
ご挨拶

四国透析療法研究会
会長：金山 博臣

　仲秋の候、会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は四国透析療
法研究会活動にご尽力いただき感謝申し上げます。
　今年は平成天皇から令和天皇へと皇位が継承され、新しい時代を迎えました。令和天皇
皇后両陛下が滞りなく御公務を執行されるお姿に全国民が心より祝福されているものと思
います。令和の時代が平和な時代であることを心よりお祈り申し上げます。
　一方で、国際情勢が非常に心配な状況になっています。日本と米国との間には良好な関
係が築かれていますが、本来は最友好国であったはずの韓国との間は文在寅大統領が就任
してから過去にないほど最悪の関係になっています。従来は政治の問題が民間レベルの交
流にはあまり影響を及ぼしてこなかったのですが、最近では観光や交流事業にも影響が出
ており、今後の両国関係の行方が危惧されます。医学・医療領域においては日本と韓国の
間に学会間の交流など従来積極的な交流が行われており、日韓泌尿器科会議は本年で第
36 回を数えます。透析医療も含めて両国の医療関係者間に問題はないので、政治の問題
が持ち込まれないことを祈るばかりです。東アジアには中国、台湾、韓国、北朝鮮、ロシ
ア、日本と体制の異なる国が対峙しています。北朝鮮のミサイル発射、韓国の今後の行方、
香港での大規模なデモなど、不安定な状況が続いており心配の種がつきません。
　さらに世界に目を向けると、米中貿易摩擦、イギリスのEU離脱、イラン核合意、ホル
ムズ海峡でのタンカー襲撃など、不安定要素に満ち溢れています。今までの価値観では対
応できない問題が次々と噴出し、新たな秩序・価値観が必要になるのではないかと感じま
す。各国が客観的に判断し理性的に対応し、それぞれの問題を根気よく平和的に解決する
ことを期待します。安全な医療の提供には安定した社会状況が不可欠です。
　第 53 回四国透析療法研究会は徳島県徳島市で開催されます。本研究会の企画・運営を
担当されています代表世話人の橋本寛文先生はじめ徳島県透析療法研究会の皆様には大変
お世話になります。この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。多くの会員の皆様の参
加および活発なご討論をお願い申し上げます。
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ご挨拶

第 53 回四国透析療法研究会
代表世話人：橋本寬文

　仲秋の候、会員の皆様には益々ご清祥のことと御歓び申し上げます。
さて、第 53 回四国透析療法研究会をお世話させていただいております吉野川医療センター
の橋本でございます。本会開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。
　今夏もここ数年と同じく酷暑となりました。病院では毎日のように熱中症患者が救急搬
送され、スタッフの繁忙は続きました。ここ数年、暑さだけでなく日本全国で自然災害も
続発しており、我が国は災害列島と化しております。今年の阿波踊りも台風 10 号のため
4日間開催が 2日間だけとなりました。徳島県民としましては非常に残念なことでした。
また、南海トラフ大地震の発生確率も年々高まっており、四国四県の透析医会や皆様の施
設におきましてもその対策に余念のないことと拝察いたします。災害は発生しなければそ
れに越したことはありませんが、発災時には充分に対応ができるよう常日頃から準備を
することは我々医療人にとっての責務です。また、10 月からは消費増税も決定しており、
病院収支にとってどのような影響が出るのか、令和 2年度の診療報酬改定も控えており、
我々にとって難問の尽きることはないようです。
　さて、今回の本研究会におきましては演題募集締切までの期間が少なくなり、タイトな
スケジュールとなり会員の皆様にご迷惑をお掛けしましたこと、大変申し訳なく誌面をお
借りしてお詫び申し上げます。最終的には 70 題の一般演題のご応募をいただき誠に有難
うございました。
　今回は特別講演 1題、スポンサードセミナー 4題、ランチョンセミナー 4題を予定して
おります。講師にはＪＳＤＴでもご活躍中の高名な先生方をお迎えし、最近の topics に
ついてのご講演をお願いしておりますので、明日からの診療や看護等にお役立て頂ければ
幸いに存じます。
　最後となりますが、本研究会への多数のご参加、活発なご討議をお願いしましてご挨拶
とさせていただきます。
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日程表

08：50
09：00

10：00

11：00

12：00
12：10

13：10
13：15

13：40

14：40
14：50

15：50
16：00

第１会場

開会の辞

「学術奨励賞候補①」
O-01～06

座長：田代　学
　　　松浦元一

スポンサードセミナー１
SS-1

司会：道脇宏行
演者：山下明泰

共催：ニプロ株式会社

特別講演
SL

司会：橋本寬文
演者：田倉智之

ランチョンセミナー１
LS-1

司会：水口　潤
演者：中山昌明

共催：バクスター株式会社

総会、表彰式

一般演題①
O-25～31

座長：鶴本雅信

一般演題②
O-32～37

座長：大塚健一

閉会の辞

第２会場

「学術奨励賞候補②」
O-07～12

座長：長井幸二郎
　　山本修三

スポンサードセミナー２
SS-2

司会：稲井　徹
演者：武本佳昭

共催：鳥居薬品株式会社

ランチョンセミナー２
LS-2

司会：岡田一義
演者：新田孝作

共催：キッセイ薬品工業株式会社

一般演題③
O-38～44

座長：竹内教貴

第３会場

「学術奨励賞候補③」
O-13～18

座長：田上隆一
　　　林　秀樹

スポンサードセミナー３
SS-3

司会：林　秀樹
演者：岩田晴美

共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー３
LS-3

司会：濱尾　巧
演者：友　雅司

共催：小野薬品工業株式会社

一般演題④
O-45～51

座長：三原裕子

一般演題⑤
O-52～57

座長：三宅直美

第４会場

「学術奨励賞候補④」
O-19～24

座長：中西良一
　　　山口邦久

スポンサードセミナー４
SS-4

司会：山口邦久
演者：稲葉雅章

共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー４
LS-4

司会：長井幸二郎
演者：土谷　健

共催：協和キリン株式会社

一般演題⑥
O-58～63

座長：田代　学

一般演題⑦
O-64～70

座長：佐藤由布子
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会場アクセスのご案内

・ JR 徳島駅から  路線バス約 15 分 「四国大学前」下車 徒歩 3 分 
・ 徳島インターチェンジから 車で約 10 分 

徳島県外からの主な交通手段と所要時間 

高松 JR 高松駅 → JR 徳島駅 （JR 特急：60 分） 

高知 JR 高知駅 → JR 徳島駅 （JR 特急：140 分）（高速バス：160 分） 

松山 JR 松山駅 → JR 徳島駅 （JR 特急：200 分）（高速バス：190 分） 

 

 

 共通講義棟（会場）  臨時駐車場（多目的広場）  東駐車場  中央棟（幹事会会場） 

会場
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会場フロアーのご案内

共通講義棟 1 階 

 
共通講義棟 2 階 

 

参
加
受
付

PC受付
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参加者へのお知らせとお願い

■ 参加者の皆様へ

◦ 参加受付

　　　受付時間：10月6日（日）8：00~

　　　受付場所：四国大学　共通講義棟

◦ 参加費：医師2,000円，その他：1,000円

　　　※会場ではネームカードに所属･氏名をご記入の上，必ずご着用ください．

◦ 四国透析療法研究会総会について

　　　13：15~13：40まで第1会場において開催いたしますので，ご参加ください．

　　　なお，総会内において学術奨励賞表彰式を行います．

◦ 日本透析医学会専門医の単位取得について（医師のみ）

　　　本研究会に参加されますと，日本透析医学会の専門医制度により定められた5単位を取得できます．

◦ 会場での発言はマイクを使用し所属・氏名を最初に告げてください．

◦ 会場での呼び出しは緊急の場合にのみ，受付で申し受けます．

　　　外部からの電話呼び出しは先方の番号を伺っておきますので，改めてご自身でおかけ直しください．

　　　会場内アナウンスはお断りいたします．

　　　その他のお問い合わせは受付までご連絡ください．

■ 座長の先生方へ

◦ 担当セッションの開始15分前までに，次座長席にご着席ください．

◦ 演者の講演時間および討論時間は厳守でお願いいたします．

◦ 各セッションの開始進行を一任いたしますので，所定の時間内に終了するようご配慮ください．

■ 演者の皆様へ

◦ 発表時間は1演題10分（口演7分　討論3分）です．

◦　�発表スライドの登録受付は8：00より行います．（登録開始時の受付は発表順番の早い先生を優先して行わせてい

ただきます．ご協力をお願いいたします）

◦　�発表はPC（パソコン）でお願いいたします．発表時間の1時間前までにPCデータ受付にお越しいただき，データ

の確認をお願いいたします．

◦ ノートPCとの接続コネクタはミニD-sub15ピンとなります．

　　　 　（画像：ミニD-sub15ピン）

 　�コネクタが付いていないノートPC（Macintoshや薄型ウルトラブック）につきましては必ずミニD-sub15ピンに

変換をお願いいたします．（HDMIには対応しておりません）
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◦ アプリケーションは以下のものをご用意いたします．

　　　OS＝Windows ７

　　　PowerPoint�2010

◦ 発表データはWindows　PowerPointにて作成し，CD-RまたはUSBフラッシュメモリに保存してお持ちください．

 　Windows　PowerPointにて作成したスライドはスライドのサイズ設定を（4：3）に設定してください．

◦　�発表はWindowsによるコンピュータプレゼンテーションに限定いたします．Macintoshでデータを作成された場

合はご自身のPCをお持込みください．

◦ 動画をご使用の場合はご自身のPCをお持込みください．

◦ 利益相反（COI）に関する情報開示について

　　　発表の最初か最後に利益相反自己申告に関するスライドを加え，情報開示をお願いいたします．
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スポンサードセミナー

スポンサードセミナー１………………………………………………………………………………共催：ニプロ株式会社
　　テーマ：HDF溶質除去特性の基礎と最新の知見

　　司　会：道脇宏行（（社医）川島会　川島病院　臨床工学部）

　　演　者：山下明泰（法政大学　生命科学部　環境応用化学科）

スポンサードセミナー２……………………………………………………………………………共催：鳥居薬品株式会社
　　テーマ：バスキュラー・アクセスについて

　　司　会：稲井　徹（徳島県立中央病院）

　　演　者：武本佳昭（大阪市立大学医学部附属病院　人工腎部）

スポンサードセミナー３……………………………………………………………………………共催：中外製薬株式会社
　　テーマ：透析患者の食事療法　~制限から励行へ~

　　司　会：林　秀樹（JA徳島厚生連　吉野川医療センター　泌尿器科）

　　演　者：岩田晴美（四国大学　生活科学部）

スポンサードセミナー４………………………………………………………………………共催：バイエル薬品株式会社
　　テーマ：透析患者のリン管理の重要性‐サルコペニア防止のための蛋白質摂取を増やすために‐

　　司　会：山口邦久（徳島大学大学院医歯薬学研究部　泌尿器科学分野）

　　演　者：稲葉雅章（大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学）
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナー１……………………………………………………………………………共催：バクスター株式会社
　　テーマ：PD患者のQOLを巡る話題~ SDM、PROsとは？~

　　司　会：水口　潤（（社医）川島会　川島病院）

　　演　者：中山昌明（聖路加国際病院　腎臓内科）

ランチョンセミナー２……………………………………………………………………共催：キッセイ薬品工業株式会社
　　テーマ：CKD-MBD:�FGF23との関連性

　　司　会：岡田一義（（社医）川島会　川島病院）

　　演　者：新田孝作（東京女子医科大学　腎臓内科）

ランチョンセミナー３…………………………………………………………………………共催：小野薬品工業株式会社
　　テーマ：血液浄化とUremic�toxin（α1MGを中心に）

　　司　会：濱尾　巧（（医）尽心会　亀井病院）

　　演　者：友　雅司（大分大学　医学部附属臨床医工学センター）

ランチョンセミナー４……………………………………………………………………………共催：協和キリン株式会社
　　テーマ：CKD-MBD�~わかったこと、わからないこと~

　　司　会：長井幸二郎（徳島大学病院　腎臓内科）

　　演　者：土谷　健（東京女子医科大学　血液浄化療法科）
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プログラム





第１会場

08：50〜09：00　開会の辞
代表世話人：橋本 寬文（ＪＡ徳島厚生連　吉野川医療センター）

09：00〜10：00　学術奨励賞候補①
座長：田代 学（（社医）川島会　川島病院　腎臓内科）

　　　松浦 元一（徳島赤十字病院）

O-01．オンライン血液透析濾過によるアルブミン漏出が血清アルブミン濃度に与える影響

（社医）川島会　川島病院　臨床工学部1）

（社医）川島会　川島病院　腎臓科2）

○�林 聖也（はやし せいや)1）　竹内 教貴1）　田中 悠作1）　中野 正史1）　道脇 宏行1）　田尾 知浩1）　�

岡田 一義2）　水口 潤2）

O-02．静注カルニチン製剤投与者の腎性貧血改善効果について

医療法人　仁栄会　島津病院　臨床工学科

○�松田 卓也（まつだ たくや）　小松 晋也　仙波 大英

O-03．当院におけるシャントトラブルスコアリング（STS）を改訂して

三豊総合病院　臨床工学科1）

同　内科2）

○�新谷 真史（にいや まさふみ)1）　西岡 苑美1）　磯崎 利恵1）　杉村 文1）　高橋 佳奈1）　石川 浩太1）　�

坂上 奈美子1）　松本 恵子1）　福岡 和秀1）　石津 勉2）

O-04．ABH-13LAを用いたI-HDFの有用性について

（医）仁友会　南松山病院　人工透析センター

○�高魚 諒（たかうお りょう）　市川 拓也　玉井 洋一　武井 俊作　白形 昌人　瀬野 晋吾　尾﨑 光泰

O-05．定期ＶＡエコーの必要性について

JA徳島厚生連阿波病院　腎センター1）

JA徳島厚生連吉野川医療センター　泌尿器科2）

○�阿部 太志（あべ たいし)1）　亀田 由美1）　武田 光弘1）　楠 伸司1）　林 秀樹2）　橋本 寬文2）

O-06．当院透析室スタッフの急変時対応における取り組み

たまき青空病院1）

藍住　たまき青空クリニック2）

○�林 博之（はやし ひろゆき)1）　辻野 将史1）　佐々木 美和1）　石田 ゆうき2）　藤井 泰宏1）　山本 修三1）

滝下 佳寛1）　田蒔 正治 1）
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10：00〜11：00　スポンサードセミナー 1
司会：道脇 宏行（（社医）川島会　川島病院　臨床工学部）

SS-1．HDF溶質除去特性の基礎と最新の知見

山下 明泰（法政大学　生命科学部　環境応用化学科）

共催：ニプロ株式会社

11：00〜12：00　特別講演
司会：橋本 寬文（JA徳島厚生連　吉野川医療センター）

SL．透析医療の過去・現在・未来を医療経済から論じる

田倉 智之（東京大学大学院　医学系研究科　医療経済政策学）

12：10〜13：10　ランチョンセミナー1
司会：水口 潤（（社医）川島会　川島病院）

LS-1．PD患者のQOLを巡る話題　〜 SDM、PROsとは？〜

中山 昌明（聖路加国際病院　腎臓内科）

共催：バクスター株式会社

13：40〜14：50　一般演題①
座長：鶴本 雅信（徳島文理大学）

O-25．抗がん剤治療によりアルブミン低下をきたした症例にHES製剤を使用した一例

医療法人尚腎会　高知高須病院　臨床工学部1）

医療法人尚腎会　高知高須病院　泌尿器科2）

○�小川 晋平（おがわ しんぺい�)1）　濱田 あすか1）　仙頭 正人1）　大田 和道2）

O-26．アーチループ回路における血液凝固能と抗凝固剤使用量の検討

公立学校共済組合　四国中央病院　透析センター　臨床工学技士1）

看護師2）

外科3）

○�福原 正史（ふくはら まさし）1）　青野 宏樹1）　石川 靖子2）　石川 祥子2）　高橋 真理子2）　�

植田 雅子2）　石川 寛2）　石川 正志3）

O-27．リオナ・ピートル使用下におけるDA・EPOの新しい換算比の提案

武智ひ尿器科・内科

○�池井 優太（いけい ゆうた）　西岡 善和　武智 伸

O-28．低分子蛋白除去に優れるFIX-210Uecoは透析掻痒症改善に有効か？

武智ひ尿器科・内科

○�新居田 義人（にいだ よしと）　竹田 萌子　池井 昌子　石橋 和平　西岡 善和　武智 伸介
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O-29．ニプロ社製透析モニター HD03の臨床評価

高知高須病院附属安芸診療所　臨床工学部1）

高知高須病院附属安芸診療所　血液透析科2）

高知高須病院　臨床工学部3）

○�井上 英子（いのうえ えいこ)1）　豊永 純平1）　濱田 あすか3）　仙頭 正人3）　戦 泰和2）

O-30．ヘパリン起因性血小板減少症発症後，透析膜アレルギーを疑った1症例

医療法人　仁栄会　島津病院　臨床工学科

○�北村 竜之介（きたむら りゅうのすけ）　松田 卓也

O-31．ヘモダイアフィルター ABH-22LAの臨床評価

医療法人　仁栄会　島津病院　臨床工学科

○�伊東 友梨（いとう ゆり）　森 優治　松田 卓也

14：50〜15：50　一般演題②
座長：大塚 健一（JA徳島厚生連　吉野川医療センター）

O-32．腹水濾過濃縮再静注法（CART）施行方法の違いによる業務への影響　CART処理専用機器（M-CART）の使用を経験して

徳島市民病院　診療部　臨床工学室1）

徳島市民病院　看護部2）

徳島市民病院　診療部　泌尿器科3）

○�市川 幹太郎（�いちかわ かんたろう)1）　中川 章平1）　長尾 和昌1）　野口 友希1）　岩戸 大征1）　�

豊田 英治1）　大久保 順子2）　湊 淳3）　木内 慎一郎3）　福森 知治3）

O-33．血液透析患者における赤血球容積分布幅（RDW）に関しての検討

三島外科胃腸クリニック　透析センター

○�野村 祐介（のむら ゆうすけ�）　岩本 考平　大塚 茜　井上 徹也　佐藤 竜二　藤原 繁彦　溝渕 剛士　�

溝渕 正行

O-34．腎性貧血に対するレボカルニチンの有効性の検討

三島外科胃腸クリニック　透析センター

○�岩本 考平（いわもと こうへい）　大塚� 茜　井上 徹也　野村 祐介　佐藤 竜二　藤原 繁彦　�

溝渕 剛士　溝渕 正行

O-35．医師とスタッフの臨床支援ツールとしての管理表の作成

三島外科胃腸クリニック　透析センター

○�大塚 茜（おおつか あかね）　岩本 考平　井上 徹也　野村 祐介　佐藤 竜二　藤原 繁彦　溝渕 剛士　�

溝渕 正行

O-36．全自動溶解装置ＤＡＤ－50ＮＸ（日機装社製）の使用経験からの評価

徳島厚生連阿南医療センター　臨床工学科1）

泌尿器科2）

○�石田 太一（いしだ たいち)1）　西崎 力斗1）　池内 琢真1）　前田 修歩1）　長地 佑太1）　谷 啓史1）�

川原 経男1）　小居 浩之2）　田上 隆一2）　井上 善雄2）　玉置 俊晃2）
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O-37．維持透析中の患者の急変を経験し，リスクをスコア化することでスタッフ間の情報共有を行うとともに患者のベッド配置を検討した

済生会西条病院　医療機器管理室1）

済生会西条病院　外科2）

○�荒水 裕（あらみず ゆたか)1）　石井 博2）　桑原 将司1）　岡田 未奈1）　武智 雅弘1）　宮川 天聖1）

15：50〜16：00　閉会の辞
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第2会場

09：00〜10：00　学術奨励賞候補②
座長：長井 幸二郎（徳島大学病院　腎臓内科）

　　　山本 修三（（医）明和会　たまき青空病院）

O-07．臨床工学技士の腹膜透析療法への関わりとバクスター社製シェアソース導入について

医療法人尚腎会　高知高須病院　臨床工学部1）

医療法人尚腎会　高知高須病院　泌尿器科2）

○�小川 晋平（おがわ しんぺい�)1）　都築 一生1）　保木 宏文1）　中川 景太1）　濱田 あすか1）　仙頭 正人1）�

大田 和道2）

O-08．透析患者の睡眠時無呼吸症候群の検査として，透析治療中にパルスオキシメータを用いた酸素飽和度低下指数の有用性

公立学校共済組合　四国中央病院　透析センター　臨床工学技士1）

看護師2）

外科3）

○�福原 正史（ふくはら まさし)1）　青野 宏樹1）　石川 靖子2）　石川 祥子2）　高橋 真理子2）　�

植田 雅子2）　石川 寛2）　石川 正志3）

O-09．Ca受容体作動薬と低栄養は動脈石灰化の進行に影響するか

三島外科胃腸クリニック　透析センター

○�井上 徹也（いのうえ てつや�）　岩本 考平　大塚 茜　野村 祐介　佐藤 竜二　藤原 繁彦　�

溝渕 剛士　溝渕 正行

O-10．透析患者のストレスフリー送迎を目指して －送迎の連絡方法を見直す－

有料老人ホーム　ながきの杜1）

医療法人　佐藤循環器科内科2）

○�堀部 圭利（ほりべ けいすけ）1）　高橋 妙子2）　佐藤 譲2）

O-11．災害に対する意識向上を目指して 〜災害に対する透析患者の認識を知る〜

高知高須病院附属安芸診療所　透析室看護師

○�小松 美香（こまつ みか）　長﨑 知沙　細川 祐亮　伊藤 美知　有光 冨美子　藤戸 深由紀　小松 登美

O-12．透析看護師のワーク・エンゲイジメントを高める要因

JA徳島厚生連　吉野川医療センター

○�中野 敦子（なかの あつこ）　林 秀樹　橋本 寛文

10：00〜11：00　スポンサードセミナー2
司会：稲井 徹（徳島県立中央病院）

SS-2．バスキュラー・アクセスについて

武本 佳昭（大阪市立大学医学部附属病院　人工腎部）

共催：鳥居薬品株式会社
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12：10〜13：10　ランチョンセミナー2
司会：岡田 一義（（社医）川島会　川島病院）

LS-2． CKD-MBD: FGF23との関連性

新田 孝作（東京女子医科大学　腎臓内科）

共催：キッセイ薬品工業株式会社

13：40〜14：50　一般演題③
座長：竹内 教貴（（社医）川島会　川島病院　臨床工学部）

O-38．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

○�森岡 弘匡（もりおか ひろまさ）　山田 向志　安部 弘也　原 拓也　山本 雅之　梯 洋介　大塚 健一　�

藤本 正己　林 秀樹　橋本 寬文

O-39．当院での超音波検査によるバスキュラーアクセス管理の有用性について

JA徳島厚生連　吉野川医療センター　腎センター

○�山田 向志（やまだ こうじ)　森岡 弘匡　安部 弘也　原 拓也　山本 雅之　梯 洋介　大塚 健一　�

藤本 正己　林 秀樹　橋本 寬文

O-40．結和会設立後10年間における年末統計調査からみた透析医療の経緯と今後の展望

医療法人結和会　松山西病院1）

愛媛大学2）

○�岡 眞澄（おか ますみ)1）　田安 伊織1）　小西 尚樹1）　宮田 安治1）　竹本 祥子1）　栗田 純子1）　�

鶴井 七重1）　山内 多恵子1）　俊野 昭彦1）　野本 ひさ2）

O-41．On-line HDFに於ける希釈法の違いによる除去性能　〜 MFX-21Uecoでの検討〜

医療法人くろみつクリニック

○�青野 迅矢（あおの しゅんや）　末廣 美妃　村越 淳延　久保 一樹　黑光 浩一

O-42．日機装社製ブラッドボリューム計BVplusとBV計の精度について

医療法人尚腎会　高知高須病院　臨床工学部1）

医療法人尚腎会　高知高須病院　泌尿器科2）

○�中川 景太（なかがわ けいた)1）　小川 晋平1）　濱田 あすか1）　仙頭 正人1）　大田 和道2）

O-43．透析治療中のVA血流量変化に与える要因の検討

医療法人尚腎会　高知高須病院　臨床工学部1）

医療法人尚腎会　高知高須病院　泌尿器科2）

○�藤村 麻衣子（ふじむら まいこ)1）　上田 晃司1）　高橋 和也1）　濱田 あすか1）　仙頭 正人1）　大田 和道2）
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O-44．低血圧・引き攣りのある患者に対してＩＨＤＦを使用して

一般財団法人積善会　十全総合病院　透析室1）

一般財団法人積善会　十全総合病院　臨床工学科2）

一般財団法人積善会　十全総合病院　外科3）

○�阿部 和也（あべ かずや)1）　伊藤 有希子1）　桑村 泉穂1）　山口 京亮1）　野々下 裕貴子1）　吉岡 淳志2）�

松尾 嘉禮3）
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第３会場

09：00〜10：00　学術奨励賞候補③
座長：田上 隆一（JA徳島厚生連　阿南医療センター）

　　　林 秀樹　（JA徳島厚生連　吉野川医療センター　泌尿器科）

O-13．透析受容と自己管理の関連性

（社医）川島会　鳴門川島クリニック1）

徳島大学病院　腎臓内科2）

○�近藤 郁（こんどう かおる)1）　菊川 幸子1）　長田 真寿美1）　竹内 教貴1）　廣瀬 大輔1）　横田 成司1）　�

長井 幸二郎2）

O-14．青年期の引きこもり透析患者が就労に踏み出したきっかけ

医療法人　佐藤循環器科内科

○�田中 香織（たなか かおり）　小川 治美　高橋 妙子　佐藤 譲

O-15．知的障害患者の血液透析導入への関わり

高知高須病院　透析室　看護部

○�徳平 理絵（とくひら りえ）　市川 ユカリ　井上 有花　大﨑 純子　河村 まさ子　堀井 美智

O-16．血液透析患者の検査成績，血圧，体重などの季節変動

鴨島川島クリニック1）

川島病院2）

○�前田 薫子（まえだ ゆきこ)1）　山田 美佳1）　那佐出 朋代1）　藤田 諭2）　三宅 直美1）　�

川原 和彦1）

O-17．高齢者の主観的幸福感 〜聞き取り調査を実施して〜

竹下会　竹下病院　透析室　看護師1）

臨床工学技士2）

○�田中 由紀子（たなか ゆきこ)1）　刈谷 真弓2）　森岡 夏見1）　森田 初恵1）　山中 和代1）

O-18．足切断を宣告された患者へのフットケア 〜成功要因の分析〜

JA徳島厚生連阿波病院

○山本 優子（やまもと ゆうこ）　板東 賀名

10：00〜11：00　スポンサードセミナー3
司会：林 秀樹（JA徳島厚生連　吉野川医療センター　泌尿器科）

SS-3．透析患者の食事療法　〜制限から励行へ〜

岩田 晴美（四国大学　生活科学部）

共催：中外製薬株式会社
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12：10〜13：10　ランチョンセミナー3
司会：濱尾 巧（（医）尽心会　亀井病院）

LS-3．血液浄化とUremic toxin（α1MGを中心に）

友 雅司（大分大学　医学部附属臨床医工学センター）

共催：小野薬品工業株式会社

13：40〜14：50　一般演題④
座長：三原 裕子（JA徳島厚生連　吉野川医療センター）

O-45．介護施設とカルチャーセンターの連携 －カルチャーセンタースタッフが透析患者の生きがいづくりに関わった一事例－

医）　佐藤循環器科内科　（えひめ文化健康センター）

○�平野 清子（ひらの きよこ）　垂水 麻衣　髙橋 妙子　佐藤 譲

O-46．当院高齢血液透析患者のサルコペニア・フレイルへの取り組み

医療法人　佐藤循環器科内科

○�宮内 志奈（みやうち しな)　小川 治美　高橋� 妙子　佐藤 譲

O-47．透析介護現場に離床アシストロボの活用　－ 個別ケアを目指した2事例の報告 －

有料老人ホーム　朝生田の杜1）

医療法人　佐藤循環器科内科2）

○�太田 健介（おおた けんすけ)1）　中河内 志保1）　高橋 妙子2）　佐藤 譲2）

O-48．精神障害を合併した鎮痛剤依存の維持透析患者へのアプローチ

医療法人　佐藤循環器科内科

○�仲田 泰生（なかた やすお）　柴田 奈緒　高橋 妙子　佐藤 譲

O-49．介護施設に入所した透析患者の口腔ケア －第2報－

医療法人　佐藤循環器科内科

○�定松 友栄（さだまつ ともえ）　高岡 昌美　高橋 妙子　佐藤 譲

O-50．介護施設入所透析患者の口腔衛生状況の改善が及ぼす栄養状態の変化
医療法人　佐藤循環器科内科1）

東京医療保健大学2）

○�田垣 綾菜（たがき あやな）1）　定松 友栄1）　北島 幸枝2）　佐藤 譲1）

O-51．20年以上の長期血液透析患者の栄養状態の変化

医療法人　佐藤循環器科内科1）

東京医療保健大学2）

○�梶野 由梨枝（かじの ゆりえ）1）　宇都宮 さち1）　亀井 美砂子1）　田垣 綾菜1）　矢野 愛1）　�

北島 幸枝2）　高橋 妙子1）　佐藤 譲1）
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14：50〜15：50　一般演題⑤
座長：三宅 直美（（社医）川島会　脇町川島クリニック）

O-52．疾病発症後に廃用症候群を呈した透析患者の通院透析再開に向けて 〜 早期退院前訪問指導と医療機関外疾患別リハビリテーションの意義 〜

医療法人社団樹人会　北条病院　リハビリテーション科1）

医療法人社団樹人会　北条病院　医療連携室2）

医療法人社団樹人会　北条病院　泌尿器科3）

医療法人社団樹人会　北条病院　外科4）

○�増野 雄一（ましの ゆういち�)1）　三好 麻希1）　磯野 靖子2）　前田 明信3）　髙石 義浩4）

O-53．炭酸ガスミストを導入して

武智ひ尿器科・内科

○�近松 春枝（ちかまつ はるえ）　谷本 葉子　正岡 美香　池井 昌子　西岡 善和　武智 伸介

O-54．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（かわはら まや）　三原 裕子　佐藤 由布子　林 秀樹　橋本 寬文

O-55．血液透析患者が排便コントロールで困難と感じていること

JA徳島厚生連吉野川医療センター　腎センター

○�下田 直子（しもだ なおこ）　大久保 愛　溝渕 美江　三原 裕子　佐藤 由布子　林 秀樹　橋本 寬文

O-56．血液透析患者の意思決定支援に対する取り組み

徳島厚生連阿南医療センター　腎センター

○�坂東 啓子（ばんどう けいこ）　松下 紗己　吉原 千代美　堂本 美恵子　山田 多喜子　小居 浩之　�

田上 隆一　井上 善雄　玉置 俊晃

O-57．プロトンポンプ阻害薬を中止した患者の血清リン値に与えた影響とその経過

済生会西条病院　看護部1）

医療機器管理室2）

薬剤部3）

外科4）

○�近藤 栄二（こんどう えいじ)1）　桑原 将司2）　荒水 豊2）　岡田 未奈2）　宮崎 文子3）　常光 謙輔4）�

石井 博4）
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第4会場

09：00〜10：00　学術奨励賞候補④
座長：中西 良一（徳島県立三好病院）

　　　山口 邦久（徳島大学病院　泌尿器科学分野）

O-19．2型糖尿病外来維持血液透析患者のグリコアルブミンに対する透析液へのアルブミン漏出の影響

徳島大学病院　腎臓内科1）

川島病院　腎臓科（透析・腎移植）2）

○�上田 紗代（うえだ さよ)1）　長井 幸二郎1）　横田 成司2）　廣瀬 大輔2）　森 浩章2）　野間 喜彦2）　�

土井 俊夫1）　水口 潤2）

O-20．血液透析中止例の検討

亀井病院　泌尿器科

○�濱尾 巧（はまお たくみ）　榊 学　中逵 弘能　村上 佳秀

O-21．血液透析患者の運動習慣は年齢や透析歴に関わらずフレイルを防止する

医療法人社団　樹人会　北条病院　泌尿器科1）

リハビリテーション科2）

外科3）

○�前田 明信（まえだ あきのぶ)1）　増野 雄一2）　髙石 義浩3）

O-22．Pembrolizumab投与後腎機能障害をきたし血液透析を施行した1例

徳島市民病院　泌尿器科1）

徳島市民病院　呼吸器内科2）

○�湊 淳（みなと じゅん）1）　木内 慎一郎1）　福森 知治1）　柿内 聡司2）

O-23．透析液Ca濃度変更（2.5→3.0mEq/L）におけるCKD-MBDマーカーおよびガイドライン達成率，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

○�喜多 秀仁（きた しゅうじ）　中島 英　林 秀樹　水田 耕治　橋本 寛文

O-24．透析患者の運動療法に及ぼすLカルニチン補充の効果

高知赤十字病院　泌尿器科1）

高知赤十字病院　看護部　透析室2）

○�西山 美月（にしやま みつき)1）　田村 雅人1）　奈路田 拓史1）　細川 宜忠1）　久保山 百合2）　�

森沢 暁美2）　大崎 和香奈2）　西森 みわ2）

10：00〜11：00　スポンサードセミナー4
司会：山口 邦久（徳島大学大学院医歯薬学研究部　泌尿器科学分野）

SS-4．透析患者のリン管理の重要性 ‐ サルコペニア防止のための蛋白質摂取を増やすために ‐

稲葉 雅章（大阪市立大学大学院医学研究科　代謝内分泌病態内科学）

共催：バイエル薬品株式会社
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12：10〜13：10　ランチョンセミナー4
司会：長井 幸二郎（徳島大学病院　腎臓内科）

LS-4．CKD-MBD 　〜わかったこと、わからないこと〜

土谷 健（東京女子医科大学　血液浄化療法科）

共催：協和キリン株式会社

13：40〜14：40　一般演題⑥
座長：田代 学（（社医）川島会　川島病院　腎臓内科）

O-58．透析内シャント再設置術後，超早期穿刺を可能にする治療戦略

たまき青空病院1）

藍住　たまき青空クリニック2）

徳島大学　腎臓内科3）

○�藤井 泰宏（ふじい やすひろ）1）　田蒔 正治1）　山本 修三1）　滝下 佳寛1）　田蒔 昌憲1,3）　安藤 道夫1）　�

増田 壽志1,2）

O-59．当院におけるエテルカルセチドの使用経験

たまき青空病院1）

徳島大学　腎臓内科2）

藍住　たまき青空クリニック3）

○�田蒔 正治（たまき まさはる)1）　山本 修三1）　滝下 佳寛1）　田蒔 昌憲1.2）　藤井 泰宏1）　安藤 道夫1）　�

増田 壽志1,3）

O-60．バスキュラーアクセス関連感染症を併発するも救命できた血液透析3症例の経験

高松赤十字病院　泌尿器科

○�辻岡 卓也（つじおか たくや)　山中 正人　廣田 圭祐　安宅 祐一郎　瀬戸 公介　泉 和良　川西 泰夫

O-61．ピートル長期継続症例に関する検討

JA徳島厚生連吉野川医療センター　泌尿器科

○�中島 英（なかしま たけし)　林 秀樹　喜多 秀仁　水田 耕治　橋本 寛文

O-62．血液透析が回避できなかった胃癌腹膜播種による腎後性腎不全患者の一例

済生会松山病院　泌尿器科1）

済生会松山病院　外科2）

○�東 浩司（あずま こうじ）1）　新井 明那1）　横山 雅好1）　田中 仁2）

O-63． 初診時に腎前性パターンを示した抗GBM抗体関連腎炎の2例

徳島赤十字病院　透析科

○�稲垣 太造（いながき たいぞう）　山田 諭　浜田 陽子　松浦 元一

24



14：40〜15：50　一般演題⑦
座長：佐藤 由布子（JA徳島厚生連　吉野川医療センター）

O-64．血液透析患者における食生活の把握と今後の介入方法の検討

社会医療法人�川島会　川島病院　栄養管理室1）

社会医療法人�川島会　川島病院　腎臓内科（人工透析･腎移植）2）

○�木村 浩徳（きむら ひろのり）1）　原 恵子1）　濱田 久代1）　森 恭子1）　松浦 香織1）　大西 嘉奈子1）　�

岩朝 奏1）　桑村 亜矢子1）　岡田 一義2）　水口 潤2）

O-65．血液透析患者の透析時に対するヘパリン量の検討

鴨島川島クリニック

○�吉見 俊司（よしみ しゅんじ）　鎌田 優　吉岡 典子　三宅 直美　川原 和彦　水口 潤

O-66．患者のシャント感染管理に関する実態調査 〜患者のシャント管理行動に焦点をあてて〜

高知高須病院　透析室

○�門田 昌子（かどた まさこ）　秦泉寺 博美　小野 悠加　細川 佐絵　岡山 智佐　堀井 美智

O-67．認知症患者の血液透析中の抜針事故低減に向けた看護体制の工夫

（社医）川島会　川島透析クリニック　看護部1）

（社医）川島会　川島透析クリニック　臨床工学部2）（社医）川島会　川島病院　腎臓科3）

（社医）川島会　川島透析クリニック　内科4）

○�住友 友希（すみとも ゆき）1）　福留 悠樹2）　祖地 香織1）　平野 春美1）　島 久登3）　藤本 浩史4）

O-68．薬剤師がアプローチする入院透析患者へのポリファーマシー対策

亀井病院　薬剤部

○�山村 智里（やまむら ちさと）　田村 千紗　河野 佳世子　濱尾 聡子　濱尾 文

O-69．ナファモスタットショック

医療法人　衣山クリニック　看護師

○�芳野 愛友里（よしの あゆり）　手塚 里恵　高橋 寿美　村上 千恵　大岡 啓二　岡本 正紀

O-70．A病院におけるアシストPDの現状と今後の課題

JA徳島厚生連　吉野川医療センター　泌尿器科病棟

東京医療保健大学2）

○友竹 彩賀（ともたけ あやか）　中野 敦子　林 秀樹　橋本 寛文
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