
第 37回 大分人工透析研究会 

プ ロ グ ラ ム 
 

期 日 ： 平成 30年 10月 6日（土曜日）１５：００ 

（受付：14:20～ 7Fホール） 

会 場 ： 全労済ソレイユ 3F「牡丹」 ７F「カトレア」 

         （大分市中央町 4丁目 2番 5号 電話 097-533-1121） 

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】・・・制度改正に伴い申請中 

 

〒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 



 ３F 「牡丹」 

Ⅰ 一般演題【奨励賞（１）～（４）】 

（15:00～15:50）座長  大分大学  福田 顕弘 

 

１）大網巻絡により腹膜透析カテーテル閉塞を生じた 3例の検討 

大分赤十字病院 腎臓内科     ○鈴木 美穂（すずき みほ） 

大野 絵梨 内田 英司 金田 幸司 

〃    泌尿器科      村上  幹 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 

 

２）腹膜透析導入期に偽膜性腸炎より腹膜炎を発症した症例 

大分医療センター 泌尿器科   ○中島 駿佑（なかしま しゅんすけ） 

甲斐 友喜 住野 泰弘 奈須 伸吉 

 

３）当科血液透析患者の導入時所見の変遷 

大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学  ○末永 裕子（すえなが ゆうこ） 

沖田  純 鈴木 智子 古寺 紀博 

青木 宏平 福田 顕弘 中田  健 

福長 直也 柴田 洋孝 

 

４）急性期病院入院患者における手術前後の透析治療における治療実態調査 

大分大学医学部医学科 ○舩木 康介（ふなき こうすけ） 

〃 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学     中田  健 沖田  純 

古寺 紀博 鈴木 智子 

末永 裕子 石田  楓 

橋永 絵理 東  寛子 

青木 宏平 福長 直也 

柴田 洋孝 

〃  腎泌尿器外科学     平井 健一 秦  聡孝 三股 浩光 

 

５）当院における透析導入時期と予後の現況 

厚生連鶴見病院 腎臓内科    ○中村 恭子（なかむら きょうこ） 



内田 大貴 宗像さやか 有馬  誠 

安森 亮吉 

〃  腎臓外科泌尿器科   安部 怜樹 羽田 真郎 

 

（15:50～16:40）座長  南海医療センター  平田 裕二 

 

６）入院中に Clostridium Difficile関連腸炎を合併した血液透析患者の臨床的検 

  討 

  別府医療センター   ○楢原 秀雄(ならはら ひでお) 

              野村 政彰 長岡 雄平 川原有希子 安東 加恵 

菊池 秀年 

 

７）透析患者にメトトレキセートが投与され汎血球減少となった一例 

中村病院 泌尿器科  ○高橋 美香(たかはし みか) 

松原 孝典 酒本 貞昭 

 

８）血液透析導入直後に肺結核を発症した顕微鏡的多発血管炎の一例 

大分大学 内分泌代謝･膠原病･腎臓内科学 ○沖田  純（おきた じゅん） 

鈴木 智子 古寺 紀博 末永 裕子 青木 宏平 

福田 顕弘 中田  健 福長 直也 柴田 洋孝 

 

９）持続的血液濾過透析を行った感染性腎嚢胞の 1例 

大分三愛メディカルセンター 泌尿器科 ○花田 麻里（はなだ まり） 

大野  仁 野村 芳雄 

 

10）消化管穿孔が疑われた腹膜透析自己管理不良による急性腹膜炎の 1例 

大分大学 腎泌尿器外科学 ○河野 香織（かわの かおり） 

平井 健一 石川 天洋 戸髙 雅広 高橋  剛 

武井 航平 甲斐 博宜 岩﨑 和範 三木 大輔 

井上  享 澁谷 忠正 安藤 忠助 秦  聡孝 

三股 浩光 

 

 



７F 「カトレア」 

Ⅱ 一般演題【奨励賞（１）～（７）】  

（15:00～15:50）座長  西田病院  足立 慎也 

 

１）自分の足は自分で守る～当院でのフットケアの取り組み～ 

西田病院      ○寺嶋 裕美（てらしま ひろみ） 

           河野美代子 湯浅千登勢 狩生由美子 波津久愛 

 

２）尿酸 kinetic model解析ソフトによる Dry weightの評価 

児玉病院 血液浄化センター 臨床工学部      ○河野 李沙（かわの りさ） 

片山 直樹 大下 慎吾 羽田野翔太 

小野  優 塩澤加奈子 大塚 孝幸 

小川  一 

〃   内科          原田 頼続 

 

３）透析療法中に筋痙攣を認める症例に対する運動療法の導入経験 

大分医療センター 臨床工学室  ○足立 悠成(あだち ゆうせい)、 

        高橋 宏二 宮崎ともみ 梅木  祐 

〃     泌尿器科    中島 駿佑 甲斐 友喜 住野 泰弘 

奈須 伸吉 

〃     看護部     日高 初美 首藤 沙織 山本めぐみ 

 

４）穿刺ミス評価表の分析～ミスによる痛みを与えない試み～ 

仁医会病院           ○丸野 明仁(まるの あきひと) 

村松 慎也 渡邉  唯 牧  亨典 山口 慎司 

日名子貴雅 江藤 敏子 阿部勢津子 猿渡 研一 

阿部 理恵 阿部 克成 

 

５）透析患者における足病変悪化への取り組み 

大分記念病院          ○山田 一美（やまだ かずみ） 

伊東 寿乃 金田 美紀 金子 則子 末友 祥正 

 



 

（15:50～16:30）座長  中村病院  姫野 健 

 

６）生体腎移植患者に対する移植前後体組成分析の検討 

大分大学 医療技術部 臨床工学・歯科部門 ○前田 凜（まえだ りん） 

                   木戸 智大 藥眞寺香奈 工藤むつみ 

〃  腎泌尿器外科学     平井 健一 安藤 忠助 秦  聡孝 

三股 浩光 

 

７）知的障害を有する患者を受け入れて 

玄々堂泌尿器科   ○川谷みゆき（かわたに みゆき）  

大森 幹子 森  朋美 本多 千夏 古曽尾和美 

東 由美子 辻  博美 渡辺 庄三 村本 将俊 

 

８）On‒line ＨＤＦにおけるポリフラックス Hヘモダイアフィルターの性能評価 

高田中央病院    ○安藤 崇伸（あんどう たかのぶ） 

大塚 隆伸 横山 太一 中野 雄二 江畑 和幸 

〃  泌尿器科  江本 昭雄 

 

９）動脈チャンバーからの引き戻りによる陰圧評価 

高田中央病院    ○横山 太一（よこやま たいち） 

大塚 隆伸 安藤 崇伸 中野 雄二 松原 健次 

永岡 博満 

    〃  泌尿器科  江本 昭雄 

 

（16:30～17:10）座長  アルメイダ病院  安部 友美 

 

10）看護に苦慮した認知症透析患者の症例検討   

国東循環器クリニック      〇赤嶺 照美（あかみね てるみ） 

今村 繁子 大久保明美 片岡ひとみ 

門田 美保 佐藤こず恵 末智奈美 

高田 裕美 得丸 啓子 甲斐 洋子 

國東みゆき 大石 健司 



 

11）当院におけるエコーガイド下穿刺導入の試み 

高田中央病院    ○簾 拓己（すだれ たくみ） 

大塚 隆伸 佐藤 麻未 松原 健次 大野 葉月 

 清瀬 篤史 

    〃  泌尿器科  江本 昭雄 

 

12）パワートリアライシスで脱血不良が改善した 1例 

大分大学 医療技術部 臨床工学･歯科部門 ○藥眞寺香奈（やくしんじ かな） 

前田  凜 木戸 智大 工藤むつみ 

〃   腎泌尿器外科学     平井 健一 秦  聡孝 三股 浩光 

〃   内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学   中田  健 福長 直也 

柴田 洋孝 

 

13）熊本地震における透析患者受け入れを通して見えた情報伝達の課題 

豊後大野市民病院 人工透析室  ○井田 貴久（いだ たかひさ） 

衞藤 和秀 朝倉翔太朗 伊藤 泰三 

後藤 記子 佐藤 栄子 藤島みどり 

〃    泌尿器科     藤田 義嗣 

 

 

  コーヒーブレイク  7F「ホール」 （17:10～17:25） 

 

Ⅲ 総会   ７F 「カトレア」  （17:25～17:35） 

         １．議事 

         ２．会計報告 

         ３．奨励賞発表・授与式 

         ４．その他 



閉  会  （17：35） 

 

 

イブニングセミナー   ７F 「カトレア」  （17:45～19:15）  

 

【講演①】 

座長  大分大学 名誉教授 

大分三愛メディカルセンター 最高顧問 野村 芳雄 

「 新規経口カルシミメティクス 」 

大阪大学大学院医学系研究科 腎疾患臓器連関制御学 准教授 

濱野 高行 先生 

【講演②】 

座長  大分大学医学部 腎泌尿器外科学講座 教授 三股 浩光 

「 災害時の透析医療継続を規定する 

リスク管理 」 

東北大学大学院医学系研究科 腎・高血圧・内分泌学分野 准教授 

宮崎 真理子 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場：ソレイユ 

＊交通アクセス＊ 

JR大分駅より徒歩 10分。 

専用駐車場はありません。 

駐車場は、公共駐車場をご利用下さい。 



協賛企業一覧 
 

第 37回大分人工透析研究会を開催するにあたり、 

多数の企業・団体の皆様にご支援を賜りました。 

ここに厚く御礼申し上げます。 

大分人工透析研究会 

会 長  三股浩光 

 

旭化成メディカル株式会社 

アステラス製薬株式会社 

キッセイ薬品工業株式会社 

協和発酵キリン株式会社 

中外製薬株式会社 

鳥居薬品株式会社 

日機装株式会社 

ニプロ株式会社 

扶桑薬品工業株式会社 

 

 

（五十音順／2018年 9月 7日現在） 

 

 

 

 

 



 


