
第一会場

演 題 目 次

開会の挨拶 大会会長： 宮平　　健　たいようのクリニック　8：50～ 8：55

セッション1 座長：
田下　　茜　ハートライフ病院
新里　　智　伊江村立診療所9：00～ 9：40

（医）十全会　おおうらクリニック我那覇直美

超高齢者（100歳老人）の血液透析療法O-01

（社医）敬愛会　中頭病院玻名城真里衣

腹膜透析中に心機能低下を来した1例を通してO-04

おもろまちメディカルセンター 血液浄化センター荷川取智鶴子

当院における腹膜透析患者導入の取り組みO-03

（医）八重瀬会同仁病院　Ｂ病棟東里　若奈

初めての認知症患者の腹膜透析管理・看護について 
～退院に向けて家族指導を含めた取り組み～O-02
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第一会場

（医）ゆいまーる　よなは医院　城村　絵里

「エロビキシバット」（グーフィス）を導入した便秘改善の取り組みO-09

（医）以和貴会　西崎病院　透析センター金城　真実

快適なアメニティーを求めて　パートⅡ  
～エコムシュウ導入後のニオイ指数の変化～O-08

（医）博愛会　牧港中央病院高里美由紀

高除水を繰り返す患者へのセルフケアアプローチ　 
安全な透析を目指し、行動変容プログラムを用いてO-07

中部徳洲会病院安里　沙里

多職種を巻き込んだ足病変へのアプローチ 
～フットチームを編成し難治性潰瘍患者を通して見えてきたこと～O-06

とよみ生協病院重田　昌代

足のセルフケア向上を目指して～自分の足に興味を待たせよう～O-05

セッション2 座長：
重永　寛子　さくだ内科クリニック
崎原　盛光　県立北部病院11：15～12：05
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第一会場

セッション3 座長：
比嘉　紀夫　那覇市立病院
赤嶺　久枝　豊見城中央病院15：20～16：00

沖縄協同病院　血液浄化療法室伊志嶺牧子

当院のカフ型カテーテルを挿入した患者の現状について 
～患者は透析導入を予期していたか～O-13

たいようのクリニック比嘉　　晋

当院におけるバスキュラアクセス感染対策 
～穿刺前シャント肢洗浄開始後の経過～O-12

たいようのクリニック城田　香織

北部地区におけるシャントトラブル時の現状と当院の課題O-11

（医）ネプロス　吉クリニック新垣かおり

エムラクリーム使用による穿刺時疼痛緩和への取り組みO-10
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第二会場

豊見城中央病院鈴木　貴憲

高TG血症を伴う急性膵炎に対して、 
血漿交換療法+血液透析を施行した一例O-17

（医）待望主会　安立医院　ME 室国吉　　蘭

当院におけるSPP値とABI値の比較検討O-16

（医）麻の会　首里城下町クリニック第二柴田　幸世

当院における前希釈オンラインHDFの経過O-15

（医）清心会　徳山クリニック附属血液浄化センター玉城　　学

オンラインHDFにおけるTMP制御QSコントロールによる 
アルブミン漏出量の検証と溶質除去性能評価O-14

セッション4 座長： 宮里　博道　赤嶺内科9：00～ 9：40
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第二会場

セッション5 座長： 米須　信一　伊江村立診療所11：15～12：05

すながわ内科クリニック上間　美香

足趾把持力と開眼片足立ち時間の病態の検証O-18

（社医）友愛会　豊見城中央病院高良啓太郎

低栄養患者に対するポリフラックスH使用前後の比較O-19

（医）八重瀬会同仁病院腎センター川邉　慎也

KYT実施による新卒技士教育の取り組みO-20

那覇市立病院古謝　真子

CKD教育入院における臨床工学技士の取り組みO-21

たいようのクリニック座間味宗明

当院における災害時伝言ダイヤル訓練の現状と課題O-22
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第二会場

セッション6 座長： 宮城　勇作　県立北部病院　14：20～15：00

（社医）友愛会　豊見城中央病院山内　昌祉

個人用透析用水作成装置の過酢酸系除菌洗浄剤による水質管理O-23

中頭病院山城　裕麻

急速進行性糸球体腎炎に対するDFPP療法の経験O-24

（医）道芝の会　平安山医院宮城　厚夫

当院で経験したコントロール不良のSHPTに対する 
薬剤スイッチの効果O-25

( 医 ) ネプロス　吉クリニック安里　祐貴

積層型ダイアライザーでのトイレ離脱～ 
(リサキュレーションの取り組み)O-26
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第二会場

セッション7 座長： 新川桂一朗　首里城下町クリニック第二15：20～16：00

沖縄赤十字病院佐野　詩乃

安全なCART施行を目指して 
～濾過濃縮前後での腹水検体検査の実施～O-27

（社医）友愛会 豊見城中央病院池城　浩紀

血漿交換療法と血液透析の同時施行法を経験してO-28

（医）八重瀬会　同仁病院　腎センター嘉手納貴暁

コンソール新規設置が水質検査に与える影響O-29

すながわ内科クリニック棚原　武蔵

透析中の透析患者に対する運動療法法の実践O-30
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第三会場

セッション8 座長：
仲本　克成　赤嶺内科
知念　利枝　沖縄第一病院9：00～ 9：40

（医）清心会　徳山クリニック　外来我喜屋　薫

当院透析患者の睡眠障害の原因について  
～睡眠アンケート調査から～O-31

（医）麻の会　首里城下町クリニック第二東風平美智子

当院の家庭血圧測定状況O-32

待望主会　安立医院兼久まゆみ

低栄養状態からの脱却を目指して　 
～クリニックにおけるミニNSTの立ち上げ～O-33

（医）功仁会　さくだ内科クリニック澤村　直樹

就労透析患者における夜間及び昼間透析から 
オーバーナイト透析移行による就労内容の変化O-34
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第三会場

セッション9 座長：
上間留美子　すながわ内科クリニック
宮城　貴子　大浜第一病院14：20～15：10

（医）以和貴会　西崎病院　透析センター坊上百合子

かゆみ軽減を目指した取り組み ～ライスパワーを使用して～O-35

（社医） 敬愛会 ちばなクリニック稲嶺　未来

SAP（Sensor Augmented Pump）療法の外来導入を経験してO-36

（医）清心会徳山クリニック附属血液浄化センター川上小百合

一次救命処置（BLS）トレーニングの効果O-37

（医）八重瀬会同仁病院腎センター金城　政美

院内認定腎不全看護師育成について－第２報－O-38

沖縄県ＰＤナースゆいの会金城　政美

沖縄県PDゆいの会平成30年度活動報告O-39
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第三会場

セッション10 座長：
大城　丁之　県立中部病院
天願　和美　中部徳洲会病院15：20～16：10

うえず内科クリニック松山　明美

災害対策マニュアル作成を通して見えてきたものO-40

中頭病院新垣　愛子

台風災害支援透析を経験してO-41

すながわ内科クリニック源河沙弥佳

BCP策定・実施へむけた災害対策マニュアルの見直しO-42

（医）信和会　沖縄第一病院友寄　友奈

全館停電トラブルの経験とその後の取り組みO-43

瑞愛翔　みのり内科クリニック　透析室與古田涼子

台風24号による長時間停電を経験してO-44
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第四会場

セッション11 座長： 桑江　紀子　翔南病院9：00～ 9：40

（医）八重瀬会同仁病院腎センター謝花　政秀

高齢者認知症患者への腹膜透析導入の経験O-45

（医）貴和の会　すながわ内科クリニック米須　　功

外来血液透析患者運動機能の年次推移O-46

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター  諸見里拓宏

維持血液透析患者におけるアンジオテンシンII受容体拮抗薬の 
長期生命予後に及ぼす効果 
～OCTOPUS終了後フォローアップ～O-47

川根内科外科比嘉　　司

透析患者への亜鉛補充O-48
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第四会場

セッション12 座長： 糸数　昌悦　那覇市立病院11：15～11：55

O-49

翔南病院桑江　紀子

炭酸ランタンの消化管内沈着を認めた維持透析3症例の報告O-50

（社医）敬愛会 ちばなクリニック小田口尚幸

過粘稠度症候群を合併しTMP上昇を来した 
シェーグレン症候群の1例O-51

川根内科外科　比嘉　　司

1型DM透析患者にみられた高血糖高浸透圧症候群の1例O-52

（社医）敬愛会　中頭病院、ちばなクリニック辺士名克彦

当院におけるアクセス関連盗血症候群26例の治療経験O-53

演 題 取 消

16



第一会場

会長講演 大会会長：
座　　長：

宮平　　健　たいようのクリニック
佐久田朝功　さくだ内科クリニック9：45～10：05

特別講演
森下　義幸　
自治医科大学附属さいたま医療センター腎臓内科
宮平　　健　たいようのクリニック

10：15～11：15
演者：

座長：

移植報告
木村　　隆
琉球大学器官病態医科学講座 腎泌尿器外科学
宮平　　健　たいようのクリニック

10：05～10：15
演者：

座長：

ランチョン
セミナー1

山田　美穂　東邦大学医療センター大森病院
座間味　亮　琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部12：15～13：15 演者：

座長：

教育講演1 友杉　直久　金沢医科大学総合医学研究所
井関　邦敏　沖縄心臓腎臓機構（OHRA）13：20～14：20 演者：

座長：

大会長企画 
シンポジウム

名嘉　栄勝　沖縄県透析医会副会長　西崎病院
下地　國浩　豊見城中央病院　腎臓内科部長
長尾　英光　さくだ内科クリニック
野崎　理子　牧港中央病院
宮平　　健　たいようのクリニック
大城　　安　ハートライフ病院

14：20～15：20

演者：

座長：

第二会場

教育講演2 徳本　正憲　福岡歯科大学総合医学講座 内科学分野
大城　吉則　医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院13：20～14：20 演者：

座長：

ランチョン
セミナー2 12：15～13：15 深水　　圭　久留米大学医学部内科学講座腎臓内科部門

金城　一志　社会医療法人敬愛会　中頭病院　腎臓内科
演者：
座長：
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第五会場

第三会場

第一会場

総　　会 沖縄県人工透析研究会総会	 12：15 ～ 12：45
沖縄県透析医会総会	 	 12：45 ～ 13：1512：15～13：15

閉会の挨拶 16：10～16：25 大会会長： 宮平　　健　たいようのクリニック　

よくわかる
シリーズ

永吉奈央子　医療法人清心会　徳山クリニック
當間　茂樹　平成会 とうま内科
下地　國浩　豊見城中央病院　腎臓内科部長

11：15～12：05
演者1：
演者2：
座	長：
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