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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 在宅血液透析における身体組成分析装置の活用
服部良多　杉本拓弥　岡本和成　大城智彦　澤井
利昌　川上　大　金田一彰洋　森實篤司　太田圭
洋　小川洋史

口演 第44回日本血液浄化技術学会学術大会 4月23日

2
HEMSと在宅透析の未来～浄化の未来はMEMSで変わ
る

森實篤司 大会特別企画 第44回日本血液浄化技術学会 4月23日

3
在宅血液透析における遠隔自動通信システムの構築
と導入への試み

金田一彰洋・岡本和成・杉本拓弥・大城智彦・内山
春奈・澤井利昌・川上　大・服部良多・森實篤司・
小川洋史

一般口演 第44回日本血液浄化技術学会 4月23日

4
在宅血液透析における遠隔自動通信システムの構築
度導入への試み

金田一彰洋・岡本和成・杉本拓弥・大城智彦・内山
春奈・澤井利昌・川上　大・服部良多・森實篤司・
小川洋史

一般口演 第27回日本臨床工学会 5月20日

5 腹膜透析導入期の患者指導のポイント 門嶋洋子 座長 第17回東海CAPD看護研究会セミナー 5月21日

6
TR-3000MAに搭載された実血流モニタと透析モニタ
HD-02の比較検討

服部良多　蟹江あずさ　磯谷香織　杉本拓弥　田
中裕樹　市川揚子　森實篤司　菊地里花　長屋敬
太田和宏

口演 第27回日本臨床工学会 5月21日

7 エコーガイド下バスキュラーアクセス穿刺の実際 森實篤司
座長（共催学術セミ
ナー）

第27回日本臨床工学会 5月21日

8 一般演題1　(01) 服部良多 座長
平成29年度一般社団法人愛知県臨床工学
技士会第13回学術大会

6月4日

9
Factors related to the decrease in skeletal muscle
mass in hemodialysis patients

Hiroshi Ogawa, Yoshihiro Ota, Toshimitsu Koga,
Yuko Kojima, Azumi Sato, Keiko Hiraga, Akihiro
Kindaichi, AtsushiMorizane

Poster ERA-EDTA 54th Congress 6月5日

10 胆汁うっ滞モデルラットにおけるレチノイドAM80の効果
玉城裕史、瀧谷公隆、宮崎敬士、影近弘之、玉井
浩

一般研究発表 第69回日本ビタミン学会 6月10日

11
在宅血液透析における遠隔自動通信システムの構築
度導入への試み

金田一彰洋・岡本和成・大城智彦・内山春奈・澤井
利昌・川上　大・森實篤司・古賀俊充・太田圭洋・
小川洋史

一般口演 第62回日本透析医学会 6月16日

12
透析患者のセルフケア支援する際の看護師の目標達
成行動の傾向とその変化～一事例を通して～

前田あすか　財前由美子　田中沙織　山田裕香
題佛真覚実　澤村美海

口演 第62回日本透析医学会 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
血液透析患者の1990 年から5 年ごとの栄養調査
結果の報告

平賀恵子、清水和栄、井上啓子、高橋恵理香 一般口演 第62回日本透析医学会学術集会・総会 6月17日

14 血液透析患者の血清リン値に及ぼす因子の検討
平賀恵子、音川里美、大瀧香織、畠山桂吾、
井上啓子

一般口演 第62回日本透析医学会学術集会・総会 6月17日

15 オンラインHDF3 森實篤司 座長 第62回日本透析医学会 6月17日

16 HD患者における骨格筋量減少に係わる因子
小川 洋史、古賀 俊充、太田 圭洋、佐藤 杏実、金
田一 彰洋、森實 篤司、平賀 恵子

ポスター 第62回日本透析医学会 6月18日

17
モニタリング機器を活用した バスキュラーアクセス管
理

杉本拓弥　蟹江あずさ　磯谷香織　　田中裕樹　服
部良多　森實篤司　田中裕子　長屋敬

口演 第62回日本透析医学会学術集会・総会 6月18日

18 睡眠障害の高齢透析患者に日光浴を試みて
辻本なぎさ　佐久間恵巳　恒川礼奈　島田理恵松田
はるみ

ポスター 第62回日本透析医学会 6月18日

19 在宅血液透析（HHD）の栄養管理 平賀恵子
エデュケーショナル
セミナー

第5回日本腎栄養代謝研究会学術集会・総
会

7月1日

20 透析患者の適正体重管理～身体組成モニタの活用～ 森實篤司 教育講演 第10回関西血液浄化研究会 7月16日

21 当院、在宅透析におけるモニタリング技術の活用 金田一彰洋 ワークショップ 第3回モニタリング技術研究会 8月6日

22 臨床工学技士が関わるバスキュラーアクセス管理
杉本拓弥　蟹江あずさ　磯谷香織　　田中裕樹　服
部良多

口演 第95回東海透析研究会 9月24日

23
身体組成分析装置を用いた在宅血液透析患者の筋肉
量の評価～施設透析と5年経過の比較～

岡本和成・大城智彦・内山春奈・澤井利昌・川上
大・金田一彰洋・森實篤司・太田圭洋・小川洋史

一般口演 第95回東海透析研究会 9月24日

24 MicrosoftAccess操作講習（クエリとは、実技操作） 服部　良多 講演
愛知県臨床工学技士会　学術セミナー第2
回Microsoft Accessを理解する

9月28日
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25
HHD導入により負担を抱える介助者への医療者の関
わり

久田睦子　立松宣子　増田めぐみ　門嶋洋子
三輪八千代

ポスター 第20回日本腎不全看護学会 10月21日

26
高齢透析患者の睡眠障害改善に向けた取り組みから
の学び

佐久間恵巳　辻本なぎさ　松田はるみ ポスター 第20回日本腎不全看護学会 10月21日

27 腎臓のお話 金田一彰洋
人の構造と機能や
機械に関する豆知
識講座

第3回病院の機械を操作してみよう　いのちの
エンジニア体験（一般社団法人愛知県臨床工
学技士会、名古屋市科学館）

10月21日・
22日

28
血液透析患者の透析間体重増加と栄養素等摂取量・
栄養状態の検討

平賀恵子,吉川妙子,今川智子,井上啓子 一般口演 第11回CKDチーム医療研究会 11月11日

29 一般演題7「災害対策」 森實篤司 座長 第20回在宅血液透析研究会 11月11日

30 症例１ 小川 洋史 座長 第20回在宅血液透析研究会 11月11日

31 災害をテーマにしたHHD交流会を実施して
門嶋洋子　立松宣子　増田めぐみ　久田睦子　三
輪八千代　重光由香　平賀恵子

口演 第20回在宅血液透析研究会 11月11日

32
透析患者の栄養管理 ～食事療法の基本と療養生活
の支援～

平賀恵子 講演
平成29年度（公社）岐阜県栄養士会医療・福
祉事業部合同「第2回研修会および生涯教
育 研修会」

12月9日

33 ワークショップ2　トラブル対応体制と機器管理体制 森實篤司 ワークショップ 第20回在宅血液透析研究会 11月12日

34 胆汁うっ滞モデルラットにおけるレチノイドAM80の効果
玉城裕史、瀧谷公隆、宮崎敬士、影近弘之、玉井
浩

一般研究発表 第28回レチノイド研究会 11月19日

35 当院における在宅透析の安全管理
澤井利昌・岡本和成・杉本拓弥・大城智彦・内山春
奈・川上　大・服部良多・金田一彰洋・森實篤司・
太田圭洋・小川洋史

一般講演 第3回透析医療の多様性を考える会 2月4日

36
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