
年 月 開催 学会名 演　　　　題 氏名 備考

2019 12 千葉 第47回千葉県透析研究会 ユング理論による性格別判定テストを用いた水分管理指導の1事例
柴ちひろ　信太優衣　鈴木和美　佐藤和子　田村伸子
伊藤孝子　中野美子

共同

2019 12 千葉 第47回千葉県透析研究会 レジリエンスエンジニア理論で振り返る看護師のレジリエンス（調整）の様相
角田有佳　道仙真喜子　今村亜希子　奥田美知子
村崎めぐみ　伊藤孝子　中野美子

共同

2019 12 千葉 第47回千葉県透析研究会 ソーシャルワーカー医療連携シートの意義と運用について 佐藤和子 共同

2019 11 札幌 第22回日本腎不全看護学会 行動変化がみられた糖尿病患者との関わり　～ナラティブアプローチによる面談介入を試みて～ 飯高喜美　伊藤孝子　中野美子 共同

2019 6 横浜 第64回日本透析医学会 当院における運動療法の効果と継続性の検討
萬野武史　佐藤桂子　村﨑めぐみ　伊藤孝子　中野美子
永川修

共同

2019 6 横浜 第64回日本透析医学会 睡眠時無呼吸症候群に対する持続陽圧呼吸療法の効果と継続治療への関わり
斎藤歩美　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子　岩崎雅志
白井厚治

共同

2019 6 横浜 第64回日本透析医学会 透析導入期指導における看護師の育成　～CKD教育チームの取り組み～ 中村望美　千田翔太　宮内志緒里　角山桂子　中野美子 共同

2019 6 横浜 第64回日本透析医学会 透析患者とのコミュニケーションについての実態調査　～コミュニケーションスキルについて考える～ 鈴木和美　柴ちひろ　伊藤孝子 共同

2019 4 東京 第46回日本血液浄化技術学会 看護師に求められるVA管理必須のスキル 奥田美知子 筆頭

2018 11 長野 第21回日本腎不全看護学会 体重管理不良で対応に苦慮した維持血液透析患者への関わりを振り返る 奥田美知子　伊藤孝子 共同

2018 11 長野 第21回日本腎不全看護学会 合併症を繰り返す長期透析患者との関わりを通して 飯高喜美　伊藤孝子　中野美子 共同

2018 11 長野 第21回日本腎不全看護学会 認知症が疑われる患者への情報共有化の試み　～維持透析患者の認知症を見逃さないために～ 村崎めぐみ　柗本多加子　伊藤孝子　中野美子 共同

2018 11 長野 第21回日本腎不全看護学会 終末期の超高齢透析患者と家族との関わりを振り返って
長澤夢子　鈴木史子　田村伸子　新岡千晶　伊藤孝子
中野美子

共同

2018 11 千葉 第46回千葉県透析研究会 高齢患者への効果的な透析導入期指導の検討
土岐奈々子　村山明森佳　髙橋梨恵　角山桂子　中野美
子

共同
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2018 11 千葉 第46回千葉県透析研究会 掻破行為を認知症患者への関わり
中西幸子　道仙真喜子　村崎めぐみ　伊藤孝子　中野美
子
永川修

共同

2018 11 千葉 第46回千葉県透析研究会 高齢患者のリン管理の取り組み　～ストレス緩和と低栄養の予防を目指して～ 内田優美　伊藤孝子　内田真由美　稲垣幸子　佐藤和子 共同

2018 11 千葉 第46回千葉県透析研究会 透析施設におけるソーシャルワーカーの役割と課題 佐藤和子 共同

2018 11 千葉 第46回千葉県透析研究会 自己管理不良な透析患者への看護介入 病みの軌跡と肥満者のパーソナリティ分析を用いて
片岡彰子　大野有加里　鈴木史子　新岡千晶　鈴木史子
伊藤孝子　中野美子

共同

2018 11 千葉 第46回千葉県透析研究会 症例ｶﾝﾌｧﾚﾝｽが看護師に与えた影響　～大動脈弁狭窄症の5症例から振り返る～
菅澤宏子　小沼美代子　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子
白井厚治

共同

2018 8 千葉 第12回日本透析ｸﾘｱﾗﾝｽｷﾞｬｯﾌﾟ研究会 高血液流量透析を受けるBMI＜18.5Kg/m2の患者に対する看護介入 鈴木史子　田村伸子　伊藤孝子　中野美子 共同

2018 6 神戸 第63回日本透析医学会 高齢患者の透析導入期における心理的プロセスの分析 青野恭代　赤尾直子　日下頌子　佐藤和子　伊藤孝子 共同

2018 6 神戸 第63回日本透析医学会 シャント狭窄を繰り返す症例に対するミルキング法の取り組み
小沼美代子　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子
岩崎雅志　白井厚治

共同

2018 6 神戸 第63回日本透析医学会 高血液流量透析を受けるBMI＜18.5Kg/ｍ2の患者に対する看護介入 鈴木史子　田村伸子　伊藤孝子　中野美子 共同

2018 5 福井 第31回日本老年泌尿器科学会 高齢透析患者に対する排尿管理　～尿失禁のある2症例を通して～ 車田絵里香 筆頭

201７ 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 透析患者の睡眠時無呼吸症候群に対する持陽圧呼吸療法の効果
小川裕美　斎藤歩美　菅井啓太　飯高喜美　伊藤孝子
中野美子　岩崎雅志　白井厚治

共同

2017 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 透析時間延長を拒む患者への取り組み　～ストレッサーとコーピングを測定した1症例～ 萬野武史　山口ひろみ　佐藤和子　伊藤孝子 共同

2017 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 大動脈弁狭窄症のて弁置換術施行後の体力低下に対し栄養介入と運動療法が著効した一例
橋本友里　小沼美代子　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子
菅井啓太　岩崎雅志　白井厚治

共同

2017 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 常時低血圧で個別透析をしている患者に対する看護介入
横山奈緒　沿道恵理　黒田早苗　田村伸子　伊藤孝子
中野美子

共同

2017 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 終末期の超高齢透析患者と家族との関わり7を振り返って
長澤夢子　君島麻衣子　片岡彰子　新岡千晶　鈴木史子
田村伸子　伊藤孝子　中野美子

共同
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2017 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 病棟・透析室連携の取り組み　～EBNに基づいた連携シートの実践・検証～
大根美千子　木村淳子　村田陽子　根本由香里　伊藤孝
子

共同

2017 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 高齢患者に対する透析導入期指導の検討 髙橋梨恵　土岐奈々子　角山桂子　中野美子 共同

2017 11 千葉 第45回千葉県透析研究会 シャントミルキングを取り入れたVA管理の検証
道仙真喜子　柗本多加子　村崎めぐみ　伊藤孝子
中野美子　鬼塚史郎　永川修

共同

2017 10 岩手 第20回日本腎不全看護学会 自己止血患者の止血方法の見直しを行い、止血中の事故を防ぐかかわり 柴ちひろ　奥田美知子 共同

2017 10 岩手 第20回日本腎不全看護学会 シャントミルキングを導入して　～セルフマネジメントの変化～
柗本多加子　村崎めぐみ　伊藤孝子　中野美子
鬼塚史郎　永川修

共同

2017 10 岩手 第20回日本腎不全看護学会 高血液流量透析を受けるBMI＜18.5Kg/m2の患者に対する看護介入 田村伸子　鈴木史子　伊藤孝子　中野美子 共同

2017 10 岩手 第20回日本腎不全看護学会 高血液流量透析プロジェクトでの看護師の役割 伊藤孝子　田村伸子　中野美子 共同

2017 10 岐阜 第21回日本アクセス研究会 看護師によるアクセス管理 山内政幸 筆頭

2017 10 岐阜 第21回日本アクセス研究会 急なシャント閉塞の誘因　～透析中の経過と透析後の患者活動から～ 石坂はるか 筆頭

2017 8 岡山 第11回日本クリアランスギャップ研究会 高血液流量透析は安定した透析ができるのか？　～当会透析スコアを活かして～ 田村伸子 筆頭

2017 6 横浜 第62回日本透析医学会 当会での維持血液透析患者を対象とした事前指示書の運用　～取り組みの経過と課題～ 中野美子　伊藤孝子 共同

2017 6 横浜 第62回日本透析医学会 患者体験型プログラムの導入　～CKD教育チームの取り組み～
千田翔太　中村望美　角山桂子　中野美子　設楽悦子
藤本昌紀　白井厚治

共同

2017 6 横浜 第62回日本透析医学会 運動療法の対象者を再考する 安藤優子　伊丹谷祐子　田村伸子　中野美子　坂井健彦 共同

2017 6 横浜 第62回日本透析医学会 エコーを使用した止血困難者に対する止血法法の検証
柴ちひろ　稲垣幸子　佐藤和子　伊藤孝子　岩井典子
村上康一

共同

2017 6 横浜 第62回日本透析医学会 糖尿病コントロール不良群に対する支援　～チームで共有するパーソナリティー分類と面談介入の効果～
稲月亜里　菅澤宏子　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子
菅井啓太　岩崎雅志　白井厚治

共同
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2017 6 横浜 第62回日本透析医学会 バスキュラーアクセスマップの有用性　～VAマップは穿刺ストレスを軽減できるか～
中西幸子　鈴木史子　佐藤桂子　村﨑めぐみ　伊藤孝子
中野美子

共同

2017 6 横浜 第62回日本透析医学会 A院における看護師のVA管理の効果 飯高喜美

2017 2 茨城 第7回腎臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会 透析中の運動療法の効果
斎藤歩美　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子　菅井啓太
岩崎雅志　白井厚治

共同

2016 11 千葉 第44回千葉県透析研究会 バスキュラーアクセスマップの有用性　～VAマップは穿刺ストレスを軽減できるか～
鈴木史子　中西幸子　佐藤桂子　村崎めぐみ　伊藤孝子
中野美子

共同

2016 11 千葉 第44回千葉県透析研究会 看護師の透析室でのポータブルエコーを用いたVA管理
鈴木和美　伊藤孝子　柴ちひろ　寺尾せりの　山内政幸
村上康一

共同

2016 11 千葉 第44回千葉県透析研究会 高齢透析患者の血圧・体重・体組成バランスの関連理解のための援助 石坂はるか　中野美子　田村伸子 共同

2016 11 千葉 第44回千葉県透析研究会 和温療法が閉塞性動脈硬化症（ASO)による足病変の治療に有効であった一例
大風美幸　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子　村崎めぐみ
黒川俊輔　白井厚治　永川修

共同

2016 11 千葉 第44回千葉県透析研究会 透析中の運動療法の効果
斎藤歩美　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子　菅井啓太
岩崎雅志　白井厚治

共同

2016 11 千葉 第44回千葉県透析研究会 長時間透析に移行して2年経過した患者の生活満足度の変化　第2報　～継続理由に着目して～
赤尾直子　刈谷久美子　内田真由美　佐藤和子　伊藤孝
子

共同

2016 11 千葉 第44回千葉県透析研究会 高血流量透析は安定した透析ができるのか？　～当会透析スコアを活用して～
田村伸子　鈴木史子　寺尾せりの　飯高喜美　伊藤孝子
中野美子

共同

2016 10 熊本 第20回日本アクセス研究会 透析室での看護師によるポータブルエコー活用　～透析中の針先トラブルに対して～ 山内政幸　鈴木和美　寺尾せり乃　伊藤孝子　村上康一 共同

2016 7 東京 第34回日本肥満治療学会 肥満・糖尿病合併透析患者への新たなパーソナリティ分析に基づく行動変容の試み 小沼美代子　菅澤宏子　飯高喜美　菅井啓太 共同

2016 6 大阪 第61回日本透析医学会 肥満・糖尿尿合併透析患者への新たなパーソナリティ分析に基づく行動変容の試み
小沼美代子　菅澤宏子　飯高喜美　伊藤孝子　中野美子
菅井啓太　岩崎雅志

共同

2016 6 大阪 第61回日本透析医学会 低栄養状態の患者を通してNSTの関わりを再考する　～施設入所中の維持透析患者の栄養管理の実際から～
石田香織　田村伸子　中野美子　中村和彦　設楽悦子
坂井健彦

共同

2016 6 大阪 第61回日本透析医学会 要介護透析患者家族の実態調査から看護師の役割を考える 萬野武史　佐藤和子　井上加奈子　根本宏美　伊藤孝子 共同
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2016 6 大阪 第61回日本透析医学会 若年性認知症の発症を気づけなかった透析患者の症例を通して
山本阿希子　道仙真紀子　村﨑めぐみ　中野美子　永川
修

共同

2016 5 福岡 第29回日本老年泌尿器科学会 前立腺生検を受ける高齢患者への外来看護師の取り組み 長崎信乃　渡邊深雪　柴田由希子　中野美子 共同

2015 11 名古屋 第18回日本腎不全看護学会 集団治療の中での認知症患者への関わりを再考する 角山桂子　中野美子 共同

2015 11 名古屋 第18回日本腎不全看護学会 看護師のえり好みなどの対応に苦慮した患者への看護 鈴木史子　野口明子　村崎めぐみ　中野美子 共同

2015 11 名古屋 第18回日本腎不全看護学会
重症化する可能性のある透析患者の足病変を見逃さないフットケア
　　　　　～スコアリングを導入して見えてきたこと～

神林祐子　小幡了子　菅澤宏子　田村伸子　伊藤孝子
中野美子

共同

2015 11 千葉 第43回千葉県透析研究会 透析患者の心理と関わり方を考える　～怒り・攻撃の強い患者の面談を通して～ 後藤秋子　佐藤和子　稲垣幸子　小幡了子　伊藤孝子 共同

2015 11 千葉 第43回千葉県透析研究会 透析中に心停止を起こし救命しえた一例
斎藤歩美　飯高喜美　田村伸子　伊藤孝子　中野美子
白井厚治

共同

2015 11 千葉 第43回千葉県透析研究会 透析患者の在宅支援の一症例　～長く在宅支援を躊躇していた患者・家族の思いを通して～ 伊丹谷祐子　黒田早苗　田村伸子　角山桂子　中野美子 共同

2015 11 千葉 第43回千葉県透析研究会 長期維持透析患者の食の実際を知る試み　～第2報～
岡淳一郎　山本阿希子　村崎めぐみ　設楽悦子　中野美
子　永川修

共同

2015 6 横浜 第60回日本透析医学会 末梢動脈閉塞症２例への温浴療法の効果
菅澤宏子　稲月亜里　田村伸子　中野美子　村上康一
白井厚治

共同

2015 6 横浜 第60回日本透析医学会 フットケアに栄養面（フォーミラ食）をプラスして重傷足病変が改善した症例
柗本多加子　鈴木史子　冨岡久恵　村﨑めぐみ　中野美
子
永川修

共同

2015 6 横浜 第60回日本透析医学会 透析患者における睡眠時無呼吸症候群に対する治療継続のための看護支援 飯高喜美　柴田由希子　田村伸子　中野美子　白井厚治 共同

2015 6 横浜 第60回日本透析医学会 透析患者のセルフケア行動を維持するための支援について考える 真壁ひろみ　大野有加里　角山桂子　中野美子 共同

2015 6 横浜 第60回日本透析医学会 外来透析での癌性疼痛患者の看護課題 井上加奈子　木村淳子　小幡了子　伊藤孝子 共同

2014 12 千葉 第42回千葉県透析研究会 維持透析患者の入院歴から看護介入の在り方を考察する
黒田早苗　源田美由起　三浦ひとみ　牛嶋信子　角山桂
子　中野美子

共同

5
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2014 12 千葉 第42回千葉県透析研究会 長時間透析に移行した患者の満足度の変化
高岡麻美　萬野武史　稲垣幸子　内田真由美　小幡了子
伊藤孝子

共同

2014 12 千葉 第42回千葉県透析研究会 ｼｬﾝﾄ負荷軽減と経済的な止血器具の検討 山内政幸　田村伸子　中野美子　村上康一　白井厚治 共同

2014 12 千葉 第42回千葉県透析研究会 長期透析患者の食の嗜好及び食習慣に関する調査 岡淳一郎　白石有里　設楽悦子　中野美子　永川修 共同

2014 11 千葉 第17回日本腎不全看護学会 肥満者のパーソナリティ分析の有用性の検討 伊丹谷祐子　大野有加里　角山桂子　中野美子 共同

2014 11 千葉 第17回日本腎不全看護学会
多重障害を持った若年透析患者のセルフマネージメント獲得に向けた看護介入
　　　　　～症例検討会の導入を患者側面から考える～

伊藤孝子　小幡了子 共同

2014 11 千葉 第17回日本腎不全看護学会 患者理解への取り組み　～症例検討会を導入して　看護師の側面から～ 小幡了子　伊藤孝子 共同

2014 11 千葉 第17回日本腎不全看護学会 週3回4時間から6時間透析移行時の栄養指標と生活活動変化 柴田由希子　田村伸子　中野美子 共同

2014 10 徳島 第18回日本アクセス研究会 AVF設置術後の包交を考える 山内政幸 筆頭

2014 7 滋賀 第32回日本肥満症治療学会 肥満合併透析患者のパーソナリティ把握に対する試案と、看護サイドの評価の一致度 大野有加里 筆頭

2014 6 神戸 第59回日本透析医学会 低リン傾向を示す患者の栄養改善に向けての看護介入 木村淳子　寺尾せり乃　鈴木和美　小幡了子　伊藤孝子 共同

2014 6 神戸 第59回日本透析医学会 看護師の立場で事前指示書の必要性を考える 宮本恵理　新岡千晶　角山桂子　中野美子 共同

2014 6 神戸 第59回日本透析医学会 病院における透析室看護の在り方　～看護方式の再考～ 角山桂子　中野美子 共同

2014 6 神戸 第59回日本透析医学会 家族が選択した終末期治療を通して関わりを振り返る
森田阿希子　永井左和子　宮崎美雪　村﨑めぐみ
中野美子

共同

2014 6 神戸 第59回日本透析医学会 透析患者における睡眠時無呼吸症候群の治療効果　～QOL向上と長期継続のための関わり～ 飯高喜美　柴田由希子　田村伸子　中野美子　村上康一 共同

2013 7 東京 第31回日本肥満症治療学会 フォーミュラー食で体重減量後インスリンが離脱できた血液透析患者高度肥満症の一例 田村伸子　廣木奈津子　宮本慶子 共同
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2013 6 福岡 第58回日本透析医学会 高Pかつ低Aｌｂ血症患者への看護介入
寺尾せり乃　内田真由美　稲垣幸子　小幡了子　伊藤孝
子　廣木奈津子　宮本慶子　河野孝史

共同

2013 6 福岡 第58回日本透析医学会 止血法の模索 山内政幸　田村伸子　中野美子　鈴木敏弘　村上康一 共同

2013 5 横浜 第26回日本老年泌尿器科学会 前立腺癌終末期の高齢患者看護　～積極的治療を希望された一症例～ 坂本奈津紀　所寿子

2013 12 千葉 第41回千葉県透析研究会 常時、高P血症患者に対する、効果的な支援方法　～無理なく続けられることを目指して～ 萬野武史　髙橋はる　小幡了子　伊藤孝子 共同

2013 11 横浜 第16回日本腎不全看護学会 透析看護師のモチベーションを上げる試み～増加する肥満透析患者への対応　第1報～ 中野美子　尾坂雅美　白井厚治 共同

2013 11 横浜 第16回日本腎不全看護学会 体重減量後ｲﾝｽﾘﾝが離脱できた血液透析患者高度肥満症の一例 田村伸子　中野美子　村上康一　白井厚治 共同

2012 12 千葉 第40回千葉県透析研究会 誤った「DW・体重管理」の認識～管理良好な高齢透析患者の意識調査から～
石坂はるか　水戸部文子　佐野恵里香　牛嶋信子
中野美子

共同

2012 12 千葉 第40回千葉県透析研究会 維持透析患者の通院手段の検証　～経済的視点から～ 佐藤和子　小幡了子　伊藤孝子 共同

2012 12 千葉 第40回千葉県透析研究会 外来透析患者との緊急時情報伝達試験を試みて 椿由紀子　佐藤美智子　田村伸子　中野美子 共同

2012 6 札幌 第57回日本透析医学会 上腕動脈表在化患者のVA管理を考える　～上腕動脈表在化穿刺技術のスキルアップに対する試みを通して～ 菅野由希子　小幡了子　伊藤孝子 共同

2012 6 札幌 第57回日本透析医学会 井戸水の飲水が腎性貧血治療に与える影響に関して 鵜沢和子　田村伸子　中野美子　鈴木敏弘　村上康一 共同
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