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4月21日 第45回　日本血液浄化技術学会学術大会・総会 臨床工学科 氏原　拓哉 コンソール新規設置時の生物的汚染の経験

4月25日 Boao CN-HEALTHCARE SUMMIT 2018 臨床工学科 東田　直樹 血液透析終了時の血液飛散をなくそう

5月9日 第46回　日本血管外科学会 診療部 谷村　信宏 重症下肢虚血を呈した膝窩動脈瘤に対する治療経験

5月25日 第61回　日本糖尿病学会年次学術集会 診療部 下村　菜生子 インスリンデグルデク使用により肝機能障害が出現した2型糖尿病の1例

5月26日 第28回　日本臨床工学会 臨床工学科 東田　直樹 透析中の血液凝固トラブルにおける対応方法の標準化

6月2日 第47回　日本ＩＶＲ学会総会 診療部 森本　章 技術教育セミナー5　透析・バスキュラーアクセス　治療に役立つシャントの触診

6月2日 第22回　開業医と勤務医との研修会　吹田市医師会主催 診療部 藤原　木綿子 地域包括ケア病棟

6月23日 第38回　日本骨形態計測学会 診療部 辻本　吉広 透析患者の骨密度と血管石灰化、サルコペニアの関連および予後への影響

6月27日 第68回　日本病院学会 診療支援科 吉川　綾子 当院における外国人透析患者受け入れ体制の構築

6月27日 第68回　日本病院学会 臨床検査科 今田　夕貴 当院生理検査室における感染防止対策の標準化に向けての取り組み

6月27日 第68回　日本病院学会 手術室 山口　幸枝 インシデント報告書にもとづいた分析能力向上への取り組み
～看護主任会メンバーを中心とした看護安全管理委員会を通して～

6月28日 第68回　日本病院学会 栄養管理科 宮平　杏奈 入院血液透析患者への栄養管理の取り組み～CKDの重症化予防をふまえて～

6月28日 第68回　日本病院学会 放射線科 田中　伸一 当院における透析患者に対する頭部MRI画像を用いた無症候性微小出血の検出

6月29日 第63回　日本透析医学会学術集会・総会 リハビリテーション科 松藤　勝太 血液透析患者の下肢バイパス術後の経過～膝窩動脈以下の症例について～

6月29日 第63回　日本透析医学会学術集会総会 臨床工学科 村田　哲平 Ｂ粉末自動溶解装置ＮＰＳ-ＢＷのＢ剤不足警報対策の検討

6月29日 第63回　日本透析医学会学術集会総会 臨床工学科 遠藤　誠幸 ＤＣＳ-100ＮＸオンライン補充液の清浄化対策

6月29日 第63回　日本透析医学会学術集会・総会 診療部 藤原　木綿子 運動習慣の有無別にみた血液透析患者における栄養摂取の生命予後への影響

6月29日
第63回　日本透析医学会学術集会
第2回　腎不全チーム医療協議会

附属診療所 渡邉　陽子 ①透析施設におけるRTCの献腎移植登録患者の支援について考える
②高齢化社会における腎移植後患者の疾患管理と生活の状況からみえる課題

6月29日 第63回　日本透析医学会学術集会・総会 診療部 谷村　信宏 透析症例のＣＬＩに外科的血行再建は禁忌か？

6月30日 第63回　日本透析医学会学術集会・総会 診療部 森本　章 血栓閉塞AVGのヘマトクリット値についての検討

7月12日 第10回　日本下肢救済・足病学会学術集会 診療部 谷村　信宏 CLIに対するバイパス術後のグラフト不全におけるEVTの有用性

7月15日 第31回　日本臨床整形外科学会学術集会　桜島学会・鹿児島 診療部 佐藤　宗彦 高齢関節リウマチ患者のPrecision Medicine

7月16日 第3回　日本心血管理学療法学会学術大会 リハビリテーション科 松藤　勝太 血液透析患者の下肢血行再建術後のADLと入院期間について
～膝窩動脈以下の症例～

7月27日 第8回　透析運動療法研究会 リハビリテーション科 松藤　勝太 高齢血液透析患者の上肢のADL困難感と身体機能との関連

7月27日 第8回　透析運動療法研究会 リハビリテーション科 李　寿恵 外来血液透析患者に対する集団体操の取り組みと効果について

7月27日
Baxter Scientia Japan at Nagoya University(BSJNU)
BSJNUアドバンスコース

診療部 田畑　勉 糖尿病性腎臓病（DKD)患者のPD治療とその対策

7月27日 第8回　透析運動療法研究会 診療部 辻本　吉広 運動習慣の有無別にみた血液透析患者の栄養摂取の生命予後への影響

8月4日 Therapeutic Drug Monitoring Quality Control　第3回研究会 臨床検査科 山内　裕二 ACMIA法によるタクロリムス測定試薬TACにおけるEDTA濃度による測定値への影響について
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9月1日 第37回　臨床運動療法学会学術集会 リハビリテーション科 李　寿恵 外来透析患者への集団体操の取り組みと効果について

9月2日 第91回　大阪透析研究会 在宅透析 北濃　幹人 大阪北部地震後における在宅血液透析の状況

9月2日 第91回　大阪透析研究会 臨床工学科 櫻井　滉貴 過剰炎症患者における回路内凝固に対してAN69膜が奏効した1例

9月2日 第91回　大阪透析研究会 臨床工学科 安田　春樹 腹水濾過濃縮再静注法の体温上昇に対するPMMA膜の効果

9月2日 第91回　大阪透析研究会 放射線科 鈴木　結太 中心静脈から鎖骨下静脈にかけての非造影ＭＲＡ～ＤＳＡとの比較～

9月2日 第91回　大阪透析研究会 診療部 佐藤　宗彦 骨粗鬆症を合併した透析患者に対するイバンドロネート注の短期成績

9月2日 第91回　大阪透析研究会 薬剤科 足立　哲也 スクロオキシ水酸化鉄投与における維持透析患者の服用薬の調査

9月2日 第91回　大阪透析研究会 臨床検査科 川崎　広志 CAPD患者のカテーテル関連感染における超音波検査の有用性の検証

9月2日 第91回　大阪透析研究会 透析棟4階 中瀬　美加 認知症のある透析患者のキーパーソンが移行した過程

10月6日 第4回　日本下肢救済・足病学会　関西地方会学術集会 診療部 谷村　信宏 頻回のEVTによるgraft rescueで救肢が得られた症例

10月6日 第24回　日本腹膜透析医学会学術集会・総会 診療部 辻本　吉広 原因不明の心臓タンポナーデをおこし、その1年後に結核菌によるＣＡＰＤ腹膜炎を発症した1症例

10月13日 第22回　日本アクセス研究会学術集会・総会 診療部 森本　章 ＶＡＩＶＴ困難例に対する工夫

10月25日
第59回　日本脈管学会総会、第9回脈管専門医教育セッション、
第28回　日本血管外科学会教育セミナー

診療部 谷村　信宏 透析施設における浅大腿動脈ステントグラフトの使用経験

10月31日 日本臨床麻酔学会　第38回大会　学術集会・総会 診療部 稲田　拓治 全身麻酔当日の経口カロリー摂取量の検討

11月10日 第21回　在宅血液透析研究会 在宅透析 北濃　幹人 大阪北部地震後の在宅血液透析実施の対応

11月10日 第21回　日本腎不全看護学会学術集会・総会 透析棟3階 佐藤　祐子 高齢透析患者のキーパーソンが移行した過程

11月11日 平成30年度大阪府医師会　医学会総会（第42回） 診療部 辻本　吉広 運動習慣の有無別でみた血液透析患者の栄養摂取の生命予後への影響

11月22日 第61回　日本甲状腺学会学術集会 診療部 大野　恭太 バセドウ病の維持治療中に進行大腸癌を併発し、低Ｔ3症候群を来した一例

11月23日 第28回　日本医療薬学会年会 薬剤科 倍味　亜矢子 感染対策チームによる抗菌薬適正使用支援活動
～特定抗菌薬使用量減少に向けての取り組み～

12月8日 第6回　大阪府看護学会 透析棟3階 泉　和裕 認知症のある高齢透析患者のキーパーソンが移行した過程

1月5日 第9回　大阪副甲状腺ホルモン研究会　学術集会 診療部 佐々木　けやき血液透析患者における酸化ストレスと予後に関する検討（ＤＲＥＡＭコホート研究）

1月11日 第22回　日本病態栄養学会年次学術集会 栄養管理科 宮平　杏奈 外来維持血液透析患者の栄養摂取状況について

1月14日 大阪府理学療法士協会豊能ブロック新人症例発表会 リハビリテーション科 柴田　佑馬 TKA感染後、セメントスペーサー挿入し自宅退院した症例を経験して
～階段昇降を獲得した一症例～

1月19日 第40回　日本病院薬剤師会　近畿学術大会 薬剤科 若林　亜希子 骨粗鬆症治療薬の安全な薬歴管理の取り組みについて

1月20日 第58回　近畿理学療法学術大会 リハビリテーション科 山﨑　勇人 両下腿切断後、段差昇降獲得に至った血液透析患者の一症例

2月3日 第34回　関西ＣＡＰＤナースセミナー 7階病棟 山﨑　由美 高齢PD患者への在宅支援～訪問看護・訪問診療の取組み～

2月8日 第17回　日本フットケア学会年次学術集会 診療部 谷村　信宏 透析患者の救肢をめざす distal bypass と graft rescue

2月9日 第9回　透析運動療法研究会 リハビリテーション科 松藤　勝太 高齢血液透析患者の転倒に関連する身体機能の検討

2月9日 第9回　透析運動療法研究会 診療部 辻本　吉広 運動と栄養で改善する透析患者の予後



2月9日 第2回　愛仁会学術集会 CAPDセンター 上田　恵利子 ＰＤ療法の自己管理が困難になった患者に対する医療チームの関わり

2月22日 第34回　日本環境感染学会総会・学術集会 感染対策室 安田　雅子 バイコマイシン耐性腸球菌（ＶＲＥ）の集団発生事例では厳重なトイレ環境の整備も考慮すべきである

3月2日 第12回　日本医療マネジメント学会　大阪支部学術集会 栄養管理科 柳川瀬　裕美 当院の食物アレルギーに対する取り組み

3月3日 第92回　大阪透析研究会 放射線科 鈴木　真由美 当院透析患者におけるVSRADによる測定

3月3日 第92回　大阪透析研究会 診療部 森本　章 シースワイヤーによるpull-through法による非血栓性閉塞治療

3月3日 第92回　大阪透析研究会 栄養管理科 山本　祐子 維持血液透析患者の栄養・食事摂取状況

3月3日 第92回　大阪透析研究会 栄養管理科 宮平　杏奈 維持血液透析患者の栄養・食事摂取状況

3月3日 第92回　大阪透析研究会 診療部 辻本　吉広 透析患者の筋肉量と内臓、皮下脂肪と生命予後についての検討

3月3日 第92回　大阪透析研究会 診療部 佐藤　宗彦 骨粗鬆症を合併した透析患者に対するイバンドロネート注の短期成績第2報、
骨粗鬆症を合併した透析患者の血清25（ＯＨ）Ｄ濃度

3月3日 第92回　大阪透析研究会 リハビリテーション科 山﨑　勇人 両下腿切断の術前から介入し、段差昇降獲得にまで至った一症例

3月3日 第92回　大阪透析研究会 附属診療所 渡邉　陽子 透析施設におけるRTCの献腎移植登録患者の支援について考える

3月3日 第92回　大阪透析研究会 臨床工学科 柳井　真矢 災害時の支援透析を経験して

3月3日 第92回　大阪透析研究会 CAPDセンター 山﨑　由美 長期ＰＤ患者が体験したＨＤ移行に関する思いのプロセス

3月7日 第9回　日本腎臓リハビリテーション学会 リハビリテーション科 松藤　勝太 高齢血液透析患者の転倒と身体機能との関連

3月8日 第9回　日本腎臓リハビリテーション学会学術集会 診療部 辻本　吉広 血液透析患者の膝伸展筋力の経年変化に関連する因子の特定と予後への影響

3月9日 第9回　日本腎臓リハビリテーション学会学術集会 リハビリテーション科 山﨑　勇人 両下腿切断後、段差昇降獲得に至った血液透析患者の一症例


