
Serial 演題 発表者 所属施設
1 ダイアライザーの変更で激しい痒みが軽減した1症例 赤嶺　政安 徳洲会新都心クリニック
2 Ｃ型肝炎治療の2例 比嘉　司 川根内科外科
3 院内パンデミックに陥ったインフルエンザ 比嘉　司 川根内科外科
4 透析患者の骨粗鬆症治療時の骨密度とW-PTH及びTRACP-5ｂ
の検討

宮城　厚夫 医療法人道芝の会　平安山
医院

5 当院維持透析患者の栄養摂取状況 大城　ちか子 （医）清心会　徳山クリ
ニック

6 PDサマリーの活用評価と今後の課題 ～スムーズな医療連
携を目指して～

平良　千夏 社会医療法人　友愛会　豊
見城中央病院

7 美味しい治療食を目指した取り組みと嗜好調査結果の変化 大城　智里 （医）清心会　徳山クリ
ニック

8 PD診療とそらまめ外来（腎代替療法選択外来） 永山聖光 豊見城中央病院
9 オーバーホール時のバリデーションの検討 柴田幸世 医療法人　麻の会　首里城

下町クリニック第二
10 透析患者の骨粗鬆症有病率の検討 米須　功 （医）貴和の会　すながわ

内科クリニック
11 当院におけるバスキュラアクセス感染対策 比嘉　晋 医療法人　たいようのクリ

ニック
12 会話から見える患者理解～ナラティブ・アプローチを試み

て～
原國有子 西崎病院　透析センター

13 当院におけるインフルエンザ集団発生の報告 眞壁　奈保子 医療法人　麻の会　首里城
下町クリニック第二

14 長期留置ｶﾃｰﾃﾙ管理（感染予防）を経験して 佐次田桃子 ﾊｰﾄﾗｲﾌ病院　血液浄化部
15 若年透析導入症例（糖尿病性腎症）に関する多施設アン

ケート調査
新川葉子 医療法人麻の会　首里城下

町クリニック第二
16 RO装置（MRE-DCnamo-Radical）の7年間の使用経験 中村了士 （医） 善立会 まつおTCク

リニック
17 透析中の運動療法を取り入れて 小田原　郁美 医療法人翔南会　　　翔南

病院
18 重症外反母趾で胼胝を繰り返す患者との関わりを通して 安里　直子 医療法人待望主会　安立医

院
19 透析患者の集団感染を通して 金城博昭 川根内科外科
20 服薬ｱﾄﾞﾋｱﾗﾝｽ向上に向けた取り組み～服薬状況を把握し見

えてきたこと～
長山　良 おもろまちメディカルセン

ター
21 血液透析中の2型糖尿病症例におけるGLP-1作動薬の使用経

験
竹本　のぞみ 琉球大学大学院医学研究科

内分泌代謝・血液・膠原病
内科学講座（第二内科）

22 TDF-20MVとNVF-21Mの性能比較 前田　慧 医療法人水平会 豆の木ク
リニック　透析室

23 当院透析室におけるインフルエンザアウトブレイクの経験
からの学び

浜元　沙織 社会医療法人　敬愛会　ち
ばなクリニック

24 バスキュラーアクセス(VA)管理見直しへの取り組み 知念　利枝 医療法人　信和会　沖縄第
一病院　透析室

25 オーバーナイト透析患者を対象にした面談の取り組み 澤村　直樹 （医）さくだ内科クリニッ
ク

26 せん妄状態の透析患者の看護～サイコネフロロジーを通し
て～

仲村みさき 医療法人八重瀬会　同仁病
院　腎センター

27 ＮＬＰ心理学が有用と考えられた高リン血症患者指導 亀谷由理子 医療法人和の会　与那原中
央病院

28 腎臓リハビリの継続に向けて 高里　あゆみ 社会医療法人　敬愛会　ち
ばなクリニック

29 透析者の重症心・血管合併症の救急対策   ―　地域にお
ける救急医療ネットワークの実際　―

赤嶺正樹 （医）十全会　おおうらク
リニック

30 沖縄県を訪れた旅行透析者の動向（２０１６年）　～当院
２４年の実績を含めて～

赤嶺正樹 （医）十全会　おおうらク
リニック

31 体成分分析装置（InBody S20®）を用いた除脂肪量に対す
る除水の検討

平良昌輝 医療法人八重瀬会　同仁病
院　腎センター

32 当院における在宅血液透析導入の1症例　　　―患者指導
を中心に―

古川　太志 （医）貴和の会　すながわ
内科クリニック

33 当院における在宅血液透析導入の1症例～導入後の経過報
告～

仲里　睦子 すながわ内科クリニック

34 手指衛生の遵守率向上に向けての取り組み（擦式アルコー
ル使用量の調査を通して）

兼城こずえ とよみ生協病院

35 透析患者の２次性副甲状腺機能亢進症(SHPT)へのシナカル
セト12.5 mg投与

仲山　實 与那原中央病院

36 JMS社製透析情報システム（ERGOTRI）を導入して 比嘉　弥生 医療法人待望主会　安立医
院



37 沖縄県の在宅透析の現状と課題 重永　寛子 医療法人功仁会さくだ内科
クリニック

38 透析患者のフルマラソンランナー 澤村　直樹 （医）さくだ内科クリニッ
ク

39 ACTを用いたナファモスタットメシル酸塩の抗凝固能評価
～ACTと残血の相関解析～

鈴木　壮彦 社会医療法人友愛会　豊見
城中央病院

40 認知症のある高齢透析患者への関わり 吉浜佳菜子 （医）八重瀬会　同仁病院
腎センター

41 高齢透析導入患者に対する栄養指導について 大嶺みさと （医）八重瀬会　同仁病院
腎センター

42 「肺エコ－について～臨床研究 LUNG COMET 研究に参加し
て～

木村倫子 徳山クリニック

43 離島施設への業務応援体制の現状 幸地　優 医療法人　沖縄徳洲会　南
部徳洲会病院　臨床工学部

44 食事内容レコーディングと塩分摂取量評価を用いた体重管
理指導

松山　明美 医療法人尚和会　うえず内
科クリニック

45 沖縄県PDゆいの会　平成28年度活動報告第3報 宮城貴子 大浜第一病院
46 フローチャートを利用した下肢抹消管理 屋嘉比　真紀 沖縄県立中部病院　血液浄

化センター
47 透析運動リハビリ継続への取り組み 平川　利枝 徳山クリニック附属血液浄

化センター
48 離島における透析導入から生体腎移植に向けて 伊良皆友美 公益社団法人地域医療振興

協会　公立久米島病院　透
析室

49 透析施行中の温度管理 島尻　一也 医療法人待望主会　安立医
院

50 透析中の苦痛を抱える患者との関わり 比嘉　美保 医療法人　善立会　まつお
TCクリニック

51 当院における旅行（臨時）透析利用者に対するアンケート
調査

上原　喜美子 医療法人ゆいまーる　よな
は医院

52 当院のＶＡ委員会活動報告　第１報-ＶＡ委員会立ち上げ
と課題-

大濵　明日香 社会医療法人かりゆし会
ハートライフ病院　血液浄
化部

53 当院のＶＡ委員会活動報告　第２報-ＶＡ委員によるポー
タブルエコー活用-

大城　安  社会医療法人かりゆし会
ハートライフ病院　血液浄
化部

54 患者中心の透析を考えて 伊覇康徳 医療法人明陽会　川根内科
外科

55 透析患者の食事指導ー作製したＤＶＤを活用した指導の検
討ー

山城　智代 沖縄県立南部医療センター
こども医療センター

56 リンピラミッドを用いたリン蛋白比の栄養指導方法の検討 上江洲恵 （医）信和会 沖縄第一病
院

57 CKD対策カンファレンスの定着 粟国　あつみ 社会医療法人　友愛会　豊
見城中央病院

58 当院における腹膜炎起炎菌の耐性状況と治療成績 恒吉　章治 琉球大学医学部附属病院
59 筋症状を有する血液透析患者におけるカルニチン経静脈投

与の効果
金城興次郎 琉球大学医学部附属病院血

液浄化療法部
60 外来透析患者に対する集団栄養食事指導の効果 石垣　有紀 医）水平会　豆の木クリ

ニック
61 沖縄県における常染色体優性多発性のう胞腎(ADPKD)の現

況
宮城　剛志 琉球大学大学院医学研究科

循環器・腎臓・神経内科学
講座


