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■一般演題
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 腹膜透析患者の治療における意思決定支援を考える  .............................................佐藤ともみ ・他 61
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 　...............................................................................................................................木村　良枝 ・他 104

 家族の支援を受けながら PDラストを迎えた一例  .................................................森永美智子 ・他 106
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 　ホーム PDシステムかぐや®（自動腹膜灌流装置）指導の意義を考える―  ........尾崎　京子 ・他 110

 重炭酸含有腹膜透析液の排液中皮細胞診に対する影響  ..........................................村山　和美 ・他 112
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 　糖尿病性腎臓病に伴う末期腎不全の 1例  ............................................................堂崎　良太 ・他 118
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◇透析液・システム／電解質・酸塩基平衡／透析処方
 重曹／乳酸透析液と乳酸透析液の臨床比較検討 .....................................................樋口千恵子 ・他 120

 「かぐや®」・「Sharesource®」を用いた地域密着型 PD診療の実践  .......................森山　智文 ・他 123

 在宅腹膜透析の経時生体モニタリングシステムの開発  ..........................................小林　威仁 ・他 125

◇透析液・システム／リスクマネジメント
 緊急時腹膜透析条件カード作成に関する検討について  ..........................................大目木素子 ・他 128

◇透析処方・適正処方・体液管理／残腎機能
 腹部手術歴のある症例に腹腔鏡下で癒着を切除し，ダパグリフロジン（SGLT2阻害薬）を

 　利用して安全に腹膜透析を導入できた一例  ........................................................亀﨑　通嗣 ・他 130

 高度低心機能患者に腹膜透析を導入し良好に管理し得た一例  ...............................山口　仁美 ・他 133

◇透析処方／併用療法／腹膜機能
 APDかぐや®による 3泊以内の APD導入入院コンストラクト

 　―PD外来と病棟連携のためのクリニカルパス―  ...............................................柴崎真由美 ・他 135

 腹膜透析患者に対する二重エネルギー X線吸収法および生体インピーダンス法による

 　体組成評価の比較―体組成分析装置 BCMを用いた予備的検討―  .....................富山　健大 ・他 137

 腹膜透析患者に臨床工学技士が介入して血液透析併用となった一例  ....................西海　真吾 ・他 139

◇PD管理／栄養・生活指導
 外科系病棟看護師が腹膜透析管理に対して抱く困難感の現状と課題  ....................渡辺よしえ ・他 141

 腹膜透析患者における運動療法導入の効果  ............................................................栗田　佳純 ・他 144

 下腹部切開示指挿入矯正法，大網切除に加え腹腔内カテーテル延長を行った大網巻絡の一例

 　...............................................................................................................................平島佑太郎 ・他 146

 カテーテル機能不全に対し腹膜透析カテーテル造影検査で適切な治療法を選択できた１例

 　...............................................................................................................................京田　尚子 ・他 149

 膀胱瘤に対するペッサリー腟内留置者に腹膜透析段階的導入法（SMAP）を試みたが，出口部

 　形成時に既にカテーテル閉塞を来しており，腹膜透析導入を断念した一例  .....吉川　和寛 ・他 151

◇PD管理／栄養療法
 高齢者が腹膜透析を継続するために必要な支援―保険制度を考える―  ................那倉まゆみ ・他 153

 『ホーム PDシステムかぐや』/シェアソース使用経験　訪問看護師と

 　共通の情報ツールをもとに情報共有できた事例  .................................................牧野沙知子 ・他 155
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 「ホーム PDシステム　かぐや」の使用が利用者にもたらす効果について

 　―操作トラブルが減少し生活が安定した事例―  .................................................岡　　恵子 ・他 158

 ホームネットワークシステムを利用した家族の見守りで，自宅でのバッグ交換の継続が

 　可能となった認知症患者の一症例  .......................................................................森下　成美 ・他 160

 当院の腹膜透析患者の訪問看護への取り組みについて  ..........................................松尾　実佳 ・他 162

 当院における腹膜透析導入患者の栄養状態評価 .....................................................大越　裕美 ・他 164

◇PD手技／出口部ケア
 当院における腹膜透析出口部ケアの実態調査  ........................................................松田　美紀 ・他 167

◇PD手技／高齢者／アシスト PD

 腹膜透析液の接続・切り離し手技に関する問題点とクリックセーフ®への期待  ...岡　　英明 ・他 171

 ホーム PDシステムかぐや®を用いた assisted PDにより PD継続可能となった

 　重度認知機能障害の一例  .....................................................................................杉山　友貴 ・他 174

 血液透析オンリー病院においてバスキュラーアクセス医がシャント手術を回避，

 　腹膜透析を導入した超高齢腎不全患者の一例 .....................................................田代　秀夫 ・他 176

 遷延性意識障害を呈する長期在宅腹膜透析症例から終末期 PDを考える  .............坂井　正裕 ・他 178

◇アクセス・手術手技・周術期管理／出口部ケア
 循環動態の不安定な患者への経皮的腹膜透析カテーテル留置術  ...........................野垣　文昭 ・他 180

 Advanced Laparoscopyのススメ  ...........................................................................松本　富夫 ・他 182

◇アクセス・手術手技・周術期管理／透析液・システム／導入期管理
 腹壁に発達した側副血行路や人工血管のある症例への腹膜透析用カテーテル挿入について

 　...............................................................................................................................川畑　深怜 ・他 184

 全身浮腫を有する糖尿病慢性腎不全患者において，PDカテーテル留置後に

 　うっ血性心不全をきたした１例  ..........................................................................渡井　友也 ・他 186

 おしえて PDで変わる APD処方  .............................................................................吉岡　友基 ・他 188

 腹膜透析患者における酸性イコデキストリン液から中性イコデキストリン液への

 　切り替えの比較検討  .............................................................................................細谷　玲奈 ・他 190

 様々な手術歴のある高度肥満患者の腹膜透析（PD）導入に慎重を要した一例  ....山崎　香名 ・他 192

 ADHDに併存した，若年性ネフロン癆による腹膜透析導入に訪問看護を介入した一例

 　...............................................................................................................................星　　綾子 ・他 194
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◇アクセス関連合併症
 Mycobacterium wolinskyiによる腹膜透析カテーテル皮下トンネル感染の 1例  ...山内　紘子 ・他 196

 腹膜透析カテーテル出口部の肉芽はステロイド軟膏で治癒する  ...........................野中　慶佑 ・他 198

 導入後 2カ月で緑膿菌性腹膜炎を発症した腹膜透析患者の 1例  ...........................山岸　瑞希 ・他 200

 PD導入直前の抜歯を契機に腹膜炎に至った症例  ..................................................尾関奈津子 ・他 202

 近年の腹膜炎起因菌の動向―単一施設報告―  ........................................................竹中　悠人 ・他 204

 PDカテーテル位置異常の CTによる検討  ..............................................................百瀬　昭志 ・他 206

◇アクセス関連感染・管理
 出口部バイオパッチ®＋フィルム導入法の効果  ......................................................田中　由美 ・他 208

 PD導入期における出口部ケアの検討―ゲンタマイシン軟膏塗布を開始して―  ...堂面　裕子 ・他 211

 臨床工学技士による超音波診断装置を用いた経時的な皮下トンネル感染チェック  ...椛澤　麻美 ・他 213

◇感染症／リスクマネジメント
 腹膜透析患者に対する防災教育による行動変容への影響  ......................................山本　　愛 ・他 217

◇合併症（感染症）
 腹膜透析関連感染症の早期発症と特徴  ...................................................................阿部　哲也 ・他 220

 Chryseobacterium indologenesによる腹膜炎を発症した腹膜透析患者の 1例  ....南　　尚吾 ・他 222

 腹膜透析関連感染症に対する出口部洗浄手技チェックリストの有用性  ................山下　裕也 ・他 224

 魚骨による穿孔性腹膜炎を来した腹膜透析患者の１例  ..........................................吉田　浩之 ・他 226

 Mycobacterium fortuitumによる腹膜炎を発症した腹膜透析患者の 1症例  ...........石坂　匡則 ・他 228

 当院における腹膜透析カテーテル出口部感染の現状  .............................................宿理　朋哉 ・他 230

 Moraxella osloensisによる腹膜透析関連腹膜炎の 1例 ..........................................曹　　　芳 ・他 232

 Sphingomonas paucimobilisによる PD腹膜炎の一例  ...........................................大石佳央梨 ・他 234

 Mycobacterium abscessusによる腹膜透析カテーテル・トンネル感染症の一例

 　...............................................................................................................................岩﨑　隆英 ・他 237

 Candida guilliermondiiによる CAPD真菌性腹膜炎の一例 .....................................石渡亜由美 ・他 239

 難治性再燃性腹膜炎のため 25年以上の長期腹膜透析を離脱した 1例  .................池上　怜花 ・他 242

 非カルバペネム系薬で治療した ESBL産生大腸菌による PD腹膜炎の 2例  .........岡　　英明 ・他 244

 カンジダ属感染が原因であった治療抵抗性の CAPDトンネル感染の 1例 ............横山　由就 ・他 246

 Bacillus subtilisによる腹膜透析関連腹膜炎  ...........................................................中川　雄太 ・他 248

 36年前に挿入された鍼灸針により難治性腹膜炎を来した腹膜透析患者の一例  ....谷本　沙弥 ・他 250

 敗血症性ショックを伴いカテーテル抜去まで施行したが救命できなかった PD関連腹膜炎の一例

 　...............................................................................................................................小波津香織 ・他 253
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 診断に苦慮した腹膜透析患者の腸間膜脂肪織炎の 1例  .........................................平井　俊行 ・他 255

 バンコマイシン治療下で腹膜透析導入した Clostridium difficile感染症の難治例

 　...............................................................................................................................中村　裕紀 ・他 257

 当院腹膜透析患者における結核発生状況および潜在性結核への対応  ....................太田　康介 ・他 259

◇合併症（その他）
 両側性陰囊水腫に対する外科的治療を実施し，腹膜透析療法継続が可能となった 1例

 　...............................................................................................................................三輪　明里 ・他 261

 著明な血小板減少症を認め，腹腔穿刺が困難であった難治性腹水を伴う

 　肝硬変合併腎不全に対して腹膜透析を導入した１例  ..........................................池田　絵理 ・他 264

 ハサミによるカテーテル・チューブ誤切断の 3例  .................................................有馬　隆弘 ・他 266

 持続する消化器症状に茯苓飲合半夏厚朴湯が有効であった腹膜透析患者の 1例
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