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プログラム
Program

7月23日土
第1会場

診療ガイド作成委員会シンポジウム 9:00-10:10

「サイコネフロロジーにおける精神症状の「見える化」： 
スクリーニングの最適化に向けて」

座長：西村 勝治（東京女子医科大学医学部 精神医学） 
　　　片村 幸代（社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院 看護部）

SY1-1 抑うつの「見える化」
大武　陽一 今井病院 内科

SY1-2 不安の「見える化」
竹内　　崇 東京医科歯科大学病院 精神科

SY1-3 不眠の「見える化」
桂川　修一 東邦大学医療センター 佐倉病院 メンタルヘルスクリニック

SY1-4 認知症の「見える化」
大内　雄太 医療法人美之会 青空クリニック 精神科

特別講演 10:20-11:10

座長：西村 勝治（東京女子医科大学医学部 精神医学）

 サイコネフロロジーに関わる臨床倫理
会田　薫子 東京大学大学院人文社会系研究科 死生学・応用倫理センター 上廣講座

教育講演１ 11:20-11:50

座長：三上 聡司（東香里病院）

EL-1 CKD療養生活における食事を通して管理栄養士が行う「こころ」のサポート
吉田　朋子 北里大学病院 栄養部
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ランチョンセミナー 1 12:00-13:00

座長：西村 勝治（東京女子医科大学医学部 精神医学）

 精神科リエゾンからみた認知症対応
吉村　匡史 関西医科大学リハビリテーション学部 作業療法学科

共催： 日機装株式会社

大会長鼎談 13:10-14:10

「透析見合わせ：サイコネフロロジーの視点から」

西村　勝治 東京女子医科大学医学部 精神医学
土谷　　健 東京女子医科大学 血液浄化療法科 
酒井　　謙 東邦大学医学部 腎臓学講座（大森）

困難事例をめぐる臨床討論1 14:20-15:30

「移植腎廃絶後の透析忌避」
司会：渡辺 俊之（渡辺医院） 
　　　高野 公輔（東京女子医科大学病院 神経精神科）

 症例提示
海上　耕平 東京女子医科大学病院 移植管理科
大木里花子 東京女子医科大学病院 移植管理科

 パネリスト
仲宮　優子 水戸医療センター
原田　　浩 はらだ腎泌尿器クリニック
水内　恵子 池田バスキュラーアクセス・透析・内科

移植関連委員会シンポジウム 15:40-16:50

「腎移植患者のノンアドヒアランスを「見える化」する」
座長：酒井 謙（東邦大学） 
　　　杉谷 篤（米子医療センター）

SY2-1 腎移植医療におけるノンアドヒアランス
海上　耕平 東京女子医科大学病院 移植管理科

SY2-2 レシピエント移植コーディネーターの立場から
西川めぐみ 北海道大学病院 看護部 医科外来ナースセンター

SY2-3 腎移植患者のノンアドヒアランス　精神科医の立場から
岡田　剛史 自治医科大学 精神医学講座
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7月23日土
第2会場

一般演題1 9:00-9:55

「高齢者・認知症」
座長：鈴木 一裕（援腎会 すずきクリニック）

O-01 認知症合併高齢腎不全患者への園芸療法の効果
加藤　玲佳 医療法人偕行会 偕行会城西病院 技術部リハビリ課

O-02 ある前頭側頭型認知症患者・家族との関わりを振り返る
浜田　絵美 （医）清水会 かわせみクリニック

O-03 希死念慮のある高齢透析患者との関わり
勝間田アイコ 医療法人新生会 新生会クリニック

O-04 透析導入後に記憶が改善した一例
小貫亜希子 医療法人埼友会 埼友草加病院

O-05 認知症高齢者の虐待 －高齢者虐待リスクアセスメントシートの活用の検討－
池田　優樹 長崎腎病院 看護部

一般演題2 10:00-10:55

「治療に伴う心理的苦痛の評価」
座長：三上 聡司（東香里病院）

O-06 A病院の患者がVA穿刺時に受ける精神的な苦痛
江上　　豊 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 看護部

O-07 コロナ禍で生活する透析患者のストレスの実際
鳥越　菜穂 社会医療法人三上会 東香里病院

O-08 生体腎移植レシピエントにおけるドナーへの罪悪感と移植前の抑うつ症状との関連
土井　理美 東京医科歯科大学 国際健康推進医学分野

O-09 生体腎移植候補者におけるSIPATを用いた心理社会的評価の特徴
高野　公輔 東京女子医科大学医学部 精神医学

O-10 生体腎移植ドナーにおける移植前の手術や術後の生活への説明の理解度と気分障害度の 
関連
金澤潤一郎 北海道医療大学 心理科学部
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一般演題3 11:00-11:55

「スタッフ教育・スタッフケア」
座長：青木 栄子（いなげ腎クリニック）

O-11 当院における透析医療従事者のメンタルヘルスの現状
鈴木　尚子 （医）清水会 かわせみクリニック

O-12 当院におけるスタッフのメンタルケアの取り組み ～職場ストレスアンケートの結果から～
丹羽由香里 医療法人偕行会 海部共立クリニック

O-13 コロナ禍の看護スタッフの対話の場づくりとストレスケア
片村　幸代 名古屋記念財団 新生会第一病院

O-14 意思決定支援場面のロールプレイ学習会の効果  
～治療的コミュニケーションのスキルを使って～
増田めぐみ 社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院 透析室

O-15 近々の透析医療の現場で思うこと －第19報－新型コロナ感染症パンデミック下で考える
宍戸　　洋 医療法人社団みやぎ清耀会 緑の里クリニック

一般演題4 13:00-13:50

「精神疾患・精神症状」
座長：志賀浪 貴文（埼玉医科大学総合医療センター メンタルクリニック）

O-16 当院での透析患者における睡眠障害についての検討
鈴木　一裕 医療法人援腎会 すずきクリニック 

O-17 血液透析患者における抑うつ症状と鉄管理および運動量との関連
濱洲　智朗 森ノ宮医療大学保健医療学部 臨床工学科

O-18 適応障害を持つ透析患者のストレスと失踪 ～どうなってもいい、ずっとそう思っていた～
原　　博子 （医）援腎会 あさか野泌尿器透析クリニック 看護部

O-19 喪失体験を繰り返す双極性障害患者のグリーフケアを経験して
吉川　佳美 医療法人衆和会 長崎腎クリニック
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一般演題5 13:55-14:45

「終末期・看取り」
座長：小貫 亜希子（埼友草加病院）

O-20 新型コロナ感染流行期における維持透析患者の在宅看取りの意義 
～『積極的終末期メンタルケア』への取組み
藤原　久子 医療法人衆和会 長崎腎病院

O-21 維持透析患者の特別養護老人ホームでの看取り
吉本　健太 特別養護老人ホーム こくら庵

O-22 終末期透析患者のプロセス ～透析開始から見取りまでの過程～
田中光二郎 康正会総合クリニック

O-23 急性期病院で維持透析患者の終末期を支援した透析スタッフの思い  
－デスカンファレンスを通して－
田中　順也 地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 人工透析室

一般演題6 14:50-15:50

「患者・家族支援（1）」
座長：伊丹 儀友（伊丹腎クリニック）

O-24 「本人の思い」は大切にしたい。最良の意思決定支援とは何かと悩んだ症例
東山　　恵 聖マリアンナ医科大学病院 看護部

O-25 「家で過ごしたい」おもいに多職種チームアプローチで栄養改善・ADL拡大目指し胃瘻抜去
した1事例
芦口美佐枝 医療法人社団豊生会 東苗穂病院 看護部 人工透析室

O-26 NPO法人の活動から見る患者の声と望まれる支援
雁瀬　美佐 NPO法人 腎臓サポート協会

O-27 NPO法人の活動から見る患者やその家族の苦悩と支援
雁瀬　美佐 NPO法人 腎臓サポート協会

O-28 腎臓病患者当事者が考える患者の未来を支える活動事例
南　　恭子 公益社団法人東京都栄養士会 栄養ケアステーション
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一般演題7 15:55-16:55

「患者・家族支援（2）」
座長：相馬 泉（東京女子医科大学）

O-29 長期透析患者への訪問看護支援から得たナラティブ・アプローチ
岸田香織里 （医）大誠会 訪問看護ステーションハーブ・瑞穂

O-30 足病変の改善をあきらめていた患者への関わりを振り返ってみて
水谷友光子 社会医療法人名古屋記念財団 東海クリニック

O-31 生活環境を整える事で難治性の潰瘍が治癒した一例
御代田由美子 医療法人援腎会 すずきクリニック 看護部

O-32 透析を拒否する患者への維持透析継続と意欲回復への支援  
～「病みの軌跡」を通したアプローチ
高橋　沙織 長崎腎病院 看護部

O-33 透析困難症を伴う血液透析患者に対して腹膜透析を導入した経験からの学び
森久保　悟 聖マリアンナ医科大学病院 腎臓・高血圧内科
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7月24日日
第1会場

編集委員会シンポジウム 9:00-10:10

「サイコネフロロジー「見える化」のはじめかた：学会発表を通して」
座長：大武 陽一（今井病院 内科） 
　　　黒田 沙織（静岡済生会 総合病院）

SY3-1 オープニングリマークス
小川　智也 埼玉医科大学総合医療センター

SY3-2 なぜ学会発表や研究をするのか
櫻田　　勉 聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科

SY3-3 学会発表を目指す事例研究の基本 ～失敗から学ぶ事例のまとめ方～
田中　順也 地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター 人工透析室

SY3-4 日常の実践を見える化する：症例発表から始めよう
小林　清香 埼玉医科大学総合医療センター メンタルクリニック

教育講演2 10:20-10:50

座長：種田 美和（医療法人 社団大誠会）

EL-2 人をつなげるコミュニケーション
藤田　　譲 白鷺病院 医療福祉科

スポンサードセミナー 11:00-11:50

座長：竹内 崇（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 精神行動医科学リエゾン精神医学・精神腫瘍学担当 　　　
　　　　　       心身医療科科長 メンタルヘルス・リエゾンセンター）

 サイコオンコロジーから学ぶサイコネフロロジー
赤穂　理絵 東京女子医科大学医学部 精神医学講座

共催： 武田薬品工業株式会社／ルンドベック・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 2 12:00-13:00

座長：新田 孝作（東京女子医科大学）

 透析医療の進歩、今こそサイコネフロロジー⁉
小川　智也 埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科 血液浄化センター

共催： 協和キリン株式会社
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春木記念賞受賞講演 13:10-13:30

座長：伊丹 儀友（医療法人友秀会 伊丹腎クリニック）

 なぜコロナ渦はなかなか終焉しないのか 
－天災から人災へ  すべては初歩的な間違いから始まった－  
移植感染症学の視点からみた新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
高橋　公太 （新潟大学 名誉教授／髙橋記念医学研究所 所長／南千住病院 名誉院長）

会員報告会 13:30-13:50

困難事例をめぐる臨床討論2 14:00-15:10

「高齢者への透析導入をめぐって」
司会：谷向 　仁（京都大学） 
　　　小林 清香（埼玉医科大学総合医療センター）

 症例提示
三浦久美子 新生会第一病院
片村　幸代 新生会第一病院

 パネリスト
原　　正樹 東京透析フロンティア
川口　祐輝 東京女子医科大学 血液浄化療法科
佐々木花奈 済生会横浜市東部病院 看護部

教育講演3 15:20-15:50

座長：赤穂 理絵（東京女子医科大学医学部 精神医学講座）

EL3 Acceptance and Commitment Therapyを用いた医療者のメンタルヘルスケア
藤本　志乃 ウェルビーイングのためのカウンセリングルーム Le:self

次期大会長講演 16:00-16:20

座長：西村 勝治（東京女子医科大学医学部 精神医学）

 こころを繋ぐ
種田　美和 医療法人社団 大誠会

閉会式 16:20-16:30
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7月24日日
第2会場

野原記念賞候補1 9:00-10:00

座長：伊藤 孝史（島根大学医学部附属病院 腎臓内科）

N-01 当院における透析予防指導と多職種連携 
～社会的背景の理解と保存期からの関わりが透析患者にもたらすもの～
八巻　明美 （医）みやぎ清耀会 緑の里クリニック

N-02 当院における透析予防指導と多職種連携 ～管理栄養士及び薬剤師の立場から～
江刺　佑佳 医療法人社団みやぎ清耀会 緑の里クリニック

N-03 サイコネフロロジーナースの取り組み  
～対応困難患者のデスカンファレンスへの介入とその効果～
花井　弥穂 名古屋記念財団 東海知多クリニック

N-04 腹膜透析による在宅看取りとSNSによるグリーフケア
松本秀一朗 川原腎泌尿器科クリニック

N-05 臨床工学技士養成大学の学生がもつ「透析医療」に対するイメージと「不安」 
－因子分析による検討－
遠入南菜花 森ノ宮医療大学保健医療学部 臨床工学科

野原記念賞候補2 10:10-11:10

座長：船越 哲（長崎腎病院・長崎腎クリニック）

N-06 療養病棟に入院あるいは高齢者介護施設に入所して維持血液透析を継続している 
患者の心理に関する質的研究
根生　一治 富家病院

N-07 「帰りたい」を支えたい
今西　伸子 医療法人柏友会 柏友クリニック

N-08 生体腎移植直前の進行期腎不全患者の認知機能の実際
小林　清香 埼玉医科大学総合医療センター メンタルクリニック

N-09 慢性維持血液透析患者における体液バランス異常とQOLの関係
吉田　規人 東邦大学医療センター佐倉病院 腎臓学講座

N-10 不快な夢は透析患者の睡眠の質を低下させる  
－睡眠の質と不定愁訴との関連調査から－
伊藤　　匠 森ノ宮医療大学保健医療学部 臨床工学科
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広報委員会シンポジウム 13:50-15:00

「シリーズ  サイコネフロロジーの見える化を考える  その1」
座長：前田 国見（前田記念会 石神井公園じんクリニック） 
　　　松岡 哲平（大誠会）

SY4-1 オープニング
前田　国見 前田記念会 石神井公園じんクリニック

SY4-2 CKDトータルケアとしてのサイコネフロロジーの拡大を目指して  
－中長期的試みの提案－
小坂　志保 東邦大学看護学部 看護学科

SY4-3 自部署でのサイコネフロロジー認知度と実態調査  
～職員へのアンケート結果より見えてきた今後の課題
松田　和子 日本鋼管福山病院 看護部 透析センター

SY4-4 チームで実践するサイコネフロロジー ～人生会議から在宅での看取りの振り返り～
池田志帆子 医療法人社団前田記念会 石神井公園じんクリニック

SY4-5 サイコネフロロジー学会に入会して  
～慢性期を経験し急性期治療に携わるCEとしての今後の活動～
三春　摩弥 山形大学医学部附属病院 臨床工学部

SY4-6 クロージング
松岡　哲平 大誠会

臨床研究推進委員会シンポジウム 15:10-16:20

「サイコネフロロジーのリサーチクエッションを見える化する」
座長：政金 生人（矢吹病院 腎臓内科）

SY5-1 サイコネフロロジー現場の問題点を見える化する（臨床研究推進委員会の活動の方向性）
政金　生人 矢吹病院 腎臓内科

SY5-2 リエゾン体制のある施設におけるリサーチクエッション
大橋　綾子 九州大学病院 リハビリテーション科

SY5-3 リエゾン体制のない地域におけるresearch question  
～なぜ透析患者は精神科診療を受けづらいのか？
大内　雄太 医療法人美之会 青空クリニック 精神科

SY5-4 見える化を可能にする評価尺度
中村菜々子 中央大学


