
第 36回 大分人工透析研究会 

プ ロ グ ラ ム 
 

期 日 ： 平成 29年 9月 16日（土曜日）１５：００ 

（受付開始：14:20～） 

会 場 ： ホルトホール大分 3階 

         （大分市金池南一丁目５番１号 電話 097-576-7555） 

参加費 ： 500円 

 

○一般演題の口演時間は７分、討論は３分です。時間厳守でお願いします。 

 

○本研究会は日本透析医学会地方学術集会に認定されていますので、会員の先生方は参加証

をお受け取り下さい。 

○本研究会は日本医師会生涯教育制度適合学術集会に指定されていますので、会員の先生方

は出席者名簿にご記入下さい。 

【日本医師会生涯教育制度適合学術集会 2単位】 

（ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：10/チーム医療 19/身体機能の低下 73/慢性疾患・複合疾患の管理 83/相補・代替医療） 

○本研究会参加者は以下の学会より単位が認められます。 

【日本腎不全看護学会 透析療法指導看護師 2ポイント】 

【日本臨床工学技士会 血液浄化専門臨床工学技士 3単位】 

【医療機器センター 透析技術認定士 3単位】 

 

〒879-5593 

大分県由布市挾間町医大ヶ丘 1-1 

大分大学医学部腎泌尿器外科学講座内 

大分人工透析研究会事務局 

            TEL ： 097-586-5893 

                  FAX ： 097-586-5899 



Ⅰ 開会の辞  大会議室（14:55～15:00） 

 大会長  大分大学 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座  

 柴田 洋孝 

Ⅱ 一般演題【奨励賞（１）～（３）】 302・303会議室 

（15:00～15:50）座長  大分大学  平井 健一 

 

１）ラージシャントのため鎖骨下動脈盗血（steal）症候群となり進行性脳梗塞をき

たした一例 

大分赤十字病院 腎臓内科        〇大野 絵梨（おおの えり） 

                     山﨑 侑子 内田 英司 

                     金田 幸司 

〃    泌尿器科         渡辺  大 佐藤 竜太 

                  今川 全晴 

〃    放射線科         道津 剛明 

大田記念病院 脳神経内科         姫野 隆洋 

大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学  福長 直也 柴田 洋孝 

 

２）大分大学における両側透析腎癌に対する術式の変遷 

大分大学 腎泌尿器外科学        〇野村 威雄（のむら たけお） 

武井 航平 山中 直行 

岩﨑 和範 花田 麻里 

秋田 泰之 山崎 六志 

平井 健一 秦  聡孝 

安藤 忠助 佐藤 文憲 

寺地 敏郎 三股 浩光 

 

３）当院関連施設でワーファリンを内服している維持血液透析(HD)患者の現況 

大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学 〇青木 宏平（あおき こうへい） 

山口奈保美 木本美由起 

丸尾 美咲 福田 顕弘 



中田  健 福長 直也 

柴田 洋孝 

〃   高度救命救急センター      楢原 秀雄 

塚川第一病院               平岡 順治 塚川 博志 

大分岡病院                立川 洋一 

大分中村病院               中村 太郎 

 

４）透析中の急激な腹痛で発症した膵仮性嚢胞出血の一例 

大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学 〇丸尾 美咲（まるお みさき） 

木本美由起 山口奈保美 

石田  楓 工藤 明子 

青木 宏平 福田 顕弘 

東  寛子 中田  健 

福長 直也 柴田 洋孝 

〃   消化器内科学          渕野 貴文 所  征範 

本田 浩一  

 

５）透析を中止して在宅で看取りをおこなった２例の検討 

大分三愛メディカルセンター 泌尿器科  〇大野  仁（おおの ひとし） 

河野 香織、野村 芳雄 

 

 

（15:50～16:50）座長  大分赤十字病院  内田 英司 

 

６）週一回型ＧＬＰ－１受容体作動薬が透析間体重コントロールに有効であった糖

尿病透析患者の二例 

津久見市医師会立津久見中央病院 内科  〇末永 裕子（すえなが ゆうこ） 

竹下  泰 

〃         泌尿器科 平田 裕二 

大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学  福長 直也 柴田 洋孝 

 

７）当院における腹膜透析離脱症例の腹膜所見の検討 

大分赤十字病院 腎臓内科        〇山﨑 侑子(やまさき ゆうこ) 

大野 絵梨 内田 英司 



金田 幸司 

     〃    泌尿器科         渡辺  大 佐藤 竜太 

今川 全晴 

  大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学  福長 直也 柴田 洋孝 

 

８）病理解剖にて IgG4関連疾患の確定診断となった血液透析患者の一例 

大分県立病院 腎臓内科         〇木村 裕香（きむら ゆか） 

                       柴冨 和貴 鈴木 美穂 

縄田 智子 

〃   病理部           和田 純平 卜部 省吾 

 

９）当医院における透析患者の特徴～糖尿病患者の管理と治療継続の重要性～ 

賀来内科医院              〇賀来 昌義（かく まさよし） 

                       有瀬 直美 松原久美子 

豊田 ゆか 小野奈津紀 

賀来 寛雄 

 

10）透析導入期に結核性胸膜炎を発症した 1例 

大分県厚生連鶴見病院 腎臓内科     〇有馬  誠（ありま まこと） 

竹野 貴志 宗像さやか 

安森 亮吉 

〃     腎臓外科・泌尿器科 安部 怜樹 住野 泰弘 

〃     呼吸器内科     岸  建志 

大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学  福長 直也 柴田 洋孝 

 

11）ドクターヘリで救急搬送された維持透析患者の検討 

大分大学 腎泌尿器外科学  〇平井 健一（ひらい けんいち） 

                                藤浪 弘行 佐藤 吉泰 武井 航平 

山中 直行 岩﨑 和範 秋田 泰之 

花田 麻里 山崎 六志 秦  聡孝 

安藤 忠助 野村 威雄 佐藤 文憲 

三股 浩光 

      〃   医療技術部 臨床工学･歯科部門  木戸 智大 藥眞寺香奈 

小野 浩平 工藤むつみ 

      〃   内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学  木本美由起 山口奈保美 



丸尾 美咲 石田  楓 

福田 顕弘 東  寛子 

青木 宏平 中田  健 

福長 直也 柴田 洋孝 

       〃   高度救命救急センター      楢原 秀雄 黒澤 慶子 

松成  修 柴田 智隆 

坂本 照夫 

 

 

Ⅲ 一般演題【奨励賞（１）～（６）】 大会議室 

（15:00～16:00）座長  玄々堂泌尿器科  古寺 聡 

 

１）炎症・非炎症時における透析膜の膜表面差異について 

              ～ラット全身性炎症反応モデルでの検討 第 3報～ 

大分大学 麻酔科学／岩男病院      〇姫野 栄一（ひめの えいいち） 

  福岡労働衛生研究所 延岡検診センター   後藤  茂 

岩男病院                 岩男裕二郎 

  旭化成メディカル（株）          岸川 由季 井上  覚 

畑中 美博 

  大分大学 麻酔科学            松本 重清 北野 敬明 

 

２）透析患者疑似体験を通して得た気付きと業務改善 

西田病院                〇丸山 真誉（まるやま まほ） 

狩生由美子 波津久 愛 

 

３）血液透析施行中における運動療法の効果について 

大分三愛メディカルセンター 臨床工学課 〇照屋 賢勇（てるや けんゆう） 

永松 寛史 荻本 昌利 

益田 英治 椎原  鑑 

〃        看護部    玉寄 里美 

〃        泌尿器科   大野  仁 河野 香織 

野村 芳雄 

 



４）透析中に院内急変対応（ハリーコール起動）となった 2症例を経験して 

大分大学 医療技術部 臨床工学･歯科部門 〇木戸 智大（きど ともひろ） 

藥眞寺香奈 小野 浩平 

工藤むつみ 

〃  腎泌尿器外科学         平井 健一 藤浪 弘行 

佐藤 吉泰 山中 直行 

武井 航平 岩﨑 和範 

秋田 泰之 花田 麻里 

山崎 六志 秦  聡孝 

安藤 忠助 野村 威雄 

佐藤 文憲 三股 浩光 

〃  内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学  木本美由起 山口奈保美 

丸尾 美咲 石田  楓 

福田 顕弘 東  寛子 

青木 宏平 中田  健 

福長 直也 柴田 洋孝 

 

５）当院維持透析(HD)患者における皮膚灌流圧(SPP)・ABIの検討 

仁医会病院               〇村松 慎也(むらまつ しんや) 

山口 慎司 渡邉  唯 

大塚 翔太 日名子貴雅 

後藤 宏学 阿部 理恵 

阿部 克成 

 

６）穿刺時の痛み緩和に温罨法は有効か？ 

仁医会病院               〇堤  泰恵（つつみ やすえ） 

江藤 敏子 蒲池 弘子 

小手川真紀 小野 真弓 

麻生 結衣 吉岡 浩一 

阿部 理恵 阿部 克成 

 

 

（16:00～16:40）座長  大分赤十字病院  小田 佑樹 

 



７）血液透析治療における抜針事故防止の為の針固定の検討 

～透明フイルムドレッシング剤導入の効果～ 

大分記念病院              〇金田 美紀（かねだ みき） 

伊東 寿乃 金子 則子 

豊田  瞳 末友 祥正 

 

８）透析中におけるエルゴメーターを用いた運動療法の取り組み 

こうまつ循環器科内科クリニック     〇馬場 孝代(ばば たかよ) 

松田 妙子 吉田佳代子 

谷本 邦代 一森 雅子 

工藤 稔真 井上ひろみ 

東  寿代 河野 春美 

幸松 晃正 

 

９）透析患者とのギャップ ～実態調査～ 

諏訪の杜病院              〇川田 立志（かわだ たつし） 

山崎 匡史 甲斐 正悟 

杉丸 朋子 綿貫  聖 

岡本 威志 岩根 美紀 

武居 光雄 

 

10）ポリスルホン（PS）膜に対するアレルギーが疑われた維持血液透析患者の一例 

大分県立病院 ＭＥセンター       〇佐藤 史弥（さとう ふみや） 

佐藤 大輔 松田 侑己 

山田 卓史 

〃   腎臓内科          縄田 智子 

 

 

（16:40～17:10）座長  岩男病院  麻生 孝暁 

 

11）透析患者における長期留置カテーテルの管理に関する研究 

南海医療センター 透析室        〇佐保かおる（さほ かおる） 

竹下ゆかり 甲斐 周太 

狩生美奈子 福泉 剛生 



〃     泌尿器科        澁谷 忠正 

 

12）PMX-DHPを施行した症例の臨床的検討 

大分赤十字病院 

医療技術部 臨床工学技術課     〇矢野 真洋（やの まさひろ） 

桑本 祐輔 丸野 祐輔 

小田 佑樹 光武  徹 

〃    呼吸器内科        増野 智章 重永 武彦 

〃    腎臓内科         内田 英司 金田 幸司 

〃    泌尿器科         今川 全晴 

 

13）当院の透析室における災害対策 

佐賀関病院               〇髙見 成美（たかみ なるみ） 

首藤 崇伸 永井 克徳 

尾家菜々穂 三浦 哲也 

石崎 美優 塚原美枝子 

渡辺 枝里 西岡 紗希 

 

 

休  憩 （17:10～17:30） 

 

Ⅳ 総会   大会議室  （17:30～17:50） 

        １．議事 

        ２．会計報告 

        ３．奨励賞発表・授与式 

        ４．その他 

 



閉  会  （17：50） 

 

 

イブニングセミナー   大会議室   （18:00～19:00）  

 

【特別講演】 

座長  大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 

教授 柴田 洋孝  

「CKD-MBD領域における Ca受容体作動薬」 

和歌山県立医科大学 腎臓内科学 教授 

 重松
しげまつ

 隆
たかし

 先生 

 

    共催：大分人工透析研究会／協和発酵キリン株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会場案内図 

 

 

 

 

【専用駐車場利用時間】 

午前 8時 00分～午後 11時   最初の 30分無料、以降 30分毎に 100円 

 

 

 
 


