第 24 回日本在宅血液透析学会・第 17 回長時間透析研究会

プログラム

１日目（11 月 12 日） 第１会場 （２階 さくら東）
開会式
挨 拶

9 時 45 分～10 時 00 分
一般社団法人日本在宅血液透析学会 理事長
政金 生人（医療法人社団清永会 矢吹病院）
長時間透析研究会 会 長
前田 利朗（医療法人幸善会 前田病院）
大会長
山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）

企業協賛シンポジウム１
10 時 00 分～12 時 00 分
長時間透析における透析液を考える
座 長

谷口 正智（医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニック）
前田 兼徳（医療法人社団兼愛会 前田医院）

長時間透析における透析液 Ca 濃度の考え方
谷口 正智（医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニック）

透析液 Mg 濃度
坂口 悠介（大阪大学大学院 医学系研究科腎疾患臓器連関制御学寄附講座）

透析液カリウム濃度について
久野 勉（池袋久野クリニック）
透析液重炭酸濃度・酢酸濃度
前田 兼徳（医療法人社団兼愛会 前田医院）
協賛 扶桑薬品工業株式会社

ランチョンセミナー１
座 長

12 時 10 分～13 時 10 分

政金 生人（医療法人社団清永会 矢吹病院）

透析と時間〜時間はなぜ重要か〜
甲田 豊（医療法人社団甲田内科クリニック）
共催 日機装株式会社

大会長講演 13 時 20 分～14 時 00 分
座 長

坂井 瑠実（坂井瑠実クリニック）

社会とつながる透析を目指して
山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）

企業協賛シンポジウム２ 14 時 10 分～16 時 10 分
長時間透析と栄養・食事
座 長

鈴木 一裕 （医療法人援腎会 すずきクリニック）

長時間透析と栄養管理
鈴木 一裕 （医療法人援腎会 すずきクリニック）
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長時間透析中の摂食の有無における糖質代謝とアミノ酸損失の検討
下門 清志（医療法人社団藍蒼会 しもかどクリニック）

カルシウム・リン管理と長時間透析〜データの裏にあるもの〜
大里 寿江（医療法人社団腎愛会 だてクリニック）

長時間透析と食塩管理
北島 幸枝（東京医療保健大学 医療保健学部医療栄養学科）

長時間透析における栄養管理の実践
奥田 絵美（医療法人社団にれの杜クリニック）
協賛：株式会社三和化学研究所・キッセイ薬品工業株式会社

教育講演
座 長

16 時 20 分～17 時 00 分
鈴木 一裕（医療法人援腎会 すずきクリニック）

長時間透析・在宅血液透析と診療報酬
太田 圭洋（社会医療法人名古屋記念財団 法人本部）

１日目（11 月 12 日） 第２会場 （２階 さくら西）
シンポジウム１ 10 時 00 分～12 時 00 分
在宅血液透析と感染
座

長

武本 佳昭（大阪公立大学大学院 医学研究科泌尿器病態学）
高橋 計行（医療法人計行会 高橋計行クリニック）

S1-1）バスキュラーアクセス感染症〜その疫学とリスク因子〜
谷口 弘美 （医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院看護部）

S1-2）HHD におけるバスキュラーアクセス感染
若井 陽希（医療法人社団麗星会 品川ガーデンクリニック）

S1-3）ボタンホールとシャント感染
一色 啓二 （医療法人社団富田クリニック 富田クリニック（本院）
）

S1-4）長期留置カテーテルを使った HHD における感染対策〜マニュアル作製と普及〜
池田 潔 （医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析･内科）

S1-5）在宅血液透析（HHD）のアクセスは自己血管シャントが望ましい
陣内 彦博 （医療法人社団瑛会 東京ネクスト内科・透析クリニック）

ランチョンセミナー２ 12 時 10 分～13 時 10 分
座 長

小川 智也（埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科学、血液浄化センター）

在宅血液透析の運用と問題点〜苦慮した経験から〜
小川 智也（埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科学、血液浄化センター）
佐々木 裕介（埼玉医科大学総合医療センター 臨床工学部）
共催 小野薬品工業株式会社
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日本在宅血液透析学会 研修施設整備ワーキンググループ 14 時 10 分～14 時 30 分
座 長

角田 隆俊（東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科）

研修施設整備ＷＧ報告
大橋 直人（埼玉医科大学病院 臨床工学部）

日本在宅血液透析学会教育アイテム整備ワーキンググループ 14 時 30 分～14 時 50 分
座 長

角田 隆俊（東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科）

在宅血液透析（HHD）患者指導用手引き等の作成について
森石 みさき（教育アイテム整備ワーキンググループ長
／特定医療法人あかね会 中島土谷クリニック）

ワークショップ１ 15 時 00 分～17 時 00 分
安全な solo-HHD のために何が必要か
座 長

政金 生人（医療法人社団清永会 矢吹病院）
大濱 和也（群馬パース大学 医療技術学部臨床工学科）

W1-1）Solo-HHD を阻む要因とあるべき方向性
政金 生人 （医療法人社団清永会 矢吹病院）

W1-2）現行の在宅血液透析管理マニュアルにおける考え方
山川 智之 （医療法人仁真会 白鷺病院）

W1-3）在宅血液透析（HHD）における介助者の意義
喜田 智幸 （医療法人社団 坂井瑠実クリニック）

W1-4）solo-HHD と患者教育
若井 陽希 （医療法人社団麗星会 品川ガーデンクリニック）

W1-5）在宅血液透析の安全性向上を目指した医工連携
古薗 勉 （近畿大学 生物理工学部医用工学科）

１日目（11 月 12 日） 第３会場 （２階 小ホール）
一般演題 療法選択 H１〜H６
座 長

10 時 00 分～11 時 00 分

原 正樹（医療法人社団東京透析フロンティア 池袋駅北口クリニック）

Ｈ１ 当院の同意書の見直し
〜治療方法と管理方法を含めた Shared Decision Making の実践に向けて〜
北村 健太郎（JA 長野厚生連南長野医療センター 篠ノ井総合病院臨床工学科）

Ｈ２ 在宅血液透析普及に向けての取り組み
野中 雄（幸善会前田病院腎センター）

Ｈ３ 在宅血液透析（HHD）導入施設における療法選択指導について
三橋 洋（医療法人厚済会 上大岡仁正クリニック）
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Ｈ４ 在宅透析に対して無知な看護師が在宅透析の現状を学ぶ
加賀 誠（小山すぎの木クリニック）

Ｈ５ 当院における初めての在宅血液透析導入経験
青木 進（医療法人北辰会 天の川病院臨床工学科）

Ｈ６ 当院における在宅血液透析（HHD）のコスト構造
茂原 仁（医療法人やまびこ会 堀江やまびこ診療所）

一般演題 介助者支援 H７〜H１２
座 長

11 時 00 分～12 時 00 分

井本 千秋（近江八幡市立総合医療センター）

Ｈ７ 介助者の手技習得が困難でも在宅血液透析を目指す
藤島 利行（医療法人仁友会 北彩都病院看護部）

Ｈ８ 在宅血液透析（HHD）における介助者へのかかわり方
宮﨑 勇人（医療法人社団坂井瑠美クリニック）

Ｈ９ 安全に在宅で透析を行うための指導方法の検討
〜在宅血液透析患者の透析手技の実際と患者・介助者の在宅透析への思い〜
戸谷 宗弘（JA 長野厚生連南長野医療センター 篠ノ井総合病院腎臓内科看護部）

Ｈ１０ 在宅血液透析の在りかた、介助者の在りかた〜介助者の立場から〜
小川 澄子（特定医療法人あかね会 中島土谷クリニック）

Ｈ１１ 在宅血液透析（HHD）における介助者の思いの実態調査
宮本 和代（第二富田クリニック）

Ｈ１２ 自宅にて医師が介助者として行った非自己管理的な在宅血液透析
近藤 昭彦（医療法人なごみ会 岸辺くすのき透析クリニック人工透析内科）

ランチョンセミナー３ 12 時 10 分～13 時 10 分
座 長

山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）

長時間透析と CKD-MBD
風間 順一郎（福島県立医科大学 腎臓高血圧内科学講座）
共催 協和キリン株式会社

一般演題 透析装置 H13〜H20
座 長

14 時 10 分～15 時 30 分

渡邊 文雅（医療法人社団厚済会 上大岡仁正クリニック）

Ｈ１３ 在宅血液透析における警報対応動画の作成と公開
佐藤 大樹（東京透析フロンティア 西日暮里駅前クリニック臨床工学部）

Ｈ１４ 在宅血液透析患者における透析量評価方法の比較検討
原 正樹（医療法人社団東京透析フロンティア 池袋駅北口クリニック腎臓内科）

Ｈ１５ エーエヌ・テック社製洗浄剤クローリン VS、プロトン CL の使用経験
佐伯 智博（医療法人やまびこ会 福岡東ほばしらクリニック臨床工学部）
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Ｈ１６ 頻回、長時間透析を行っている在宅血液透析患者の透析装置内 ET 値は良好である
中嶋 藍（東京透析フロンティア 池袋駅北口クリニック臨床工学部）

Ｈ１７ 在宅血液透析における個人用粉末透析剤溶解装置についての検討
阿部 奈津美（医療法人社団麗星会 品川ガーデンクリニック臨床工学部）

Ｈ１８ 在宅血液透析機器機種変更後に頻発した B 液電導度警報への対応
〜臨床工学技士とメーカーとの連携について〜
古澤 敦志（医療法人社団富田クリニック）

Ｈ１９ ビッグデータの活用を目指した HHD 支援システムの改善報告
杉本 謄寿（医療法人やまびこ会 福岡東ほばしらクリニック）

Ｈ２０ 在宅血液透析における排水管理〜個人用透析装置の洗浄剤選択〜
渡邉 文雅（医療法人社団厚済会 上大岡仁正クリニック診療技術部臨床工学課）

一般演題 症例 H２１〜H２９
座 長

15 時 30 分～17 時 00 分

森 典子（JCHO 桜ヶ丘病院）

Ｈ２１ 在宅血液透析導入による透析量増加により、月経不順改善を認めた 2 症例の経験
桃木 久美子（東京透析フロンティア腎臓内科）

Ｈ２２ 在宅血液透析（HHD）導入前後における精神状態の変化について
〜KDQOL-SFTM、QIDS-J を用いた検討〜
岩村 直樹（医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院 血液浄化センター）

Ｈ２３ 当院の在宅血液透析の現状および離脱の状況について
熊谷 昌樹（医療法人社団坂井瑠実クリニック 透析室）

Ｈ２４ 透析量と炎症、栄養、貧血との関係について
上薗 友輝（医療法人社団第二富田クリニック）

Ｈ２５ 長時間透析、頻回透析で糖尿病性腎症による透析患者でも予後は改善できる
小林 弘明（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 透析センター）

Ｈ２６ 当院在宅血液透析における離脱症例について
長井 幸二郎（静岡県立総合病院）

Ｈ２７ 合併症を持つ患者の在宅血液透析継続の支援
石田 和歌子（医療法人社団富田クリニック）

Ｈ２８ 高齢者のＨＨＤ導入を考える
〜ＨＨＤを経て週２１時間の長時間透析を継続している当院後期高齢者〜
竹石 康広（医療法人社団菅沼会 腎内科クリニック世田谷臨床工学部）

Ｈ２９ 在宅血液透析（HHD）患者の長期予後の検討
友利 浩司（埼玉医科大学病院腎臓内科）

一般社団法人日本在宅血液透析学会 評議員会

17 時 10 分〜18 時 10 分
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１日目（11 月 12 日） 第４会場 （３階 中会議室 銀杏）
長時間透析研究会 幹事会

9 時 00 分〜9 時 40 分

ランチョンセミナー４ 長期留置カテーテルの展望 12 時 10 分～13 時 10 分
座 長

武本 佳昭（大阪公立大学大学院 医学研究科泌尿器病態学）

カフ型カテーテルの有用性〜留置の実際から管理まで〜
笹川 成（医療法人善仁会 横浜第一病院バスキュラーアクセスセンター）

カフ型カテーテル在宅血液透析の実績報告
岩下 廉史（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科）
共催 コヴィディエンジャパン株式会社

一般演題 患者管理１
座 長

Ｌ１～Ｌ６

14 時 10 分～15 時 10 分

千葉 尚市（腎友会岩見沢クリニック）

Ｌ１ 長時間透析における心エコーと心電図の関連
竹石 康広（医療法人社団 菅沼会 腎内科クリニック世田谷臨床工学部）

Ｌ２ COVID-19 緊急事態宣言発令、オーバーナイト透析中止期間の患者への影響
宮﨑 千智（(医)坂井瑠実クリニック 看護部）

Ｌ３ オーバーナイト透析(ONHD)の満床を迎えるにあたって
中田 俊輔（医療法人小山すぎの木クリニック）

Ｌ４ 長時間透析の普及と当クリニックの現状
臼井 荘一（長居良風クリニック臨床工学科）
Ｌ５ 長時間透析開始の前後における筋肉量の変化についての検討
上野 勇介（医療法人仁真会 白鷺病院医療技術部）

Ｌ６ 透析開始時に患者の状態が悪い場合、透析中の死を避けるために透析を延期すべきか
久納 康嗣（一宮市立木曽川市民病院透析内科）

一般演題 患者管理２
座 長

Ｌ７～Ｌ１２

15 時 10 分～16 時 10 分

松尾 賢三（ひがしだクリニック）

Ｌ７ 当院 INHD・INHDF において皮膚搔痒症の改善を期待した NVF-21P 使用効果
南 伸治（堀江やまびこ診療所）
Ｌ８ 長時間透析で改善しない慢性心不全に対し Mitra Clip 術をおこない奏功した 1 症例
小林 弘明（茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 透析センター）

Ｌ９ 血液透析患者における慢性便秘症とサルコペニアの関連性についての検討
正野 武文（医療法人百武医院）

Ｌ１０ キンダリー透析剤 AF5 号によるオーバーナイト透析（NHD）への臨床的効用について
和泉 一樹（医療法人社団瑛会東京ネクスト内科・透析クリニック技士部）
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Ｌ１１ 当院 INHD における洗浄方法〜除錆、防錆剤配合洗浄剤による 5 年間の検証〜
南 伸治（堀江やまびこ診療所）
Ｌ１２ 長時間透析における標準化透析量〜Shinzato 式も過大の可能性がある
坂下 惠一郎（透析医療・技術研究所）

２日目（11 月 13 日） 第１会場 （２階 さくら東）
シンポジウム２
9 時 00 分～11 時 00 分
Hemodialysis & Work balance
座 長

谷口 正智（医療法人医心会 福岡腎臓クリニック）
下門 清志（医療法人社団藍蒼会 しもかどクリニック）

S2-1）在宅血液透析・長時間透析で目指す Next Goal
〜Work を侵食しない Hemodialysis の実践
藤本 栄美（在宅血液透析患者・大阪府在住）

S2-2）6 時間施設血液透析（HD）とフルタイム就業の両立における工夫
〜医療施設・就業先・生活・社会リソースのフル活用〜
中田 圭介（血液透析患者・千葉県在住）

S2-3）健常者に負けない生き方を目指して〜更なる患者 QOL を高める社会を〜
吉田 敬（血液透析患者・熊本県在住）

S2-4）在宅血液透析（HHD）における、仕事との向き合い方
〜仕事と両立しやすい在宅血液透析〜
田邉 精満（在宅血液透析患者・東京都在住）

S2-5）夫婦 2 人暮らし 夫婦共に HHD 夫婦共にフルタイム勤務 互いに介助者
〜頑張った先に見えてきたもの〜
長町 利広、長町 苗（在宅血液透析患者・神奈川県在住）

S2-6）在宅血液透析（HHD）における Hemodialysis ＆ Work バランス
〜私と在宅血液透析、約１年のあゆみ〜
黒木 隆（在宅血液透析患者・佐賀県在住）
S2-7）より良い HD ライフってどうすれば？〜病院勤務の透析患者の考えたこと〜
上野 高史（血液透析患者・広島県在住）

S2-8）透析と仕事、体験から思うこと
岡本 明子 （血液透析患者・福井県在住）

長時間透析研究会 総会

11 時 10 分〜11 時 50 分
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プログラム

ランチョンセミナー５ 12 時 10 分～13 時 10 分
座 長

山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）

透析時間について患者の想いを考える〜患者さんのホンネに迫れるか？〜
前田 国見（医療法人社団前田記念会 石神井公園じんクリニック腎臓内科）
共催 ニプロ株式会社

シンポジウム３ 14 時 20 分～16 時 20 分
透析治療における医療者と患者のコミュニケーション
座 長

前田 兼徳（医療法人社団兼愛会 前田医院）
黒田 沙織（静岡県立大学大学院 看護学研究科）

S3-1）透析治療における医療者と透析者の対話のすすめ 〜管理から協働へ〜
宿野部 武志 （一般社団法人ピーペック）

S3-2）患者の求める透析施設とは〜患者として、患者会役員として思うこと〜
宮本 陽子 （一般社団法人全国腎臓病協議会 副会長／NPO 法人岡山県腎臓病協議会 事務局長）

S3-3）在宅血液透析（HHD）における医療者と患者のコミュニケーション〜
大屋 竜二（一般社団法人 全国腎臓病協議会）

S3-4）医師の立場で考える患者と医療者のコミュニケーション
伊東 稔 （医療法人社団清永会 矢吹病院）

S3-5）透析治療における医療者と患者のコミュニケーション〜看護師の立場から〜
山本 裕美（医療法人社団藍蒼会 しもかどクリニック）

２日目（11 月 13 日） 第２会場 （２階 さくら西）
シンポジウム４ 9 時 00 分～10 時 50 分
在宅血液透析と新技術
座 長

小川 智也（埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科学、血液浄化センター）
深澤 瑞也（社会医療法人加納岩 加納岩総合病院）

S4-1）在宅血液透析機器の小型化
小久保 謙一 （北里大学 医療衛生学部）

S4-2）在宅血液透析（HHD）と新技術〜〜現状の技術とこれから〜〜
森實 篤司（HOSPY 腎透析事業部 臨床工学部）

S4-3）在宅血液透析（HHD）におけるバスキュラーアクセスの新技術
春口 洋昭 （飯田橋春口クリニック）

S4-4）在宅血液透析と新技術
〜遠隔モニタリングシステムから HHD のデータ活用を模索する〜
杉本 謄寿（医療法人やまびこ会 福岡東ほばしらクリニック）

S4-5）機械学習を用いた HHD 管理の取り組み
星子 清貴（あかね会土谷総合病院 診療補助部）

第 24 回日本在宅血液透析学会・第 17 回長時間透析研究会

日本在宅血液透析学会 看護ワーキンググループ
在宅血液透析における看護師の役割
座 長

プログラム

11 時 00 分～12 時 00 分

一色 啓二（医療法人社団 富田クリニック）
宮下 美子（社会医療法人 名古屋記念財団 新生会第一病院
社会医療法人 名古屋記念財団ホスピーグループ腎透析事業部）

在宅血液透析における介助者の現状と継続的支援にむけての課題
看護ワーキンググループ活動報告
黒田 沙織（静岡県立大学大学院 看護学研究科）
［コメンテーター］
政金 生人（医療法人社団清永会 矢吹病院）
城井 慶子（坂井瑠実クリニック）
杉本 謄寿（福岡東ほばしらクリニック）
ランチョンセミナー６ 12 時 10 分～13 時 10 分
座 長

庄司 繁市（医療法人仁真会 白鷺病院）

透析患者のフレイル・サルコペニア対策と亜鉛補充療法の可能性
阿部 雅紀（日本大学医学部 腎臓高血圧内分泌内科学分野）
共催 ノーベルファーマ株式会社

一般社団法人日本在宅血液透析学会 総会

13 時 20 分〜14 時 10 分

ワークショップ２
14 時 20 分～16 時 20 分
在宅血液透析の広報を考える
座 長

松岡 哲平（医療法人社団大誠会）
菅沼 信也（腎内科クリニック世田谷）

W2-1）在宅血液透析の広報における課題
政金 生人 （医療法人社団清永会 矢吹病院）

W2-2）在宅血液透析（HHD）の広報を考える
陣内 彦博 （医療法人社団瑛会 東京ネクスト内科・透析クリニック）

W2-3）SNS 時代における学会広報活動を考える
福田 芽森 （慶應義塾大学 循環器内科）

W2-4）在宅血液透析患者自身による
ブルーオーシャン領域（在宅血液透析）における医療情報発信の成果と課題
市川 大輔（在宅血液透析患者・東京都在住）
［追加発言］専門家が自分の言葉で伝える時代になった
山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）

第 24 回日本在宅血液透析学会・第 17 回長時間透析研究会

閉会式
挨 拶

プログラム

16 時 20 分～16 時 30 分
大会長 山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）

２日目（11 月 13 日） 第３会場 （２階 小ホール）
一般演題 患者支援 H３０〜H３５
座 長

9 時 00 分～10 時 00 分

川畑 勝（東京透析フロンティア 池袋北口クリニック）

Ｈ３０ 大学在学中患者への在宅血液透析導入期支援を経験して〜未来を自分らしく〜
小中 みどり（医療法人北辰会 天の川病院透析室）

Ｈ３１ 賃貸における電気系統トラブルにより転居を余儀なくされた一例
福留 悠樹（社医)川島会 川島病院）

Ｈ３２ HHD 導入困難と思われた患者が導入に至った一例
斎藤 浩太郎（医療法人社団厚済会 横浜じんせい病院）

Ｈ３３ コロナ禍での在宅血液透析導入指導を経験して
早坂 泰子（医療法人社団清永会 矢吹病院看護部）

Ｈ３４ 新型コロナウイルス感染症蔓延下における在宅血液透析患者対応について
志村 隼（聖マリアンナ医科大学病院 クリニカルエンジニア部）

Ｈ３５ 他院で在宅血液透析導入を断念し
当院で在宅血液透析導入から 2 年 8 ヶ月継続した１症例
久保 哲也（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析内科臨床工学技士科）

一般演題 ブラッドアクセス・その他 H３６〜H４０
座 長

10 時 00 分～10 時 50 分

長沼 俊秀（大阪公立大学大学院 医学研究科泌尿器病態学）

Ｈ３６ 在宅血液透析患者と施設維持透析患者のバスキュラーアクセストラブルの検討
川畑 勝（東京透析フロンティア 池袋駅北口クリニック看護部）

Ｈ３７ HHD トラブル対応への LINE ビデオ通話の活用
原田 知佳（医療法人社団清永会 矢吹病院臨床工学部）

Ｈ３８ シャント閉塞を繰り返す在宅血液透析患者に対するシャント管理
井上 みのり（聖路加国際病院臨床工学科）

Ｈ３９ シングルニードルによる在宅血液透析の有用性
秦 寛治（医療法人社団坂井瑠実クリニック 臨床工学技士科）

Ｈ４０ スタッフ向けのチェックリストの作成で、指導方法の統一化
正田 智也（医療法人やまびこ会 腎・循環器もはらクリニック）

第 24 回日本在宅血液透析学会・第 17 回長時間透析研究会

プログラム

ランチョンセミナー７ 12 時 10 分～13 時 10 分
座 長 奥野 仙二（医療法人仁真会 白鷺病院）
透析患者におけるカリウム管理 up to date
倉賀野 隆裕（兵庫医科大学 循環器・腎透析内科学講座）
共催 アストラゼネカ株式会社

２日目（11 月 13 日）

3 階 会議室 3＋4

一般社団法人日本在宅血液透析学会 理事会

8 時 00 分〜8 時 50 分

☆このプログラムは 11 月 1 日時点の内容で、諸般の事情により、変更となる場合があります

