士会 会長、セントラル腎クリニック龍ヶ崎 ） 

『海外への日本の臨床工学技術の発信』 

          一般財団法人 臨床工学国際推進財団 理事長 

                                 川崎 忠行 先生 

（ 共催 ： グランメイト株式会社 ） 

 

 

 

 



 

 

 

 ポスター会場  【２階 中会議室 202】  

ポスター受付 ： 7:45～8:30  【２階 中会議室 202前】 

 

ポスター① ： 8:40～9:20  《P-1～P-5》 

           

座長  宮増 雅史 （にへいなかよしクリニック） 

 

P-1   高齢透析患者におけるフレイル予防～身体活動のメッツ（METs）表を用いた栄養 

指導～ 

      医療法人 秀仁会 さくら水戸クリニック 

○本田真弓（ホンダ マユミ） 蘇原典子 野口みづき 藤来智則 鶴田敦 

 

P-2   当院外来維持透析患者におけるフレイルの現状と介入（第Ⅱ報） 

       川島クリニック 1） 老健さくら日立 2）  

○奈良美里（ナラ ミサト）1）  及川広美 1）  菊池奈々花 1）  梶山博司 1）  川島玲 1） 

川島秀雄 1）  本田貴子 2）  大貫美砂子 2）  金子明日香 2）  渡辺憲太郎 2）  小田

代敬 2）  

 

P-3   透析中の運動療法の取り組み～2年経過してみて～ 

虹嶺会 土浦ベリルクリニック   

○倉持陽子（クラモチ ヨウコ） 吉田弘美 鈴木さやか 山口万美子 木村幸代 

滝田智之 及川輝 森優 小高以直 山田幸太 

 

P-4   エマージェンシーシートを使用した下肢保温の不快感軽減を目指して 

水戸済生会総合病院 

○平林顕子（ヒラバヤシ アキコ） 沢畑千鶴 藤咲由美子 栗原宏美 大河原朋

美 

 

P-5    PAD 透析患者に対する運動療法とフットケアの取り組み 

虹嶺会 土浦ベリルクリニック 1） つくば国際大学医療保健学部医療技術学科 2）      

○鈴木さやか（スズキ サヤカ）1）  山口万美子 1）  佐々木さゆり 1）  倉持陽子 1）  

中原毅 2）  森優 1）  小高以直 1）  山田幸太 1） 

 

 

 



 

 

 

 

ポスター② ： 10:40～11:30  《P-6～P-11》 

           

座長  植木 茂子 （筑西腎クリニック） 

 

P-6   患者送迎に関するアンケートを行って（2） 

       虹の会 にへいなかよしクリニック 看護科透析室 1）  医師 2）  

○石橋清美（イシバシ キヨミ）1）  千葉幸一 1）  二瓶雅代 2）  二瓶実 2） 

 

P-7   透析施設における送迎での現状と課題 

守谷駅前クリニック 

○古谷友香（フルヤ ユカ） 斉藤滝 高橋紀華 廣瀬千佳子 竹宗美智子  

柴田美好子 

 

P-8   下肢つれを訴える高齢透析患者の ADL改善効果の検討 

つくばセントラル病院看護部 1）  つくばセントラル病院腎臓内科 2） 

○高橋幸枝（タカハシ ユキエ）1）  松本圭子 1） 山本志津子 1） 楊川堯基 2）  

石津隆 2） 

 

P-9   当院における透析患者高齢化の現状と家庭内トラブル事例 

大場内科クリニック 看護部 1） 大場内科クリニック 腎臓内科 2） 

○高岡裕司（タカオカ ユウジ）1）  三田諒 1）  金成万里子 1）  錦健太 2）  

後藤達宏 2）  大場正二 2） 

 

P-10  当院における透析用カテーテル挿入患者の現状と入浴状況調査及び今後の課題 

       医療法人 秀仁会 川島クリニック 

○佐川るみ子（サガワ ルミコ） 今川聖 坂本順子 西山奈緒美 星野忠敦  

小林美由紀 梶山博司 川島玲 川島秀雄 

 

P-11  穿刺痛を軽減するために 

JAとりで総合医療センター 腎センター1） 腎臓内科2） 

○福田睦美（フクダ ムツミ）1） 石川弘子 1） 前田益孝 2） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ポスター③ ： 8:40～9:30  《P-12～P-17》 

           

座長  浅野 和志 （なめがた地域医療センター） 

 

P-12  血液浄化センター独自のアクションカードの作成－継続した災害対策をめざして－ 

       総合病院土浦協同病院 看護部 1） 総合病院土浦協同病院 臨床工学技士 2） 

○青柳愛（アオヤギ アイ）1） 中泉愛 1） 古渡裕子 1） 櫻井恵美 1） 黒須唯之 2） 

 

P-13  透析に向かっている途中で地震が発生したら？～災害対策の聞き取り調査を 

実施して～ 

(株)日立製作所ひたちなか総合病院 看護局 1） (株)日立製作所ひたちなか総合

病院 臨床工学科 2） (株)日立製作所ひたちなか総合病院 腎臓内科 3）  

○小林洋子（コバヤシ ヨウコ）1） 菅野登美子 1） 大山成子 1） 藤掛拓也 2） 家田

未佳 2） 住谷徳文 2） 岡崎健一 2） 寺田尚人 2） 中島雅美 3）  

 

P-14  離脱方法変更に伴うアクションカード改定 

医療法人社団 豊済会 ときわクリニック 1） 医療法人社団 豊済会 下落合クリニ

ック 2） 

○高島滉基（タカシマ コウキ）1） 渡辺ちえみ 1）  荒金孝行 1）  奥山諒祐 1）  関拓

也 1）  佐藤博文 1）  美留町勉 1）  清水正樹 1）  冨澤玲子 1）  田村由紀子 1）  飯岡

大輔 1）  三澤英雄 1）  菊地勘 2） 

 

P-15  【リブレを使用してみて】 

        医仁会 渡辺クリニック 

       ○須藤浩二（ストウ コウジ） 木下能伸 石田裕 渡辺仁 

 

P-16  エポエチンΚからエポエチンβへの切り替えによる腎性貧血関連指標の比較検討 

       協栄会大久保病院 透析室 1）  泌尿器科 2）  薬剤科 3） 

○深作悠太（フカサク ユウタ）1） 鈴木麻梨乃 1） 外池英 1） 浜田加奈子 1） 野上

利道 1） 後藤翼 1） 高橋徳男 2） 木村悦久 3） 

 

P-17  血液浄化療法部における JCI予備審査に向けた臨床工学技士の視点からの 

取り組み 

       筑波大学附属病院 医療機器管理センター1）  麻酔科 2）  腎臓内科 3） 

○荒木健太（アラキ ケンタ）1）  持地貴博 1）  楢木洋平 1）  岩田修一 1）  古垣達

也 1）  名倉正明 1）  縮恭一 1）  山本純偉 1）2）  藤田亜紀子 3）  斎藤知栄 3）  山縣

邦弘 3） 

 



 

 

 

 

ポスター④ ： 10:40～11:30  《P-18～P-23》 

            

座長  山本 志津子 （つくばセントラル病院） 

 

P-18  血清リン高値の患者に対する服薬アドヒアランス向上への取り組み  

        明厚会 大石内科クリニック看護部 1）  明厚会 大石内科クリニック医師 2） 

○佐藤佐奈枝（サトウ サナエ）1） 矢口ゆかり 1） 塚本 真弓 1） 濱本千恵子 1） 天

谷三代子 1） 後藤淳子 1） 藤井純子 1） 鈴木弘恵 1） 清川栄美 1） 大石明 2）  

 

P-19  「血液透析患者の必要量」の動向 ～当院の取り組みと今後の課題～ 

       牛久愛和総合病院 看護師 1）  腎臓内科 2） 

○小泉ひとみ（コイズミ ヒトミ）1） 志澤恵 1） 四ツ塚優紀 1） 北原美歌 1） 井澤 

伸拓 1） 内藤誠 2） 竹井尚子 2） 中村日出子 2） 

  

P-20  当院の医療過誤減少への取り組み 

      前田病院 

      ○小方恵子（オガタ ケイコ） 根本俊輔 佐藤佳代子 小金澤幸代 森下洋子  

大野賢介 津田信子 村瀬貴子 前田伸樹 

 

P-21  透析患者の個室診察に対する家族の意識調査 

      医療法人社団明厚会大石内科クリニック 

○鈴木弘恵（スズキ ヒロエ） 天谷三代子 清川栄美 後藤淳子 藤井純子 佐藤

佐奈枝 大石明  

 

P-22  当センターにおける透析患者のスキンテア発生の要因 

東京医科大学茨城医療センター 看護部 人工透析センター1） 東京医科大学茨

城医療センター 腎臓内科 2） 

       ○熊倉優理（クマクラ ユリ）1） 木村真理子 1） 横島友美 1） 小野寺美和 1）  

下畑誉 2）  平山浩一 2）  

 

P-23  リンパ浮腫による穿刺部潰瘍に対し弾包巻き上げにより治癒した事例 

守谷慶友病院透析室 血管外科 1）  血管外科 2）  泌尿器科 3） 

○飯島幸江（イイジマ サチエ）1） 小幡優佳 1） 久米博子 2） 小林徳朗 3） 

 

 



 

 

 

ポスター⑤ ： 8:40～9:30  《P-24～P-29》 

            

座長  平山 浩一 （東京医科大学茨城医療センター） 

 

P-24  ダルベポエチンアルファ（ネスプ）頻回投与の試み 

守谷駅前クリニック 

○柴田美好子（シバタ ミヨコ） 高橋郁夫 

 

P-25  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（オノ キミヨ） 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-26  慢性便秘症の当院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 

       医療法人 秀仁会 川島クリニック 

○鈴木朋美（スズキ トモミ） 坂本順子 梶山博司 西山奈緒美  星野忠敦 小

林美由紀 川島玲 川島秀雄 

 

P-27  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 

       （医）秀仁会 川島クリニック 

○小林幸枝（コバヤシ ユキエ） 星野忠敦 西山奈緒美 梶山博司 川島玲 川

島秀雄  

 

P-28  Ｃ型肝炎合併透析患者に対するグレカプレビル・ピブレンタスビルの服薬アドヒ 

アランス 

       笠間中央クリニック 1） 水戸中央病院 2） 

○渡邊恵美子（ワタナベ エミコ）1）  宮本博史 1）  染谷博子 1）  朝永美代子 1）  関

根亜希子 1）  櫻井敏子 1）  佐藤巳喜夫 1）  小友良 2）  佐藤寿加 1）  

 

P-29  透析患者における Phase Angle評価の有用性 

       医療法人 盡誠会 宮本病院 透析室 1） 同内科 2） 

     ○増田尚江（マスダ ナオエ）1）  横瀬誠治 1）  宮本和宜 2）  長田真理子 2）  

宮本二郎 2）  

 

 

 

 



 

 

 

ポスター⑥ ： 10:40～11:30  《P-30～P-35》 

            

座長  平根 佳典 （水戸済生会総合病院） 

 

P-30  東レ社製逆浸透法精製水製造装置(RO装置)の使用経験 

医療法人青藍会大場内科クリニック医技部 1） 医療法人青藍会大場内科クリニッ

ク腎臓内科 2） 

○新島武（ニイジマ タケシ）1） 小田倉雅浩 1） 上村優介 1） 齋藤仁子 1）  

冨田豊 1） 安藤昇 1） 中村徳雄 1） 錦健太 2） 後藤達宏 2） 大場正二 2）  

 

P-31  当院における個人用 RO装置の運用管理について 

    （一財）筑波麓仁会 筑波学園病院 臨床工学部 1）  同診療部 腎臓内科 2）     

○外山法明（トヤマ ノリアキ）1）  高津雅彦 1）  加藤裕介 1）  橋本秀美 1）  粂野塁
1） 菊地祥 1） 河原知宏 1） 小泉沙央里 1） 岡田隆志 1） 泉登大介 1） 吉田元 1） 

助川瞳 1） 舟田裕子 1） 木村和央 1） 佐々木大英 1） 海老原正 1） 髙田健治 2）  

 

P-32  透析用水作成に使用する原水（水道水）管理についての対策 

    （医）一樹 筑西腎クリニック 臨床工学部 1）  （医）一樹 筑西腎クリニック  

診療部 2）  自治医科大学附属病院 透析部 3） 

○土田康博（ツチダ ヤスヒロ）1）  矢嶋寿章 1）  石橋賢一 1）  野原大司 1）  小堀比

花里 1）  瀧田孝明 1）  大島敬 1）  大木伸芳 1）  鈴木幸恵 1）  今井麗華 2）  赤井洋

一 2）  齋藤修 3）  

 

P-33  全自動透析装置(DCS-100NX)の導入に伴う変化 

株式会社 日立製作所 日立総合病院 臨床工学 1）  株式会社 日立製作所 

日立総合病院 腎臓内科 2）      

○滝沢悠（タキザワ ハルカ）1）  高田諭志 1） 馬乗園伸一 1） 山田一之 1） 植田敦

志 2）  

 

P-34  当院での超音波画像診断装置の活用法 ～バスキュラーアクセス領域超音波検査

より～ 

医療法人 一樹 筑西腎クリニック 臨床検査部 1）  医療法人 一樹 筑西腎クリ

ニック 看護部 2）  医療法人 一樹 筑西腎クリニック 臨床工学部 3）  医療法

人 一樹 筑西腎クリニック 診療部 4）  自治医科大学附属病院 透析部 5） 

○谷口敦男（ヤグチ アツオ）1）  宮尾利奈 1）  荻野幹大 1）  小澤晶子 2）  千々和

京介 2）  弓削真由美 2）  伊藤結子 2）  瀧田孝明 3）  大島敬 3）  矢嶋寿章 3）  大木

伸芳 3）  鈴木幸恵 3）  土田康博 3）  今井麗華 4）  赤井洋一 4）  齋藤修 5）  

 

 



 

 

 

P-35  当クリニックにおける超音波ガイド下 VAIVTの現況と臨床工学技士が介入する上で

の課題について 

       医療法人虹嶺会 土浦ベリルクリニック 

     ○関貴弘（セキ タカヒロ） 増本剛 野村真由美 及川輝 上野信一 森優 山田

幸太  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


