
◆講演・口演・ポスター発表①

発表日 発表分類

2月20日 特別講演

3月5日 口演

4月24日 ＷＳ３（口演）

5月29日 口演

5月29日 口演

5月29日
シンポジウム

（口演）

6月17日 口演

6月17日 口演

6月18日 ポスター

6月19日 ポスター

6月19日 ポスター

6月19日 ポスター

6月19日 ポスター

6月19日
よくわかる

シリーズ１９

6月30日 口演

透析患者の口腔環境と口腔ケア
第56回
日本透析医学会 学術集会

第56回
日本透析医学会 学術集会

穿刺針の違いによる実血流量・Kt/V・CL-Gapの変化
                                        ～16G・15G・ハイフロー16G 穿刺針を使用して～

第56回
日本透析医学会 学術集会

透析患者の口腔乾燥
第56回
日本透析医学会 学術集会

訪問看護師が看る患者心理
第56回
日本透析医学会 学術集会

在宅透析について  ～大誠会の取り組み～ 小諸透析研究会
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講演名 学会・研究会名

透析患者の口腔ケア
                  ～透析患者は歯医者が苦手、歯医者も透析患者が苦手です～

第37回高知県透析研究会

スタッフが幸せになる職場環境  ～「癒し部屋」開設と現状～
第22回
日本サイコネフロロジー研究会

訪問看護師が看る患者心理
第22回
日本サイコネフロロジー研究会

VA機能評価におけるパルスドプラ流速測定の検討 ＶＡＩＶＴ研究会

在宅透析の連携ＰＤ・ＨＨＤそれぞれの利点を生かす 医工学治療学会

VA機能評価における超音波下流速測定の検討
第56回
日本透析医学会 学術集会

ＨＨＤ施行時のトラブルと傾向  ～マニュアル作成に向けて～
第56回
日本透析医学会 学術集会

透析スタッフが愛着を持って永く働いてもらう為には  ～経営者の苦悩～
第22回
日本サイコネフロロジー研究会

腹膜透析座談会を継続して  ～見えてきた問題点～
第56回
日本透析医学会 学術集会

バスキュラーアクセス機能不全検出におけるCL－Gapの有用性の検討について



平成23年業績
◆講演・口演・ポスター発表②

発表日 発表分類

7月2日 パネル

7月23日 ＷＳ３（口演）

8月20日 口演

9月4日 口演

9月9日 口演

9月19日 ポスター

9月19日 口演

9月25日 口演

10月20日 講師

10月30日 座長

11月17日
パネル

ディスカッション

11月17日 口演

11月17日 口演

11月17日 口演

11月17日 口演当院の集団栄養指導における試み 第30回岐阜県透析研究会

腎不全の治療選択肢  ～在宅血液透析・腹膜透析について～ 東海透析技術交流会学術集会

大誠会における災害対策の取り組み 第30回岐阜県透析研究会

透析看護に笑いを  ～笑いヨガによる取り組み～ 第30回岐阜県透析研究会

VA機能不全検出における CL-Gap の有用性の検討について 第30回岐阜県透析研究会

腹膜透析患者への災害対策  ～災害時持ち出しバッグの作成と教育～ 第18回日本腹膜透析医学会

笑いヨガ
山形矢吹グループ
レクリエーション大会

VA機能評価における超音波下流速測定の検討 第15回日本アクセス研究会

患者のVA…　自己穿刺について 第15回日本アクセス研究会

ルミノールを用いた院内の環境調査 第30回岐阜県透析研究会

コメディカルが関わる Ca・IP のコントロール 四川会

講演名 学会・研究会名

透析液浄化への取り組みと経過　第2報  ～Ultrapure を目指して～ 日本HDF研究会

バスキュラーアクセス機能不全検出におけるCL－Gapの有用性の検討について
第6回中部地区
バスキュラーアクセス研究会

家庭透析の為のVA  ～苦労した症例を振り返り～ 腎不全外科学会

笑いとコミュニケーション 山形矢吹クリニック主催　夏合宿



◆講演・口演・ポスター発表③

発表日 発表分類

11月17日 口演

12月3日
12月4日

一般演題
（口演）

◆論文・雑誌掲載①

vol.17  no,5  P92～94

患者説明でもう困らない！
どこが違う？血液透析と腹膜透析

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,6  ページ不明

心身ともに癒される空間　「癒し部屋」 第11回癒しの環境研究会全国大会

透析患者のオーラルケア：
保湿剤を使わずに簡単に
口の渇きを防ぐ方法は？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,4  P68～70

－透析医療現場から－
透析患者さんの口腔ケアをどのように

指導されていますか？

メディカルレビュー社
透析フロンティア

Vol.21  NO,2  P36～39

透析患者のオーラルケア：
透析の口の中の渇きに効果的なものはないの？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,3  P54～57

透析患者の歯科的問題
－歯科の立場から－

財団法人　日本透析医会
日本透析医会雑誌

特集　透析患者の歯科領域疾患
透析患者の口腔ケアの実際

－透析患者自身が行う口腔ケアから
プロフェッショナルケアまで－

日本メディカルセンター
臨牀透析

VOL.27  NO,6  P695～698

透析患者のオーラルケア：
透析は味覚の変化をもたらす？

MCメディカ出版  透析ケア

VOL.26  NO,1  P101～107

透析患者のオーラルケア：
電動歯ブラシは透析患者さんの救世主！？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,1  P76～79

透析患者のオーラルケア：
透析中は口が渇くの？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,2  P66～68

掲載内容 掲載雑誌名 巻・号・ページ

「困った」にこたえるグッドアイディア
家で料理できない一人暮らしの患者

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,1  P27～31

透析患者の口腔乾燥 第30回岐阜県透析研究会

講演名 学会・研究会名

平成23年業績



◆論文・雑誌掲載②

透析患者のオーラルケア：
透析施設に歯科を併設して変わったこと

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,12  P62～64

透析患者のオーラルケア：
透析患者さんに最新の歯科治療を

行っても大丈夫？
MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,10  P63～65

透析患者のオーラルケア：
透析施設に歯科を併設した理由

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,11  P104～106

透析患者のオーラルケア：
透析中の口内出血はどうしたらいいの？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,7  P82～84

透析を受けている方の口の中の
トラブルとケアを教えてください。

バイエル薬品  うみ VOL.8  P26

透析患者のオーラルケア：
透析スタッフもストレスがいっぱい！？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,8  P62～65

透析後の喉の渇きは錯覚！？ MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,10  P62

透析患者のオーラルケア：
ガムでストレス軽減！？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,9  P60～62

特集　体重が増えたときの
塩分・水分管理のコツ

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,10  P11～62

特集３　今日からできる！
食事管理の工夫　調味料編

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,10  P34～39

特集３　今日からできる！
食事管理の工夫　食材編

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,10  P40～44

特集３　今日からできる！
食事管理の工夫　お助けツール編

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,10  P57～62

透析患者のオーラルケア：
透析患者さんは抜歯ができない？

MCメディカ出版  透析ケア vol.17  no,6  P78～80

掲載内容 掲載雑誌名 巻・号・ページ

平成23年業績


