プログラム
第 1 会場
シンポジウム

コンベンションホール B

9：00〜10：00

「千葉県における透析患者への災害対策と COVID-19 対応」
座長：倉本

充彦（成田赤十字病院 腎臓内科）

令和元年台風 15 号による千葉県下透析施設の被害とその対応
佐久間宏治（さくま こうじ）
（医療法人社団クレドさとうクリニック 医療技術部）

2019 年の台風 15 号による当院における災害対応について
中原 徳弥（なかはら とくや）
（医療法人美篶会中原病院 内科）

当院における COVID-19 対策について
斉藤 博子（さいとう ひろこ）
（地域医療機能推進機構（JCHO）千葉病院 医療安全管理部）

「当院発生の COVID-19 クラスターとその対応」患者 15 名職員 9
名のクラスター
須賀 喜一（すが きいち）
（医療法人社団明生会 東葉クリニック八街 透析科）

共催講演 1

10：05〜11：05

座長：正井

基之（医療法人社団誠仁会 みはま病院 院長）

災害時に透析医療を継続するための伴は？〜東京都臨床工学技士会
が取り組む災害対策〜
岡本 裕美（おかもと ひろみ）
（東邦大学医療センター大橋病院 臨床工学部（東京都臨床工学技士会 災害対
策委員会委員長）
）

千葉大学病院での COVID-19 対応
中田 孝明（なかた たかあき）
（千葉大学大学院医学研究院 救急集中治療医学）

共催：日機装株式会社
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共催講演 2

11：10〜12：10

ノーベル賞による腎性貧血治療の革新
座長：淺沼
講師：南学

克彦（千葉大学大学院医学研究院）

正臣（東京大学大学院医学系研究科 腎臓・内分泌内科）
共催：協和キリン株式会社

ランチョンセミナー 1

12：30〜13：30

CKD-MBD の過去・現在・未来：Ca 受容体作動薬のインパクト
座長：平山
講師：重松

陽（平山病院）

隆（地方独立行政法人りんくう総合医療センター 腎臓内科・血液浄化センター）
共催：小野薬品工業株式会社

共催講演 3

14：10〜15：10

座長：小池美菜子（東京女子医科大学八千代医療センター 腎臓内科）

低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素（HIF-PH）阻害薬による腎性
貧血治療の新戦略
南木 浩二（なんもく こうじ）1,2
（社会医療法人中山会 宇都宮記念病院 腎臓外科1、同 腎・透析センター2）

iPS 細胞を用いた腎疾患に対する再生医療の開発
長船 健二（おさふね けんじ）
（京都大学 iPS 細胞研究所・増殖分化機構研究部門〔Center for iPS Cell
Research and Application（CiRA）Kyoto University〕
）

共催：アステラス製薬株式会社
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共催講演 4

15：25〜16：25

「透析患者における低侵襲弁膜症治療」
座長：服部

憲幸（千葉大学大学院医学部附属病院 人工腎臓部）

血液透析患者における大動脈弁狭窄症の最新治療
テル大動脈弁留置術）

TAVI（経カテー

長沼
亨（ながぬま とおる）
（新東京病院 心臓内科）

大動脈弁狭窄症の心エコー診断
大西 宏和（おおにし ひろかず）
（新東京病院 心臓内科）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

共同企画（第 25 回日本透析アクセス医学会学術集会・総会）Web 視聴なし

16：40〜17：40

ハピネスの循環〜ゲストからいただくハピネス〜
座長：佐藤

純彦（医療法人社団クレドさとうクリニック）
講師：花木
等（東京ディズニーランドホテル副総支配人）

【企画のねらい】
医師のみならず多くの医療スタッフとの協働は医療機関において非常に重要であるとの考えから、今
回のテーマは スタッフと共に支えるアクセス としました。hospes
（ホスペス、ラテン語；主客同
一）
が語源となってホスピタリティさらにホスピタル、ホテルと言葉が生まれていきましたが、今回、
日々たくさんのゲストをお迎えする東京ディズニーランドホテル副総支配人である花木等様にご講演
を頂き、ホスピタル・ホテルの真髄であるホスピタリティーに触れていただければ幸いです。
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第 2 会場
一般演題 1（看・臨）

国際会議室

9：00〜9：45

「VA 管理」
座長：沢田

O-01

理恵（地域医療機能推進機構（JCHO）千葉病院 腎センター）

ノブリードを使用した止血困難患者の止血時間についての検討
佐々木由香（ささき ゆか）
（看護師）
（JCHO 千葉病院 腎センター 透析室）

O-02

当院におけるバスキュラーアクセス（VA）マップの評価
井上
翼（いのうえ つばさ）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 誠仁会 みはま香取クリニック ME 科）

O-03

汎用超音波画像診断装置 3 機種の評価
小田桐大也（おだぎり ひろや）
（臨床工学技士）
（医療法人 緑栄会 三愛記念病院 技術部）

O-04

データベースソフトを活用したバスキュラーアクセス管理への取り
組み
前田 一歩（まえだ いっぽ）
（臨床工学技士）
（国保直営総合病院君津中央病院 臨床工学科）

O-05

当院療養病棟のカフ型カテーテル感染予防対策〜皮膚の清潔と掻痒
感軽減への取り組み〜
森
直美（もり なおみ）
（看護師）
（東葛クリニック病院 療養病棟）

一般演題 2（臨）

9：50〜10：35

「VA 管理/穿刺」
座長：吉野

O-06

貴光（地域医療機能推進機構（JCHO）千葉病院 臨床工学部）

当院におけるエコー下穿刺の現状
江藤 千寛（えとう ちひろ）
（臨床工学技士）
（前田記念腎研究所茂原クリニック 臨床工学部）

O-07

ブラインド穿刺技術向上のためのエコーの活用
須藤 光敏（すどう みつとし）
（臨床工学技士）
（前田記念 大原クリニック 臨床工学部）

O-08

適切な血液流量を得るための透析穿刺針の選択
和田 一哉（わだ かずや）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 駿心会 稲毛病院 臨床工学部）
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O-09

止血困難症例におけるペインレスニードルの有効性
森 麻里子（もり まりこ）
（臨床工学技士）
（独立行政法人地域医療推進機構 JCHO 千葉病院 腎センター）

O-10

当院の穿刺教育方法
高橋 海人（たかはし かいと）
（臨床工学技士）
（独立行政法人 地域医療機能推進機構 千葉病院 臨床工学部）

一般演題 3（栄・看）

10：40〜11：16

「栄養・フレイル①」
座長：五十嵐大輔（千葉大学医学部附属病院 臨床栄養部）

O-11

施設管理者への栄養指導介入によって入居者の体重コントロールが
好転した一例
1,2
鶴野 結子（つるの ゆいこ）
（栄養士）
（柏フォレストクリニック 腎臓内科1、和洋女子大学 総合生活研究科2）

O-12

透析患者の BMI が栄養指標と生命予後に及ぼす影響〜第 2 報〜
桜井 千広（さくらい ちひろ）
（栄養士）
（医療法人社団 誠仁会 みはま病院 栄養部）

O-13

当院の血液透析患者における、
フレイル・サルコペニアの現状と課題
額賀 美恵（ぬかが みえ）
（看護師）
（小見川ひまわりクリニック 透析室）

O-14

私たちにもできる簡単運動療法の手助け―ABI 測定結果を基に―
佐々木美千子（ささき みちこ）
（看護師）
（JCHO 千葉病院 腎センター 透析室）

一般演題 4（看）

11：20〜12：05

「看護」
座長：原田めぐみ（三愛記念病院 看護部）

O-15

透析導入期指導における透析室看護師と病棟看護師の連携強化の取
り組みと課題
渡辺 美香（わたなべ みか）
（看護師）
（千葉大学医学部附属病院 看護部）

O-16

看護介入方法の振り返りとアンケート調査
関
未希（せき みき）
（看護師）
（医療法人社団明生会 東葉クリニック佐原 透析科）
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O-17

残薬のある患者への実態調査
1,2
中村 和湖（なかむら かずみ）
（看護師）
（医療法人社団 明生会 東葉クリニック八日市場 透析室1、医療法人社団 明生
会 東葉クリニック エアポート 透析室2）

O-18

透析導入患者の自己効力感を高め体重管理に行動変容をもたらした
援助
鈴木 幹子（すずき みきこ）
（看護師）
（地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 腎臓内科）

O-19

透析患者を対象とした事前指示書の検討〜意識調査からみえてきた
もの〜
松信 和奈（まつのぶ かずな）
（看護師）
（聖隷佐倉市民病院 透析センター）

ランチョンセミナー 2

12：30〜13：30

腎性貧血の治療と展望〜透析診療の現状を含めて〜
座長：鷲田
講師：日髙

直輝（国際医療福祉大学 腎臓内科学）

寿美（湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター）
共催：バイエル薬品株式会社

一般演題 5（看・医・臨）

14：10〜14：55

「医療安全」
座長：東

O-20

昌広（医療法人社団あずま腎クリニック）

デスカンファレンスの見直しと今後の課題〜デスカンファレンス
シートを作成して〜
鈴木 瑛実（すずき えみ）
（看護師）
（医）明生会東葉クリニック東新宿 人工透析外科）

O-21

当院透析患者における死亡リスク評価指標の比較
渡邊
隆（わたなべ たかし）
（医師）
（地方独立行政法人 総合病院国保旭中央病院 透析センター）

O-22

パーミエイドピローとキノホワイトを使用した抜針対策について
龍崎 裕貴（りゅうざき ひろたか）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 駿心会 いなげ腎クリニック 透析内科）
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O-23

自己抜針防止への取り組みを実践しての評価〜ブリーフィングを取
り入れた多職種連携〜
伊藤 悦子（いとう えつこ）
（看護師）
（
（地独）総合病院国保旭中央病院 透析センター）

O-24

医用テレメータの通信状況に影響を及ぼす因子の検討
森谷 聡太（もりや そうた）
（臨床工学技士）
（医療法人 社団 誠仁会 みはま成田クリニック ME 科）

一般演題 6（臨・看・医）

15：00〜15：54

「COVID-19」
座長：相澤

O-25

昌史（千葉大学大学院医学研究院 腎臓内科学）

当院における WEB 会議の導入の試み
清水 一志（しみず かずし）
（臨床工学技士）
（医療法人社団晴山会平山病院 透析室）

O-26

コロナワクチンの副反応調査
1,2
平山 博子（ひらやま ひろこ）
（看護師）
（医療法人社団明生会 東葉クリニック佐原 透析科1、帝京ちば医療センター
外科2）

O-27

透析専門病院での COVID-19 クラスター発生の経験
谷口 弘美（たにぐち ひろみ）
（看護師）
（医療法人財団 松圓会 東葛クリニック病院 看護部）

O-28

当院透析室で経験した COVID-19 肺炎の検討
四宮
翼（しのみや つばさ）
（医師）
（千葉大学医学部附属病院 腎臓内科）

O-29

当院における COVID-19 感染対策の実際
新岡 千晶（にいおか ちあき）
（看護師）
（医療法人社団 誠仁会 みはま病院 看護部）

O-30

当院における COVID-19 対策（密を避けるためにできること）
沢田 理惠（さわだ りえ）
（看護師）
（JCHO 千葉病院 腎センター）
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第 3 会場
共催講演 5

201

9：00〜10：00

二次性副甲状腺機能亢進症管理の重要性
座長：藤井
講師：小岩

隆之（聖隷佐倉市民病院）

文彦（昭和大学藤が丘病院 内科（腎臓））
共催：株式会社三和化学研究所

共催講演 6

10：05〜11：05

服薬アドヒアランス向上を目指した口腔内崩壊錠の臨床的機能性
座長：池田

雅人（東京慈恵会医科大学附属柏病院 腎臓内科）
講師：並木 徳之（学校法人帝京平成大学 薬学部）
共催：田辺三菱製薬株式会社

共催講演 7

11：10〜12：10

CKD/透析患者におけるカリウム管理 update〜With COVID-19 時代
に K とどう闘うか〜
座長：渡邊
講師：鈴木

隆（国保旭中央病院）

利彦（東京ベイ浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科）
共催：アストラゼネカ株式会社

ランチョンセミナー 3

12：30〜13：30

多発性嚢胞腎 Up To Date〜遺伝カウンセリングの重要性を含めて〜
座長：大﨑
講師：関根

慎一（玄々堂君津病院 総合腎臓病センター 外科）
章成（虎の門病院 腎センター内科・リウマチ膠原病科）
共催：大塚製薬株式会社
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共催講演 8

14：10〜15：10

透析患者と医療者のための行動変容
座長：村上

康一（みはま成田クリニック 泌尿器科）

講師：横山啓太郎（東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科/慈恵医大晴海トリトンクリニック）

共催：キッセイ薬品工業株式会社

一般演題 7（看・医・臨）

15：20〜16：05

「電解質管理」
座長：清水

O-31

英樹（船橋市立医療センター 腎臓内科）

高齢透析患者ロケルマ内服による患者の QOL 向上を目指して
小屋敷智美（こやしき さとみ）
（看護師）
（医療法人社団ふけ会富家千葉病院 透析科）

O-32

透析患者の血清 K（カリウム）濃度異常の検証
河野 孝史（こうの たかし）
（医師）
（緑が丘メディカルクリニック 透析科、泌尿器科）

O-33

マグネシウム値は血液透析患者の骨折リスクと関連するか？
藤井 隆之（ふじい たかゆき）
（医師）
（聖隷佐倉市民病院 腎臓内科）

O-34

酸化 Mg 製剤 12 か月間継続投与による骨代謝マーカーへの影響
中村 隆晃（なかむら たかあき）
（臨床工学技士）
（むなかたクリニック 内科 泌尿器科）

O-35

糖尿病患者の保存期外来の処方が透析導入時の Hb、K、Ca、P、iPTH に与える影響
面
大地（おもて だいち）
（医師）
（成田赤十字病院 腎臓内科）

21

第 4 会場
一般演題 8（臨・医）

301

9：00〜9：45

「腎性貧血」
座長：梶本

O-36

俊一（医療法人社団汀会 津田沼医院）

当院要介護患者へのロキサデュスタットによる腎性貧血の改善
1,2,3,4
平野 聖浩（ひらの まさひろ）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 俊真会 鈴木内科クリニック 透析室1、わたしたちの生きる証
介護サービス付き住宅2、医療法人社団 俊真会 鈴木内科クリニック 腎臓内
科3、同 看護師4）

O-37

ダルベポエチン α をバイオシミラー製品に変更前後 1 年の評価
酒井 一成（さかい かずあき）
（臨床工学技士）
（むなかたクリニック 内科 泌尿器科）

O-38

造血・鉄代謝の病態生理を踏まえた腎性貧血治療―持続的鉄補充法
の臨床研究（第 19 報）―
小林 弘忠（こばやし ひろただ）
（医師）
（医）弘愈会 ひまわりクリニック 透析内科）

O-39

TSAT
小林 弘忠（こばやし ひろただ）
（医師）
（医）弘愈会 ひまわりクリニック 透析内科）

O-40

当院における腎性貧血管理成績について〜静注鉄を中心とした鉄補
充の現状〜
吉田 正美（よしだ まさみ）
（医師）
（明生会 東葉クリニック 東新宿 外科）

一般演題 9（看・医）

10：00〜10：45

「PD・腎移植」
座長：鈴木

O-41

倫子（千葉大学大学院医学研究院 腎臓内科学）

サテライト透析施設に従事する看護師の腎移植に対する認識
梶内せり乃（かじうち せりの）
（看護師）
（医療法人社団 誠仁会 みはま成田クリニック 看護科）

O-42

腎移植後に半月体形成性腎炎を呈した一例
工藤 真司（くどう しんじ）
（医師）
（玄々堂君津病院 外科）
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O-43

PD カテ抜去 10 日後に下腹壁動脈損傷による重篤な腹腔内出血を
来した一例
長岡可楠子（ながおか かなこ）
（医師）
（亀田総合病院 腎臓高血圧内科）

O-44

認知症のある末期腎不全患者への腹膜透析導入に関わって
中馬 成元（ちゅうま しげゆき）
（看護師）
（独立行政法人 地域医療機能推進機構 千葉病院 透析科）

O-45

腹膜透析患者へのフットケア 当院の取り組み
石井 益代（いしい ますよ）
（看護師）
（国立病院機構 千葉東病院 血液浄化センター）

共催講演 9

11：10〜12：10

座長：寺脇

博之（帝京大学ちば総合医療センター 第三内科（腎臓内科）・腎センター）

オーバービュー：安全性の観点からの腹膜透析の進歩
寺脇 博之（てらわき ひろゆき）
（帝京大学ちば総合医療センター 第三内科（腎臓内科）・腎センター）

腎代替療法選択と腹膜透析連携の展望
杉原 裕基（すぎはら ひろき）
（地域医療機能推進機構（JCHO）千葉病院 透析科）

共催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー 4

12：30〜13：30

座長：室谷

典義（地域医療機能推進機構〔JCHO〕千葉病院）

千葉県内の透析患者における C 型肝炎の調査結果について
相澤 昌史（あいざわ まさし）
（千葉大学附属病院 腎臓内科）

C 型肝炎治療の進歩と課題
加藤 直也（かとう なおや）
（千葉大学大学院医学研究院 消化器内科学）

共催：アッヴィ合同会社
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一般演題 10（臨）

14：10〜15：04

「透析機器・施設管理」
座長：関根

O-46

広介（亀田総合病院 医療技術部 ME室）

RO 装置のデジタル日常点検記録表の作成
山崎 祥太（やまざき しょうた）
（臨床工学技士）
（医療法人社団明生会東葉クリニック 人工透析科）

O-47

JIS T 0601-1：2012 に対応した医療機器管理方法の検討
田代 陽一（たしろ よういち）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 誠仁会 みはま病院 ME 部）

O-48

多人数用透析装置における洗浄排水分析の取り組み（第 1 報）
中村 三彩（なかむら みさい）
（臨床工学技士）
（
（医）社団 靱生会メディカルプラザ市川駅 CE 部門）

O-49

10 年の時を経て透析液供給装置 DAB40NX
増子 智大（ますこ ともひろ）
（臨床工学技士）
（メディカルプラザ市川駅 CE 部門）

O-50

当院における BV-UFC の活用事例
露崎 研磨（つゆざき けんま）
（臨床工学技士）
（
（医）養真会上総記念病院 臨床工学技士）

O-51

個室透析の患者満足度と今後の課題
風間 成治（かざま せいじ）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 晴山会 ROSE GARDEN クリニック 透析科）
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第 5 会場
一般演題 11（栄・検）

302

9：00〜9：54

「心不全」
座長：渡邉

O-52

隆（前田記念腎研究所茂原クリニック 内科）

高 NT-proBNP 患者における除水による体重減少量と NT-proBNP
の変動の関係
長谷川穂香（はせがわ ほのか）
（栄養士）
（みはま佐倉クリニック 栄養科）

O-53

透析患者の溢水発生時における NT-proBNP とコリンエステラーゼ
の変動の関係について
菅井 啓太（すがい けいた）
（栄養士）
（医療法人社団 誠仁会 みはま病院 栄養部）

O-54

透析患者の NT-pro BNP 高値群の臨床背景：心機能の特性について
有坂 芽生（ありさか めい）
（臨床検査技師）
（医療法人社団 誠仁会 みはま成田クリニック 検査科）

O-55

維持透析患者における左室拡張障害の要因
吉田 亜樹（よしだ あき）
（臨床検査技師）
（みはま香取クリニック 検査科）

O-56

透析患者の大動脈弁狭窄症患者の現状と手術成績
岩井 典子（いわい のりこ）
（臨床検査技師）
（誠仁会 みはま成田クリニック 検査科）

O-57

透析患者の睡眠時無呼吸症候群 SAS の現状と対策
篠﨑 流要（しのざき ないる）
（臨床検査技師）
（医療法人社団 誠仁会 みはま成田クリニック 検査科）

一般演題 12（医）

10：00〜10：45

「透析治療（症例）」
座長：武田

O-58

福治（医療法人社団松和会望星姉崎クリニック）

急性覚醒剤中毒による横紋筋融解症、急性腎障害を来した一例
奥村 玲奈（おくむら れな）
（医師）
（千葉大学医学部附属病院 腎臓内科）

O-59

悪性高血圧による腎機能障害で透析開始となったが離脱できた 1 例
奥永 一成（おくなが いっせい）
（医師）
（総合病院国保旭中央病院 透析科）
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O-60

高カリウム血症の管理にジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和
物が有効だった 3 症例
奥山 陽太（おくやま ようた）
（医師）
（
（社）明生会 東葉クリニック 佐原 透析科）

O-61

血友病 A 患者に内シャント造設術施行および透析導入をした 1 例
1,2
石井 公祥（いしい まさよし）
（医師）
（千葉大学医学部附属病院 腎臓内科1、同 人工腎臓部2）

O-62

多岐方法により人工血管内シャント血栓閉塞を治療した 1 例
前田 祐哉（まえだ ゆうや）
（医師）
（総合病院国保旭中央病院 腎臓内科）

一般演題 13（医・臨）

10：50〜11：35

「透析膜・透析液」
座長：大釡

O-63

健広（みはま佐倉クリニック ME科）

後希釈 onlineHDF＋iHDF 療法の補液間隔と補液量の比較検討
荒木 俊行（あらき としゆき）
（医師）
（医療法人社団清心会 薬円台泌尿器科腎クリニック 泌尿器科）

O-64

透析患者の掻痒感に対しての PMMA 膜使用 HD と Post Online
HDF の比較検討
小町 敏弘（こまち としひろ）
（臨床工学技士）
（医療法人社団ふけ会 富家千葉病院 ME 部）

O-65

PMMA 膜による OHDF の有用性に関する臨床研究
松本 能永（まつもと よしなが）
（臨床工学技士）
（医）弘愈会 ひまわりクリニック 透析内科）

O-66

DCS-200Si に搭載された静的静脈圧監視機能の使用経験
永富 圭悟（ながとみ けいご）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 晴山会 平山病院附属 花見川腎クリニック 透析室）

O-67

キンダリー透析剤 5E の使用経験
木戸岡智志（きどおか さとし）
（臨床工学技士）
（香取おみがわ医療センター 臨床工学科）
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一般演題 14（理・作）

11：40〜12：16

「栄養・フレイル②」
座長：保坂

O-68

聡（玄々堂君津病院 リハビリテーション科）

透析中のベルト電極式骨格筋電気刺激法が低活動な高齢者に与える
影響について
三浦 美佐（みうら みさ）
（リハビリテーション専門職（理学療法士）
）
（筑波技術大学保健科学部 理学療法学専攻）

O-69

透析中有酸素運動（仰臥位エルゴメーター）が透析中血圧に及ぼす
影響についての検討
宮﨑 大貴（みやざき ひろき）
（理学療法士）
（新都市医療研究会「君津」
会 玄々堂君津病院 総合腎臓病センター 腎臓リハ
ビリテーションチーム リハビリテーション科）

O-70

フレイル状態の患者へ血液透析中の簡易な運動によるフレイル改善
の可能性について
堀田
弦（ほりた ゆずる）
（理学療法士）
（新都市医療研究会「君津会」玄々堂君津病院 総合腎臓病センター 腎臓リハ
ビリテーションチーム リハビリテーション科）

O-71

外来透析患者の下肢伸展筋力と移乗能力の関係―FIM 移乗点数での
比較―
新垣 芽生（あらかき めい）
（作業療法士）
（富家千葉病院 リハビリテーション室）

ランチョンセミナー 5

12：30〜13：30

透析患者のカリウム値を再考する
座長：白鳥

享（地域医療機能推進機構〔JCHO〕千葉病院 腎センター）
講師：常喜 信彦（東邦大学医療センター大橋病院 腎臓内科）
共催：扶桑薬品工業株式会社

一般演題 15（臨・医・検）

14：10〜15：04

「透析治療（その他）」
座長：石井

O-72

祐行（千葉大学医学部附属病院 臨床工学センター）

ドライウェイト評価に対する身体組成分析装置 MLT-550N を用い
た体液量測定の有用性
高久 泰成（たかく たいせい）
（臨床工学技士）
（地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 診療技術局臨床工学室）
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O-73

機械学習を用いたドライウエイトの予測
井上 宏子（いのうえ ひろこ）
（医師）
（千葉大学大学院医学研究院 腎臓内科学）

O-74

間歇補充型血液透析濾過の末梢循環障害に対する有用性について
野尻 克人（のじり かつひと）
（臨床工学技士）
（国際医療福祉大学市川病院 透析センター）

O-75

quick SOFA（qSOFA）を用いた PMX による敗血症治療
平野 聖浩（ひらの まさひろ）
（臨床工学技士）
（医療法人社団 俊真会 鈴木内科クリニック 透析室）

O-76

遠赤外線照射装置 PCSD-01（ペリケアⓇ）を臨床使用の報告
畑野 優輝（はたの ゆうき）
（臨床工学技士）
（東葉クリニック八街 人工透析室）

O-77

透析開始直後の血圧低下時における血管弾性能 CAVI の動向
佐藤 悠華（さとう ゆうか）
（臨床検査技師）
（みはま佐倉クリニック 検査科）
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第 6 会場
ランチョンセミナー 6

303

12：30〜13：30

低亜鉛血症に対する診療戦略〜いかに診断しどう治療するか〜
座長：首村
講師：佐藤

守俊（国立病院機構 千葉東病院）

英一（医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院 副院長、内科統括部長、腎臓高血圧内
科部長、血液浄化センター長）

共催：ノーベルファーマ株式会社/株式会社メディセオ
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