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第 54回 茨城人工透析談話会 プログラム 

 

参加総合受付 ： 7:30～11：00 ２階 大ホール前  

 会場 【２階 大ホール】  

＊新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を踏まえ会場にお越し頂けない

参加者の為にWEB配信を行います 

＊茨城県のガイドラインに従い大ホールの収容定員は通常の 1/2 席となり

ます 

 

修正スライド受付 ： 7:30～8:00 【２階 大ホール前】 

 

開会挨拶 ： 8:00 茨城人工透析談話会 会長 山縣 邦弘 

 

口演①② 看護師・技士部門 ： 8:05～09:05 《O-1～O-8》 

 

              座長  和地 智昭 （太田ネフロクリニック） 

                   鈴木 教正 （太田ネフロクリニック） 
 

 

 O-1  当センター維持透析患者の運動に対する現状調査 

～自宅での腎臓リハ導入に向けて～ 

   東京医科大学茨城医療センター 人工透析センター 

○小松﨑真理子（コマツザキ マリコ） 石島扶美子 沖山早苗 小野寺美和  

 

 O-2  血液透析中のエルゴメータ運動と血圧・除水量に関する検討 

神栖済生会病院 

〇永井恵（ナガイ ケイ） 大野礼以子  佐々木健 田山浩之 渡邊香織  

戸次香子 山本学 石井龍太 荒井悌子 田邊裕二郎 阿部裕行 中村慶春 

 

 O-3  第 73位の候補者 ～県またぎの臓器提供と COVID-19禍の献腎移植～ 

国立病院機構水戸医療センター  

   レシピエント移植コーディネーター（RTC）1) 臓器移植外科 2) 

   ○仲宮優子（ナカミヤ ユウコ）1) 小﨑浩一 2) 湯沢賢治 2) 
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 O-4  当院での感染対策の取り組み 

  医療法人社団 豊済会 ときわクリニック 1) 

医療法人社団 豊済会 下落合クリニック 2) 

〇寺田江利子（テラダ エリコ）1) 杉田由美 1) 嶋津江美子 1) 冨澤玲子 1) 

田村由紀子 1) 飯岡大輔 1) 三澤英雄 1) 大塚正一 1) 菊地 勘 2) 

 

 O-5  シャントエコーによるＶＡ管理～トラブルの早期発見へ～ 

医療法人寛正会 水海道さくら病院 透析センター  

○新井香織（アライ カオリ） 吉田純子 石山英樹 

 

 O-6  透析患者におけるシャント管理の実態と意識調査～穿刺ミス回数に応じた比較～ 

   （医）大石内科クリニック 臨床工学科 

〇盛岡稔（モリオカ ミノル） 大塚克幸 城本聖矢 山口宏文 松本一輝 

小川裕二郎 大石明 

 

 O-7  アルギネートパット使用での止血評価 

セントラル腎クリニック龍ケ崎 臨床工学科 1) 

社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 ME室 2) 腎臓内科 3) 

〇川原田静也（カワラダ シズヤ）1) 

三上孝宏 1) 山﨑雄太 1) 葛西紘司 1) 松崎あゆみ 1) 中山裕一 2) 金子洋子 3) 

 

 O-8  FA-210Fecoの溶質除去性能の検討 

   社会医療法人 若竹会 つくばセントラル病院診療技術部 ME室 1) 腎臓内科 2) 

〇堀内亮汰（ホリウ チリョウタ）1)山田龍世 1) 宮本隼水 1) 並木暢也 1) 

中山裕一 1) 楊川堯基 2) 金子洋子 2) 

 

 

 

口演③ 医師部門 ： 09：05～09：20 《O9～O-12》 

 

座長  岩城 祥樹 （いわき内科クリニック） 
 

 

 O-9  当院の心停止ドナーからの献腎移植 

       国立水戸医療センター 外科・臓器移植外科 院内移植レシピエントコーディネー

ター 1) 茨城県臓器移植コーディネーター2) 

      ◯小崎浩一（コザキ コウイチ）１) 笠井華子１) 米山智１) 小林仁存１) 加藤丈人１) 

寺島徹１) 湯沢賢治１) 仲宮優子１) 小川直子 2) 
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 O-10  機能的片腎に腎動脈狭窄症を合併し急激な腎機能悪化を来した１例 

      茨城県厚生連 総合病院土浦協同病院 腎臓内科 

〇小山紗佑実（コヤマ サユミ） 野水歩 小原由達 佐々木康典 

戸田孝之 松井則明 

 

 O-11  ファビピラビル治療を試みた COVID-19合併血液透析患者の一例 

東京医科大学茨城医療センター 腎臓内科 1) 感染制御部 2) 集中治療部 3) 

臨床工学部 4) 看護部 5) 

〇髙安真美子（タカヤス マミコ）1) 平山浩一 1) 黒田祐子 2),3) 大木健太郎 1),3) 

長谷川明宏 4) 根本義章 4) 仲本敏之 4) 小野寺美和 5) 丸山浩史 1) 下畑誉 1) 

渡邊秀裕 2) 小林正貴 1) 

 

 O-12  「プレガバリン（リリカ）による血液透析(HD)患者の体重増加作用について(第2報)」 

（医）社団明厚会大石内科クリニック内科 

○大石明（オオイシ アキラ）  小川裕二郎 

 

共催セミナー① ： ２階 大ホール （09:30～10:20）         

                                     座長 菊池 修一 
                                    （医療法人博友会 菊池内科クリニック 副院長） 

『血管病としての腎臓病をイメージする』 

筑波大学医学医療系 腎・血管病理学 教授 

長田 道夫 先生 

（共催 ： グランメイト株式会社） 
 

特別講演 ： ２階 大ホール （10:30～11:30）           

                                               座長 山縣 邦弘 
                                                   （筑波大学医学医療系 腎臓内科 教授） 

『COVID19の現況と透析施設に 

求められる感染対策』 
       

医療法人社団豊済会 理事長 下落合クリニック 院長 

菊地 勘 先生 

（共催 ： 協和キリン株式会社） 



 

 

- 12 - 
 

共催セミナー② ： ２階 大ホール （11:40～12:30）         

                                       座長 石津 隆 
                               （牛久愛和総合病院 腎臓内科部長兼透析センター長） 

『リン管理をめぐる最近の話題』 
昭和大学藤が丘病院 内科系診療センター 内科（腎臓） 教授 

        小岩 文彦 先生 

（共催 ： キッセイ薬品工業株式会社） 
 

共催セミナー③ ： ２階 大ホール （12:40～13:30）         

                                     座長 大塲 正二 
                               （医療法人青藍会 理事長 大場内科クリニック 院長） 

『透析液の歴史と未来』 
特定医療法人 仁真会 理事長 

山川 智之 先生 
（共催 ： 扶桑薬品工業株式会社） 

 

閉会挨拶 ： 13:30 当番幹事  

 医療法人社団 茨腎会 太田ネフロクリニック 酒井 伸一郎 

 



 

 

- 13 - 
 

 ポスター会場  【２階 大ホール前】  

会場掲示用ポスター受付 ： 7:30～8:00  【２階 大ホール前】 

ポスター掲示 ： 8:05～11:30 
 ※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、3密の回避のため、ポスター発表は掲示のみ 

となります。質問等がございましたら、直接ご担当者様にお尋ねください。 

 

 P-1  避難訓練の取り組み～アクションカードをもとに読み合せを実施して～ 

      水戸済生会総合病院 血液浄化センター 

〇桑原昌子（クワハラ アツコ） 栗原宏美 藤咲由美子 山口修男 大河原朋美  

 

 P-2  透析患者の陥入爪・巻き爪における当院のツメフラ治療について 

       (医)一樹 筑西腎クリニック 看護部 1) 診療部 2) 

〇戸田綾（トダ アヤ) 1） 戸田光和 1） 千々和京介 1） 弓削真由美 1） 伊藤結子 1） 

今井麗華 2) 赤井洋一 2) 

 

 P-3  透析維持期のセルフケアマネジメント支援 

       つくばセントラル病院 腎センター 

○村田真依子（ムラタ マイコ） 

 

 P-4  硬便の患者に対する酸化マグネシウム少量投与の有効性 

      健心会岩本クリニック 

○酒井慎弓（サカイ  マユミ） 上野真美 藤枝優子 青木りえ子 黒澤知加子 

佐藤佐江子 飯田美智子 岩本均 

 

 P-5  移植希望者に対する透析施設看護師の取り組み 

       筑波麓仁会筑波学園病院 看護部 1) 診療部 2) 

〇鎌田みさき（カマタ ミサキ）1) 樫原瑞希 1) 布目昌恵 1) 久家久代 1)  

篠崎有希 2)  加瀬田幸司 2) 高田健治 2) 

 

 P-6  透析室での新型コロナウイルス感染症対策について 

       大場内科クリニック 看護部１) 腎臓内科２) 

○安島裕美（アジマ ヒロミ）１) 清水民子 1) 金成万里子 1) 黒澤美穂 2) 

後藤達宏 2) 大塲正二 2) 

 

 P-7  当院における新型コロナウイルス感染疑い患者の対応について 

       大石内科クリニック透析室 

○大塚克幸（オオツカ カツユキ） 城本聖矢 山口宏文 盛岡稔 大石明 
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 P-8  土浦協同病院血液浄化センターにおける新型コロナウイルス感染予防対策 

       茨城県厚生連 総合病院土浦協同病院 臨床工学部 1) 看護部 2) 腎臓内科 3) 

      ◯黒須唯之（クロス タダユキ） １) 栁瀬洋一１) 細川正浩１) 青柳愛 2) 

八代恵美 2) 國分美千子 2) 戸田孝之 3) 

 

 P-9  ダイアライザー接続部のカプラ洗浄方法の検討 

       医療法人社団健栄会 守谷駅前クリニック 

〇鈴木健太（スズキ ケンタ） 中野幸介 戸谷拓真 小柗祐輔 佐々木光司  

仲田真由美 

 

 P-10  透析統合支援システムはインシデント低減に有用か？ 

       （医）一樹 筑西腎クリニック臨床工学部 1) 看護部 2) 検査部 3) 診療部 4) 

○大木伸芳（オオキ ノブヨシ） 瀧田孝明 1) 市川友梨奈 1) 野原大司 1) 

石橋賢一 1) 大島敬 1) 矢嶋寿章 1) 鈴木幸恵 1) 土田康博 1) 小澤晶子 2) 

千々和京介 2) 弓削真由美 2) 伊藤結子 2) 谷口敦男 3) 今井麗華 4) 

赤井洋一 4) 

 

 P-11  5年間の運動テストと InBody-S10（S10）での体液量測定からの一考察 

       医療法人社団医弘会 かわしま内科クリニック 

○上野幸司（ウエノ コウシ） 河西由香里 大山彩香 菊地孝典 白石 武 

吉村 章 山本尚史 齋藤孝子 草野英二 

 

 P-12  エコー下穿刺導入後の穿刺に対する意識調査 

         明厚会大石内科クリニック 

○山口宏文（ヤマグチ ヒロフミ） 大塚克幸 城本聖矢 清川栄美 小川裕二郎 

大石明 

 

 P-13  当院維持血液透析患者の栄養管理の実際と今後の課題について 

      水戸済生会総合病院 医療技術部栄養科 1) 腎臓内科 2) 

      〇島田千賀子（シマダ チカコ）1) 曽川瞳 1) 武田久美子 1) 上田ルリ子 1) 

木村 洋子 1) 武原瑠那 2) 椎名映里 2） 郡司真誠 2) 荷見祥子 2) 黒澤洋 2) 

佐藤ちひろ 2) 海老原至 2) 

 

 P-14  NSTが介入した血液透析患者への栄養管理の現状と課題 

       水戸済生会総合病院 医療医術部栄養科 1) 外科 2) 腎臓内科 3) 

○武田久美子（タケダ クミコ）1) 髙橋志織 1) 大都秋美 1) 曽川瞳 1) 

島田千賀子 1) 上田ルリ子 1) 木村洋子 1) 東和明 2) 丸山常彦 2) 海老原至 3) 

 


