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C000006 小川 将也 鳥取県立中央病院　腎臓内科 ロキサデュスタット治療中にTSH分泌抑制を生じた維持血液透析患者の2症例 P16-2 血液透析-合併症① [1340-1410]

C000007 林 純子 柳井医療センター　リハビリテーション科
人工呼吸器管理後、経口摂取が可能となった症例～気管切開だから食べられない
と諦めないで～

P05-5 腎臓リハビリテーション [1410-1440]

C000008 兼長 貴祐
医療法人社団　仁友会　尾道クリニック　臨床工学
部

バスキュラーアクセスの合併症に対して超音波検査が有用であった症例 P09-4 バスキュラーアクセス③ [1310-1340]

C000009 川西 未波留
独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター
腎臓内科

慢性完全閉塞に対しペインレスニードル<sup>®</sup>を使用した経皮的シャント拡
張術

P07-3 バスキュラーアクセス① [1030-1100]

C000010 原口 総一郎 医療法人天成会青江クリニック
重症大動脈弁狭窄症（以降重症AS）に対しTAVI（経カテーテル大動脈弁置換）施行
した透析症例

P16-4 血液透析-合併症① [1340-1410]

C000011 高瀬 健太郎 島根県立中央病院　腎臓科
長期血液透析で無尿の患者であったがシャント閉塞により腹膜透析へ移行し1年に
わたりCAPDを継続できた症例

P07-1 バスキュラーアクセス① [1030-1100]

C000012 林 江里佳 重井医学研究所付属病院　看護部 新型コロナウイルス感染拡大に対する当院透析室の感染予防対策の実践 P11-4 感染症関連① [1410-1440]

C000013 南條 友典 さとに田園クリニック　臨床工学部 DW設定における体組成分析装置と下大静脈径の有用性 P21-2 医療機器関連① [1310-1340]

C000014 湊 智博 医療法人　さとに田園クリニック　臨床工学部 体組成測定法Volume Watchについて P21-3 医療機器関連① [1310-1340]

C000015 桐林 慶 クレア焼山クリニック L-carnitine欠乏症に対する同補充療法の有効性とその関連因子 P17-1 血液透析-合併症② [1410-1440]

C000016 長岡 高広 医療法人さとに田園クリニック　臨床工学部 ビタミンEコート膜V-RAの使用知見 P21-4 医療機器関連① [1310-1340]

C000017 増村 俊臣 国立病院機構柳井医療センター　診療部 当院におけるα１-MG除去率の比較検討 P22-4 医療機器関連② [1340-1410]

C000018 宮﨑 文子 中島土谷クリニック 当院におけるコロナ禍のACLS訓練方法 P12-1 感染症関連② [1440-1510]

C000019 可部 大幸 あかね会　中島土谷クリニック 抜針予防スコア判定の有用性について P10-3 バスキュラーアクセス④ [1340-1410]

C000020 吉原 みのり 重井医学研究所附属病院　透析センター 血液浄化療法センター看護師が関わる退院支援の必要性 P01-2 チーム医療・業務改善① [1030-1100]

C000021 冨田 健一 医療法人清生会谷口病院リハビリテーション科
透析中運動に対する意識調査<br />―透析患者に関わるスタッフに対するアンケー
トを通じて―

P05-4 腎臓リハビリテーション [1410-1440]

C000022 松原 匡希 医療法人社団仁風会　青木病院 当院における透析液温度の違いによる透析への影響 P23-4 医療機器関連③ [1410-1440]

C000023 安達 悠歩 庄原赤十字病院　腎臓内科 繰り返す肝性脳症に対して血液濾過透析を行い再発抑制し得た1例 P16-5 血液透析-合併症① [1340-1410]

C000024 岡本 佳代 福山市民病院 看護部 透析室看護師によるシャント勉強会の実施とその効果を評価する P04-1 看護・教育・指導② [1340-1410]

C000025 田中 秀人 （医）一陽会　イーストクリニック FNWシステムツール掲示板を使用した患者情報収集の取り組み P02-1 チーム医療・業務改善② [1100-1130]

C000026 山根 耕太 阿品土谷病院　透析室 当院におけるVA導入患者へのアクセス管理に関する取り組み P10-1 バスキュラーアクセス④ [1340-1410]

C000027 阿波加和美 医療法人社団仁明会　おさふねクリニック 血液透析患者に対する持続血糖モニターの測定精度の検討 P22-2 医療機器関連② [1340-1410]

C000028 赤澤 日向 （医）一陽会　イーストクリニック 日機装社製透析量モニタDDMの活用に向けた検討 P24-1 医療機器関連④ [1440-1510]

C000029 道寄 忠裕 興生総合病院 臨床工学室
抗GBM抗体型糸球体腎炎に対する二重膜濾過血漿交換(DFPP)が有効であった症
例

P23-1 医療機器関連③ [1410-1440]

C000030 山邉 典子 重井医学研究所附属病院　血液浄化療法センター 外来血液透析患者のＡＣＰに対する意識調査の報告 P03-2 看護・教育・指導① [1310-1340]

C000031 中島 育美 いきいき.クリニック 血液透析を自己中止した症例<br />～透析はせず、自分の終わりを決めました～ P03-1 看護・教育・指導① [1310-1340]

C000033 小田 華 県立広島病院　腎臓内科 抗糸球体基底膜抗体型糸球体腎炎に血栓性微小血管症を合併した一例 P13-3 急性腎不全・腎炎・ネフローゼ・その他 [1030-1100]

C000034 中村 美咲季 倉敷中央病院　腎臓内科 腎不全患者の急性呼吸不全におけるベッドサイドでの肺エコーの活用 P16-3 血液透析-合併症① [1340-1410]
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C000035 小栗林歩実
社会医療法人　鴻仁会　岡山中央病院　診療技術
部　臨床工学科

On-lineHDFにおける透析量モニタの性能評価 P22-3 医療機器関連② [1340-1410]

C000036 福田 雅通 岩国市医療センター医師会病院　腎内科 糖尿病性腎臓病（DKD）の腎不全進行速度に関する検討 P19-3 保存期腎不全 [1030-1100]

C000037 堀 友里恵 （医）大田姫野クリニック 当院におけるフラッシュグルコースモニタリングの使用経験 P03-3 看護・教育・指導① [1310-1340]

C000038 細木 政載 医療法人社団仁慈会　安田病院　臨床工学科 当院にのける吸着型血液浄化器レオカーナの使用経験 P24-4 医療機器関連④ [1440-1510]

C000039 北澤 涼 医療法人いきいき．クリニック FIX-250Seco使用時でのアルブミン過剰漏出について P22-1 医療機器関連② [1340-1410]

C000040 大橋 智恵 クレア焼山クリニック　透析室 血液透析患者の運動に関する意識調査 P05-1 腎臓リハビリテーション [1410-1440]

C000041 眞野 勉 米子医療センター　腎臓内科
ネフローゼ症候群（膜性腎症）治療において畜尿蛋白量評価にCr分泌推定式が有
用であった一例

P13-2 急性腎不全・腎炎・ネフローゼ・その他 [1030-1100]

C000042 矢田辺隆
特定医療法人　あかね会　中島土谷クリニック　透
析センター

V-15RAの性能評価 P24-3 医療機器関連④ [1440-1510]

C000043 福富 愛 クレア焼山クリニック　透析室 認知症透析患者に対する関わり P17-3 血液透析-合併症② [1410-1440]

C000044 松井 浩輔 出雲市民病院　腎臓内科 HIF-PH阻害薬開始2か月後に肺癌が認められた保存期慢性腎臓病患者 P19-1 保存期腎不全 [1030-1100]

C000045 藤井 希 医療法人一陽会　原田病院 気管切開した血液透析患者の「食べたい」思いを叶えた一症例 P06-1 栄養管理 [1440-1510]

C000046 岡 誠之 出雲市民病院　臨床工学室 長時間ｵﾝﾗｲﾝHDFからリクセル併用療法へ移行した症例 P21-5 医療機器関連① [1310-1340]

C000047 足立 厚子 新開山本クリニック 新型コロナウイルスに感染した透析患者の治療経験と透析室での感染対策 P11-2 感染症関連① [1410-1440]

C000048 内田 知沙 医療法人社団仁明会　おさふねクリニック 進行性の腎障害をきたしたが確定診断に至らなかった1例 P13-5 急性腎不全・腎炎・ネフローゼ・その他 [1030-1100]

C000049 加藤 実菜子 医療法人一陽会　一陽会クリニック 超長期血液透析患者の「病みの軌跡」を辿る P04-2 看護・教育・指導② [1340-1410]

C000050 神門 依里 医療法人姫野クリニック　透析室 患者の暴言暴力～研修会でのスタッフの意識変化～ P14-1 危機管理① [1100-1130]

C000051 守時 美佳 医療法人社団　仁明会　おさふねクリニック 当院の血液透析患者における骨折に関する実態調査 P17-4 血液透析-合併症② [1410-1440]

C000052 山坂 麻奈美 いきいき.クリニック
管理栄養士に求められていることは？<br />～無床透析クリニックに新規採用され
てからの取り組み～

P06-2 栄養管理 [1440-1510]

C000053 岡本 恵 花田クリニック 当院における新型コロナウイルス感染者の発生とその経過について P11-3 感染症関連① [1410-1440]

C000054 石原 麻生子 出雲市民病院　透析室
透析患者の自己管理能力と防災意識向上に向けた取り組み<br />〜透析ノート導
入後の評価〜

P14-3 危機管理① [1100-1130]

C000055 船本 千恵 (医)社団スマイル広島ベイクリニック 急変時シミュレーションの実施と今後の課題 P14-2 危機管理① [1100-1130]

C000056 坂本 純平 大田姫野クリニック 透析患者のベルト電極式骨格筋電気刺激法における血流変化 P05-2 腎臓リハビリテーション [1410-1440]

C000057 江川 雅博 島根大学医学部附属病院　腎臓内科 上腕動脈仮性動脈瘤破裂から出血性ショックをきたした血液透析患者 P07-2 バスキュラーアクセス① [1030-1100]

C000058 薬師寺諒 JA廣島総合病院腎臓内科 ポリファーマシーによる腎前性AKI/AKD（急性腎障害/腎臓病）リスクの検討 P13-4 急性腎不全・腎炎・ネフローゼ・その他 [1030-1100]

C000059 田儀 匡史 社会医療法人同愛会　博愛病院　臨床工学室 透析患者の無症状末梢動脈疾患に対するポケットLDFの有用性 P18-4 血液透析-合併症③ [1440-1510]

C000060 杉谷 篤 同愛会博愛病院　腎臓外科 <strong>高齢者、長期透析患者に対するグラフトを用いたシャント再建</strong> P07-5 バスキュラーアクセス① [1030-1100]

C000061 米山 真里菜 島根県立中央病院　腎臓科
様々な患者背景を有し、導入期に緑膿菌による腹膜透析関連腹膜炎を発症した一
例

P20-1 腹膜透析 [1100-1130]

C000062 大久保愛子 医療法人一陽会　原田病院
再発性の人工血管内シャント狭窄に対するゴアバイアバーンステントグラフト（バイ
アバーン<sup>®</sup>）の初期治療経験

P08-1 バスキュラーアクセス② [1100-1130]
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C000064 寺尾 佳介 医療法人社団スマイル　博愛クリニック　透析室 透析液Ca濃度変更に伴う患者データの変化 P23-5 医療機器関連③ [1410-1440]

C000065 髙山 翔大 医療法人社団スマイル　博愛クリニック　透析室 血糖値とリブレグルコース値の誤差について透析中と在宅時での違い P01-4 チーム医療・業務改善① [1030-1100]

C000066 平田 満穂 岩国中央病院 当院における血液透析患者へのダプロデュスタットの使用経験 P18-2 血液透析-合併症③ [1440-1510]

C000067 池本 香菜子
医療法人社団井口会総合病院落合病院　腎セン
ター

透析継続困難な患者に対するスタッフの意見からみえたこと～導入時の関わり方～ P04-3 看護・教育・指導② [1340-1410]

C000068 加川 歩実 医療法人社団　みめぐみ会　サンクリニック 足病変の予防と改善に向けての取り組み P01-3 チーム医療・業務改善① [1030-1100]

C000069 辻 順子 おさふねクリニック 透析患者の医療費負担軽減のための取り組み P02-2 チーム医療・業務改善② [1100-1130]

C000070 松田 圭介 医療法人　仁医会　井口医院 当院の穿刺ミス対策と穿刺技術向上への取り組み P10-2 バスキュラーアクセス④ [1340-1410]

C000071 井本 琢也 医療法人　辰川会山陽腎クリニック
JMS社製GC -X01®搭載のクリットサインモニターを用いたドライウェイト（DW）評価
法の検討

P24-2 医療機器関連④ [1440-1510]

C000072 平賀 敦司 医療法人一陽会　横川クリニック　血液浄化部 トラブルを想定した生食プライミング研修の評価 P23-2 医療機器関連③ [1410-1440]

C000073 佐藤 真美子 出雲市民病院　透析室 穿刺に対する不安解消ツールとしてのエコー P08-3 バスキュラーアクセス② [1100-1130]

C000074 梶原 優太 広島市民病院　泌尿器科
腹膜透析患者が急性壊疽性胆嚢炎を発症し緊急手術となったが、術後腹膜透析を
再開、継続することができた一例

P20-3 腹膜透析 [1100-1130]

C000075 大知 久美子 阿品土谷病院　透析室 抜針予防対策へのスタッフの意識調査 P15-2 危機管理② [1310-1340]

C000076 小川 聖也 医療法人　仁医会　井口医院 静的静脈圧による人工血管内シャント管理の有用性 P09-2 バスキュラーアクセス③ [1310-1340]

C000077 恒次 永里子 医療法人社団仁明会　おさふねクリニック
マキサカルシトールからウパシカルセトナトリウム水和物への切り替えにおける臨床
効果

P18-1 血液透析-合併症③ [1440-1510]

C000078 谷口 顕士 医療法人社団　仁明会　おさふねクリニック 血液透析患者における骨盤の後傾の進行が運動機能に及ぼす影響の検討 P05-3 腎臓リハビリテーション [1410-1440]

C000079 吉本 幸司 広島大学病院　腎臓内科 VAIVT中に血管内でバルーンが屈曲し，皮膚切開にてバルーンを回収し得た1例 P07-4 バスキュラーアクセス① [1030-1100]

C000080 吉竹 涼 サンクリニック DVPとシャントエコーによるAVGシャント管理の検討 P09-3 バスキュラーアクセス③ [1310-1340]

C000081 花田 日向子 鳥取大学医学部附属病院　消化器・腎臓内科 Fanconi症候群を合併したNSAIDs起因性尿細管間質性腎炎の一例 P13-1 急性腎不全・腎炎・ネフローゼ・その他 [1030-1100]

C000082 住吉 真 医療法人あかね会　大町土谷クリニック　透析室
<strong>当院における穿刺針固定部の強度の検証およびテープ固定の実態調査に
ついて</strong>

P10-4 バスキュラーアクセス④ [1340-1410]

C000084 三宅 広将 広島市立広島市民病院　腎臓内科
外来にて血行再建不能の重症下肢虚血に対し吸着型血液浄化器(レオカーナ??)が
著効した血液透析患者の1例

P21-1 医療機器関連① [1310-1340]

C000085 木佐 貴一 出雲徳洲会病院　臨床工学科 出雲徳洲会病院透析センターの災害に対する取り組み P15-1 危機管理② [1310-1340]

C000086 羽川 莉央 医療法人社団　仁明会　おさふねクリニック 栄養教育は透析患者にどこまで浸透しているのか P06-3 栄養管理 [1440-1510]

C000087 西上 悠里 医療法人あかね会 大町土谷クリニック  透析室 血液透析患者の健康関連QOLに関連する因子についての検討 P04-4 看護・教育・指導② [1340-1410]

C000088 三原 幸次郎 呉共済病院　血液浄化センター 高齢者に対する透析導入の問題点と看護介入についての検討 P19-4 保存期腎不全 [1030-1100]

C000089 尾﨑 千恵 中央内科クリニック 自施設におけるCOVID-19に対する取り組み P12-2 感染症関連② [1440-1510]

C000090 栁谷 紘輝 呉共済病院　腎臓内科 下肢閉塞性動脈硬化症にカルシフィラキシスを合併した血液透析患者の一例 P17-2 血液透析-合併症② [1410-1440]

C000091 藤田 香澄
医療法人聖比留会セントヒル病院　腎臓センター
看護部

透析除水負荷時の脈動幅を用いたスチール症候群の診断<br />～シャントスチー
ル症候群を失くすために　第5報～

P09-1 バスキュラーアクセス③ [1310-1340]

C000092 右近 優子 広島赤十字原爆病院　透析センター 腹膜透析看護分野の新人看護師として成長するために P20-5 腹膜透析 [1100-1130]
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C000093 黒澤 光貴 出雲徳洲会病院透析センター 早出スタッフの増員による効果の検討 P01-1 チーム医療・業務改善① [1030-1100]

C000094 益田 加奈 おさふねクリニック
新型コロナウイルスに罹患し外来においてステロイド療法を行った血液透析患者の
２症例

P11-1 感染症関連① [1410-1440]

C000095 中山 達也 呉共済病院　臨床工学科 当院のエコー下穿刺の取り組み P09-5 バスキュラーアクセス③ [1310-1340]

C000096 太田 裕也 （医）仁明会　おさふねクリニック 弾撥指を発症した患者に対して後希釈透析血液濾過を施行した一例 P18-3 血液透析-合併症③ [1440-1510]

C000098 長久 拓矢 医療法人　JR広島病院　臨床工学室 抜針事故を視野に入れた警報範囲の検討 P15-3 危機管理② [1310-1340]

C000099 西海 真吾 JR広島病院　臨床工学室 血液透析における静的静脈圧の測定の確立と有用性の検討 P23-3 医療機器関連③ [1410-1440]

C000100 菅 桃子 済生会下関総合病院 腹膜透析から血液透析を併用となった患者の治療変更に対する思い P03-4 看護・教育・指導① [1310-1340]

C000101 蔵本 京子 医療法人清生会　谷口病院　透析室 バスキュラーアクセス管理にシャントトラブルスコアリングを導入した試み P08-4 バスキュラーアクセス② [1100-1130]

C000102 藤本 みゆき 中島土谷クリニック 当院におけるSARS-CoV-2陽性者の推移と感染対策 P12-3 感染症関連② [1440-1510]

C000103 糸賀 健一 島根大学医学部附属病院腎臓内科 日本紅斑熱に罹患し、血液透析導入に至った慢性腎臓病の高齢女性 P16-1 血液透析-合併症① [1340-1410]

C000104 和田 薫 呉共済病院　血液浄化センター 夫によるassisted PDにより、腹膜透析を導入した全盲患者の一例 P20-4 腹膜透析 [1100-1130]

C000105 河本 陽子 医療法人社団　仁明会　おさふねクリニック
当院における新規透析患者の受け入れの現状～持続可能な紹介連携を目指して
～

P02-3 チーム医療・業務改善② [1100-1130]

C000106 前田 奈緒
国家公務員共済組合連合会呉共済病院　臨床工
学科

当院のCOVID-19感染者病棟での透析対応を振り返って P12-4 感染症関連② [1440-1510]

C000107 原 愛美 独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター
Mycobacterium abscessusを起炎菌とした腹膜透析カテーテル皮下トンネル感染症
の2例

P20-2 腹膜透析 [1100-1130]

C000108 平川 稔明 国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター 非定型的なバイアバーン??の使用経験 P08-2 バスキュラーアクセス② [1100-1130]

C000109 原田 和博 笠岡第一病院 　内科 保存期CKD患者における腎性貧血に対するHIF-PH阻害薬の有用性 P19-2 保存期腎不全 [1030-1100]


