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ポスター会場　3階　風蓮・摩周・屈斜路
13：00〜14：10　一般演題　ポスター2A
チーム医療/社会的支援、透析液とシステム（シ
ステム）
座長：大田　　聡（富山市立富山市民病院）

伊東　　稔（矢吹病院）

P-101 腹膜透析新規導入患者への退院後訪問看護
の検討～効果的な患者選定に関して～

（社医）明陽会成田記念病院
吉川ひろみ

P-102 腹膜透析を受ける高齢患者の家族支援を考
える～PDSCAを用いたサポートの一例～

東邦大学医療センター大森病院　看護部
花見　紗代

P-103 腹膜透析患者の退院支援を行った一症例

JA長野厚生連篠ノ井総合病院　
医療福祉相談室　田中　裕太

P-104 介護施設での腹膜透析患者の現状と課題

（医）偕行会　在宅医療事業部　
介護付有料老人ホームのぞみ　堤　　弘子

P-105 デイサービスでの腹膜透析患者様受け入れ
の現状と課題～事業所運営の視点から～

（医）偕行会在宅医療事業部
デイサービスセンターひかり　早川　裕加

P-106 腹膜透析液加温器の性能比較

東京女子医科大学　臨床工学部
若山　功治

P-107 腹膜還流用紫外線照射器「つなぐ」と「く
り～んフラッシュ」の比較検討

日本赤十字社　旭川赤十字病院　臨床工学
課

白瀬　昌宏

P-108 新しい腹膜灌流用紫外線照射器の使用経験

名古屋大学　医学部附属病院　
臨床工学技術部　平松　哲明

P-109 新規自動接合装置と補助具を用いて片手操
作で腹膜透析手技を獲得できた2例

東京慈恵会医科大学　腎臓・高血圧内科
福永　昇平

P-110 加熱溶融加圧接合におけるPDチューブ付着
薬剤の拭きとり効果の検討

琉球大学医学部附属病院　血液浄化療法部
宮里　恵美

P-111 当院におけるPD患者の短期生命予後規定因
子について

富山市立富山市民病院内科　大田　　聡

13：00〜14：10　一般演題　ポスター2B
治療成績、その他
座長：伊藤　恭彦（名古屋大学大学院）

小原　史生（函館五稜郭病院）

P-112 当院における腹膜透析離脱原因に関する検討

信州大学　医学部　附属病院　腎臓内科
橋本　幸始

P-113 重炭酸塩含有腹膜透析液の使用経験

岡山済生会総合病院　内科・腎臓病センター
丸山　啓輔

P-114 当院におけるPD症例の継続率および離脱理由

（公財）天理よろづ相談所病院　臨床検査部
石谷　　彩

P-115 小児におけるPD治療中断のリスク因子の検討

東京女子医科大学　腎臓小児科
佐藤　泰征

P-116 当院における腹膜透析の現状

友愛会　豊見城中央病院　永山　聖光

P-117 腹膜平衡試験（PET）におけるパスの構築

（医）真鶴会　小倉第一病院
武富　亜衣

P-118 肝硬変に伴う難治性腹水を合併する患者に、
腹膜透析を導入し社会復帰を果たした一例

日本医科大学付属病院　腎臓内科
寺田　光佑

P-119 リナグリプチンは、腹膜線維化を抑制する

広島大学　医学部　腎臓内科
永井　巧雄
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13：00〜14：10　一般演題　ポスター2C
PD+HD併用療法、病態と代謝異常
座長：植田　敦志（日立総合病院）

寺脇　博之（福島県立医科大学附属病院）

P-120 HD併用療法移行後のPD療法患者に対する
患者満足度調査

（社医）石心会　川崎幸病院
片山亜由子

P-121 上腕動脈表在化を第一選択としたPD+HD
併用患者の一例

松山赤十字病院腎センター　相原　成志

P-122 腹膜透析（PD）と血液透析（HD）併用療法
の有用性についての検討

順天堂大学　腎臓内科
医療法人社団　松和会　
池上総合病院腎臓内科

神田　怜生

P-123 透析困難症を理由に腹膜透析へ移行した1例

（公財）天理よろづ相談所病院　看護部
坂本　厚子

P-124 繰り返す横隔膜交通症にて血液透析へ一時
的に移行後、腹膜透析を再開した一例

日本赤十字社和歌山医療センター
嘉藤　光歩

P-125 体液管理が不良である患者に対し導入期に
PD＋HD併用療法を行った2症例

山梨大学医学部附属病院　血液浄化療法部
山岸　　敬

P-126 併用療法（PD+HD）における週1回HDから
週2回HDへの変更例

東邦大学　医療センター　大森病院
萬田　　悟

P-127 オンラインHDFを用いた併用療法を行う腹
膜透析患者の検討

埼玉医科大学総合医療センター　
腎高血圧内科・人工腎臓部　小川　智也

P-128 腹膜透析を導入したミトコンドリア脳筋症
（MELAS）の1例

鶴瀬腎クリニック　岸　雄一郎

P-129 ミトコンドリア病患者に腹膜透析を導入し
た一例

大阪府立急性期・総合医療センター　
腎臓・高血圧内科　大田南欧美

P-130 腹膜透析カテーテル抜去に伴い生じた下腹
壁動脈損傷に直視下止血術で対応した一例

福島県立医科大学　人工透析センター
寺脇　博之

13：00〜14：10　一般演題　ポスター2D
腹膜アクセス・手術手技
座長：酒井　行直（日本医科大学附属病院）

小出　滋久（藤田保健衛生大学）

P-131 SMAP法による腹膜透析カテーテル留置か
ら導入までの期間と合併症についての検討

順天堂大学腎臓内科　中田純一郎

P-132 単孔式腹腔鏡下腹膜透析カテーテル挿入術
およびエンドクローズTMを使用したPWAT

関西労災病院　腎臓内科　松岡　佑季

P-133 重症心不全患者に対する腹膜透析カテーテ
ル手術の麻酔管理において腹横筋膜面ブ
ロックが有用であった2症例

久留米大学　医学部　内科学講座　
腎臓内科部門　太田　寛二

P-134 PDカテーテル挿入時の麻酔に腹横筋膜面ブ
ロックは有効か

紫川会　小倉記念病院　腎臓内科
原田　健司

P-135 慶應義塾大学病院におけるWカテーテル導
入後の治療成績

慶應義塾大学　医学部
　腎臓内分泌代謝内科　葛西　貴広

P-136 新たな腹膜透析用カテーテル留置術～semi-
SMAP法～

公立福生病院　腎臓病総合医療センター
濱　耕一郎

P-137 テンコフカテーテル挿入術と右鼠径ヘルニ
ア修復術を一期的に行った一例

東京慈恵会医科大学　附属病院　
腎臓・高血圧内科　大野　隆行

P-138 腹膜透析導入時に判明した血友病Aの1例

福岡赤十字病院　腎臓内科　伊豆丸堅祐

P-139 皮膚切開2か所で行うSMAPセミロングカ
テーテル埋め込み術

JR広島病院　人工透析外科
越智　　誠
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13：00〜14：10　一般演題　ポスター2E
腹膜炎・カテーテル感染症
座長：山中　正人（高松赤十字病院）

谷山　佳弘（近畿大学）

P-140 腹膜透析開始後、2カ月以内に腸管穿孔をき
たした2例

（医）協和会　協立病院　腎臓内科
岡本　貴行

P-141 抗生剤加療が奏功したAchromobacter
speciesによるPD腹膜炎の一例

公立昭和病院　佐々木裕司

P-142 腹膜透析に関連した非結核性抗酸菌感染症
の検討

新潟大学　腎医学医療センター
同　腎・膠原病内科

酒巻　裕一

P-143 腹膜透析患者におけるバンコマイシンの薬
物動態パラメータについての検討

日本赤十字社医療センター　薬剤部
小林　綾子

P-144 キャップの再利用によりアシネトバクター
腹膜炎を発症した一例

関西電力病院　松田　尚子

P-145 腹膜透析カテーテル抜去後、Mycobacterium
abscessusによる創部感染症を起こした一例

神戸市立医療センター中央市民病院腎臓内科
嶋田　博樹

P-146 MRCNSによる再燃性腹膜炎に対して一期的
カテーテル入れ替えにより治癒した一例

公立学校共済組合東海中央病院
浅井　一輝

P-147 腹膜透析患者の早期出口部とPD関連感染
症および離脱との関連

国立病院機構　千葉東病院　上原　正樹

P-148 新規腹膜灌流用紫外線照射器へ切り替え後
にPD関連腹膜炎を発生したPD患者の1例

川崎市立多摩病院　腎センター
樋口　　愛

P-149 治療に難渋した腹膜透析歴20年のPD腹膜炎
の一例

東京都済生会中央病院　臨床研修室
丸木　孟知

13：00〜14：10　一般演題　ポスター2F
腹膜炎・カテーテル感染症
座長：山村　　剛（北海道病院）

山下　智久（札幌医科大学）

P-150 Mycobacteriumufortuitumによるトンネル
感染に対しSPDを施行した2症例

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
腎臓高血圧内科　町田　慎治

P-151 東京及び神奈川県東部の7施設における2005
年から2007年および2011年から2013年の3年
間のPD腹膜炎の検討

東京都済生会中央病院　腎臓内科
細谷　幸司

P-152 Mycobacteriumabscessussubsp.bolletii に
よる腹膜透析（PD）関連腹膜炎の一例

京都大学　医学研究科　腎臓内科学
内野詠一郎

P-153 MycobacteriumabscessusによるCAPD腹
膜炎の1例

（医）厚生会虹が丘病院　腎臓内科
冨永　雅博

P-154 PD腹膜炎低減のための活動

市立釧路総合病院　人工透析室
小宮谷美保

P-155 PD導入早期に稀な細菌（Pseudomonas
oryzihabitans、Kytococcussedentarius）に
よるPD関連腹膜炎を起こした1例

静岡済生会総合病院　腎臓内科
高野橋誓子

P-156 腹膜炎の原因及び誘因に関する調査研究

一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院
梶原　大輝

P-157 真菌性腹膜炎のためPD中止しHDへ移行後
4か月でPDを再開した一例

地域医療機能推進機構　九州病院　内科
田村　恭久

P-158 注液バッグ破損による接触汚染を感染経路
としたMycobacteriumchelonaeによる腹膜
透析関連腹膜炎の一例

日本赤十字社医療センター　腎臓内科
小野　慶介
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13：00〜14：10　一般演題　ポスター2G
EPS、CKD-MBD
座長：宮崎　正信（宮崎内科医院）

丹野　有道（東京慈恵会医科大学付属病院）

P-159 イレウスを頻回繰り返し、EPSと診断され
手術により症状改善した一例

茅ヶ崎市立病院　細川　由紀

P-160 PD導入3ヶ月でEPS様変化を認めた一例

あずま腎クリニック
地域医療機能推進機構千葉病院

東　　昌広

P-161 腹膜透析患者における腹腔鏡所見による腹
腔内所見の定量的検討

順天堂大学　腎臓内科　原　　一彰

P-162 CAPD中止後1年で被嚢性腹膜硬化症を発症
した1症例

大分県厚生連鶴見病院　有馬　　誠

P-163 腹膜透析歴1年以内で大量の離脱後腹水を認
めた2症例

聖マリアンナ医科大学病院　腎臓病センター
末木　志奈

P-164 保存的治療で管理できた被嚢性腹膜硬化症
の2症例

JCHO神戸中央病院　太田　矩義

P-165 中性腹膜透析液における新生被膜の特徴

東京慈恵会医科大学　腎臓・高血圧内科
古谷麻衣子

P-166 多摩地区のPD症例におけるCKD-MBDの現状

杏林大学　医学部　第一内科　
腎臓・リウマチ膠原病内科　福岡　利仁

P-167 腹膜透析患者におけるクエン酸第二鉄水和
物使用の効果

関西労災病院　腎臓内科　松岡　佑季

P-168 腹膜透析患者に対するクエン酸第二鉄の有
効性

日本医科大学武蔵小杉病院　腎臓内科
住　祐一郎

13：00〜14：10　一般演題　ポスター2H
その他の合併症
座長：岡戸　丈和（東京医科歯科大学医学部附属病院）

西尾　妙織（北海道大学）

P-169 突然の凝固異常を呈した急性関節炎で入院
した高齢腹膜透析患者

聖路加国際病院　腎臓内科　宮内　隆政

P-170 腹膜透析患者で上行結腸癌術後に縫合不全
を起こした1例

独立行政法人　地域医療機能推進機構　
熊本総合病院　腎センター

松永　愛子

P-171 透析導入早期に横隔膜交通症を発症し、早
期診断・治癒し得た腹膜透析患者の一例

東京逓信病院　腎臓内科　松村実美子

P-172 突然死した腹膜透析患者に関する検討

聖マリアンナ医科大学病院　腎臓病センター
小波津香織

P-173 胸水中のグルコース濃度と血糖値との差を
ほとんど認めなかった右横隔膜交通症の1例

奈良県立医科大学　第1内科
西本　雅俊

P-174 腹膜透析中に腎嚢胞破裂を発症し、選択的
腎動脈塞栓術（TAE）を施行した一例

神戸市立医療センター中央市民病院　
腎臓内科　中村　和史

P-175 当院における腹膜透析患者の消化器疾患合
併症についての検討

日本赤十字社医療センター腎臓内科
本田　和也

P-176 腹膜透析導入から約1年2か月経過した後に
発症した横隔膜交通症の1例

函館五稜郭病院腎臓内科　小原　史生

P-177 腹膜透析カテーテルを自己切断した1例

独立行政法人呉医療センター
細川　亮平

P-178 腹膜透析導入時における排液中好酸球数の
解析

名古屋大学大学院
医学系研究科病態内科学講座腎臓内科学

重本　絵実
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13：00〜14：10　一般演題　ポスター2I
高齢者
座長：吉田　一成（北里大学医学部）

佐々木　環（川崎医科大学）

P-179 超高齢腹膜透析患者が抱えた在宅療養に関
する問題点－腹膜透析（PD）導入時、多職
種との連携を経験して－

重井医学研究所附属病院　産賀　知子

P-180 高齢腹膜透析患者の身体機能および認知機
能と日常生活動作についての検討

（医）偕行会　名古屋共立病院　
リハビリテーション科　伊藤沙夜香

P-181 老年期患者の腹膜透析導入に向けての支援
～患者が自信を持って「出来る」と言える
関わり～

（社医）友愛会　豊見城中央病院　
腎・リウマチ膠原病内科病棟　諸見里亜紀子

P-182 社会資源を活用した腹膜透析患者支援の実際

春日井市民病院　山田　洋子

P-183 超高齢化社会においてPD療法を成功させる
ために～3例の超高齢PD患者への看護を振
り返って～

関西労災病院　人工透析センター
田尻　朝子

P-184 演題取り下げ

P-185 多職種合同カンファレンスを開催して　～共
通認識をもって患者と向き合うために～

（公財）日産厚生会玉川病院透析センター
藤井　沙織

P-186 介護負担評価が介護サービスや治療支援に
つながった超高齢PD患者の1例

松本市立病院　腎透析センター
和氣　広美

P-187 腹膜透析療法を選択した高齢患者と主介護
者の体験

済生会横浜市東部病院　河嶋あつ子

P-188 腹膜透析導入期における在宅療養を強く希
望する独居高齢患者への支援

旭川赤十字病院　加藤　晃浩

13：00〜14：10　一般演題　ポスター2J
高齢者、心血管系合併症・脳卒中
座長：井尾　浩章（順天堂大学医学部付属練馬病院）

中村　雅将（弘前大学大学院）

P-189 家族の協力体制が不十分な高齢PD導入患
者の一例を通して

社会福祉法人　函館厚生院　函館五稜郭病院　
看護部　花田　憲和

P-190 高齢腹膜透析患者の在宅看取りを可能にす
るためには

（医）清永会　矢吹病院　土門　知佳

P-191 急速に進行する大動脈弁狭窄症を認め外科
的治療を要した腹膜透析患者の一例

平塚共済病院　腎臓内科　大石真理子

P-192 腹膜透析患者における体液過剰とArterial
Velocity Index・Arterial Pulse volume
Indexの検討

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　
腎臓・高血圧内科　大石　大輔

P-193 重症心不全患者に対して腹膜透析療法を導
入し持続血液濾過透析（CHDF）から離脱し
得た1例

新松戸中央総合病院腎臓内科
佐藤　英一

P-194 腹膜透析患者の心房粗動に対してカテーテ
ル・アブレーション治療を行い心機能改善
を認めた一例

横須賀共済病院　腎臓内科　七松　　東

P-195 腹膜透析患者におけるワーファリン内服患
者27例の特徴

（医）平成紫川会　小倉記念病院　腎臓内科
福岡　晃輔

P-196 腹膜透析は低下した左室収縮能を改善し得る

松山赤十字病院　腎センター
平島佑太郎

P-197 当院における糖尿病合併腹膜透析患者導入1
年間の心臓超音波所見の変化

明石医療センター腎臓内科　平林　　顕

P-198 腹膜透析患者に対するPCSK9阻害薬エボロ
クマブの使用経験

東北医科薬科大学　腎臓内分泌内科
森　　建文
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ポスター会場　6階　大雪
13：00〜14：00　一般演題　ポスター2K
看護・出口部ケアなど
座長：篠崎　倫哉（新百合ヶ丘総合病院）

佐藤　浩美（大阪大学医学部附属病院）

P-258 PD離脱事例より学んだPD継続看護の重要性

社会福祉法人恩賜財団静岡済生会総合病院　
透析室　黒田　沙織

P-259 腹膜透析（PD）導入半年で腹膜透析（PD）
から血液透析（HD）への移行を選択迫られ
た症例について～医療不信患者への関わり
を通して学んだこと～

（医）偕行会透析医療事業部
奥村ひとみ

P-260 PDサマリーの活用評価と今後の課題～ス
ムーズな医療連携を目指して～

（社医）友愛会　豊見城中央病院
平良　千夏

P-261 新規紫外線滅菌デバイス「つなぐ」の使用
経験

杉田玄白記念公立小浜病院　横山　由就

P-262 APD導入した壮年期患者のセルフケア能力
に影響する因子

獨協医科大学病院　看護部　島田　　玲

P-263 腹膜透析治療の導入におけるPD看護の取り
組み

（医）三成会　新百合ヶ丘総合病院
平野　典子

P-264 腹膜透析導入患者をはじめて指導する看護
師と患者の信頼関係について－ベナーの看
護論を用いての振り返り－

（医）新都市医療研究会「君津」会　
玄々堂君津病院　板垣　由香

P-265 当院におけるPD患者の初めての入院受け入れ

社会医療法人　友愛会　南部病院
具志堅真美子

P-266 腹膜透析カテーテル留置術後の出口部管理
の検討

大分赤十字病院　看護部　曽根崎裕子

13：00〜14：00　一般演題　ポスター2L
看護・出口部ケアなど
座長：木下　千春（京都民医連中央病院）

石川　英二（三重大学医学部付属病院）

P-267 腹膜透析看護の客観的かつ継続的な質評価
に向けた取り組み～腹膜透析関連感染症
サーベイランスの開始～

日本赤十字社医療センター　渋谷　紋子

P-268 出口部洗浄チェックリストを用いた出口部
感染の予防・改善に対する取り組み

公立八女総合病院　血液浄化センター
安達　優司

P-269 腹膜透析の新しい接続機器「つなぐ®」の使
用感調査

（公社）京都保健会　京都民医連中央病院　
血液透析室　夏原さと代

P-270 聴力障害のある末期腎不全患者へのAPD導
入について

（社福）国際親善総合病院　池野　沙織

P-271 腹膜透析出口部の感染率から見た予防方法
についての検討

東邦大学　医療センター　大森病院　
2号館4階東病棟　平野　大輔

P-272 冬期室温における透析液温低下の研究　
～CAPD保温カバーの必要性の検討～

JA愛知厚生連海南病院　血液浄化センター
服部　仁美

P-273 腹膜透析患者に外来で関わる看護師の業務
実態調査と業務改善にむけての取り組み

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター
透析センター　後藤　宜子

P-274 当院の電子カルテ出口部ケアシステムの構築

（医）仁友会　北彩都病院　梅澤　光恵

P-275 当院における非入浴日の出口部ケアの一考
について～清浄綿におけるふき取り法はシャ
ワー洗浄にとって変わるのか～

聖マリアンナ医科大学病院　腎臓病センター
岡田　　弾
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13：00〜14：00　一般演題　ポスター2M
療法選択/患者教育
座長：小板橋賢一郎（聖マリアンナ医科大学）

濱井　　章（杏林大学医学部付属病院）

P-276 当院「腎臓病相談室」における看護師診療
内容改善へ取り組み

（社医）石心会　川崎幸病院
山田江梨香

P-277 当院でのPD療法への取り組み

函館五稜郭病院　吉原真由美

P-278 腹膜透析を選択した患者の意識調査―腎代
替療法選択時に必要な情報提供を考える―

北海道社会事業協会帯広病院
浜名真由美

P-279 当院における包括的腎代替療法の取り組み

琉球大学医学部附属病院　血液浄化療法部
恒吉　章治

P-280 当院における療法選択の現状

公立陶生病院　血液浄化療法部
工藤　信隆

P-281 入院予定期間が限られた新規教育入院症例
における手技獲得に必要な看護を通しての
一考察

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院　看護部
大塚　美希

P-282 腹膜透析を継続したい患者・家族に応える
ために取り組んだ症例

近江八幡市立総合医療センター　
腎臓センター　井本　千秋

P-283 腹膜炎発症時の患者初期対応より看護支援
を振り返る

日本赤十字社医療センター　今井　早良

P-284 自己管理に対する意欲を示さないPD患者へ
の看護介入の検討

日本赤十字社和歌山医療センター　第3外来
山添　小澄

P-285 娘が勧めた在宅血液透析を療法選択された
が中断した事例～療法選択外来から関わり
を通して～

日本赤十字社和歌山医療センター　第3外来
楠本　洋子

13：00〜14：00　一般演題　ポスター2N
療法選択/患者教育
座長：西尾　利樹（草津総合病院）

松木　理浩（富山市立富山市民病院）

P-286 PDファーストから血液透析（HD）に移行
した患者の意識調査から学んだこと

（医）桃仁会病院　武部　明子

P-287 PD患者交流会が家族支援に役立つ内容で
あったか　～アンケート調査による評価～

（財）天理よろづ相談所病院
松田圭以子

P-288 外来PD患者のバック交換手技、トラブル時
対応の理解度調査より患者指導を考える

（社医）川島会　川島病院　戸田　己記

P-289 血液透析より腹膜透析に移行した症例の検討

麻生飯塚病院腎臓内科　古賀　直道

P-290 腹膜透析患者の再入院の実態

JA長野厚生連篠ノ井総合病院
春原　仁子

P-291 積極的活動を目的に長期HDからPD併用を
選択した一例

田川市立病院　腎臓内科　大仲正太郎

P-292 PDからHDへ1年以内に移行する患者の実態
調査

筑波大学附属病院　
水戸地域医療教育センター　

茨城県厚生連総合病院　水戸協同病院
宮崎由里子

P-293 デバイス変更が必要となった全盲患者への
腹膜透析の手技指導と関わり

一般財団法人　平成紫川会　小倉記念病院　
総合5階病棟　森本　宏太

P-294 療法説明前後の患者の意思決定についての
調査

（社福）函館厚生院　函館五稜郭病院　
透析センター　野村　恵美

P-295 新しい接続デバイス（つなぐ）による腹膜
透析適応拡大の取り組み

麻生飯塚病院　南2A病棟　石崎　芙美
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13：00〜14：00　一般演題　ポスター2O
スタッフ教育/キャリアパス（看護師）
座長：酒井かおり（手稲ネフロクリニック）

水内　恵子（安田女子大学）

P-296 腹膜透析における継続教育システムの構築

（医）真鶴会　小倉第一病院
安藤千奈美

P-297 腹膜透析患者における観察シートの作成と
電子化への取り組み

総合病院土浦協同病院　看護部　
血液浄化センター　瀬尾　彩加

P-298 病棟看護師へのチューブ交換手技獲得支援

（株）日立製作所　日立総合病院　透析室
関根　理恵

P-299 腹膜透析に対する看護師の意識調査から考
える現状と課題

東京逓信病院　吉武　里紗

P-300 腹膜透析ができる看護師を増やすための勉
強会開催の効果

（医）創和会　重井医学研究所附属病院
美山　真紀

P-301 腹膜透析看護ベーシックコースを開催して
　-評価と今後の展望-

聖路加国際大学　聖路加国際病院　
腎センター　鷹岡真理子

P-302 CE教育プログラムの構築に向けての取り組み

（公財）天理よろづ相談所病院　
臨床検査部　CE部門　高橋千恵子

P-303 PD液管理に対する医療スタッフへの認識度
調査

（社医）友愛会　豊見城中央病院　薬剤科
嘉陽　孝太

P-304 PD外来開設への試み～看護師としての取り
組み～

（社医）木下会　千葉西総合病院
堀内　美里

P-305 腹膜透析未経験・未自立看護師に対する教
育の充実をはかる

（株）日立製作所　日立総合病院　看護局
里中　紋子

P-306 当院の腹膜透析（PD）の現状について

麻生飯塚病院　南2A病棟　後藤　奈々

A会場　6階　美瑛・十勝・日高
13：30〜15：10　市民公開講座
慢性腎臓病と療法選択
司会：伊藤　洋輔（にれの杜クリニック　腎臓内科）

小林　広学（旭川赤十字病院　腎臓内科）
柳瀬　雅裕（砂川市立病院　泌尿器科）

　

にれの杜クリニック　栄養科
奥田　絵美

市立千歳市民病院　泌尿器科
新藤　純理

旭川赤十字病院
村中　義人
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