
 

第１７回 

東京ＰＤ研究会 

「東京のＰＤ診療の現実とゆめ」 

 

 

 
日時：平成 19 年 5 月 19 日（土）13:30～ 

 

場所：日本大学会館 ２Ｆ 大講堂 

       
    

 

 

 



第１７回東京ＰＤ研究会プログラム 
 

 

13:30～13:35   代表幹事挨拶 佐中 孜  （東京女子医科大学東医療センター 内科） 

         開会の挨拶  樋口 千恵子（東京女子医科大学東医療センター 内科） 

 

13:35～14:25   一般演題Ⅰ 

座長 窪田 実   （貴友会王子病院 腎臓内科） 

   阿部 雅紀  （日本大学医学部内科学講座 腎臓内分泌内科） 

 

１）ＰＤ holiday長期継続例 

    日本大学医学部内科学講座 腎臓内分泌内科 

    ○大川 恵理奈、岡田 一義、中根 千枝、梶原 麻実子、吉田 好徳、松本 史郎、丸山 範晃、

井下 篤司、阿部 雅紀、羽木 千尋、松本 紘一 

 

２）透析液Ｃａ濃度は個々の症例によって調整されるべきで、画一的に決定されるべきではない 

    東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科 

    ○吉田 啓、横山 啓太郎、加藤 順一郎、飯田 里菜子、川村 仁美、山本 裕康、細谷 龍男 

 

３）ＰＤ患者における貧血改善達成度の検討 

    東京都済生会中央病院 腎臓内科、東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科* 

    ○栗山 哲、大塚 泰史、上田 裕之、田中 舞、細谷 龍男* 

 

４）ＰＤ腹膜炎時の透析液排液の白血球測定時の落とし穴 

    貴友会王子病院 腎臓内科、透析室* 

    ○都筑 優子、西澤 欣子、窪田 実、矢野 由紀*、高橋 康弘* 

 

５）心不全患者の開胸術後のＲＲＴとしてのＰＤ療法 ～２症例の経験～ 

    三井記念病院 腎臓内科 

    ○西 隆博、栗田 宣明、崔 啓子、三瀬 直文、多川 齊、杉本 徳一郎 

 

 

14:25～15:15   一般演題Ⅱ 

座長  石橋 由孝  （東京大学医学部附属病院 腎臓内分泌内科） 

    横山 啓太郎 （東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科） 

 

６）ＰＤカテーテル造影で何がわかるか ～王子病院における６５例の経験より～ 

    貴友会王子病院 腎臓内科、透析室* 

    ○西澤 欣子、都筑 優子、窪田 実、矢野 由紀*、高橋 康弘* 

 

７）当院における出口部ケアの現状 

    東京共済病院 

    ○倉田 弘美、田村 博之 



８）腹膜透析患者の排便コントロールに関するクッキーＲＫＦ-１（ケイロックスＲ）の有用性の検討 

    ㈱ケイロン・ジャパン、愛媛大学医学部 泌尿器科学講座* 

    ○塩澤 宏平、弓狩 康三* 

 

９）ＰＤ療法における体重管理の実際 

    東京都済生会中央病院 透析室、腎臓内科* 

    ○加辺 寛子、林 芙美子、黄木 エリカ、河野 豊美、永山 美樹、田鹿 由起子、小松 美代、

高橋 まき子、栗山 哲*、大塚 泰史* 

 

10）ＰＤ患者とＨＤ患者の食生活と栄養状態 

    東京女子医科大学東医療センター 栄養課、衛生学公衆衛生学第２講座*、内科** 

    ○田中 景子、佐川 まさの*、羽田 茲子、樋口 千恵子**、佐中 孜** 

 

 

15:15～16:15   一般演題Ⅲ 

座長  栗山 哲   （東京都済生会中央病院 腎臓内科） 

    田村 博之   （東京共済病院 腎臓内科） 

 

11）ＣＡＰＤ患者会に関するアンケート結果の報告 

    東京医科大学八王子医療センター Ｄ４病棟、腎臓内科* 

    ○浅井 まな美、佐藤 光奈子、佐藤 まゆみ、渡邊 妙子*、吉川 憲子*、吉田 雅治* 

 

12）ＰＤ患者会開催の効果と今後の課題 

    森山リハビリテーション病院 腎透析センター 

    ○遠山 千代美、横山 まゆみ、岩橋 美登子、太田 富士子、田中 博文、鈴木 孝子 

 

13）クリニックで初のＣＡＰＤ患者・誕生！！ 

    医療法人三思会ひかりクリニック、東京女子医科大学東医療センター* 

    ○中嶋 美和、今井 優、小林 さつき、奥澤 明子、小林 真美、根岸 生春、松島 哲子、 

小林 妙子、加藤 圭一、西村 賢一、今泉 純子、藍原 幸吉、土田 晃靖、船木 威徳* 

 

14）クリニックでＰＤを実現するまでの決心と軌跡 

    医療法人三思会ひかりクリニック、東京女子医科大学東医療センター* 

    ○土田 晃靖、中嶋 美和、奥澤 明子、今泉 純子、西村 賢一、船木 威徳* 

 

15）在宅ＰＤ患者との係わり ～訪問看護師による在宅指導と管理～ 

    善仁会グループ ユーアイビラ訪問看護ステーション 

    ○高山 晴美 

 

16）これからの地域連携パス 

    町田市民病院 

    ○山本 裕美子 

 

16:15～16:30    休憩 



 

16:30～18:30   ワークショップ “東京のＰＤ診療の現実とゆめ” 

座長  花岡 一成  （東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科） 

    樋口 千恵子 （東京女子医科大学東医療センター 内科） 

 

 

１）アンケート調査：東京のＰＤ診療の現況 

    東京女子医科大学東医療センター 内科 

    ○船木 威徳、内藤 隆、樋口 千恵子、佐中 孜 

 

２）アンケート調査:看護師よりみたＰＤ診療の現況 

東京女子医科大学東医療センター 看護部、内科* 

    ○木下 千栄子、川村 知子、道林 仁子、船木 威徳*、樋口 千恵子*、佐中 孜* 

 

３）医療連携によるＰＤ診療の拡大：基幹病院の立場からみたＰＤ診療 

    青梅市立総合病院 

○栗山 廉二郎 

 

４）医療連携によるＰＤ診療の拡大：診療所の立場からみたＰＤ診療 

渋谷パーククリニック 

○米田 吉位 

 

５）看護師よりみた院内ＰＤ診療システム構築 

    東京大学医学部附属病院 １２階北病棟、内科外来 

    ○伊藤 玲子、稲松 順子、益田 凡、上野 仁子 

 

６）訪問看護ステーションよりみたＰＤ診療の連携 ～手探りからの出発～ 

    社会福祉法人上智社会事業団 訪問看護ステーションひかり 

    ○佐藤 香、猿田 真由美、内山 零芽 

 

７）追加発言 茨城県のＰＤ診療の現況 

    茨城県厚生農業協同組合連合会なめがた地域総合病院 内科・腎センター 

○植田 敦志   

 

総合討論 

 

18:30～18:35   閉会の挨拶 横山 啓太郎 （東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科） 

 

19:00～21:00   懇親会 

 

 

 
 



ご案内 

 
☆ 受付は日本大学会館 2Ｆ大講堂にて 12:30 より開始いたします。 
☆ 会費 医師 3,000 円 コメディカル 1,000 円 （当日受付にてお支払いください） 
☆ 研究会終了後、市ヶ谷駅上の「TO THE HERBS」にて懇親会を行いますので是非ご参加いただき

ますようお願いいたします。 
 
 

【交通のご案内】 

日本大学会館  東京都千代田区九段南 4－8－24 
        ＴＥＬ03－5275－8001 
 

 
 
ＪＲ市ヶ谷駅下車 徒歩 2 分 
都営地下鉄新宿線／東京メトロ有楽町線／東京メトロ南北線 Ａ2 出口 徒歩 1 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


