Ａ会場（大ホールＣ）
前野

技士（Ⅰ）

七門
座長

石橋胃腸病院

金谷

樹

SHEDD-fA におけるテイコプラニン薬物動態
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 臨床工学技術科 1）、外科 2）、腎移植外科 3）
〇横山純平 1）、佐藤正法 2）、土濃塚広樹 1）、久木田和丘 2）、三浦正義 3）

2.

TR－3000MA による自動返血機能の返血量の検討
医療法人社団腎誠会 さっぽろ内科・腎臓内科クリニック
〇太田和志、松本侑也、女澤佑生、山下大輝、岩見雅美、武田克美、佐々木直美
深澤佐和子

3.

オーバーナイト透析における透析液流量の比較
医療法人社団 にれの杜クリニック
臨床工学技士科 1）、呼吸器外科 2）、消化器外科 3）、腎臓内科 4）、腎臓移植外科 5）
〇柴山

愛 1）、打田内一樹 1）、住田知規 1）、斉木俊博 1）、有倉

伊藤洋輔 4）、玉置

4.

潤 2）、土橋誠一郎 3）

透 5）

PAES 膜ダイアライザポリフラックス H（210H）の性能評価
医療法人社団東桑会 札幌北クリニック
〇及川

蓮、五十嵐玲香、佐々木遼、佐々木真奈、小笠原麻衣子、荒川由美江

黒田彩夏、田中

慧、中川いずみ、高原善富、黒田

－9－

篤、津田一郎

Ａ会場

1.

仁楡会病院

（中ホール）

9：00 ～ 9：32

開会の辞

プログラムＡ 会場

8：55 ～ 9：00

9：35 ～ 10：23
5.

看護（Ⅰ）

座長

市立千歳市民病院

菅原

梢

当院透析室におけるアクションカードの評価
北海道大学病院 血液浄化部
〇吉田佳純、千葉裕基、石川康暢、堀田記世彦、岩見大基、笠松美紀、篠原信雄

6.

災害時における緊急離脱方法の検討について
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 人工臓器治療センター
〇山本佳澄、長尾真由美、菊地健一、若林マリア、渡辺一成、橋本みどり、谷山宣之
久木田和丘、目黒順一

7.

北海道胆振東部地震における当院透析室の対応と今後の課題
医療法人 仁楡会病院
〇山本弘子、野村真理、尾形葉子、坂本弘子、大町

8.

和、丸晋太郎、前野七門

北海道胆振東部地震を経験し当院における災害時対応の検討
医療法人社団腎誠会 さっぽろ内科・腎臓内科サテライトクリニック
〇伏見めぐみ、畑村弘美、向山真理、久留嶋雄太、奥野友洋、高橋秀一、佐々木直美
安田卓二、深澤佐和子

9.

北海道胆振東部地震を経験して ～当日の対応を振り返り今後の課題を考える～
医療法人社団腎誠会 さっぽろ内科・腎臓内科クリニック
〇田中雪絵、菅原佳子、小西恵子、清水端加奈、多田沙織、伊藤宏子、佐々木直美
深澤佐和子

10.

北海道胆振東部地震における、当院透析室の対応と課題
（独）国立病院機構 北海道医療センター 透析室
〇安藝やよい、大場明日香、伊藤亜子、中島友香、柴崎跡也

－ 10 －

10：30 ～ 11：00

緊急シンポジウム

裕史

古井
木村

秀典
剛

伊丹

儀友

シンポジウム

『 透析患者と認知症 』
司会： 札幌朗愛会病院
市立札幌病院
Ⅰ.

認知症患者と人工血液透析をめぐって
札幌朗愛会病院 心療内科
〇井出 雅弘

Ⅱ.

高齢者の PD 継続のための看護支援を考える
医療法人社団 にれの杜クリニック 血液浄化センター
〇宮腰

Ⅲ.

麻矢、伊藤

洋輔、玉置

透

認知症患者に対する実践力向上への取り組み
～カンフォータブル・ケア導入によるスタッフの意識変容～
北海道恵愛会 札幌南一条病院 看護部
〇福島

Ⅳ.

亮、高橋

由香

メディカルソーシャルワーカーによる認知症透析患者への生活支援
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院
〇武田枝里子

12：20 ～ 13：10

ランチョンセミナー
座長：伊丹腎クリニック

『 二次性副甲状腺機能亢進症治療の進歩 』
演者：昭和大学医学部内科学講座 腎臓内科学部門
客員教授

－ 11 －

秋澤 忠男

Ａ会場

11：10 ～ 12：10

今

（中ホール）

司会：KKR 札幌医療センター

プログラムＡ 会場

『 震災時の透析医療 』

13：20 ～ 13：50

移植・透析統計報告
座長：北海道大学病院 内科Ⅱ

Ⅰ.

西尾

妙織

北海道における腎移植の現況（2017 年末迄のデータを全国と比較して）
市立札幌病院 腎臓移植外科 1、自治医科大学医学情報 2、日本臓器移植 NW3
〇平野
飯尾

Ⅱ.

哲夫 1、見附

明彦 1、福澤

信之 1、原田

浩 1、三重野牧子 2

眞治 3

日本透析医学会統計調査からみた北海道における透析療法の現状
医療法人仁友会 北彩都病院、日本透析医学会統計調査委員
〇和田 篤志

14：00 ～ 14：40
11.

技士（Ⅱ）

座長

札幌医科大学附属病院

小川

輝之

AN69 膜と Online HDF を併用した透析症例の報告
医療法人 桑園中央病院
〇新田健太郎、谷藤貴也、伊藤直樹、松井

12.

傑

透析中の血圧低下に対して前希釈オンライン HDF が有用であった 1 例
医療法人 仁楡会病院 臨床工学部 1、血管外科 2、泌尿器科 3、澄腎クリニック 4
〇大町

和 1、今井千尋 1、野村真理 1、阪本雄大 1、太田隆祐 1、丸晋太朗 3

大江公則 2、前野七門 3、中西正一郎 4

13.

透析アミロイドーシスに対し on line-HDF とβ2-MG 吸着療法を併用した症例
社会医療法人母恋 日鋼記念病院
〇庄司笑香、湊

14.

千笑、植村

進

後希釈オンライン HDF に間歇補充を併用したときの TMP と溶質除去の検討
釧路泌尿器科クリニック
〇大澤貞利、山本英博、斎藤辰巳、伊藤正峰、佐野 洋、久島貞一

15.

前希釈オンライン HDF の条件変更にてレストレスレッグス症候群が改善した 1 症例
H・N・メディック北広島 CE 課 1）、H・N・メディック 医師部 2）
〇三谷祥世 1）、阿部佳子 1）、工藤健太 1）、加埜弘樹 1）、佐藤慶治 1）、内海芳淳 1）
池江亮太 2）、橋本史生 2

－ 12 －

14：42 ～ 15：06

谷口香奈子

（中ホール）

エボカルセトの食事への影響
医療法人社団東桑会 札幌北クリニック 栄養科
〇佐々木優美、和泉由佳理、津田一郎

17.

日本人透析患者における体重減少を予測する試み
1 H・N・メディック北広島
3 H・N・メディック

栄養部、2 H・N・メディックさっぽろ東 栄養部、

栄養部、4 H・N・メディック 医師部

〇橋本真里子 1、花田

望 2、松田愛里 3、山田

朋 3、坂本杏子 2、池江亮太 4

橋本史生 4

18.

維持透析患者における静注カルニチン投与中止における変化
（医）腎愛会だてクリニック 栄養科
〇大里寿江、太田

15：08 ～ 15：40
19.

彩、伊達敏行

看護（Ⅱ）

座長

札幌徳洲会病院

石原

文緒

NHD と非 NHD 患者の臨床症状及び満足度の検討
医療法人社団 にれの杜クリニック 血液浄化センター
〇葛西奈々、松本かおる、鈴木沙織、後藤珠子、宮腰麻矢、有倉 潤、土橋誠一郎
伊藤洋輔、玉置

20.

透

入院加療依頼患者の転帰 ～最近 5 年間を振り返って～
医療法人社団 ゆうあいクリニック
〇近藤慶和、山口弘泰、藤川純子、高橋香奈子、寒川めぐみ、高石佳代、菊池勇臣
萩原良治

21.

血液透析導入期患者の心理的、精神的変化とストレス変化の検討
医療法人社団腎友会 岩見沢クリニック
〇前田龍生、山田哲也、山本章雄、千葉智市、千葉尚市

22.

疾患イベントに伴う病識の変容により自己管理が改善した 2 症例
H・N・メディック 看護部 1）、医師部 2）
〇長谷川千鶴 1）、山下正剛 1）、豊山貴之 2）、遠藤陶子 2）、橋本史生 2）

－ 13 －

Ａ会場

プログラムＡ 会場

16.

座長 JR 札幌病院

栄養士（Ⅰ）

15：42 ～ 16：14
23.

看護（Ⅲ）

座長

岩見沢クリニック

山田

哲也

維持透析患者の下肢潰瘍治療における疼痛コントロールの重要性
医療法人 桑園中央病院 血液透析センター、救肢・創傷治療センター
〇木下咲織、佐々木加智子、柳谷 敦、佐竹享子、齋藤達弥、松井

24.

傑

フットケアに対するセルフケアへの思いと実施状況
～フットケア指導用紙活用前後の比較から～
医療法人 萬田記念病院 透析室
〇瀬上和代、本間美紀子、棚木原智美、枝 直美

25.

当院外来透析患者のフットケアに対する意識調査
医療法人 桑園中央病院 血液透析センター 1）、救肢・創傷治療センター 2）
〇石本裕美 1）、星ゆり子 1）、佐竹享子 2）、齋藤達弥 2）、松井

26.

傑 2）

血液透析を受ける入院患者に対する排便アセスメントとケアの実際
医療法人 桑園中央病院 看護部 1）、救肢・創傷治療センター 血液透析センター 2）
〇末岡理佳 1）、西村知恵 1）、西田絵美 1）、梶本律子 1）、佐野知恵子 1）、松井

－ 14 －

傑 2）

Ｂ会場（中ホールＢ）

9：00 ～ 9：40
27.

医師（Ⅰ）

座長

函館五稜郭病院

小原

史生

当院における HBV サーベランス方法の検討
H・N・メディック 1）、H・N・メディック北広島 2）、H・N・メディックさっぽろ東 3）
〇豊山貴之 1）、遠藤陶子 1）、池江亮太 2）、角田政隆 3）、橋本史生 1）

〇柴崎跡也、伊藤政典、宮本兼玄

29.

エボカルセトの使用経験
医療法人社団養生館 苫小牧日翔病院 血液浄化センター
〇坂本和也、佐藤光人、飯田潤一、松久忠史、櫛田隆久、熊谷文昭

30.

当院におけるエボカルセト使用経験
清和会 南札幌病院 透析部
〇岡本延彦、小松史也、木津雄介、佐藤健太、佐々木雅敏、城下弘一

31.

VATS にて切除した縦隔内異所性副甲状腺腺腫の一例
KKR 札幌医療センター
〇植田隆太、今 裕史、白川智沙斗、中本裕紀、桑原博昭

－ 15 －

Ａ会場

（独）国立病院機構 北海道医療センター 腎臓内科

（中ホール）

北海道大停電における、透析患者受け入れについて

プログラムＢ 会場

28.

9：43 ～ 10：23
32.

医師（Ⅱ）

座長

旭川赤十字病院

小林

血液透析患者に対する n-3 系不飽和脂肪酸製剤投与の影響
1）H・N・メディックさっぽろ東、2）H・N・メディック、3）H・N・メディック北広島

〇角田政隆 1）、豊山貴之 2）、遠藤陶子 2）、池江亮太 3）、橋本史生 2）

33.

当院における腹腔鏡下 PD カテーテル留置術
医療法人社団 にれの杜クリニック
〇土橋誠一郎、有倉

34.

潤、伊藤洋輔、玉置

透

穿孔性腹膜炎が疑われた腹膜透析患者に腹腔鏡下手術を施行し治癒した一例
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 外科
〇服部優宏、石黒友唯、佐藤正法、谷山宣之、後藤順一、堀江 卓、小野寺一彦
久木田和丘、目黒順一、米川元樹

35.

腎癌肺転移を合併した巨大多発性嚢胞腎に対する両側異時性腎摘出術
市立釧路総合病院 泌尿器科
〇森田

36.

研、堀

寛太、青柳俊紀、谷口成実、村雲雅志

後腹膜アプローチ腹腔鏡下移植用腎採取術における提供側別の成績の比較
北海道大学病院 泌尿器科
〇岩見大基、堀田記世彦、岩原直也、篠原信雄

10：30 ～ 13：50

ライブ中継

＊ A 会場の Powerpoint 映像と音声を B 会場に中継いたします

10：30 ～ 11：00
11：10 ～ 12：10
12：20 ～ 13：10
13：20 ～ 13：50

緊急シンポジウム
シンポジウム
ランチョンセミナー
移植・透析統計報告

－ 16 －

広学

14：00 ～ 14：40
37.

座長 JR 札幌病院

医師（Ⅲ）

吉田

英昭

溶連菌感染後急性糸球体腎炎罹患後に腎機能障害が急速に進行し末期腎不全に至った
Alport 症候群の高校生男児
（独）国立病院機構 北海道医療センター 小児腎臓病センター 1）、うのクリニック 2）
〇荒木義則 1）、河口亜津彩 1）、宇野弘昌 2）

38.

慢性腎臓病の経過観察中に診断された多発性骨髄腫の 2 例
研、村雲雅志

PLASMIC score により血栓性血小板減少性紫斑病を早期診断し、血漿交換により
治療し得た 1 例
北海道大学病院 血液浄化部
〇白鳥里佳、中沢大悟、吉川純平、工藤孝司、堀田記世彦、岩見大基、石川康暢
西尾妙織、篠原信雄

40.

整形術後のリハビリを行うために人工弁置換術を必要とした重症大動脈弁狭窄症
東苗穂病院 総合診療科
〇吉田祐一、菅

41.

敏郎

透析症例の重症虚血肢に対する SCS の有用性
1）医療法人

桑園中央病院 救肢・創傷治療センター

2）医療法人

桑園中央病院 血液透析センター、3）釧路三慈会病院

〇齋藤達弥 1）、佐竹享子 1）、坂入隆人 1）、駒木

－ 17 －

亨 2）、西池

聡 3）、松井

傑 1, 2）

Ａ会場

39.

寛太、青柳俊紀、森田

（中ホール）

〇谷口成実、掘

プログラムＢ 会場

市立釧路総合病院 泌尿器科

14：44 ～ 15：24
42.

技士（Ⅲ）

座長

にれの杜クリニック

住田

知規

当院の血管内治療を行った透析患者における臨床的特徴
社会医療法人社団カレスサッポロ 時計台記念病院 臨床工学科 1）
循環器センターセンター長 2）
〇田村周平 1）、鈴木尚人 1）、山出直喜 1）、板橋
佐々木航 1）、戸松孝人 1）、遠藤太一 1）、水野

望 1）、小谷祐介 1）、遠田麻美 1）
航 1）、金井沙耶香 1）、吉田翔哉 1）

浦澤一史 2）

43.

エポエチンβペゴル（C.E.R.A）12.5μg の臨床経験
（医社）高山泌尿器科 臨床工学部門
〇斎藤

44.

寿、友西

寛、工藤和歌子、佐藤友紀、宮内聖享

透析中運動療法が透析効率に与える影響
清和会 南札幌病院 透析室 1）、リハビリテーション科 2）
〇佐々木雅敏 1）、小松史也 1）、木津雄介 1）、佐藤健太 1）、中田成紀 2）、岡本延彦 1）
城下弘一 1）

45.

当院におけるフレイルの状況と 6 か月後の比較
医療法人友秀会 伊丹腎クリニック
〇山下直哉、柏倉みほ、佐藤裕明、秋山翔太、梅田義隆、伊丹儀友

46.

神経筋電気刺激療法（EMS）
実施による効果の検討
医療法人社団養生館 苫小牧日翔病院 臨床工学科 1）、泌尿器科 2）、外科 3）
〇吉田行宏 1）、佐々木裕也 1）、佐藤光人 1）、坂本和也 2）、飯田潤一 3）、松久忠史 3）
櫛田隆久 3）、熊谷文昭 3）

－ 18 －

15：26 ～ 16：06
47.

座長 H ･ N ･ メディック

技士（Ⅳ）

内海

芳淳

ハッピーキャス NEO における感染対策の有用性
医療法人菊郷会 石橋胃腸病院 1）、富丘腎クリニック 2）
〇工藤汐里 1）、寺島寿江 2）、深瀬竜海 2）、中尾正義 2）、元道信孝 1）、大窪
渡辺浩己 1）、佐藤裕介 1）、金谷

48.

樹 2）、冨所竜也 2）、有馬

楓 1）

滋 1）

透析機器液晶パネルに関する清拭方法の検討

松井

49.

希 2）、横山秀雄 3）

傑 4）

外用局所麻酔剤エムラクリームの静菌作用の検証と貼付用局所麻酔剤の効果比較
社会医療法人母恋 天使病院 透析室
〇越前谷朋香、野原充智騎、平井萌乃香、島谷絵里奈、大崎雄祐、上村恵一

50.

透析関連における UFB（ウルトラファインバブル）活用による清浄化の考察
北孔会 のっぽろクリニック
〇大川和子、植村節子、高松貴重、藤原由美子、細田
南田

51.

恵、橋本千晶、大作美佳

猛

次亜塩素酸水を使用した皮膚の一次洗浄の検討
医療法人社団東桑会 札幌北クリニック
〇黒田

篤、五十嵐玲香、及川

荒川由美江、黒田彩夏、田中

蓮、佐々木遼、佐々木真奈、小笠原麻衣子
慧、中川いずみ、津田一郎

－ 19 －

Ａ会場

〇大西愛香 1）、飯塚嗣久 1）、香川真弓 1）、吉岡政美 1）、森澤

（中ホール）

医療法人 桑園中央病院 泌尿器科 4）

プログラムＢ 会場

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 臨床工学部 1）、看護部 2）、心臓血管外科 3）

