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プログラム

第1会場（男女共同参画センター「フレンテみえ」 1F 多目的ホール）

10：00～10：05 開会式　　　　当番幹事　松村 典彦（医療法人康成会 ほりいクリニック）

10：10～11：10 一般演題1　看護師
座長：坂田 久美子 先生（津みなみクリニック）

1-1 フットケアに関するスタッフの意識調査　～統一看護を目指して～
○濵田 有紀（Ns）1）、益子 久美1）、玉村 美恵1）、今西 真佐子1）、坂本 有希1）、 

添田 千恵子1）、永橋 明花1）、山中 美佳1）、山下 和久1）、園田 直樹1）、松村 典彦2）

1）医療法人康成会 ほりいクリニック、2）同 内科

1-2 三重県透析看護勉強会の活動報告　　フットチェックリスト作成の取り組み
○加納 智美（Ns）、山本 久代、右近 華名子、北川 勝久、後藤 浩也、坂田 久美子、 

佐藤 恵里、二之湯 勝則、原田 利化、吉見 美穂子
三重県透析看護勉強会

1-3 難治性潰瘍を有したCLI患者に AN69膜を使用して著効した症例
○杉山 あづさ（Ns）1）、加納 智美1）、恒松 千晶1）、西田 順二2）、齋木 良介2）、横井 友和2）、

安冨 眞史2）

1）地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 血液浄化療法部、2）同 腎臓内科

1-4 心不全をきっかけに頑固な性格の患者とコミュニケーションが 
できるようになった1例
○北村 真理子（Ns）1）、竹内 美由起2）、吉見 美穂子1）、小林 薫1）、中田 敦博2）、 

伊藤 英明子2）、伊藤 豊1）、岩島 重二郎2）、河出 恭雅2）、河出 芳助2）

1）医療法人如水会 四日市腎クリニック、2）医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック

1-5 看護師による患者疑似体験から自らの行動を考える
○南 敬子（Ns）、浅原 典子、内藤 久美代、後藤 浩也、高城 秀代
特定医療法人同心会 遠山病院

1-6 服薬管理ができない患者への関わりを通して
○前川 奈津実（Ns）、柏木 加純、杉本 直美、佐々木 太一、不破 泰子
特定医療法人暲純会 武内病院 人工腎センター
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11：10～12：10 一般演題5　看護師・薬剤師
座長：不破 泰子 先生（特定医療法人暲純会 武内病院）

5-1 患者の自己止血を試みて
○長崎 あゆみ（Ns）、小久保 恵奈、湯浅 恵理奈、末﨑 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、東 文香、中瀬 千幸、坂田 久美子、 
坂口 幸伸、坂本 悠、伊與田 美矢子、伊與田 義信
津みなみクリニック

5-2 ATP測定器を用いたシャント肢洗浄の実施率向上に向けた取り組み
○山下 達矢（Ns）1）、駒田 さゆり1）、齋藤 真紀1）、浦嶌 緩南1）、原田 久子1）、 

安田 芳樹2）、名和 俊平3）、三宅 真人3）

1）独立行政法人 地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター 看護部、 
2）同 臨床工学部、3）同 腎透析科

5-3 透析スタッフに対する安全意識調査　 
～ KYT導入によるリスク感性の変化～
○西澤 忍（Ns）、上條 貴子、川野 遼平、鬼頭 佳史、中川 マリ子、藤川 兼一、山本 和昇、

出岡 悦子、中田 敦博、伊藤 英明子、岩島 重二郎、河出 恭雅、河出 芳助
医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック

5-4 ケアプラン導入の取り組み
○山川 裕子（Ns）、大橋 真理、飯田 友仁子、渡辺 晴香、赤井 敏江、安藤 友紀、 

相原 瑞絵、中村 永子、伊藤 真奈美、竹重 信
医療法人徳心会 四日市セントラルクリニック

5-5 高齢透析患者を支える介護施設との連携への取り組み
○原田 利化（Ns）1）、川波 かおり1）、出岡 悦子1）、山本 和昇1）、中田 敦博1）、 

伊藤 英明子1）、伊藤 豊2）、岩島 重二郎1）、河出 恭雅1）、河出 芳助1）

1）医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック、2）医療法人如水会 四日市腎クリニック

5-6 透析導入を宣告された透析看護認定看護師の戸惑い 
～ケアをする側から受ける側へ。患者となった心理～
○森井 浩美（Ns）

あきやま腎泌尿器科
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12：30～13：20 ランチョンセミナー1　 共催：ノーベルファーマ株式会社

座長：石川 英二 先生（済生会松阪総合病院 内科・腎臓センター センター長）

血液透析患者に対する亜鉛補充の意義
片山 鑑 先生　三重大学医学部附属病院 腎臓内科・血液浄化療法部 講師

13：30～14：20 一般演題7　看護師・理学療法士・作業療法士
座長：加納 智美 先生（地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 血液浄化部）

7-1 当院透析患者におけるモビコール配合内用剤Ⓡの効果、 
便秘に関するQOLの変化について
○安藤 尚幹（Ph）1）、服部 信1）、西井 亜紀1）、岡 孝子1）、麻原 理沙1）、藤本 美香2）、 

清原 実千代2）、町田 博文2）、武内 操2）、武内 秀之2）

1）特定医療法人暲純会 武内病院 薬剤部、2）同 内科

7-2 透析患者の疲労が心理面と身体活動量に与える影響
○伊藤 裕亮（Ns）1）、佐藤 快丈1）、戸塚 絵美1）、岡田 麻希1）、瀬田 直紀1）、水谷 益美1）、

野口 佑太2）、川村 直人3）

1）医療法人社団主体会 主体会病院 透析センター、 
2）鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部リハビリテーション学科、3）医療法人社団主体会 主体会病院 内科

7-3 透析中のセルバンドによる筋力運動の効果と心理的変化
○坂井 秀幸（Ns）、杉下 真由美、上野 憂、藤村 智子、松場 幸江、大河 和美、 

大杉 和生、小薮 助成
尾鷲総合病院 透析センター

7-4 透析患者に対するグラウンドゴルフ参加に関する取り組み
○渡辺 元夫（PT）、伊藤 美香、松岡 恵理、中澤 亜希子、玉田 香介
医療法人医秀会 玉田クリニック

7-5 血液透析中に運動療法を実施した 
患者のリハビリテーションアウトカムの12ヶ月の推移 
―後方視的観察研究―
○今岡 泰憲（OT）1）2）、岡田 直隆1）、廣瀬 桃子1）、山本 大貴1）、山口 みさき1）、 

松本 翔太1）、米村 重則2）

1）松阪市民病院 リハビリテーション室、2）同 泌尿器科
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14：40～15：40 特別講演
座長：松村 典彦 先生（医療法人康成会 ほりいクリニック院長）

実症例から透析患者の心筋症をアセスメントしてみよう！
常喜 信彦 先生　東邦大学医療センター大橋病院 腎臓内科 教授

15：40～16：10 特別企画
座長：小薮 助成 先生（尾鷲総合病院 院長）

［ 災害時透析医療 ］
 広域災害救急医療情報システム（EMIS）について

中嶋 花奈 氏　　三重県医療保健部 健康づくり課 疾病対策班 主事

 日本災害時透析医療協働支援チーム（JHAT）の活動報告

福永 絵美 先生　医療法人偕行会 くわな共立クリニック 看護師

16：20～ 閉 会 式
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第2会場（生涯学習センター 4F 大研修室）

10：10～11：10 一般演題2　臨床工学技士
座長：山口 尚紀 先生（医療法人友和会 竹沢内科歯科医院 臨床工学技士長）

2-1 日機装社製順濾過間歇補液型HDF（I-HDF）の使用経験
○前川 了一（CE）1）、西 秀明1）、瀬田 直紀1）、川村 直人2）

1）医療法人社団主体会 主体会病院、2）同 内科

2-2 高Hct値の患者に対してQsコントロールにて安定した透析が行えた一例
○岩田 悠一（CE）、田中 まい、西口 隆史、沼田 靜、中根 義仁、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
医療法人医秀会 玉田クリニック

2-3 透析時低血圧、皮膚掻痒感、関節痛に対するHDF療法の効果
○下地 規夫（CE）、大谷 ひろ子、中村 いつ子、畦地 美紀、土谷 比奈子、野尻 友紀子、

池田 香理、宮村 くるみ、中西 朋代、岡 隆子、薮 恵美、澤井 澪羽、奥田 紗世、 
前地 三枝、越村 邦夫
特定医療法人淳風会 熊野路クリニック

2-4 透析困難症に対する透析条件の一考
○川野 遼平（CE）、山本 和昇、田辺 さくら、窪田 英里子、竹田 健吾、小倉 脩平、 

長谷部 祐二、栁田 圭祐、加藤 裕介、鬼頭 佳史、山下 智史、藤川 兼一、三浦 隆史、
中田 敦博、岩島 重二郎、河出 恭雅、河出 芳助
医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック

2-5 コンソールの入替を経験して
○坂口 幸伸（CE）、坂本 悠、村田 知佳、湯浅 恵理奈、小久保 恵奈、長崎 あゆみ、 

出口 智絵、竹内 和子、藤井 ひとみ、菊山 裕佳子、小川 明日香、東 文香、 
中瀬 千幸、坂田 久美子、伊與田 美矢子、伊與田 義信
津みなみクリニック

2-6 新卒臨床工学技士による医療機器保守管理方法の更新
○笠井 優樹（CE）、納所 真里、田中 章規、西山 誠、柴田 守、原澤 桃子、原澤 博文
医療法人さくら会 さくらクリニック松阪
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11：10～12：10 一般演題6　臨床工学技士
座長：松田 直樹 先生（社会医療法人畿内会 岡波総合病院 CE部  

臨床工学技士 副主任（人工透析室管理者））

6-1 VAIVT施行患者における短期再狭窄の要因検討
○山中 伸吾（CE）、日比 雅人、佐藤 真義、柴田 洋、小嶋 岳人、小切間 猛史、山谷 美紗、

松本 一統、長岡 里佳、板垣 正幸、三宅 智紀、波田 光司、笹井 直樹
特定医療法人同心会 遠山病院

6-2 VAエコーチームを発足させて 
―更なるバスキュラーアクセスを目指して―
○長谷部 佑二（CE）1）、窪田 英里子1）、竹田 健吾1）、川野 遼平1）、小倉 脩平1）、 

柳田 圭祐1）、加藤 裕介1）、鬼頭 佳史1）、山下 智史1）、三浦 隆史1）、藤川 兼一1）、 
出岡 悦子1）、山本 和昇1）、中田 敦博1）、伊藤 英明子1）、伊藤 豊2）、岩島 重二郎1）、 
河出 恭雅1）、河出 芳助1）

1）医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック、2）医療法人如水会 四日市腎クリニック

6-3 狭窄を頻回に繰り返す自己血管内シャント症例に対するシャントマッサージの試み
○藤田 佳樹（CE）1）、近藤 壮士1）、神田 翔1）、小林 薫1）、山本 和昇2）、中田 敦博2）、 

伊藤 英明子2）、伊藤 豊1）、岩島 重二郎2）、河出 恭雅2）、河出 芳助2）

1）医療法人如水会 四日市腎クリニック、2）医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック

6-4 加圧式 VAマッサージ（PVM）の有用性の検討
○川添 文音（CE）1）、後藤 友希1）、辻本 有花1）、大原 さなえ1）、西村 直樹1）、安田 芳樹1）、

安江 一修1）、原田 久子2）、名和 俊平3）、三宅 真人3）

1）独立行政法人 地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター 臨床工学部、 
2）同 看護部、3）同 腎透析科

6-5 ドクターメドマー使用による透析中の血圧低下予防効果についての検証
○田中 まい（CE）、中根 義仁、岩田 悠一、沼田 靜、西口 隆史、松岡 恵理、伊藤 美香、

古賀 希、髙橋 志保子、中澤 亜希子、玉田 香介
医療法人医秀会 玉田クリニック 透析センター

6-6 カルテ連携を利用した、ESA製剤投与方法の比較検討について
○宮坂 佳裕（CE）、加藤 佳史、山口 翔、奥田 将、吉川 和幸
医療法人 永井病院
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12：30～13：20 ランチョンセミナー2 共催：旭化成メディカル株式会社、株式会社ジェイ・エム・エス

座長：園田 直樹 先生（医療法人康成会 ほりいクリニック 透析室長）

標準治療としての HDF 療法の臨床的有用性 
―HD から On-line HDF, I-HDF に移行して―

尾間 勇志 先生　特定医療法人暲純会 武内病院 人工腎センター 部長

13：30～14：30 一般演題8　臨床工学技士
座長：九鬼 弘和 先生（社会福祉法人恩賜財団 済生会松阪総合病院 

医療技術部 臨床工学課）                 

8-1 人工血管－正中皮静脈に �stulaを形成した一例
○山田 大樹（CE）1）、樋口 雄成1）、大谷 元1）、白前 晃1）、西田 佳史1）、片山 鑑2）、 

江見 吉晴3）

1）市立伊勢総合病院 臨床工学室、2）同 内科、3）同 循環器内科

8-2 車椅子を利用している透析患者の下肢皮膚灌流圧（SPP）値はやはり低いのか？
○村上 正憲（CE）1）、平石 卓也1）、石本 丞1）、園田 光一朗1）、島ノ上 遥1）、岩崎 裕次1）、

山下 和久1）、園田 直樹1）、玉村 美恵1）、益子 久美1）、松村 典彦2）

1）医療法人康成会 ほりいクリニック 透析室、2）同 内科

8-3 当院における亜鉛欠乏症に対する治療経験からのノベルジン投与量
○山崎 崇紘（CE）、永田 裕也、古市 綾乃、中窪 勇一郎、山口 尚紀、豊岡 美咲、 

清水 祐子、山邊 裕子、竹澤 有美子
医療法人友和会 竹沢内科歯科医院 

8-4 在宅血液透析導入を経験して
○清水 可奈（CE）1）、佐久間 あかね1）、塚原 蓮々1）、堀本 夏未1）、黒宮 俊1）、中嶋 佳仙1）、

岡村 有起1）、片岡 祐也1）、伊藤 史朋1）、堤 翔子1）、佐藤 勝紀1）、柴田 翔子1）、 
森 亨子1）、佐々木 太一1）、澁谷 和俊1）、尾間 勇志1）、町田 博文2）

1）特定医療法人暲純会 武内病院 臨床工学部、2）同 内科

8-5 無床外来維持透析クリニックにおける透析導入の経験と現状
○神田 翔（CE）1）、藤田 佳樹1）、近藤 壮史1）、吉見 美穂子1）、小林 薫1）、中田 敦博2）、 

伊藤 英明子2）、伊藤 豊1）、岩島 重二郎2）、河出 恭雅2）、河出 芳助2）

1）医療法人如水会 四日市腎クリニック、2）医療法人如水会 鈴鹿腎クリニック

8-6 スタッフ間 LINE@における災害時情報共有訓練
○山野 実穂（CE）、植木 直子、梅田 絵理奈、綿引 直美、遠藤 真由美、松尾 浩司
鈴鹿回生病院 腎臓センター
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第3会場（生涯学習センター 2F 視聴覚室）

10：10～10：50 一般演題3　医　師
座長：町田 博文 先生（特定医療法人暲純会 武内病院 人工腎センター）

3-1 透析管理に苦慮した非閉塞性腸管虚血（NOMI）の2例
○村上 敬祐（Dr）、中野 彰人、笠井 里奈、服部 晶子、小林 和磨、増田 智広
市立四日市病院

3-2 家庭で作成可能な低カリウムオレンジジュースの開発 
―味覚センサーを用いて改良―
○原 和弘（Dr）1）2）、名和 俊平2）、三宅 真人2）

1）医療法人道しるべ 四日市道しるべ、2）地域医療機能推進機構 四日市羽津医療センター 腎・透析科

3-3 3D-CTを用いたシャント管理について
○福井 淳（Dr）1）、伊與田 義信2）、山邉 智章1）、野呂 菜津子1）、堀川 恵子1）

1）医療法人 ハートクリニック福井、2）津みなみクリニック

3-4 血液透析患者のMg動態について
○福井 淳（Dr）1）、小倉 渉1）、宮下 暁朗1）、中西 大一1）、上村 元美1）、余谷 公義1）、 

清原 実千代2）

1）医療法人 ハートクリニック福井、2）医療法人 武内病院

10：50～11：30 一般演題4　医　師
座長：大西 孝宏 先生（日本赤十字社 伊勢赤十字病院 腎臓内科部長）

4-1 カフェイン中毒に対し血液透析療法を施行した一例
○波部 尚美（Dr）、日浅 厚則、西村 広行、上野 勢津子、竹内 敏明
特定医療法人同心会 遠山病院 内科

4-2 重症筋無力症クリーゼに対して血漿交換および血漿吸着療法を施行した1例
○西田 順二（Dr）、斎木 良介、横井 友和、安冨 眞史
桑名市総合医療センター

4-3 自己離脱を繰り返す患者を考える
○竹重 信（Dr）、橋本 真理、赤井 敏江、中村 永子、塩野 雄太
医療法人徳心会 四日市セントラルクリニック
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4-4 とにかく明るい療法選択　 
～腎臓センター、奮闘中！～
○遠藤 真由美（Dr）、松尾 浩司、の村 信介
鈴鹿回生病院 腎臓センター

11：40～12：10 代表者会議

12：30～13：20 ランチョンセミナー3 共催：持田製薬株式会社

座長：小薮 助成 先生（尾鷲総合病院 院長）

慢性腎臓病と便秘
伊藤 康文 先生　社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 第二消化器内科部長
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特 別 講 演

第1会場（男女共同参画センター「フレンテみえ」 1F 多目的ホール）

14：40～15：40 座長：医療法人康成会 ほりいクリニック院長　松村 典彦 先生

実症例から透析患者の心筋症を 
アセスメントしてみよう！

東邦大学医療センター大橋病院 腎臓内科 教授

常喜 信彦 先生
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特別企画のご案内

第1会場（男女共同参画センター「フレンテみえ」 1F 多目的ホール）

特別企画　15：40～16：10

座長：小薮 助成 先生（尾鷲総合病院 院長）

［ 災害時透析医療 ］

広域災害救急医療情報システム（EMIS）について
中嶋 花奈 氏　　三重県医療保健部 健康づくり課 疾病対策班 主事

日本災害時透析医療協働支援チーム（JHAT）の活動報告
福永 絵美 先生　医療法人偕行会 くわな共立クリニック 看護師
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ランチョンセミナーのご案内

第1会場（男女共同参画センター「フレンテみえ」 1F 多目的ホール）

ランチョンセミナー1　12：30～13：20 共催：ノーベルファーマ株式会社

座長：石川 英二 先生（済生会松阪総合病院 内科・腎臓センター センター長）

血液透析患者に対する亜鉛補充の意義

三重大学医学部附属病院 腎臓内科・血液浄化療法部 講師

片山 鑑 先生

第2会場（生涯学習センター 4F 大研修室）

 共催：旭化成メディカル株式会社　�
ランチョンセミナー2　12：30～13：20� 株式会社ジェイ・エム・エス

座長：園田 直樹 先生（医療法人康成会 ほりいクリニック 透析室長）

標準治療としての HDF 療法の臨床的有用性 
―HD から On-line HDF, I-HDF に移行して―

特定医療法人暲純会 武内病院 人工腎センター 部長

尾間 勇志 先生

第3会場（生涯学習センター 2F 視聴覚室）

ランチョンセミナー3　12：30～13：20 共催：持田製薬株式会社

座長：小薮 助成 先生（尾鷲総合病院 院長）

慢性腎臓病と便秘

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 第二消化器内科部長

伊藤 康文 先生


