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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 在宅血液透析データ通信の試み
金田一彰洋、服部靖、梶藤正浩、高木豊
巳、森実篤司、長屋敬、大田圭洋、小川洋
史

口演 第10回在宅血液透析研究会 4月8日

2 在宅血液透析の現況・問題点、展望 小川洋史 教育講演 第10回在宅血液透析研究会 4月8日

3 教育の工夫と実践 西谷佐智子 パネルディスカッション　口演 第10回在宅血液透析研究会 4月8日

4 私の在宅血液透析体験 宮下美子 座長 第10回在宅血液透析研究会 4月8日

5 高齢者PD 宮下美子 座長 高齢者PD講演会 4月14日

6 血液透析患者のエネルギー代謝動態
井上啓子、平賀恵子、小川洋史、長屋　敬、
加藤昌彦

口演 第29回日本栄養アセスメント研究会 5月12日

7
リクセル併用時における至適ヘパリン投与
量の検討

服部良多、金田一彰洋、高木豊巳、小野正
孝、大田圭洋、小川洋史

口演 第17回日本臨床工学会 5月13日

8 在宅血液透析データ通信の試み
金田一彰洋、服部靖、梶藤正浩、高木豊
巳、森実篤司、長屋敬、大田圭洋、小川洋
史

口演 第17回日本臨床工学会 5月13日

9
リクセル併用時における至適ヘパリン投与
量の検討

服部良多、金田一彰洋、高木豊巳、小野正
孝、大田圭洋、小川洋史

口演 第52回日本透析医学会総会 6月15日

10
診断に苦慮した下垂体性副腎不全を合併し
た透析患者の1例

長屋　敬、太田圭洋、小野正孝、菊地里花、
澵井美穂、小林千太郎、小川洋史、加藤規
利

ポスター 第52回日本透析医学会総会 6月15日

11
CAPD患者への療法選択支援に関する調査
結果

牧野範子、村瀬智恵美、西谷佐智子、宮下
美子

口演 第52回日本透析医学会学術集会・総会 6月15日

12
血液透析患者のエネルギー代謝に関する検
討

井上啓子、平賀恵子、小川洋史、長屋　敬、
加藤昌彦

ワークショップ 口演 第52回透析医学会総会・学術集会 6月16日

No. 演題名 発表者・共同研究者名 種別 学会名 開催月日

13 在宅血液透析データ通信の試み
金田一彰洋、服部靖、梶藤正浩、高木豊
巳、森実篤司、長屋敬、大田圭洋、小川洋
史

口演 第52回日本透析医学会学術集会・総会 6月16日

14 高齢患者の自己管理を支える看護 西谷佐智子 ワークショップ　口演 第53回日本透析医学会学術集会・総会 6月16日

15 在宅血液透析に対する看護師の役割 宮下美子 教育講演 第53回日本透析医学会学術集会・総会 6月16日

16
成長ホルモン(GH)投与を受けていた小児透
析患者の二次性副甲状腺機能亢進症とGH
中止後の経過について

小川洋史、長屋　敬、太田圭洋、小野正孝、
菊地里花、澵井美穂、小林千太郎、加藤規
利

ポスター 第52回日本透析医学会総会 6月17日

17
セルフケア教育を通して個の成長とチーム力
を高める

牧野範子 ワークショップ　口演 ホスピー合同研究会 9月9日

18
PTx後残存腺に対する副甲状腺PEITの有効
性について

小川洋史、小野正孝、太田圭洋、長屋　敬、
澵井美穂、川合正行

口演 第10回東海ROD研究会 9月26日

19 在宅血液透析データ通信の試み
金田一彰洋、服部靖、梶藤正浩、高木豊
巳、森実篤司、長屋敬、大田圭洋、小川洋
史

口演 第75回東海人工透析談話会 9月30日

20
リクセル併用時における至適ヘパリン投与
量の検討

澤井利昌、服部良多、金田一彰洋、高木豊
巳、小野正孝、大田圭洋、小川洋史

口演 第75回東海人工透析談話会 9月30日

21
pre-EPS状態でステロイドパルス療法が有効
であった１例

小川洋史、小野正孝 ポスター 西部腎臓学会 10月19日

22
CAPD患者への療法選択支援に関する調査
結果

西谷佐智子、牧野範子、村瀬智恵美、宮下
美子

口演 第11回東海CAPD看護研究会 10月21日

23 腹膜透析における適正透析と腹膜機能管理 宮下美子 教育講演座長 第11回東海CAPD看護研究会 10月21日

24
JSDT透析患者における二次性副甲状腺機
能亢進症治療ガイドラインを考える - 施設状
況報告

小川洋史 口演 第14回八事PTxフォーラム 10月23日
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25
在宅要介護高齢者への栄養補助食品によ
る栄養介入の効果

井上啓子、平賀恵子、加藤昌彦 ワークショップ 口演 臨床栄養学会 11月16日

26
グアーガム分解物の補給は在宅要介護高
齢者の排便を改善するか

井上啓子、加藤昌彦 口演 臨床栄養学会 11月16日
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27 管理栄養士の立場から口腔ケアを考える 井上啓子 シンポジウム 口演 第4回日本口腔ケア学会 11月18日

28
CAPD患者への療法選択支援に関する調査
結果

牧野範子、村瀬智恵美、西谷佐智子、宮下
美子

口演 日本腹膜透析研究会 11月24日

29 CAPDからHHDへ移行した患者の看護
村瀬智恵美、牧野範子、西谷佐智子、宮下
美子

口演 日本腎不全看護学会 11月25日

30 集団・在宅患者訪問栄養指導について 井上啓子 講演 愛知県栄養士会　第7回実務者研修会 1月26日

31
PTx後残存腺に対する副甲状腺PEITの有効
性について

小川洋史 口演 新生会研究発表会 1月26日

32 在宅透析 宮下美子 パネルディスカッション 四川会学習会 1月26日

33 CAPDからHHDへ移行した患者の看護
村瀬智恵美、牧野範子、西谷佐智子、宮下
美子

口演 新生会研究発表会 1月26日

34
pre-EPS状態でステロイドパルス療法が有効
であった１例

小川洋史、長屋　敬、澵井美穂、小野正孝、
太田圭洋

口演 第16回東海腹膜透析研究会 2月3日

35 腹膜透析 宮下美子 座長 第16回東海腹膜透析研究会 2月3日

36
高齢者の摂食・嚥下に関する検討―食欲・
嗅覚・味覚についての調査から―

水島久美子、井上啓子、長屋　敬 口演 第10回愛知NST研究会 2月16日

No. 演題名 発表者・共同研究者名 種別 学会名 開催月日

37 新人看護師の入職時研修を再構成してみて 西谷佐智子、井上矢子、佐久間恵巳 口演 第10回東海青年医会学会 2月17日

38 透析医療における新人教育 宮下美子 口演 八事腎カンファレンス 2月26日

40 穿刺に関する新人教育 西谷佐智子 口演 八事腎カンファレンス 2月26日

42 最近の透析機器について 高木豊巳 講演
愛知県腎臓病患者連絡協議会 青年部
勉強会

3月30日

学会 2


