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1 栄養ケアはどう変わる？期待されるCKD対策 栄養指導編 井上啓子、土井内万里 NutiritionCare vol.3 No.1 P50-55

2 下肢の潰瘍をともなう血液透析患者への栄養介入事例 井上啓子、平賀恵子、長屋敬 臨床栄養 vol.116 No.2 P190-194

3
グアーガム分解物（サンファイバー）の在宅要介護高齢者に対する排
便改善効果

井上啓子、加藤昌彦 日本臨床栄養学会雑誌 Vol.30　No2　P244-251

4
中堅・ベテラン看護師による透析セルフケア困難事例検討会ー看護
実践知を学びあう効果についてー

宮下美子、岡山ミサ子 日本腎不全看護学会誌 Vol.11 No.2　 P83  - 86

5 特集　透析質の必須アセスメント　「貧血」 門嶋洋子 メディカ出版　透析ケア Vol. 15　 No.6　 P51- 54

6 在宅血液透析 宮下美子 医学書院　腎不全看護 第３版 P224-228

7
在宅血液透析の導入準備について
①②③

宮下美子 ぜんじんきょう №236、237、238

8 透析アミロイドーシス 小川洋史
医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社　腎不全ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
- CKDから先端透析療法：  up to
date -

P178-179

9 慢性糸球体腎炎看護のポイント 門嶋洋子 中山書店　透析看護ポケットナビ P20-21

10 腎不全の治療と日常生活援助　血液透析（HD） 長屋　敬 中山書店　透析看護ポケットナビ P28-34

11 腎不全の治療と日常生活援助　在宅血液透析（HHD） 村瀬智恵美 中山書店　透析看護ポケットナビ P35-38

12 腎不全の治療と日常生活援助　腹膜透析（CAPD） 牧野範子 中山書店　透析看護ポケットナビ P39-42

13 腎不全の治療と日常生活援助　腎移植 太田圭洋 中山書店　透析看護ポケットナビ P43-44
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14 腎不全の治療と日常生活援助　運動療法 太田圭洋 中山書店　透析看護ポケットナビ P54-59

15 検査　エコー検査（超音波検査） 澵井美穂 中山書店　透析看護ポケットナビ P101-104

16 検査　CT・MRI検査 澵井美穂 中山書店　透析看護ポケットナビ P105-111

17 ブラッドアクセストラブル 江崎正和 中山書店　透析看護ポケットナビ P112-114

18 シャント造影検査 川合正行 中山書店　透析看護ポケットナビ P118-119

19 透析による合併症　不整脈 菊地里花 中山書店　透析看護ポケットナビ P122-127

20 透析による合併症　心不全 菊地里花 中山書店　透析看護ポケットナビ P128-131

21 消化器系　消化管出血 太田圭洋 中山書店　透析看護ポケットナビ P139-141

22 透析アミロイドーシス　手根管症候群(CTS) 小川洋史 中山書店　透析看護ポケットナビ P154-157

23 透析アミロイドーシス　破壊性脊椎関節症（DSA） 小川洋史 中山書店　透析看護ポケットナビ P158-161

24 透析アミロイドーシス　骨嚢胞 小川洋史 中山書店　透析看護ポケットナビ P162

25 ＣＡＰＤの合併症　腹膜炎 太田圭洋 中山書店　透析看護ポケットナビ P163-164

26 CAPD合併症の看護ポイント 牧野範子 中山書店　透析看護ポケットナビ P168-169
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27 貧血 杉原英男 中山書店　透析看護ポケットナビ P178-179

28 腎不全保存期患者への指導 宮下美子 中山書店　透析看護ポケットナビ P200-201
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29 在宅透析患者への指導 村瀬智恵美 中山書店　透析看護ポケットナビ P214-215

30 透析機器の基礎知識 宮下美子 中山書店　透析看護ポケットナビ P219-221

31 腎臓の構造と働き 牧野範子、門嶋洋子 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P2-9

32 慢性腎臓病と腎不全 牧野範子、門嶋洋子 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P10-12

33 脈拍・血圧・体温・体重測定 牧野範子、門嶋洋子 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P27-31

34 糖尿病で透析をしている人の生活 村瀬智恵美 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P169-176

35 心の問題と対応 村瀬智恵美、宮下美子 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P177-182

36 その他の治療方法 村瀬智恵美 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P190-195

37 セルフケア 宮下美子 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P1

38 血液透析の原理・ダイアライザー・透析液　- 一部 高木豊巳。江本泰典、金田一彰洋 医学書院　透析ハンドブック 第４版　P13-24

39 透析ハンドブック　よりよいセルフケアのために
小川洋史　岡山ミサ子 監修
在宅透析教育センター 編集

医学書院
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40 第12回透析医療費実態調査報告

杉崎弘章、太田圭洋、大平整爾、小野山
攻、　　隈 博政、鈴木正司、山川智之、吉
田豊彦、鈴木 満、小野利彦、戸澤修平、宮
本 孝、山崎親雄

日本透析医会雑誌 Vol.24  No.11  P74-119

41 在宅血液透析装置の過去5年の保守点検管理について 高木豊巳
日本メディカルセンター
臨床透析

Vol. 25　No.11   P1591

42
在宅血液透析患者に対する看護師の関わり－現状況に満足している
患者の視点から－

牧野範子
日本メディカルセンター
臨床透析

Vol. 25　No.11   P1602 -
1603

43 在宅血液透析患者の日常活動性と生活の質 宮下美子
日本メディカルセンター
臨床透析

Vol. 25　No.11   P1606 -
1609

44 透析療法のしくみの指導　- 一部 高木豊巳、江本泰典
メディカ出版
透析室の新人スタッフ指導術

第2章

45 透析装置連動漏水センサの検討
服部良多　金田一彰洋　梶藤正浩
高木豊巳　長屋　敬　太田圭洋　小
川洋史

日本メディカルセンター
臨床透析

Vol. 25　No.11   P1595

46
【みんなで考えよう！患者に適した血液浄化療法と透析量】透析量up
の方法を知る 在宅血液透析

小川洋史 メディカ出版　透析ケア vol.15 No.12 P1341-1489

論文 2


