
Serial 発表者 ふりがな 職種 演題 所属施設

1 金城 克郎 きんじょう　かつお 看護師 駆血を工夫してみて 医療法人功仁会　さくだ内科クリニック

2 鈴木　壮彦 すずき　たけひこ 臨床工学技士
透析用監視装置の週末封入洗浄剤を次亜塩素酸ナトリウム

に変更した経過報告
社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

3 島袋　香織 しまぶくろ　かおり 看護師 災害時用透析患者カードの携帯率増加に向けて 公益社団法人北部地区医師会　ちゅら海クリニック

4 下地國浩 しもじくにひろ 医師 透析患者の胸水 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院

5 大城丁之１） おおしろ　あつゆき 看護師 沖縄県PDゆいの会　平成29年度活動報告 沖縄県立中部病院１）

6 宮城　厚夫 みやぎ　あつお 臨床工学技士
炭酸ランタンチュアブル錠による汎血球減少症を発症したと思

われる一症例について
医療法人　道芝の会　平安山医院

7 与那嶺　敦 よなみねあつし 看護師 災害に対するスタッフの意識向上を目指して 中部徳洲会病院

8 玉城文子 たまき あやこ 看護師
血液透析患者へのフラッシュグルコースモニタリングシステム

（FGM）の使用経験
ちばなクリニック

9 池田健司 いけだけんじ 看護師
高フェリチン血症の患者に対し透析時にデフェロキサミンメシル

酸塩投与により改善した症例
社会医療法人　仁愛会　浦添総合病院

10 鈴木　貴憲 すずき　たかのり 臨床工学技士
抗GBM抗体型腎炎に対して選択的血漿交換

（SerectivePE：SePE）を行った１例
豊見城中央病院

11 新川葉子¹） あらかわようこ 医師

60歳以下で透析導入となった糖尿病腎症103例の臨床的

特徴～糖尿病発症前最高体重と通院中断歴を中心に～＜

沖縄県透析医会における多施設アンケート調査、最終報告

＞

首里城下町クリニック第二¹）

12 中村　真希 なかむら　まき 看護師
シャント感染予防対策　～入室前のシャント肢洗浄・習慣化

への取り組み～
医）信和会　沖縄第一病院

13 間佐千代 はざまさちよ 看護師 透析室における血液汚染状況ーコンソールを対象としてー 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部

14 宮城　厚夫 みやぎ　あつお 臨床工学技士
エテルカルセチド塩酸塩（新規静注Ca受容体作動薬）の使

用経験
医療法人　道芝の会　平安山医院

15 高江洲 裕 たかえす ゆたか
透析技士(看護

師)

ABH-PAを使用したon-lineHDFのQSを変更した場合の溶

質除去比較
医療法人 待望主会 安立医院 ME室

16 宮坂麻里 みやさかまり 看護師 外来維持透析患者の終末期に対する意識調査 琉球大学医学部附属病院　血液浄化療法部

18 川邉慎也 かわべ　しんや 臨床工学技士
HDから前希釈On-Line HDFに変更した患者のBIA法による

体成分評価と臨床評価の検討
医療法人八重瀬会　同仁病院　腎センター

19 新里 和哉 しんざと かずや 看護師
ボタンホール穿刺がシャントに及ぼす効果　～ボタンホール穿刺

導入後3年経過後の検証～
沖縄県立北部病院

20 平良千夏1） たいらちなつ 看護師
実際の事例から緊急時・トラブル対応事例を学ぶ　～シチュ

エーション・ペーズド・トレーニングを取り入れて～
社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院

21 玉城　雅也 たましろ　まさや 臨床工学技士 当院における白血球除去療法の現状と問題点 中頭病院

22 友利周平 ともり　しゅうへい 臨床工学技士 長時間透析を比較・検討 さくだ内科クリニック



23 具志堅　享 ぐしけん　とおる 透析技師 ＧＤＦ－１５ＭとＡＢＨ－１５Ｆの性能評価 医療法人尚和会　うえず内科クリニック

24 嘉数　清香 かかず　さやか 看護師
当院透析患者に対するエテルカルセチド(パーサビブ)の使用

2ヶ月間の経過
(医)ネプロス　吉クリニック

25 新城　尚美 しんじょう　なおみ 看護師
透析中の運動療法と高BCAA含有ゼリー補充による効果の

検討

医療法人清心会徳山クリニック 附属血液浄化セン

ター

26 赤嶺正樹 あかみね　まさき 看護師
当院における二次性副甲状腺機能亢進症(ＳＨＰＴ)治療

の変遷
（医）十全会　おおうらクリニック

27 高江洲　里愛子 たかえす　りえこ 看護師 当院における透析患者の認知症調査 すながわ内科クリニック

28 當山　望 とうやま　のぞみ 看護師 オーバーナイト透析4年間のあゆみ さくだ内科クリニック

29 金城紀代彦 きんじょうきよひこ 医師 透析患者に発症したATL/HTLV-1感染による肺障害 沖縄協同病院

30 伊佐重信 いさ　しげのぶ 看護師
足観察シートを活用したフットケアの取り組み 　　　~足病変の

早期発見に向けて～
県立宮古病院血液浄化室

31 米盛　美沙 よねもり　みさ 看護師 禁煙支援事例報告
医療法人清心会　徳山クリニック附属血液浄化セン

ター

32 瀬底　真由美 せそこ　まゆみ 看護師 透析室における急変時対応への取組みとその成果 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院

33 古川太志 ふるかわ　たいし 臨床工学技士 静脈圧警報初期設定値の検討 （医）貴和の会　すながわ内科クリニック

34 花城舞子 はなしろまいこ 看護師 当院における災害時を想定しての活動内容 琉球大学医学部付属病院

35 黒島由美子 くろしまゆみこ 看護師 当院初のボタンホール作製を試みて 医療法人待望主会　安立医院　透析室

36 松原綾 まつばらあや 看護師 透析患者自身の終末期医療に対する意識と認知度調査 医療法人　以和貴会　西崎病院

37 荷川取まゆみ にかわどり　まゆみ 看護師 フットケアレベルの底上げを目指して　～苦手意識の克服～ 医療法人待望主会　安立医院

38 伊野波留美子 いのはるみこ 看護師
リン吸着剤の服薬アドヒアランス向上にむけた取り組み　～患

者アンケートから見えてきたこと～
（医）麻の会　首里城下町クリニック第二

39 大城亜由美 おおしろあゆみ 看護師
抜針事故防止への取り組み  ～Ω固定の見直しと患者と共に

行う安全への意識づけ～
とよみ生協病院

40 伊覇　康徳 いは　やすのり 看護師 当院のフットケア継続の為の取り組み 川根内科外科

41 新川桂一朗 あらかわけいいちろう 臨床工学技士 ヘモダイアフィルターABH-21PとABH-22PAの性能評価 （医）麻の会首里城下町クリニック第二

42 城間 俊政 しろま　としまさ 臨床工学技士 ヘモダイアフィルタMFX-19UとMFX-19Mの比較検討 (医)ネプロス　吉クリニック

43 米須　功 こめす　いさお 医師
外来血液透析患者のサルコペニア、骨粗鬆症、栄養障害の

関連性
（医）貴和の会　すながわ内科クリニック

44 田下　茜 たしたあかね 看護師
HDからPDへ療法変更した１例～PD選択から維持期までの

関わりを通して～

社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　血液浄

化部

45 齋藤 紀一* さいとう のりかず 臨床工学技士
逆濾過プライミングによる各社血液回路の互換性(災害時を

想定して)
(医)水平会　豆の木クリニック

46 小林　竜司 こばやし　りゅうじ 医師 当院におけるエテルカルセチドの使用経験 医療法人待望主会　安立医院

47 太田　紀子 おおた　のりこ 透析看護師長
離島における腎不全外来の取り組み～保存期から透析導入

までの関わり～
公立久米島病院



48 安里律子 あさとりつこ 管理栄養士
透析患者への長期的栄養指導介入を試みて　～血清リン値

の改善を目指して～
医療法人　博愛会　牧港中央病院

49 儀間　常子 ぎま　つねこ
医師事務作業補

助者
当院における旅行透析の現状 (医)博愛会　牧港中央病院

50 中里　啓三 なかざと　けいぞう 看護師 当院におけるｼｬﾝﾄ感染対策の取り組み 医療法人尚和会うえず内科クリニック

51 吉浜佳菜子 よしはま　かなこ 看護師 血液透析患者に対する看護内容の評価と検討 医療法人　八重瀬会　同仁病院　腎センター

52 大島和佳子 おおしまわかこ 臨床工学技士 ＭＦＸ－３０ＳとＡＢＨ－２６ＰＡとの比較検討 みのり内科クリニック

53 伊波　久和 いは　ひさかず 看護師 透析中の運動療法を導入して みのり内科クリニック

54 与古田　妃佐美 ヨコダ　ヒサミ 看護師 透析中不穏状態を繰り返す患者の看護 医療法人　博愛会　牧港中央病院

55 辺土名克彦 へんとな　かつひこ 医師 荒廃した人工血管に対する人工血管置換術による有用性 社会医療法人敬愛会　中頭病院

56 宮里均 みやさと　ひとし 医師 透析施設の災害対策としてのSNS ライン 沖縄県立中部病院

57 金城 孝典 きんじょう　たかのり 医師
全身型血管炎の維持透析患者の2例　～外来透析施設と

基幹病院との診療連携を通じて～

琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経

内科学講座


