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No. 演題名 発表者・共同研究者名 種別 学会名 開催月日

1 在宅血液透析のすすめ―医師の立場より 小川 洋史 教育講演 第17回在宅血液透析研究会 4月20日

2
個人用多用途透析装置DBB-100NX～HHD装置への
検討～

澤井利昌・大城智彦・服部良多・金田一彰洋・森實
篤司・小川洋史

一般演題 第17回在宅血液透析研究会 4月20日

3
当院におけるe-ラーニングを使用したスタッフ学習の
取り組み

杉本拓弥・田島弘隆・川上大・服部良多・金田
一彰洋・森實篤司

一般演題 第41回血液浄化技術学会 4月20日

4
「患者・介助者・医療者のパートナーシップ」をテーマと
した介助者同士の意見交換会を実施して

増田めぐみ　　立松宣子　村瀬智恵美　牧野範子 一般口演 第17回在宅血液透析研究会 4月20日

5
共催学術セミナー5：臨床試験デザインおよび統計解析
手法～ESAによる腎性貧血治療の研究を題材として～

森實篤司 座長 第24回日本臨床工学会 5月10日

6
当院におけるe-ラーニングを使用したスタッフ学習の
取り組み

杉本拓弥・田島弘隆・川上大・服部良多・金田
一彰洋・森實篤司

一般演題 第24回日本臨床工学会 5月10日

7
特別講演１：透析前の痂疲取りが不要になり、穿刺困
難が解消された最新のボタンホール穿刺法

小川 洋史 座長 第49回東海腎不全研究会 5月17日

8
血液透析(HD)患者に対する簡易型自己式食事歴法質
問票(BDHQ)の有用性の検証

平賀恵子 研究報告 口演 東海腎臓病栄養食事研究会 第5回総会 5月24日

9
透析室におけるスタッフ教育～新生会第一病院の取り
組み～

宮下美子 講演 第31回北海道透析談話会 5月25日

10
COMPARISON OF PLASMA PENTOSIDINE LEVELS
IN HOME HEMODIALYSIS PATIENTS AND CENTER
HEMODIALYSIS PATIENTS

H. Ogawa, Y. Ota, T. Watanabe, Y. Watanabe, H.
Nishii, A. Sato

POSTER ERA EDTA 6月2日

11
第3回HHD交流会の報告-患者・介助者同士の意見交
換会から-

宮下美子、立松 宣子、村瀬 智恵美、服部良多、
金田一彰洋、森實篤司、小川洋史

ポスター 第59回日本透析医学会 学術集会・総会 6月13日

12
血液透析(HD)患者に対する 簡易型自己式食事歴法
質問票(BDHQ)の有用性の検証

平賀恵子、井上啓子、杉山友麻、佐藤絢香、後藤
しおり、小川洋史

一般口演 第59回日本透析医学会 学術集会・総会 6月13日

No. 演題名 発表者・共同研究者名 種別 学会名 開催月日

13 透析患者の血漿ペントシジン濃度と栄養状態
小川洋史、太田圭洋、渡辺達人、渡邊泰子、西井
裕和、平賀恵子、佐藤杏実 一般演題 第59回日本透析医学会 学術集会・総会 6月13日

14
導入1年未満の高齢透析患者家族の家族支援を行っ
て

平良梓　有薗えりか　片村幸代 ポスター 第59回日本透析医学会 学術集会・総会 6月14日

15 通院透析者の家族支援 　～家族交流会を試みて～
澤村美海　林　昭希　田中沙織　久田睦子
題佛真覚実　牛崎ルミ子

一般口演 第59回日本透析医学会学術集会・総会 6月14日

16 糖尿病透析予防指導の実践-2事例から
恒川礼奈　茶円美保　三輪八千代　橋本小百合
櫻井律子　牧野　範子

ポスター 第59回日本透析医学会学術集会・総会 6月14日

17
読み書き困難な外国出身患者へHHD導入教育を実施
して

増田めぐみ　　立松宣子　村瀬智恵美　牧野範子 ポスター 第59回日本透析医学会学術集会・総会 6月14日

18 糖尿病透析予防指導の当院の取り組み
茶円美保　恒川礼奈　三輪八千代　橋本小百合
櫻井律子　牧野　範子

ポスター 第59回日本透析医学会学術集会・総会 6月14日

19 VA/管理・教育3 宮下美子 座長 第59回日本透析医学会 学術集会・総会 6月15日

20 HHD患者・介助者・医療者のパートナーシップ
〇牧野範子　　増田めぐみ　　立松宣子　村瀬智
恵美　宮下美子　岡山ミサ子

ポスター 第60回日本透析医学会学術集会・総会 6月15日

21
DBB-100NX透析量モニタ及び採血データによる透析
効率の比較検討

澤井利昌・大城智彦・服部良多・金田一彰洋・森實
篤司・小川洋史

一般演題 第59回日本透析医学会学術集会・総会 6月15日

22 実践に必要なセルフケア支援・スタッフ教育の取り組み〇村瀬智恵美　宮下美子 シンポジウム 第61回日本透析医学会学術集会・総会 6月16日

23 透析の原理 金田一彰洋 講演 愛知県臨床工学技士会　血液浄化セミナーⅠ～基礎から学ぶ血液浄化療法～7月27日

24 一般演題Ⅰ 小川 洋史 座長 第17回東海ROD研究会 8月9日
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25 HHDの現状とノウハウ 小川 洋史 講演 第41回東北腎不全研究会 8月30日

26 糖尿病透析予防指導の実践-2事例から
恒川礼奈　茶円美保　三輪八千代　橋本小百合
櫻井律子　牧野　範子

一般口演 第89回東海透析研究会 9月28日

27
読み書き困難な外国出身患者へHHD導入教育を実施
して

増田めぐみ　　立松宣子　村瀬智恵美　牧野範子 ポスター 第89回東海透析研究会 9月28日

28
DBB-100NX透析量モニタ及び採血データによる透析
効率の比較検討

澤井利昌・大城智彦・服部良多・金田一彰洋・森實
篤司・小川洋史

一般演題 第89回東海透析研究会 9月28日

29
当院におけるオーダリングシステムと臨床工学部にて
独自開発した透析部門システムとの連携

森實篤司・大城智彦・服部良多・金田一彰洋・小川
洋史

一般演題 第89回東海透析研究会 9月28日

30
通院高齢透析者の家族支援
～第2回家族交流会を試みて～

林　昭希　門嶋洋子　山田裕香　田中沙織 山本み
どり　題佛真覚実　牛崎ルミ子

ポスター 第17回日本腎不全看護学会　学術集会 11月5日

31
威圧的な患者への看護師の認識・かかわりの変化～
事例検討会の学びを活かして～

村瀬智恵美　増田めぐみ　立松宣子　澤村美海 ポスター 第17回日本腎不全看護学会学術集会 11月9日

32
維持透析クリニックにおける癌終末期患者への看護実
践とデスカンファレンスによる学び

片村幸代　題佛真覚実　山田裕香　立松宣子　岡
山ミサ子

ワークショップ 第17回日本腎不全看護学会 学術集会 11月9日

33
人材育成研修の成果と課題～管理者へのアンケート
調査から～

宮下美子、永尾洋子、平嶋由美子、岡山ミサ子 一般口演 第17回日本腎不全看護学会 学術集会 11月19日

34
シャント肢の犬咬創による蜂窩織炎がシャントまで波及
した一例

谷山宣之、小川邦泰、小川洋史、太田圭洋、杉原
秀男、佐藤晴男

一般演題 第18回日本アクセス研究会学術総会・総会 11月29日

35
手術室看護師の直接介助技術レベルアップへの課
題

三輪八千代 一般口演 第17回東海青年医会学会 2月15日

36
VＡＩＶＴにおけるバルーンの円周性バーストに関する考
察

谷山宣之、小川邦泰、三島晃、岩瀬仁一 一般演題
第20回バスキュラーアクセスインターベン
ション治療研究会

3月7日


