
◆講演・口演・ポスター発表①

発表日 発表分類

1月31日 講演

1月31日 講演

2月5日 口演

2月6日 口演

2月6日 口演

2月12日 講演

2月15日 発表

2月13日
一般演題

口演

2月22日
一般演題

口演

2月22日
一般演題

口演

2月28日 発表

3月21日
シンポジウム

口演

3月29日 講演

4月9日 講演

平成27年業績

講演名 学会・研究会名

在宅血液透析について
池田バスキュラーアクセス
透析・内科クリニック　院内勉強会

転倒リスクの高い透析患者に対する栄養と運動療法の取り組みについて 第5回透析運動療法研究会

維持透析患者に対する訪問リハビリ 第5回透析運動療法研究会

在宅血液透析について
池田バスキュラーアクセス
透析・内科クリニック　院内勉強会

透析患者の在宅介護に関わって 腎不全若手勉強会

大誠会における透析患者に対する腎臓リハビリテーションの現状報告
第５回日本腎臓リハビリテーション
学会学術集会

透析患者の口腔環境と栄養状態

エベロリムス投与により高度な不可逆性片側下肢リンパ浮腫の１例

ビスフォスフォネート長期服用による両側非定型大腿骨骨幹部骨折の１例

三重県腎臓病の食事を考える会

高齢・要介護透析患者の在宅支援 埼玉県東部研究会

腎移植後に深部静脈血栓症をきたした４例

第４８回日本臨床腎移植学会

第４８回日本臨床腎移植学会

第４８回日本臨床腎移植学会

郡山市　腎不全若手勉強会高齢・要介護透析患者支援　～大誠会の戦略～

カテーテル抜去まで考慮したカテーテル留置術の紹介 東海腹膜透析研究会

在宅血液透析　～自宅から老人ホームまで～ 沖縄透析困難症研究会



◆講演・口演・ポスター発表②

発表日 発表分類

4月25日
ワークショップ

口演

5月17日 講演

6月7日
勉強会
講演

6月26日 ポスター

6月27日
一般演題

口演

6月27日
一般演題

口演

6月27日 ポスター

6月27日 口演

6月28日 ポスター

7月4日 口演

7月5日 ポスター

7月10日 口演

7月10日 口演

7月10日 口演

第3回日本腎不全栄養研究会認知症透析患者に対する栄養指導  ～ 在宅部との連携の重要性 ～

在宅血液透析導入において大切にしているポイント！ 第42回日本血液浄化技術学会

１５疾患の留意事項と偶発症の対処について 第１回新規開設医療機関研修会

講演名 学会・研究会名

ＶＡ機能評価における上腕動脈平均血流速度の有用性 第60回日本透析医学会

大誠会におけるＰＴＡ施行件数の検討 第60回日本透析医学会

緊急時・災害時の透析について
岐阜県腎臓病協議会
                    西濃ブロック会議

透析患者の酸蝕歯
～ 透析患者の歯は酸性食品の摂取によって溶かされているか？ ～

第60回日本透析医学会

ビスフォスフォネート長期服用による両側非定型大腿骨骨幹部骨折の１例 第３１回腎移植・血管外科研究会

大動脈から腸骨動脈にかけて広範囲な高度石灰化を認めた症例への腎移植 第３１回腎移植・血管外科研究会

特発性血小板減少性紫斑病を合併した患者に施行した生体腎移植の１例 第３１回腎移植・血管外科研究会

透析患者の整形外科的疾患に対するペインマネジメント

透析患者の慢性痛管理  ～ 50例の検討 ～ 第60回日本透析医学会

平成27年業績

第24回日本腎不全外科研究会

施設・クリニック栄養士間の連携強化による介入 第60回日本透析医学会

ニプロ自動採液装置NISEの採液精度と使用評価  ～ 第2報 ～ 第60回日本透析医学会



◆講演・口演・ポスター発表③

発表日 発表分類

７月１１日
７月１２日

大会長

7月11日
一般演題

口演

7月12日
シンポジウム

口演

７月２５日
７月２６日

講師

7月25日 講演

8月25日 ポスター

9月12日 ポスター

10月2日 ポスター

10月4日 講演

10月4日 シンポジウム

10月23日 ポスター

11月1日
一般演題

口演

11月1日
一般演題

口演

11月14日 ポスター

透析効率の良い穿刺部位を選ぶ　第1報
                                   ～ 穿刺部位によって透析効率の変化はあるのか？ ～

第19回日本アクセス研究会学術集会

講演名 学会・研究会名

高齢透析患者のケアマネジメント
第26回
東海透析技術交流会学術集会

在宅血液透析研究会　大会長 第18回在宅血液透析研究会

腎移植患者と在宅血液透析患者の思い
                                         － 聞き取り調査から見えてきた患者のこころ －

第18回在宅血液透析研究会

穿刺困難のため、AVGシャント再建を行った症例 第18回在宅血液透析研究会

日本アクセス研究会　技術研修会　講師 －

透析患者の口腔環境と栄養状態
第２５回
東名古屋腎疾患カンファランス

Irreversible limb lymphedema
      in an everolimus-treated renal transplant recipient

１４th
Congress of the Asian Society
of Transplantation

高齢・要介護透析患者の療法選択と在宅介護
第26回
東海透析技術交流会学術集会

岐阜大学病院における腎移植後悪性腫瘍の検討 第５１回日本移植学会総会

平成27年業績

ヘパリン類似物質0.3%「ニプロ」とウレパール10%の使用感と保湿性の比較 第34回岐阜県透析研究会

住宅型有料老人ホームにて腹膜透析導入となった
                                              重度認知症要介護高齢透析患者の1例

第18回
日本腎不全看護学会学術集会

無床診療所における透析患者のアクセス手術の麻酔管理の工夫 第35回日本臨床麻酔学会

ＶＡ機能評価における上腕動脈平均血流速度の有用性 第34回岐阜県透析研究会



◆講演・口演・ポスター発表④

発表日 発表分類

11月15日
一般演題

口演

11月15日
一般演題

口演

11月22日
一般演題

口演

11月22日
一般演題

口演

11月26日 講演

◆論文・雑誌掲載①

透析看護師は“手を用いたケア”を行っているか
第18回
日本腎不全看護学会学術集会

透析室業務におけるチーム制度導入による効果と有用性の検討
第18回
日本腎不全看護学会学術集会

慢性痛とオピオイド鎮痛薬  － 透析患者への対応を中心に －
久光製薬株式会社
医療情報担当者研修会

臨床医学出版 日本メディカルセンター
臨床透析  Vol.31  No,6

「在宅支援から観る透析患者の日常生活」

在宅血液透析についておける連日、オーバーナイト透析 第11回長時間透析研究会

長時間PreOn-LineHDFを施行することで難治性掻痒症が消失した１症例 第11回長時間透析研究会

【実態調査】医療廃棄物に対する
「感染性廃棄物処理マニュアル」の認識度調査

臨床医学出版 日本メディカルセンター
臨床透析 第２５回サイコネフロロジー研究会　特集号

まえがき

臨床医学出版 日本メディカルセンター
臨床透析　2015年5月号

Ⅱ.マネジメント応用編
(6)透析施設運営におけるリソースバランスに関する

マネジメントと経営戦略

JSCファーマ　冊子
慢性血液透析療法のMedical Issue Vol.6

在宅血液透析の実際

ニプロ株式会社　冊子
ねふろん6 Vol.57

研究会報告　　第18回在宅血液透析研究会
在宅血液透析は「患者さんと共に作る」

掲載雑誌名・巻・号・ページ 掲載内容

東京医学社 腹膜透析2015
腎と透析　Vol.79別冊　P147-148

長期間腹膜炎を発症せずに経過した
Cladosporium sphaerospermum

カテーテル内感染の1例

東京医学社 腎と透析
糖尿病と腎疾患2015　Vol.78増刊号　P501-506

糖尿病性腎症患者の口腔ケア

メディカ出版
Nutrition Care  8巻　10月号　7ページ　リレー掲載

ダメダメ指導にさようなら　栄養指導の ○ と ×

平成27年業績

講演名 学会・研究会名

施設に通わなくても家で血液透析を受けられる
メディカ出版　透析ケア

療法選択の常識非常識　特集号 2016 Vol.22 No.3

日本透析医会誌



◆論文・雑誌掲載②

p71コラム

超入門編2-1～6

超入門編2-2(p14)、基礎編1・2・4

基礎編3、実践編4-6

実践編1-2(p32-37)、1-3(p42)、3

実践編2、資料編2

p51コラム

実践編4-1、3～5、7

実践編4-2、5

実践編5-1～3

実践編5-4、5

 

                            メディカ出版　透析ナース１年生
                           自分でつくれるはじめての看護ノート

                          （監修：松岡哲平）

掲載雑誌名 巻・号・ページ・掲載内容

超入門編1、実践編1-4、資料編1

p11コラム、p19コラム、
実践編1-1、1-2(p38-39)、1-3(p40-41)

はじめて透析看護を学ぶあなたへ、
あなたの目標を決めてチャレンジしてみよう！


