
［招待講演］

招待講演1　6月28日（金）　14:10-15:10　第7会場（会議センター　5F　502）
司会： 猪阪善隆（大阪大学）
【IL-1】　Person centered care for older adults with kidney disease
 University of Washington, Seattle, WA, USA ○Ann O’Hare

招待講演2　6月28日（金）　15:10-16:10　第7会場（会議センター　5F　502）
司会： 新田孝作（東京女子医科大学）
【IL-2】　 Malnutrition and Sarcopenia of Dialysis Patients
 University of California Irvine (UCI), Orange,  〇Kamyar Kalantar-Zadeh
 California, USA

招待講演3　6月28日（金）　16:10-17:10　第7会場（会議センター　5F　502）
司会： 根木茂雄（和歌山県立医科大学）
【IL-3】　Mortality Rates Associated with Emergent Versus Elective RRT for AKI in the ICU
 The Center for Critical Care Nephrology,  ○John A. Kellum, Junichi Izawa, Priyanka Priyanka
 CRISMA (Clinical Research, Investigation, and 
 Systems Modeling of Acute Illness) Center, 
 Department of Critical Care Medicine, 
 University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

招待講演4　6月29日（土）　15:10-16:10　第7会場（会議センター　5F　502）
司会： 政金生人（清永会本町矢吹クリニック）
【IL-4】　 Home Dialysis: An Australian Perspective
 Monash Medical Centre and Monash University, ○Peter G Kerr
  Clayton, Vic, Australia

招待講演5　6月30日（日）　8:30-9:30　第7会場（会議センター　5F　502）
司会： 深川雅史（東海大学）
【IL-5】　Vascular ‘Inflammaging’ drives calcification in Chronic Kidney Disease
 King’s College London, London, UK ○Catherine Shanahan

招待講演6　6月30日（日）　9:30-10:30　第7会場（会議センター　5F　502）
司会： 中元秀友（埼玉医科大学）
【IL-6】　Role of native vit-D in CKD-MBD
 Fu-Jen Catholic University Hospital, New-Taipei City,  ○Kuo-Cheng Lu, Chien-Lin Lu
 Taiwan, Republic of China

［特別講演］

特別講演1　6月28日（金）　10:30-11:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
司会： 土谷　健（東京女子医科大学）
【SL-1】　 医療における人工知能―機械学習の最新応用事例と今後の展望―
 株式会社日立製作所研究開発グループ  ○伴　秀行
 ヘルスケアイノベーションセンタ

特別講演2　6月28日（金）　11:30-12:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
司会： 柏原直樹（川崎医科大学附属病院）
【SL-2】　 AIが医療を変えるか～診断から経過予測まで～
 東京大学大学院医学系研究科 ○大江和彦
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特別講演3　6月28日（金）　14:10-15:10　第10会場（会議センター　3F　315）
司会： 中元秀友（埼玉医科大学）
【SL-3】　 今後の日本の医療政策
 厚生労働省がん・疾病対策課 ○佐々木昌弘，福田誠一，丸山　慧，安藤徳恵

特別講演4　6月29日（土）　10:30-11:30　第1会場（国立大ホール）
司会： 内田明子（聖隷横浜病院）
【SL-4】　 地域包括ケアの看護のあり方
 東京医療保健大学 ○坂本すが

特別講演5　6月29日（土）　11:30-12:30　第1会場（国立大ホール）
司会： 重松　隆（和歌山県立医科大学）
【SL-5】　義父　日野原重明の晩年
  ○日野原真紀

特別講演6　6月30日（日）　8:30-9:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
司会： 富野康日己（（医）社団松和会／順天堂大学）
【SL-6】　 透析医療と医療経済－透析分野の臨床経済的な価値を考える
 東京大学大学院医学系研究科医療経済政策学 ○田倉智之

特別講演7　6月30日（日）　9:30-10:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
司会： 南學正臣（東京大学医学部附属病院）
【SL-7】　 心不全診療の現状と課題
 東京大学医学部附属病院循環器内科 ○小室一成

特別講演8　6月30日（日）　10:30-11:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
司会： 猪阪善隆（大阪大学）
【SL-8】　 循環器治療の進歩～低侵襲心臓治療の現況と展望～
 大阪大学大学院医学系研究科心臓血管外科 ○澤　芳樹

特別講演9　6月30日（日）　11:30-12:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
司会： 横尾　隆（東京慈恵会医科大学）
【SL-9】　 バイオ３Dプリンタを用いた細胞製人工血管の臨床応用について
 佐賀大学医学部臓器再生医工学研究室 ○中山功一

［会長講演］

会長講演　6月29日（土）　14:10-15:10　第1会場（国立大ホール）
司会： 川口良人（東京慈恵会医科大学）
【PL】　 自分自身の透析医学研究の歩み：運を大事にして領域を広げる
 和歌山県立医科大学腎臓内科学講座 ○重松　隆

［学会緊急企画］

学会緊急企画1　6月28日（金）　16:30-18:00　第18会場（アネックスホール　F201+F202）
3月7日新聞報道に対する日本透析医学会の見解と対応 日本透析医学会会員への報告：会員限定
司会： 中元秀友（一般社団法人日本透析医学会） 

 土谷　健（東京女子医科大学）
【GK-01-1】　 福生病院に関する報道の経緯と日本透析医学会の対応
 埼玉医科大学総合診療内科 ○中元秀友
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この学会緊急企画については、日本透析医学会の会員の皆さ
んにこれまでの経過を報告するために企画したものです。し
たがって、本企画は本学会の正会員限定で参加を認めます。
入室の際に参加証の確認と会員証のバーコードを読み込み
して登録した者のみ入室は可能です。なお、報道各社につい
ては会場の都合により、各社 1 名までとさせていただきま
す。なお混乱を避けるため、会場での質疑応答はありませ
ん。詳細につきましては、本学術集会のホームページにてご
確認ください。42



【GK-01-2】　調査委員会報告 
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○土谷　健
【GK-01-3】　 透析中断・非導入報道に関する日本透析医学会倫理委員会の見解と対応
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 ○倉賀野隆裕
【GK-01-4】　 「人生の最終段階における維持透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについてのガイドライン（案）

委員会」による提言改訂の方向性
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科 ○岡田一義

学会緊急企画2　6月30日（日）　8:30-9:30　第1会場（国立大ホール）
透析液排液の適正な処理について
司会： 宍戸寛治（石心会川崎クリニック）
【GK-02-1】　 透析排液の実態と問題点
 東京女子医科大学臨床工学部 ○峰島三千男
【GK-02-2】　 適正な透析排水管理について
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部 ○内野順司
 ／公益社団法人日本臨床工学技士会
 公益社団法人日本臨床工学技士会 　本間　崇

［教育講演］

教育講演1　6月28日（金）　8:30-9:30　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 吉田一成（北里大学医学部新世紀医療開発センター）
【EL-01】　 腎移植　透析医療と腎移植医療の連携
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科／腎・血液浄化センター ○西　慎一

教育講演2　6月28日（金）　9:45-10:45　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 山縣邦弘（筑波大学附属病院）
【EL-02】　 透析患者における感染症対策
 日本赤十字社武蔵野赤十字病院腎臓内科 ○安藤亮一

教育講演3　6月28日（金）　11:00-12:00　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 柳田素子（京都大学）
【EL-03】　 エリスロポエチン産生制御と赤血球造血
 東北大学大学院医学系研究科血液免疫病学分野 ○張替秀郎

教育講演4　6月28日（金）　8:30-9:30　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 石田真理（東海大学医学部付属八王子病院）
【EL-04】　 協働の意思決定（Shared Decision making）
 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学講座 ○小松康宏

教育講演5　6月28日（金）　9:45-10:45　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 小林修三（沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター）
【EL-05】　 血液透析患者に対するC型肝炎治療の進歩
 日本医科大学付属病院消化器・肝臓内科 ○厚川正則

教育講演6　6月28日（金）　11:00-12:00　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 成田一衛（新潟大学）
【EL-06】　 透析と遠隔医療
 福島県立医科大学附属病院人工透析センター ○風間順一郎
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教育講演7　6月28日（金）　14:10-15:10　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 深澤瑞也（山梨大学医学部附属病院）
【EL-07】　 私の行ってきたバスキュラー管理
 （医）あさお会あさおクリニック内科 ○前波輝彦

教育講演8　6月28日（金）　15:30-16:30　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 宮田仁美（京都桂病院）
【EL-08】　 透析患者の高リン血症への栄養介入
 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院栄養科 ○川手由香

教育講演9　6月28日（金）　16:50-17:50　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 竜崎崇和（東京都済生会中央病院）
【EL-09】　 新腹膜透析ガイドライン2019 ～どうしたらよりよい腹膜透析ができるか～
 愛知医科大学病院腎臓・リウマチ膠原病内科 ○伊藤恭彦

教育講演10　6月28日（金）　14:10-15:10　第4会場（会議センター　3F　303+304）
腹膜透析の基礎と臨床から
司会： 笠井健司（富士市立中央病院）
【EL-10-1】　 腹膜透析の展開―基礎と臨床から
 聖路加国際病院腎センター ○中山昌明
【EL-10-2】　 腹膜透析関連手術―そのピットフォール
 帝京大学ちば総合医療センター腎臓内科 ○寺脇博之

教育講演11　6月28日（金）　15:30-16:30　第4会場（会議センター　3F　303+304）
認知症関連について
司会： 満生浩司（福岡赤十字病院）
【EL-11-1】　 透析患者における認知症の現況
 （医）長崎腎病院腎臓内科 ○原田孝司，澤瀬健次，丸山祐子，舩越　哲
【EL-11-2】　 認知症看護が実践できる人材を育成するために
 （医）新生会第一病院看護部 ○宮下美子

教育講演12　6月28日（金）　16:50-17:50　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 佐藤久光（衆済会増子記念病院）
【EL-12】　 医療安全：看護師の立場から～効果的な照合を行うために
 宮城大学看護学群 ○木村眞子

教育講演13　6月29日（土）　8:30-9:30　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 菊地　勘（豊済会下落合クリニック）
【EL-13】　 コメディカルのための臨床研究入門
 川崎医科大学附属病院 ○神田英一郎
 （医）社団敬天会鶴田板橋クリニック 　鶴田悠木
 （医）社団豊済会下落合クリニック 　菊地　勘

教育講演14　6月29日（土）　9:50-10:50　第3会場（会議センター　3F　301+302）
透析患者の薬物療法
司会： 古久保拓（仁真会白鷺病院）
【EL-14-1】　 透析患者の便秘
 社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院腎臓内科 ○元　志宏
【EL-14-2】　 透析における感染症診療
 稲城市立病院腎臓内科 ○内田大介
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教育講演15　6月29日（土）　11:10-12:10　第3会場（会議センター　3F　301+302）
血液浄化膜の分類と選択
司会： 本間　崇（善仁会グループ安全管理本部）
【EL-15-1】　 AKIに対するCRRTにおける浄化膜
 東京女子医科大学臨床工学部 ○相馬　泉
【EL-15-2】　 維持透析における透析膜
 前田記念腎研究所茂原クリニック ○江村宗郎

教育講演16　6月29日（土）　8:30-9:30　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 小岩文彦（昭和大学藤が丘病院）
【EL-16】　 CKD-MBDの基礎と新たな概念
 和歌山県立医科大学腎臓内科学講座 ○大矢昌樹

教育講演17　6月29日（土）　9:50-10:50　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 中西　健（五仁会住吉川病院）
【EL-17】　 慢性腎臓病（CKD）患者における鉄代謝
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 ○倉賀野隆裕

教育講演18　6月29日（土）　11:10-12:10　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 織田成人（千葉市立海浜病院）
【EL-18】　敗血症に対する血液浄化療法の変遷と将来 
 山梨大学医学部救急集中治療医学講座 ○松田兼一

教育講演19　6月29日（土）　16:00-17:00　第3会場（会議センター　3F　301+302）
透析患者のフットケア
司会： 平松　信（岡山済生会外来センター病院）
【EL-19-1】　 透析患者の下肢を守るために
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○日高寿美，小林修三
【EL-19-2】　 透析看護におけるフットケア
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院血液浄化センター ○愛甲美穂

教育講演20　6月29日（土）　17:20-18:20　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 小久保謙一（北里大学）
【EL-20】　 透析量から考える血液透析と腹膜透析の相互理解
 法政大学生命科学部 ○山下明泰

教育講演21　6月29日（土）　16:00-17:00　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 小松康宏（群馬大学）
【EL-21】　 公正な研究を目指して～医師・医学研究者が知っておくべきこと
 赤穂市民病院病理診断科 ○榎木英介

教育講演22　6月29日（土）　17:20-18:20　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 美馬　亨（和歌山県立医科大学）
【EL-22】　 透析患者の心を支えるサイコネフロロジー
 伊丹せいふう病院内科 ○大武陽一
 ／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心療内科／緩和ケア科

教育講演23　6月30日（日）　8:30-9:30　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 松永篤彦（北里大学）
【EL-23】　 透析患者におけるフレイル対策としての腎臓リハビリテーション
 兵庫医療大学リハビリテーション学部 ○松沢良太
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教育講演24　6月30日（日）　9:50-10:50　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 有馬秀二（近畿大学）
【EL-24】　 透析と高血圧： JSH2019
 横浜市立大学附属市民総合医療センター血液浄化療法部 ○平和伸仁
 ／腎臓・高血圧内科

教育講演25　6月30日（日）　11:10-12:10　第3会場（会議センター　3F　301+302）
透析かゆみ対策
司会： 森石みさき（（医）あかね会中島土谷クリニック）
【EL-25-1】　 透析掻痒症の実態と治療戦略
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科 ○高橋直子
 （医）あかね会大町土谷クリニック透析室 　隘田聡子
【EL-25-2】　 血液透析患者の掻痒症に対するスキンケアの重要性
 （医）あかね会大町土谷クリニック透析室 ○隘田聡子
 （医）あかね会大町土谷クリニック内科 　高橋直子

教育講演26　6月30日（日）　8:30-9:30　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 風間順一郎（福島県立医科大学）
【EL-26】　 透析患者の周術期管理～ターニングポイント～
 兵庫医科大学麻酔科・ 痛制御科 ○岡野　紫

教育講演27　6月30日（日）　9:50-10:50　第4会場（会議センター　3F　303+304）
司会： 阿部雅紀（日本大学）
【EL-27】　 今さら聞けない統計解析入門
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター ○星野純一

教育講演28　6月30日（日）　11:10-12:10　第4会場（会議センター　3F　303+304）
HDF
司会： 友　雅司（大分大学医学部附属臨床医工学センター）
【EL-28-1】　 オンラインHDFの現況と展望
 池袋久野クリニック ○久野　勉
【EL-28-2】　 オンラインHDF の治療効果を上げる設定条件
 橋本クリニック ○櫻井健治

教育講演29　6月30日（日）　14:10-15:10　第3会場（会議センター　3F　301+302）
司会： 鶴屋和彦（奈良県立医科大学）
【EL-29】　 患者安全の全体像
 名古屋大学医学部附属病院医療の質・安全管理部 ○長尾能雅

教育講演30　6月30日（日）　15:15-16:15　第3会場（会議センター　3F　301+302）
世界の透析事情
司会： 武居光雄（光心会諏訪の杜病院）
【EL-30-1】　 サブサハラ諸国での透析から移植医療まで
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター ○小林修三
【EL-30-2】　 アジアLower Middle Income Countriesの腎不全医療環境
 NGOいつでもどこでも血液浄化 ○兵藤　透，楢村友隆，小久保謙一，川西秀樹
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［合同企画シンポジウム］

合同企画シンポジウム1　6月28日（金）　8:30-10:30　第5会場（会議センター　5F　503）
日本腹膜透析医学会・日本透析医学会　合同企画
腹膜透析の普及に向けて～日本の４大PD実施施設からの知恵と勇気～
司会： 横井秀基（京都大学） 

池田雅人（東京慈恵会医科大学）
【JSY-01-1】　 腹膜透析普及へ向けての導入～大規模PD実施施設から学ぶ～
 京都大学大学院医学研究科腎臓内科学 ○横井秀基，柳田素子
【JSY-01-2】　 内科医と外科医の協力による普及効果
 東京慈恵会医科大学附属柏病院腎臓・高血圧内科 ○池田雅人
【JSY-01-3】　 腹膜透析への普及に向けて：EPS克服までの道のりと将来展望
 （医）あかね会土谷総合病院 ○川西秀樹
【JSY-01-4】　 高齢者腎不全医療
 特殊法人日本赤十字社医療センター ○石橋由孝
【JSY-01-5】　 国内最多症例のPD施設での苦労と工夫
 一般財団法人平成紫川会小倉記念病院腎臓内科 ○原田健司，金井英俊
【JSY-01-6】　 腹膜透析がスタンダードになるために
 香川県立中央病院看護部 ○德田佳子

合同企画シンポジウム2　6月28日（金）　8:30-10:30　第6会場（会議センター　5F　501）
日本血液浄化技術学会・日本透析医学会　合同企画
血液浄化療法における医工連携
司会： 山家敏彦（神奈川工科大学） 

村上　淳（東京女子医科大学）
【JSY-02-1】　 アフェレシス療法における医工連携
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○花房規男，土谷　健
 東京女子医科大学腎臓内科  新田孝作
【JSY-02-2】　 急性血液浄化療法における医工連携
 山梨大学医学部救急集中治療医学講座 ○松田兼一
【JSY-02-3】　 維持透析療法における医工連携
 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科 ○石森　勇
【JSY-02-4】　 バスキュラーアクセス管理における医工連携
 飯田橋春口クリニック ○春口洋昭
【JSY-02-5】　 透析液清浄化における医工連携
 （医）社団信英会越谷大袋クリニック ○本田和美
【JSY-02-6】　 災害時透析医療における医工連携
 神奈川工科大学地域連携災害ケア研究センター ○山家敏彦，川崎路浩，塩川茂樹
 神奈川工科大学情報学部情報工学科  田中　博

合同企画シンポジウム3　6月29日（土）　8:30-10:30　第1会場（国立大ホール）
日本腎不全看護学会・日本透析医学会　合同企画
透析看護認定看護師の歩みと実績と今後の課題
司会： 佐藤久光（衆済会増子記念病院） 

定本高子（徳洲会札幌東徳洲会病院血液浄化センター）
【JSY-03-1】　 看護師特定行為研修制度との融合について
 東京医療保健大学和歌山看護学部看護学科 ○松月みどり
【JSY-03-2】　 透析看護認定看護師の実践（1） 

～保存期から導入期までの関わり，慢性腎臓病看護におけるセルフマネジメント支援の実際と今後の課題～
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院分院看護部 ○能美亜紀子
【JSY-03-3】　 透析看護認定看護師の実践～バスキュラーアクセス管理～
 （医）原三信病院看護部 ○德田勝哉
【JSY-03-4】　 健康の社会的決定要因の側面から腎代替療法の治療選択における支援を考える
 （医）徳洲会札幌徳洲会病院血液浄化センター ○石原文緒
【JSY-03-5】　 透析看護認定看護師が会社社長になって見えてきたこと～地域でCKD患者を支えるために必要なこと～
 K ＆ Y株式会社在宅看護センターひまわり ○片岡今日子
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【JSY-03-6】　 透析看護認定看護師制度の歩みと将来への展望
 東京女子医科大学看護学部 ○多久和善子

合同企画シンポジウム4　6月29日（土）　8:30-10:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
日本腎臓学会・日本透析医学会　合同企画
高齢化社会における療法選択のポイントは？
司会： 柏原直樹（川崎医科大学附属病院） 

中元秀友（埼玉医科大学）
【JSY-04-1】　 高齢者の血液透析導入後生命予後を規定する因子について
 埼玉医科大学病院腎臓内科 ○小野　淳，友利浩司，井上　勉，岡田浩一
【JSY-04-2】　 高齢者ケアと透析療法選択
 大阪大学キャンパスライフ健康支援センター ○守山敏樹
【JSY-04-3】　 非がん患者に対する緩和ケアの現状と展望
 自治医科大学附属病院緩和ケア部 ○丹波嘉一郎
【JSY-04-4】　 高齢者の治療と生活の選択に求められる看護師の役割
 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 ○水内恵子，池田　潔，梶本宗孝，松岡一江
【JSY-04-5】　 腎臓移植における腎臓医の関わりと療法選択のポイント
 日本赤十字社和歌山医療センター腎臓内科 ○東　義人，岩重洋平，杉谷盛太，前沢浩司
【JSY-04-6】　 高齢者の在宅腹膜透析におけるかかりつけ医の役割と実際
 （医）正木医院 ○正木浩哉
【JSY-04-7】　 診療報酬改定は療法選択にどのような影響を与えたのか
 埼玉医科大学総合診療内科 ○中元秀友，小林威仁，草野　武

合同企画シンポジウム5　6月30日（日）　10:30-12:30　第5会場（会議センター　5F　503）
日本臨床腎移植学会・日本透析医学会　合同企画
腎代替療法の治療選択としての腎移植～現状と課題～
司会： 剣持　敬（藤田医科大学病院） 

酒井　謙（東邦大学医療センター大森病院）
【JSY-05-1】　 生体腎移植～ドナーになれない理由～
 東邦大学腎臓学講座 ○小口英世
【JSY-05-2】　 生体腎移植ドナーの予後～リスク管理と長期フォローの重要性～
 聖マリアンナ医科大学腎臓高血圧内科 ○寺下真帆，谷澤雅彦，今井直彦，柴垣有吾
【JSY-05-3】　 わが国の腎移植の成績
 自治医科大学腎泌尿器外科学講座腎臓外科学部門 ○八木澤隆
【JSY-05-4】　 腎代替療法の治療選択としての腎移植～現状と課題～先行的腎移植について
 市立札幌病院腎臓移植外科 ○原田　浩
【JSY-05-5】　 腎移植後の合併症～術前から術後に亘る腎移植レシピエントの継続管理～
 東京女子医科大学泌尿器科 ○奥見雅由
【JSY-05-6】　 糖尿病腎不全に対する移植医療
 藤田医科大学医学部移植・再生医学 ○伊藤泰平，剣持　敬，河合昭浩，會田直弘

合同企画シンポジウム6　6月30日（日）　10:30-12:30　第6会場（会議センター　5F　501）
日本骨形態計測学会・日本透析医学会　合同企画
骨組織から考えるCKD-MBD
司会： 山本智章（愛広会新潟リハビリテーション病院） 

風間順一郎（福島県立医科大学）
【JSY-06-1】　 CKD-MBDの診断および治療の現状と課題
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科／腎・血液浄化センター ○後藤俊介
【JSY-06-2】　 骨組織評価の実際と最新の動向
 埼玉医科大学病院 ○田中伸哉
【JSY-06-3】　 骨形態計測学から見た骨組織の石灰化障害の評価とその課題
 新潟リハビリテーション病院整形外科／新潟骨の科学研究所 ○山本智章，高橋榮明
 新潟骨の科学研究所 　島倉剛俊
【JSY-06-4】　 CKD-MBDの骨代謝動態と腸骨生検の意義
 国家公務員共済組合連合会虎の門病院腎センター内科 ○平松里佳子
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合同企画シンポジウム7　6月30日（日）　14:10-16:10　第1会場（国立大ホール）
日本腎臓リハビリテーション学会・日本透析医学会　合同企画
多職種チームによる透析運動療法
司会： 上月正博（東北大学） 

加藤明彦（浜松医科大学医学部附属病院）
【JSY-07-1】　 CKDにおける筋萎縮のメカニズム Up-to-date
 熊本大学薬学部薬剤学分野 ○丸山　徹，渡邊博志
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 　深川雅史
【JSY-07-2】　 透析患者の運動機能評価
 東北医科薬科大学医学部リハビリテーション学 ○伊藤　修
【JSY-07-3】　 透析運動療法の医学的適応と注意点
 横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科 ○若林秀隆
【JSY-07-4】　 透析患者におけるADL低下とその対策
 兵庫医療大学リハビリテーション学部 ○松沢良太
【JSY-07-5】　 透析中に行う運動療法～いかに参加率を高め，継続率を維持するか～
 （医）社団つばさつばさクリニック ○内田広康
【JSY-07-6】　 いつまでも口から食べるための口腔療法
 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 ○市川和子
 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学 　佐々木環

合同企画シンポジウム8　6月30日（日）　14:10-16:10　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
日本腎臓病薬物療法学会・日本透析医学会　合同企画
薬物療法
司会： 平田純生（熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター） 

阿部雅紀（日本大学）
【JSY-08-1】　 日本における血液透析患者の服薬の実態
 和歌山県立医科大学腎臓内科学講座 ○大矢昌樹，重松　隆
【JSY-08-2】　 腎機能低下時に要注意な薬剤の特徴
 特定医療法人仁真会白鷺病院薬剤科 ○古久保拓
【JSY-08-3】　 地域の薬局でCKD患者さんを支える
 イオン薬局登美ヶ丘店 ○島　祐子
【JSY-08-4】　 PD, HD, CHDF導入時の薬物投与量
 東京大学薬学部医療薬学教育センター ○山本武人
【JSY-08-5】　 服薬指導で適正な薬物療法を推進しよう
 社会医療法人寿楽会大野記念病院薬剤部 ○浦田元樹
【JSY-08-6】　 服薬コンプライアンスの向上にむけたさまざまな取り組み
 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座 ○高橋さつき

合同企画シンポジウム9　6月30日（日）　14:10-16:10　第4会場（会議センター　3F　303+304）
日本泌尿器科学会・日本腎臓学会　合同企画
Onco-Nephrology
司会： 堀江重郎（順天堂大学） 

柳田素子（京都大学）
【JSY-09-1】　 透析患者における合理的化学療法
 京都大学医学部附属病院人工腎臓部 ○松原　雄，柳田素子
 京都大学腫瘍薬物治療学 　船越太郎，武藤　学
【JSY-09-2】　 透析施行中の進行性腎癌患者に対する薬物治療の現状
 東京女子医科大学東医療センター泌尿器科 ○近藤恒徳
【JSY-09-3】　 透析がん患者のclinical practice variation
 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 ○福間真悟
【JSY-09-4】　 腎移植と悪性腫瘍（KDIGOのとりくみ）
 一般社団法人沖縄心臓腎臓機構（OHRA） ○井関邦敏
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合同企画シンポジウム10　6月30日（日）　14:10-16:10　第5会場（会議センター　5F　503）
日本急性血液浄化学会・日本透析医学会　合同企画
AKIにおける血液浄化療法
司会： 志賀英敏（帝京大学ちば総合医療センター） 

根木茂雄（和歌山県立医科大学）
【JSY-10-1】　AKIに 対する血液浄化療法における新たなバイオマーカー有用性
 東京大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○小丸陽平
 東京大学医学部附属病院救急科  土井研人
【JSY-10-2】　 AKIに対するSHEDD-fA
 藤田医科大学麻酔・侵襲制御医学講座 ○長谷川大祐，西田　修
 藤田医科大学臨床免疫制御医学講座 　森山和広
【JSY-10-3】　 Cytokine-adsorbing hemofilter - CHDF
 千葉大学大学院医学研究院救急集中治療医学 ○中田孝明，織田成人
 （医）社団晴山会平山病院透析センター 　平山　陽
 山梨大学医学部救急集中治療医学講座 　松田兼一
【JSY-10-4】　 敗血症性ショックに対するPMX-HPの効果
 岩手県高度救命救急センター ○鈴木　泰，菅　重典
 盛岡友愛病院  遠藤重厚
【JSY-10-5】　 新生児，小児における敗血症性AKIに対する急性血液浄化療法
 静岡県立こども病院腎臓内科 ○北山浩嗣

［シンポジウム］

シンポジウム1　6月28日（金）　10:30-12:30　第6会場（会議センター　5F　501）
Cardio-Vascular Disease（CVD）
司会： 深水　圭（久留米大学） 

松井　功（大阪大学医学部附属病院）
【SY-01-1】　 慢性腎臓病における貧血と心疾患
 公益財団法人日産厚生会玉川病院腎臓内科 ○林　俊秀，今村吉彦
 東邦大学医療センター大橋病院腎臓内科 　常喜信彦
【SY-01-2】　 非対称ジメチルアルギニン（ADMA）からみたCVD
 久留米大学病院内科学講座腎臓内科部門 ○中山陽介，深水　圭
 武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科  横路三有紀
【SY-01-3】　 心不全における腎鬱血の評価と臨床的意義
 大阪大学腎臓内科 ○岡　樹史，猪阪善隆
 大阪大学腎疾患臓器連関制御学 　濱野高行
【SY-01-4】　 ミネラル代謝異常から見たCVD
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 ○駒場大峰
【SY-01-5】　 Uremic toxinと心血管疾患
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科／腎・血液浄化センター ○藤井秀毅
【SY-01-6】　 糖尿病から見たCVD
 金沢医科大学糖尿病内分泌内科学 ○金崎啓造

シンポジウム2　6月28日（金）　8:30-10:30　第7会場（会議センター　5F　502）
在宅透析患者の重症化予防（在宅透析患者をどのように支えるか？）
司会： 中元秀友（埼玉医科大学） 

秋澤忠男（昭和大学）
【SY-02-1】　 腎疾患対策検討会報告とCKD患者の重症化予防
 川崎医科大学腎臓・高血圧内科学 ○柏原直樹
【SY-02-2】　 地域包括ケアをふまえた腹膜透析の推進
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科 ○水口　潤
【SY-02-3】　 在宅透析患者の遠隔モニタリングの可能性と臨床工学技士の関わり
 公益社団法人日本臨床工学技士会 ○本間　崇，山下芳久
【SY-02-4】　 在宅透析患者の看護と認定看護師の役割
 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院看護部 ○内田明子
【SY-02-5】　 腎臓リハビリテーションの重要性
 東北大学大学院医学系研究科内部障害学分野 ○上月正博
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【SY-02-6】　 腎代替療法の情報提供推進と腎移植の現状
 国立病院機構水戸医療センター臓器移植外科 ○湯沢賢治
【SY-02-7】　 2018年度診療報酬改定と適切な腎代替療法の選択
 埼玉医科大学総合診療内科 ○中元秀友
【SY-02-8】　 腎代替療法に係る平成28年及び30年診療報酬改定への道のりと更なる適時適切な腎代替療法の選択に向けて
 参議院議員 ○秋野公造

シンポジウム3　6月28日（金）　10:30-12:30　第7会場（会議センター　5F　502）
医療経済
司会： 秋澤忠男（昭和大学） 

政金生人（清永会本町矢吹クリニック）
【SY-03-1】　 透析診療報酬の成り立ち
 （医）あかね会土谷総合病院 ○川西秀樹
【SY-03-2】　 2020年度診療報酬改定の環境
 社会医療法人名古屋記念財団本部 ○太田圭洋
【SY-03-3】　 持続的成長を担保する透析経済のあるべき姿
 東京大学大学院医学系研究科医療経済政策学 ○田倉智之
【SY-03-4】　 高齢化社会と腎移植の医療経済効果
 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学 ○内田潤次，長沼俊秀，仲谷達也

シンポジウム4　6月28日（金）　16:20-18:20　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
「透析医療における終末期医療 1」
司会： 小松康宏（群馬大学） 

美馬　亨（和歌山県立医科大学）
【SY-04-1】　 終末期において透析見合わせを判断する指標の検討
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○吉田　理
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター 　山口伸子
 ／慶應義塾大学病院看護部
【SY-04-2】　 超高齢地域における透析患者の終末期医療．地方総合病院の立場から
 黒部市民病院内科 ○吉本敬一，湯浅貴博，宮川太郎，竹田慎一
【SY-04-3】　 人生の最終段階における透析治療～患者は意思決定できるのか～
 東北大学病院血液浄化療法部 ○藤倉恵美
 （医）美之会庄子内科クリニック 　クァイザー一恵，大内雄太
 東北大学病院血液浄化療法部 　宮崎真理子
 ／東北大学医学部医学系研究科腎・高血圧・内分泌学分野
【SY-04-4】　 終の棲家と医療・介護の連携
 （医）村石循環器科・内科／公益社団法人日本透析医会 ○村石昭彦
 ／福岡県透析医会
 公益社団法人日本透析医会／福岡県透析医会 　隈　博政
 公益社団法人日本透析医会 　土谷晋一郎
 福岡県透析医会 　下池英明
【SY-04-5】　 終末期医療における腎代替療法～症例を通じて腹膜透析の有用性を検証する～
 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 ○古谷麻衣子，松尾七重，大城戸一郎，横尾　隆
【SY-04-6】　 高齢透析患者における腹膜透析の役割と，それを実践していくために必要なこと 

～よりよい終活のために～
 社会医療法人誠光会草津総合病院腎臓内科・透析センター ○西尾利樹

シンポジウム5　6月29日（土）　10:30-12:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
インパクトある臨床研究
司会： 庄司哲雄（大阪市立大学） 

深川雅史（東海大学）
【SY-05-1】　 透析患者におけるVDRAと臨床アウトカム：観察研究とRCT
 大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学 ○庄司哲雄
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 　絵本正憲
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 　稲葉雅章
 ／大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学
【SY-05-2】　 観察研究とRCTの異なる結果をどう噛み砕くか
 兵庫県立西宮病院腎疾患総合医療センター・腎臓内科 ○藤井直彦

（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

主
要
講
演

51



【SY-05-3】　 耳朶皺襞と心血管病発症～コホート研究～
 新潟大学地域医療長寿学講座 ○若杉三奈子
 福島県立医科大学附属病院人工透析センター 　風間順一郎
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部（腎・膠原病内科） 　成田一衛
【SY-05-4】　 慢性腎不全保存期から透析導入へ： 

低頻度（週１回）から始める計画的・段階的導入法の選択（Planned Incremantal Hemodialysis）
 一般社団法人腎臓・代謝病治療機構 ○中尾俊之
 ／（医）社団松和会望星西新宿診療所
 一般社団法人腎臓・代謝病治療機構／東京家政学院大学 　金澤良枝
 一般社団法人腎臓・代謝病治療機構 　高橋俊雅
 ／（医）社団松和会望星新宿南口クリニック
【SY-05-5】　 透析患者の心血管イベント発症に影響をおよぼす因子と心肥大・血圧測定時期の検討
 順天堂大学医学部附属練馬病院腎・高血圧内科 ○井尾浩章
 順天堂大学医学部附属順天堂医院腎臓内科 　中田純一郎，鈴木祐介
【SY-05-6】　 透析患者の酸塩基是正について～呼吸性酸塩基異常の関与～
 （医）兼愛会前田医院 ○前田兼徳
 特定医療法人仁真会白鷺病院 　山本忠司，山川智之
 日本透析医学会統計調査委員会 　政金生人
【SY-05-7】　 腎移植前における抗体除去選択性向上を目指したmodified DFPPの開発
 北海道大学病院血液浄化部 ○岩見大基，篠原信雄
 ／北海道大学大学院医学研究院腎泌尿器外科学教室
 北海道大学病院血液浄化部 　太田　稔
 北海道大学大学院医学研究院腎泌尿器外科学教室 　松本剛直
【SY-05-8】　 血液透析中の経時生体モニタリングシステムの開発
 埼玉医科大学病院総合診療内科 ○小林威仁，岡田浩一，中元秀友
 ／埼玉医科大学病院透析センター
 （医）社団幸生会北坂戸ファミリークリニック 　内山昌秋

シンポジウム6　6月29日（土）　8:30-10:30　第7会場（会議センター　5F　502）
透析医療における臨床工学技士業務の展望を考える
司会： 山下芳久（埼玉医科大学） 

本間　崇（善仁会グループ安全管理本部）
【SY-06-1】　 臨床工学技士の業務の展望を考える～バスキュラーアクセスへの関わりを通して～
 （医）高橋内科クリニック ○真崎優樹，藤田晃弘，下池英明
【SY-06-2】　 透析患者の合併症に対する新たな取り組み～General CEの立場から～
 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院医療機器管理室 ○岡田未奈，桑原将司，荒水　裕
 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院外科 　石井　博
【SY-06-3】　 在宅血液透析における臨床工学技士業務の現状と未来
 埼玉医科大学病院臨床工学部 ○大橋直人
【SY-06-4】　 透析医療における臨床工学技士業務の現状と課題
 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科 ○小野淳一
【SY-06-5】　 海外支援における臨床工学技士の現状と将来
 倉敷芸術科学大学生命科学部生命科学科 ○楢村友隆
【SY-06-6】　 臨床工学技士の認定制度の現状と今後
 帝京短期大学専攻科 ○松金隆夫

シンポジウム7　6月29日（土）　8:30-10:30　第19会場（アネックスホール　F203+F204）
CKD-MBD-2
司会： 稲葉雅章（大阪市立大学） 

土谷　健（東京女子医科大学）
【SY-07-1】　 慢性腎臓病患者の冠状動脈石灰化進行抑制に対する，無作為介入研究
 大阪大学大学院医学系研究科腎疾患臓器連関制御学 ○濱野高行，坂口悠介
 大阪大学大学院医学系研究科腎臓内科 　猪阪善隆
【SY-07-2】　 FGF23と分泌型Klothoの交互作用が透析患者の心血管イベントに及ぼす影響：東海透析コホート研究
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 ○田中寿絵，駒場大峰，深川雅史
 （医）社団松和会 　須賀孝夫
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【SY-07-3】　 副甲状腺摘出術とシナカルセト塩酸塩が生命予後に及ぼす影響の比較
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 ○駒場大峰，深川雅史
 大阪大学大学院医学系研究科腎疾患臓器連関制御学 　濱野高行
 （医）社団清永会本町矢吹クリニック 　政金生人
【SY-07-4】　 血液透析患者において炭酸ランタンは炭酸カルシウムより心血管イベントを抑制するか 

～ LANDMARK study ～
 昭和大学横浜市北部病院内科 ○緒方浩顕
 東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科 　深川雅史
 （医）医心会福岡腎臓内科クリニック腎臓内科 　平方秀樹
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 　秋澤忠男
【SY-07-5】　 VDRA vs. カルシミメティクス 

―血液透析患者における二次性副甲状腺機能亢進症治療にどちらを選択するか（VICTORY試験）
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 ○仲谷慎也，絵本正憲，稲葉雅章
 大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学  森　克仁

シンポジウム8　6月29日（土）　14:10-16:10　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
透析看護とケアの再考―看護者として，患者に提供するケアとはー
司会： 江川隆子（関西医療看護大学） 

水内恵子（池田バスキュラーアクセス・透析・内科／日本腎不全看護学会）
【SY-08-1】　 バスキュラーアクセストラブルに伴う入院関連機能障害（HAD：Hospitalization Associated Disability）の 

現状と看護師としてのかかわり
 （医）社団一成会たちばな台病院透析センター ○鈴木志穂，島津偉一
 （医）あさお会あさおクリニック 　吉澤　亮，前波輝彦
【SY-08-2】　 外来透析クリニックで行う看護師が介入可能な高齢者対策
 （医）あさお会あさおクリニック看護部 ○鈴木綾子
 （医）あさお会あさおクリニック内科 　吉澤　亮，前波輝彦
【SY-08-3】　 末梢動脈疾患を抱える透析患者のケア
 （医）徳洲会東京西徳洲会病院透析室 ○矢野晶子
【SY-08-4】　 透析患者の健康管理上の問題に対するケア
 （医）社団菅沼会腎内科クリニック世田谷看護部 ○上田聰美
【SY-08-5】　 透析患者の自己尊重の低下に対するケア
 地方独立行政法人長野市民病院看護部 ○飯田美沙
 地方独立行政法人長野市民病院腎臓内科 　掛川哲司
【SY-08-6】　 患者・家族との関係の構築～当院の取り組み～
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院透析室 ○山田裕香，澤村美海

シンポジウム9　6月29日（土）　16:20-18:20　第5会場（会議センター　5F　503）
腎不全外科
司会： 前野七門（仁楡会仁楡会病院） 

八木澤隆（自治医科大学附属病院）
【SY-09-1】　 外科・内科の連携による腎不全医療の理想像
 大阪市立総合医療センター泌尿器科 ○浅井利大，上川禎則
 大阪市立総合医療センター腎臓・高血圧内科 　小西啓夫
 大阪市立総合医療センター腎移植・透析部 　金　　卓
【SY-09-2】　 アクセストラブルゼロを目指した腹膜透析カテーテル留置術の術式とは～当院の経験と治療成績～
 長崎大学病院血液浄化療法部 ○望月保志，酒井英樹
 ／長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科
 長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科 　宮田康好
 長崎大学病院腎臓内科 　西野友哉
【SY-09-3】　 透析腎癌の鏡視下手術～当科における後腹膜鏡下腎摘除術を中心に～
 自治医科大学腎泌尿器外科学講座腎臓外科学部門 ○久保太郎，木村貴明，八木澤隆
【SY-09-4】　 透析患者に対する開心術成績向上への工夫
 社会医療法人北海道循環器病院心臓血管外科 ○津久井宏行，藤田きしゅう，岩朝静子，山崎健二
【SY-09-5】　 透析患者における消化器疾患手術
 社会医療法人北楡会札幌北楡病院外科 ○後藤順一，久木田和丘
【SY-09-6】　 下肢末梢動脈疾患に対する治療戦略
 国際医療福祉大学病院循環器センター血管外科 ○村上厚文，洞口　哲，山下　勝，加藤盛人
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シンポジウム10　6月29日（土）　16:20-18:20　第7会場（会議センター　5F　502）
JSDT・TSN・KSN合同シンポジウム
司会： Kuo-Cheng Lu（Fu-Jen Catholic University Hospital） 

Sang Kyung Jo （ The chief of ext affairs & cooperation of KSN/Department of Nephrology & Hypertension, 
Korea University）

　　　Takashi Shigematsu（ Wakayama Medical University）
【SY-10-1】　 Overall summary of our debating peritoneal dialysis (PD) studies in our hospital; local and systemic 

effect of biocompatible PD solution 
 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine,  ○Jun Young Do, Seok Hui Kang
 Yeungnam University Hospital, Daegu, Korea
【SY-10-2】　 Peritoneal dialysis in a Taiwan medical center
 Department of Nephrology, Linkou Chang-Gung Memorial  ○Ya-Chung Tian 
 Hospital, Taoyuan, Taiwan
【SY-10-3】　 Laparoscopic examination of the peritoneal cavity of peritoneal dialysis patients to identify the risk of 

encapsulating peritoneal sclerosis and development of a non-invasive, ultra-fine laparoscope for 
peritoneal dialysis

 St Luke’s International Hospital, Kidney Center,  ○Masaaki Nakayama
 Tokyo, Japan

シンポジウム11　6月29日（土）　15:40-17:40　第19会場（アネックスホール　F203+F204）
透析医療と悪性腫瘍
司会： 三股浩光（大分大学） 

室谷典義（千葉病院）
【SY-11-1】　 当院の維持血液透析患者におけるがん診療と予後
 東北大学病院血液浄化療法部 ○藤倉恵美，吉田　舞
 東北大学医学部医学系研究科腎・高血圧・内分泌科 　山本多恵
 東北大学病院血液浄化療法部 　宮崎真理子
 ／東北大学医学部医学系研究科腎・高血圧・内分泌科
【SY-11-2】　 大阪府がん登録からみた透析患者におけるがんの実態
 大阪国際がんセンターがん対策センター ○木田奈々美
 ／大阪ハイテクノロジー専門学校臨床工学技士科
 滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科 　椿原美治
 大阪国際がんセンターがん対策センター 　森島敏隆，宮代　勲
【SY-11-3】　 我が国の透析患者における肝癌
 （医）社団豊済会下落合クリニック ○菊地　勘
【SY-11-4】　 血液悪性腫瘍に対する透析医療
 社会医療法人北楡会札幌北楡病院血液内科 ○太田秀一
 社会医療法人北楡会札幌北楡病院外科・人工臓器治療センター 　久木田和丘
【SY-11-5】　 透析患者の泌尿器癌
 大分大学医学部附属病院腎臓外科・泌尿器科 ○安藤忠助，秦　聡孝，三股浩光
【SY-11-6】　 消化器の悪性腫瘍
 地域医療機能推進機構千葉病院透析科 ○白鳥　享，室谷典義，大森　聡，杉原裕基
【SY-11-7】　 透析患者の抗がん薬治療～国内実態調査報告～
 京都大学医学部附属病院人工腎臓部 ○松原　雄，柳田素子
 京都大学腫瘍薬物治療学  船越太郎，武藤　学

シンポジウム12　6月30日（日）　8:30-10:30　第5会場（会議センター　5F　503）
再生医療
司会： 横尾　隆（東京慈恵会医科大学） 

長船健二（京都大学iPS細胞研究所）
【SY-12-1】　 iPS細胞を用いた糸球体ポドサイトへの分化誘導と疾患モデリング
 熊本大学発生医学研究所腎臓発生分野／熊本大学腎臓内科 ○吉村仁宏
 熊本大学腎臓内科 　向山政志
 熊本大学発生医学研究所腎臓発生分野 　西中村隆一
【SY-12-2】　 ヒトiPS細胞由来腎オルガノイドを用いた再生療法の開発
 京都大学iPS細胞研究所増殖分化機構研究部門長船研究室 ○荒岡利和
【SY-12-3】　 iPS細胞を用いた腎性貧血および内分泌疾患治療の展望
 関西医科大学iPS・幹細胞再生医学講座 ○人見浩史
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【SY-12-4】　 血液透析患者由来iPS細胞の腎再生利用案
 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 ○田尻　進，山中修一郎，松本　啓，横尾　隆
【SY-12-5】　 間葉系幹細胞を用いた腎線維化抑制療法の開発
 広島大学大学院幹細胞応用医科学共同研究講座 ○中島　歩
 ／広島大学病院腎臓内科
 株式会社ツーセル 　加藤幸夫
 広島大学病院腎臓内科 　正木崇生

［ワークショップ］

ワークショップ1　6月28日（金）　8:30-10:30　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
バスキュラーアクセスの手技とエビデンスの進歩
司会： 末光浩太郎（関西労災病院） 

土井盛博（広島大学病院）
【WS-01-1】　 バスキュラーアクセスの手技とエビデンスの進歩～エコー管理及びエコー下穿刺に対して～
 特定医療法人桃仁会桃仁会病院臨床工学部 ○人見泰正
【WS-01-2】　 知覚皮神経を意識したバスキュラーアクセスの 痛対策～麻酔から関連痛治療へ～
 （医）三祥会幸町記念病院外科 ○松田浩明，岡　良成，宮崎雅史
 （医）三祥会幸町記念病院内科 　高津成子
【WS-01-3】　 バスキュラーアクセス手術における内科医の限界はどこか？
 新宮市立医療センター腎臓内科 ○龍田浩一
 和歌山県立医科大学腎臓内科 　山本脩人，大矢昌樹，重松　隆
【WS-01-4】　 データに基づいたAVG治療の現状と未来
 （医）社団善仁会横浜第一病院バスキュラーアクセスセンター ○末木志奈，宮本雅仁，笹川　成
 （医）社団東仁会吉祥寺あさひ病院バスキュラーアクセスセンター 　野口智永
【WS-01-5】　 薬剤溶出性バルーンへの期待
 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院内科（腎臓） ○末光浩太郎，松岡佑季，和泉雅章
【WS-01-6】　 VA血栓性閉塞に対するエコーガイド下UK注入血栓溶解療法～ lyse ＆ "no"wait法
 （医）社団みやぎ清耀会緑の里クリニック ○石田亜希，平沼聡史，平野孝幸，宍戸　洋
【WS-01-7】　 長期留置型（カフ付）カテーテル管理方法の確立
 （医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科 ○池田　潔，安田　透，梶本宗孝，松岡一江

ワークショップ2　6月28日（金）　8:30-10:30　第19会場（アネックスホール　F203+F204）
医学ビックデータとICTの活用の最前線
司会： 神田英一郎（川崎医科大学） 

山本博之（慶應義塾大学）
【WS-02-1】　 日本透析医学会患者データベースの現状と課題
 藤田医科大学病院医療科学部臨床工学科 ○中井　滋
【WS-02-2】　 大規模医療データを用いた臨床疫学研究
 東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学 ○松居宏樹
【WS-02-3】　 大規模医療情報データを利用した薬剤疫学研究の実例
 東京大学大学院医学系研究科 ○竹内由則
【WS-02-4】　 我が国の大規模データの利活用の実際と今後の期待～外科手術データベースなどを中心に
 慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 ○山本博之
 ／東京大学医学系研究科医療品質評価学講座
 ／静岡県立総合病院リサーチサポートセンター
【WS-02-5】　 ICTを用いた自己管理支援
 東京大学大学院医学系研究科健康空間情報学講座 ○脇　嘉代
【WS-02-6】　 ビッグデータとAIをEBMに生かす
 川崎医科大学附属病院腎センター ○神田英一郎
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ワークショップ3　6月28日（金）　14:10-16:10　第2会場（会議センター　1F　メインホール）
拡がるCKD-MBDの概念
司会： 小岩文彦（昭和大学藤が丘病院） 

大矢昌樹（和歌山県立医科大学）
【WS-03-1】　 CKD-MBDの概念と今後の方向性
 東海大学医学部腎内分泌代謝内科 ○駒場大峰
【WS-03-2】　 CKD-MBDと血管障害
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○吉田　理
【WS-03-3】　 透析患者における血清fetuin-A，血清石灰化傾向（T50）と総死亡リスクの関連（The DREAM cohort study）
 大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学 ○森　克仁
 大阪市立大学大学院医学研究科血管病態制御学  庄司哲雄
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学  仲谷慎也，上殿英記，越智章展，絵本正憲
 井上病院内科  辻本吉広
 大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学  稲葉雅章
 ／大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学
【WS-03-4】　 新規カルシミメティクス時代における至適透析液Ca濃度を再考する
 （医）社団腎愛会だてクリニック腎・透析センター ○伊達敏行
【WS-03-5】　 高リン条件下での筋萎縮因子発現の検討
 和歌山県立医科大学腎臓内科学講座 ○園生智広，大矢昌樹，重松　隆
【WS-03-6】　 Hemodialysis productと大腿骨近位部骨折発症
 新潟大学地域医療長寿学講座 ○若杉三奈子
 福島県立医科大学附属病院人工透析センター 　風間順一郎
 日本透析医学会統計調査委員会 　政金生人
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部（腎・膠原病内科） 　成田一衛

ワークショップ4　6月28日（金）　16:30-19:06　第5会場（会議センター　5F　503）
透析医療における食事療法のパラダイムシフト：制限から励行へ
司会： 加藤明彦（浜松医科大学医学部附属病院） 

北島幸枝（東京医療保健大学）
【WS-04-1】　 適正エネルギー摂取の考え方
 東京家政学院大学人間栄養学部 ○金澤良枝，城田直子
 東京家政学院大学人間栄養学部 　中尾俊之
 ／一般社団法人腎臓・代謝病治療機構
 一般社団法人腎臓・代謝病治療機構 　高橋俊雅
【WS-04-2】　 血液透析患者におけるたんぱく質推奨量逸脱に伴ったリスクの研究
 日本透析医学会栄養問題検討ワーキンググループ 
 川崎医科大学附属病院腎センター ○神田英一郎
 女子栄養大学  坂本香織
 （医）永仁会永仁会病院  瀬戸由美
 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部（腎・膠原病内科）  村山稔子
 東京医科大学  長井美穂，菅野義彦
 大阪市立大学  森　克仁，稲葉雅章
 兵庫医科大学  長澤康行
 浜松医科大学  加藤明彦
【WS-04-3】　 血液透析患者における栄養状態とその予後に関する検討
 和歌山県立医科大学腎臓内科学 ○山本脩人，大矢昌樹，田中佑典，矢野卓郎，小林　総，

龍田浩一，美馬　亨，根木茂雄，重松　隆
 （医）良秀会藤井病院腎・透析センター  雑賀保至，刀禰佳典
【WS-04-4】　 1日食塩摂取量測定の臨床的意義
 （医）良秀会藤井病院腎透析センター ○雑賀保至，藤井良幸
【WS-04-5】　透析患者における低カリウム血症の危険性：栄養面からのアプローチ
 和歌山透析食研究会 ○藤田寿実子，楠原洋子
 和歌山県立医科大学腎臓内科学 　大矢昌樹，重松　隆
【WS-04-6】　 血液透析患者における嚥下機能訓練の効果と食事摂取量
 （医）永仁会永仁会病院栄養管理科 ○瀬戸由美
 （医）永仁会永仁会病院腎センター 　松永智仁，宮下英士
【WS-04-7】　 身体的フレイルに影響する食欲とオーラルフレイルの関係性～栄養補助食品の有効性
 （医）あさお会あさおクリニック内科 ○吉澤　亮，大和田滋，前波輝彦
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【WS-04-8】　 サルコペニア・フレイルを合併した透析期CKDの食事療法
 東京医科大学腎臓内科 ○菅野義彦
 浜松医科大学附属病院血液浄化療法部 　加藤明彦
 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学・ 　稲葉雅章
 腎臓病態内科学
 川崎医科大学 　神田英一郎

ワークショップ5　6月29日（土）　8:30-10:30　第5会場（会議センター　5F　503）
透析医療のイメージ戦略
司会： 重松　隆（和歌山県立医科大学） 

山川智之（仁真会白鷺病院）
【WS-05-1】　 Nursing Now ～腎不全看護のイメージ戦略
 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 ○水内恵子
 ／日本腎不全看護学会
 池田バスキュラーアクセス・透析・内科  峰松由希子，坂さとみ，安田　透
【WS-05-2】　 透析医療における患者が担う役割の一考察
 一般社団法人ペイシェントフッド ○宿野部武志
【WS-05-3】　 透析医療のイメージ戦略～医療，介護，福祉の多職種連携による，患者，家族の支援をアピールする～
 （医）清清会清田クリニック ○清田敦彦，谷口泰子，高山次男
 京都大学大学院人間・環境学研究科 　永田素彦
【WS-05-4】　 透析医療の広報をどうするか～透析専門病院の立場から～
 （医）真鶴会小倉第一病院 ○中村秀敏
【WS-05-5】　 日本透析医学会（JSDT）は我が国のみならず世界に向けて公平かつ科学的な情報発信を加速すべきである．
 一般社団法人日本透析医学会編集委員会 ○重松　隆，熊谷裕生，猪阪善隆，小岩文彦

ワークショップ6　6月29日（土）　10:30-12:30　第5会場（会議センター　5F　503）
透析患者における感染症
司会： 安藤亮一（武蔵野赤十字病院） 

脇野　修（慶應義塾大学）
【WS-06-1】　 多剤耐性菌の最近の話題―透析患者の感染リスクを含めて―
 国際医療福祉大学医学部感染症学講座 ○松本哲哉
【WS-06-2】　 透析患者末梢血リンパ球のKlotho発現低下と感染症リスクについて
 和歌山県立医科大学附属病院腎臓内科 ○美馬　亨，屋代　充，大矢昌樹，重松　隆
【WS-06-3】　 透析施設からC型肝炎を撲滅できるか？～最新の内服治療でHCVに挑む～
 （医）社団豊済会下落合クリニック ○菊地　勘
【WS-06-4】　 血液透析導入期の潜在性結核に関する検討
 東京都立墨東病院内科 ○井下聖司
 （医）秀和会秀和総合病院腎臓内科 　木村眞規子
【WS-06-5】　 ハイボリュームセンターにおけるアクセス感染の実態と歯科介入の重要性
 （医）創和会重井医学研究所附属病院内科 ○池田　弘，真鍋康二
 （医）創和会重井医学研究所附属病院ダイアライシスアクセスセンター 　櫻間教文，平松　聡
【WS-06-6】　 バスキュラーアクセス関連感染症～その疫学とリスク因子～
 （医）財団松圓会東葛クリニック病院看護部 ○谷口弘美
 山形大学医学部附属病院 　森兼啓太

ワークショップ7　6月29日（土）　8:30-10:30　第18会場（アネックスホール　F201+F202）
バスキュラーアクセス：インターベンション技術の進歩
司会： 根木茂雄（和歌山県立医科大学） 

池田雅人（東京慈恵会医科大学）
【WS-07-6】　 Cutting balloonは短期再狭窄症例の開存期間を有意に延長させる 

～前向きランダム化臨床比較試験の結果から～
 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院腎臓内科 ○村上雅章
【WS-07-7】　 バスキュラーアクセス　20年を振り返り，これからを考える
 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 ○小川智也，安田邦彦，清水泰輔，長谷川元
【WS-07-1】　 タバチェール内シャント作製の重要性
 洛和会音羽記念病院腎臓透析外科 ○中村智宏，岡田晃一
 洛和会音羽病院腎臓内科 　細川典久
 洛和会東寺南病院腎臓内科 　近藤守寛
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【WS-07-2】　 皮下トンネラーを用いた上腕動脈表在化術についての検討
 愛媛県立中央病院泌尿器科 ○藤方史朗，岡本賢二郎，山師　定，菅　政治
【WS-07-3】　 国立大学医学部附属病院におけるバスキュラーアクセス（VA）作製と修復の実態
 信州大学腎臓内科 ○上條祐司
 ／国立大学医学部附属病院血液浄化（人工腎臓）部門連絡協議会
 信州大学腎臓内科 　橋本幸始
【WS-07-4】　 モーションキャプチャを用いた透析施設間における穿刺ハンドリング相違の顕在化
 神奈川工科大学臨床工学科 ○鈴木　聡，西村健桃
【WS-07-5】　 VAIVT困難に対する吻合部穿刺＋プルスルー法の検討
 埼玉県済生会川口総合病院血管外科 ○村井則之，向後寛子

ワークショップ8　6月29日（土）　10:30-12:30　第19会場（アネックスホール　F203+F204）
腎性貧血
司会： 田中哲洋（東京大学医学部附属病院） 

中山昌明（聖路加国際病院）
【WS-08-1】　 2009年1年間の腎性貧血関連項目の平均値が10年生命予後に与える影響 

～貧血評価管理プログラムの開発を添えて～
 （医）眞仁会横須賀クリニック ○小澤　潔
 （医）眞仁会逗子桜山クリニック 　福留裕一郎
 （医）眞仁会三浦シーサイドクリニック 　東海林隆男
 （医）眞仁会久里浜クリニック 　中西太一
【WS-08-2】　 ESA製剤投与下での鉄含有製剤の重要性
 （医）社団菅沼会腎内科クリニック世田谷人工透析内科 ○菅沼信也
 （医）社団菅沼会腎内科クリニック世田谷臨床工学部 　西澤喬光，正木一郎
【WS-08-3】　 貧血とCKD-MBDのクロストーク～造血・鉄代謝とFGF23の関係～
 昭和大学江東豊洲病院腎臓内科 ○本田浩一
【WS-08-4】　 HIF-PHD阻害薬
 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科 ○田中哲洋
【WS-08-5】　 腎エリスロポエチン産生不全の分子機序
 東北大学大学院医学系研究科酸素医学分野 ○鈴木教郎
【WS-08-6】　 EPO産生細胞に関する最新の知見
 京都大学大学院医学研究科腎臓内科学 ○柳田素子

ワークショップ9　6月29日（土）　16:30-18:30　第1会場（国立大ホール）
透析医療における終末期医療 2
司会： 不動寺美紀（福岡赤十字病院） 

宇賀神ゆかり（東京都済生会中央病院）
【WS-09-1】　 透析医療におけるエンドオブライフ・ケア―臨床倫理の視点から
 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 ○会田薫子
【WS-09-2】　 透析見合わせ～現状と倫理的側面とその対策～
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科 ○岡田一義，水口　潤
【WS-09-3】　 看護師の立場から
 社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷横浜病院看護部 ○内田明子
【WS-09-4】　 透析医療における終末期医療～臨床倫理的アプローチによる透析患者のアドバンス・ケア・プランニングと

エンド・オブ・ライフ・ケアについて～
 東京慈恵会医科大学附属柏病院総合診療部 ○三浦靖彦
【WS-09-5】　 末期腎不全患者の終末期ケアの質の評価
 聖路加国際病院腎臓内科 ○孫　　楽，中山昌明
 聖路加国際病院循環器内科 　水野　篤
 東北大学緩和ケア看護学 　宮下光令
【WS-09-6】　 血液透析患者の腹膜透析への腎代替療法変更は優れた終末期ケアを可能にする
 加治木温泉病院腎不全外科 ○松本秀一朗，益満美香，長嶋　純，穂満博文

（
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
）

主
要
講
演

58



ワークショップ10　6月29日（土）　14:10-16:10　第5会場（会議センター　5F　503）
透析液清浄化の盲点はどこにあるのか？
司会： 内野順司（誠仁会みはま病院） 

中村一貴（和歌山県立医科大学）
【WS-10-1】　 化学物質からみた水質管理の盲点は?
 IMSグループ明理会新松戸中央総合病院臨床工学科 ○菅野有造
【WS-10-2】　 洗浄・消毒の面より
 （医）社団信英会越谷大袋クリニック ○本田和美
【WS-10-3】　 培養陰性は無菌とは異なる
 日本医科大学微生物学免疫学 ○大薗英一
 ／（医）社団信英会越谷大袋クリニック
 （医）社団信英会越谷大袋クリニック 　本田和美
【WS-10-4】　 洗浄・消毒剤の現状と問題点
 （医）財団明理会明理会中央総合病院臨床工学科 ○星野武俊
 （医）財団明理会明理会中央総合病院血液浄化療法センター 　菊池　史
【WS-10-5】　 ビル診で用いる簡易型排液中和装置の考案
 特定医療法人五仁会元町HDクリニック臨床工学部 ○森上辰哉，阪口剛至，吉本秀之
 特定医療法人五仁会元町HDクリニック内科 　申　曽洙

ワークショップ11　6月30日（日）　9:50-11:50　第1会場（国立大ホール）
腎代替療法の多様性と療養生活支援　看護実践と課題
司会： 高橋妙子（佐藤循環器科内科） 

中野美子（誠仁会みはま病院）
【WS-11-1】　 長期血液透析患者の看護実践
 （医）本村内科医院 ○山口洋子，本村謙一
【WS-11-2】　 長期腹膜透析患者への看護実践からの学び
 （医）社団手稲ネフロクリニック看護部 ○酒井かおり
 （医）社団手稲ネフロクリニック内科・腎臓内科 　向　博也
【WS-11-3】　 複数の腎代替療法を受けられた患者の看護実践
 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院透析センター ○髙尾美香
【WS-11-4】　 身体・社会的変化へのHHD生活支援～ 1事例を通して看護師の支援を振り返る～
 社会医療法人名古屋記念財団新生会第一病院在宅透析教育センター ○門嶋洋子，久田睦子，田中沙織，宮下美子
【WS-11-5】　 腎臓移植患者の看護実践
 藤田医科大学病院看護部 ○橋詰　亮
 ／地域医療機能推進機構千葉病院看護課
 地域医療機能推進機構千葉病院薬剤部 　田島　進
 地域医療機能推進機構千葉病院外科 　青山博道，西郷健一
【WS-11-6】　 維持血液透析（HD）患者における多剤服用（ポリファーマシィー）改善への試み
 （医）琴仁会石本病院透析室 ○菱井香織，森脇美希，上野鈴香，石本淳也

ワークショップ12　6月30日（日）　10:30-12:30　第12会場（会議センター　4F　413）
透析患者における注目すべき栄養素，微量元素，微量栄養素
司会： 加藤明彦（浜松医科大学医学部附属病院） 

脇野　修（慶應義塾大学）
【WS-12-1】　 維持透析患者の食事マグネシウム（Mg）補給の考え方
 東京家政学院大学 ○金澤良枝，城田直子
 東京家政学院大学／一般社団法人腎臓・代謝病治療機構 　中尾俊之
 一般社団法人腎臓・代謝病治療機構 　高橋俊雅
【WS-12-2】　 血液透析患者の亜鉛欠乏診療の問題点
 社会医療法人愛仁会千船病院内科 ○金　鐘一，服部英明，宇高千恵，中西昌平
【WS-12-3】　 血液透析患者におけるセレン欠乏とその意義
 慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター ○水口　斉
 慶應義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科  脇野　修，伊藤　裕
 社会医療法人川島会川島病院  宮　恵子
【WS-12-4】　 透析と水溶性ビタミン
 自由が丘南口クリニック ○稲本　元
 慶應義塾大学 　加藤　学

（
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
）

主
要
講
演

59



【WS-12-5】　 透析患者におけるカルニチン療法を考える～血中カルニチン濃度からの考察～
 （医）社団腎愛会だてクリニック腎・透析センター ○伊達敏行
【WS-12-6】　 血液透析患者における疲労度スコア（FS），血清カルニチン分画（SCF）へのレボカルニチン（LC）の臨床効果
 （医）社団靭生会メディカルプラザ市川駅 ○佐中　孜
 一般社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院 　冬野誠也
 （医）社団菅沼会腎内科クリニック世田谷 　菅沼信也
 （医）社団靭生会小岩駅北口クリニック 　佐方克夫

ワークショップ13　6月30日（日）　14:10-16:10　第7会場（会議センター　5F　502）
症例から末期腎臓病患者の大動脈弁狭窄症の治療戦略を考察する
司会： 常喜信彦（東邦大学医療センター大橋病院） 

藤井秀毅（神戸大学）
【WS-13-1】　 大動脈弁狭窄症～最近の話題～
 神戸大学医学部附属病院循環器内科 ○川森裕之，大竹寛雅，鳥羽敬義，平田健一
【WS-13-2】　 経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）を施行した末期腎臓病患者の一例
 神戸大学医学部附属病院腎臓内科／腎・血液浄化センター ○河野圭志，清水真央，藤井秀毅
 神戸大学医学部附属病院循環器内科 　川森裕之
【WS-13-3】　 進行性の経過をたどった大動脈弁狭窄症の透析症例
 藤田医科大学医学部腎臓内科 ○稲熊大城
【WS-13-4】　 慢性腎不全及び維持血液透析患者の重症型大動脈弁狭窄症治療及び経過について一考
 （医）社団三思会ひかりクリニック内科 ○土田晃靖，阿部由紀子
 群馬県立心臓血管センター 　山下英治
 SUBARU健康保険組合太田記念病院 　加藤全功
【WS-13-5】　 大動脈弁狭窄症の保存的療法と弁置換手術～多岐の合併症をもつ高齢透析患者二症例～
 葉山ハートセンター腎臓内科 ○福内史子，黒木亜紀
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院腎臓病総合医療センター 　小林修三
 （医）沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院心臓血管外科 　野口権一郎

［学会・委員会企画］

学会・委員会企画1　6月28日（金）　8:30-10:30　第12会場（会議センター　4F　413）
危機管理委員会企画　経験に学ぶ透析医療の災害対応
司会： 鶴屋和彦（奈良県立医科大学） 

山川智之（仁真会白鷺病院）
【GI-01-1】　 西日本豪雨の被害と対応について
 （医）和陽会まび記念病院内科 ○村上和春
【GI-01-2】　 平成30年7月豪雨（西日本豪雨）災害による被害と対応
 （医）中央内科クリニック ○川合　徹，草野由恵，宮本照彦，川合　淳
【GI-01-3】　 大阪府下の台風21号による被害と対応について
 地方独立行政法人りんくう総合医療センター臨床工学科 ○奥田重之
【GI-01-4】　 静岡県下の台風24号による被害と対応
 磐田市立総合病院腎臓内科 ○古谷隆一
 浜松医科大学附属病院血液浄化療法部 　加藤明彦
【GI-01-5】　 北海道胆振東部地震でおきたブラックアウト～ブラックアウトを経験して
 （医）社団北辰クリニック198札幌 ○戸澤修平
【GI-01-6】　 災害時の人工透析医療の確保に係る当課の取り組み
 厚生労働省健康局がん・疾病対策課 ○福田誠一
 

学会・委員会企画2　6月28日（金）　10:30-12:30　第12会場（会議センター　4F　413）
腎不全総合対策委員会企画　良好なtransitionと予後に影響を及ぼす問題点を考える
司会： 深川雅史（東海大学） 

中山昌明（聖路加国際病院）
【GI-02-1】　 透析患者のQOL改善のための課題
 聖路加国際病院腎センター ○中山昌明
【GI-02-2】　 療法選択説明は患者に十分伝わっているのか？
 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学講座 ○小松康宏
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【GI-02-3】　 非導入と導入困難例への対応
 奈良県立医科大学腎臓内科学 ○鶴屋和彦，田邊　香， 島謙一
【GI-02-4】　 透析患者の血糖管理～誰がどのように行っているのか？～
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科 ○阿部雅紀
【GI-02-5】　 透析アクセスの作製と管理～誰がどのように？～
 埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科 ○小川智也，清水泰輔，叶澤孝一，長谷川元
 血液浄化センター
【GI-02-6】　 女性透析患者のQOL
 北海道大学病院内科2 ○西尾妙織

学会・委員会企画3　6月28日（金）　14:10-16:10　第19会場（アネックスホール　F203+F204）
学術委員会企画　へモダイアフィルタの性能評価を考える
司会： 川西秀樹（あかね会土谷総合病院） 

水口　潤（川島会川島病院）
【GI-03-1】　 ヘモダイアフィルタの性能評価案
 東京女子医科大学臨床工学科 ○峰島三千男
 北里大学 ○小久保謙一
【GI-03-2】　 ヘモダイアフィルタの評価法の課題（MTJAPANの立場より）
 一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会（MTJAPAN） ○大平久英
 人工腎臓部会透析技術分科会（日機装株式会社）
【GI-03-3】　 HDF各治療モードでの評価法は可能か？
 法政大学生命科学部 ○山下明泰
【GI-03-4】　 生体適合性の評価　臨床より
 橋本クリニック ○櫻井健治，齋藤　毅
【GI-03-5】　 HDFフィルターの生体適合性～ミニモジュールを用いての検討～
 大分大学医学部附属臨床医工学センター ○友　雅司
【GI-03-6】　 ヘモダイアフィルタの評価法（臨床工学技士の立場より）
 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院臨床工学室 ○小野信行
 公益社団法人日本臨床工学技士会 　内野順司，本間　崇
 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院腎臓内科 　東　治道

学会・委員会企画4　6月29日（土）　8:30-10:30　第12会場（会議センター　4F　413）
統計調査委員会企画　JRDRの10年展望
司会： 新田孝作（東京女子医科大学） 

政金生人（清永会本町矢吹クリニック）
【GI-04-1】　 JRDRの実績と今後の課題
 藤田医科大学病院医療科学部臨床工学科 ○中井　滋
【GI-04-2】　 WADDAシステムの有効活用
 （医）仁友会北彩都病院内科 ○和田篤志
【GI-04-3】　 戦略的Research Questionとタイムリートピックの発信
 大阪大学大学院医学系研究科腎疾患臓器連関制御学 ○濱野高行
【GI-04-4】　 JRDRの国際的プレゼンスを上げるために
 （医）社団清永会矢吹病院腎不全総合対策室 ○政金生人

学会・委員会企画5　6月29日（土）　10:30-12:30　第12会場（会議センター　4F　413）
専門医制度委員会企画　専門医制度の現状と課題
司会： 岡田一義（川島会川島病院） 

坂口美佳（近畿大学医学部堺病院）
【GI-05-1】　 eラーニングの現状と今後の展望
 池袋久野クリニック ○久野　勉
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科  岡田一義
 東京女子医科大学血液浄化療法科  土谷　健
【GI-05-2】　 専門医認定における専門医制度の現状と課題
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○花房規男
【GI-05-3】　 研修プログラム制からカリキュラム制への移行，専門研修マニュアル，カリキュラムの改訂
 昭和大学藤が丘病院腎臓内科 ○小岩文彦
 東邦大学医療センター大森病院腎臓学講座 　酒井　謙
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科 　岡田一義
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【GI-05-4】　 施設群の形成について
 山梨大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○深澤瑞也 
【GI-05-5】　 腎臓専門医制度の概略
 慶應義塾大学医学教育統轄センター ○門川俊明

学会・委員会企画6　6月29日（土）　15:40-18:40　第18会場（アネックスホール　F201+F202）
学術委員会企画　Year in review 2018
司会： 小岩文彦（昭和大学藤が丘病院） 

友　雅司（大分大学医学部附属臨床医工学センター）
【GI-06-1】　 DM
 日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科 ○阿部雅紀
【GI-06-2】　 HD/HDF
 大分大学医学部附属臨床医工学センター ○友　雅司
【GI-06-3】　 貧血
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 ○倉賀野隆裕
【GI-06-4】　 PD
 昭和大学藤が丘病院腎臓内科 ○長谷川毅
【GI-06-5】　 栄養
 兵庫医科大学腎・透析科 ○長澤康行
【GI-06-6】　 循環器
 九州大学病院腎疾患治療部 ○藤﨑毅一郎
【GI-06-7】　 アクセス
 埼玉医科大学総合医療センター腎・高血圧内科 ○小川智也
  血液浄化センター 
【GI-06-8】　 感染症
 （医）社団豊済会下落合クリニック ○菊地　勘
 【GI-06-9】　 CKD-MBD
 昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門 ○溝渕正英

学会・委員会企画7　6月30日（日）　10:30-12:40　第7会場（会議センター　5F　502）
統計調査委員会企画　Epidemiological diversity of mortality risk in CKD-MBD and nutrition
司会： Ikuto Masakane（Honcho Yabuki Clinic, Yamagata, Japan） 

Rajiv Saran（University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA）
【GI-07-1】　Mortality risk in CKD-MBD and nutrition in Japan
 Division of Comprehensive Geriatrics in Community,  ○Minako Wakasugi 
 Niigata University Graduate School of 
 Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan
 Department of Inter-Organ Communication  　Yusuke Sakaguchi
 Research in Kidney Disease, 
 Osaka University Graduate School of Medicine, 
 Suita, Japan
【GI-07-2】　 Association of serum mineral parameters with mortality in hemodialysis patients: Data analysis from 

Korean end-stage renal disease registry
 Department of Internal Medicine,  〇Kook-Hwan Oh 
 Seoul National University College of Medicine, 
 Seoul, Korea
 Department of Internal Medicine,  　Yunmi Kim 
 Inje University Paek Hospital, Busan, Korea 
【GI-07-3】　 Management of CKD patients during pre-dialysis, transition and maintenance dialysis period - from the 

USRDS Registry
 University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA ○Rajiv Saran 
【GI-07-4】　 Epidemiological diversity of mortality risk in CKD-MBD and nutrition-A perspective from “down under”
 ANZDATA Registry, SA Health and Medical  ○Stephen McDonald
 Research Institute, Adelaide, Australia
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学会・委員会企画8　6月30日（日）　10:30-12:30　第10会場（会議センター　3F　315）
危機管理委員会企画　透析療法における医療安全を考える
司会： 鶴屋和彦（奈良県立医科大学） 

満生浩司（日本赤十字社福岡赤十字病院）
【GI-08-1】　 透析室における転倒・転落の現状と課題
 （医）恵仁会三愛病院 ○遠藤ミネ子
【GI-08-2】　 透析液の濃度調整における安全対策
 （医）社団誠仁会みはま病院ME部 ○内野順司
 ／公益社団法人日本臨床工学技士会透析関連安全委員会
 ／公益社団法人日本臨床工学技士会
 公益社団法人日本臨床工学技士会透析関連安全委員会 　江村宗郎
 公益社団法人日本臨床工学技士会 　本間　崇
【GI-08-3】　 透析中の急変対応について～病院の場合～
 大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学 ○長沼俊秀
 大阪市立大学大学院医学研究科医療安全管理学 　山口悦子
【GI-08-4】　 透析中の急変対応について～クリニックの場合～
 （医）知邑舎メディカルサテライト岩倉透析室 ○長尾尋智，渡邊明美，白木康雄
 （医）知邑舎岩倉病院外科 　高田幹彦
【GI-08-5】　 事故発生後の対応について―マスコミ対応も含めて
 群馬大学大学院医学系研究科医療の質・安全学講座 ○小松康宏

学会・委員会企画9　6月30日（日）　8:30-10:30　第11会場（会議センター　4F　411+412）
総務委員会　透析医療専門職資格検討委員会企画　透析医療専門職の新資格制度創設に向けて
司会： 土谷　健（東京女子医科大学） 

満生浩司（日本赤十字社福岡赤十字病院）
【GI-09-1】　 日本腎不全看護学会：当学会における資格制度の現状と課題
 （医）心信会池田バスキュラーアクセス・透析・内科看護部 ○水内恵子
 ／一般社団法人日本腎不全看護学会
 一般社団法人日本腎不全看護学会  佐藤久光，阿部理恵
【GI-09-2】　 当会における認定・専門制度の現状と課題
 善仁会グループ安全管理本部 ○本間　崇
 公益社団法人日本臨床工学技士会  山下芳久，松金隆夫
【GI-09-3】　 腎に関する薬剤師の専門資格
 株式会社レーベンプランレモン薬局三方原店 ○伊藤　譲
【GI-09-4】　 管理栄養士の立場より：腎に関する管理栄養士の専門資格について
 徳島大学大学院医歯薬学研究部分子栄養分野 ○宮本賢一
【GI-09-5】　 透析医療専門職の新資格制度創設に向けて
 日本赤十字社福岡赤十字病院腎臓内科 ○満生浩司

学会・委員会企画10　6月30日（日）　8:30-10:30　第12会場（会議センター　4F　413）
男女共同参画推進委員会企画　TSUBASA PROJECT
司会： 森石みさき（あかね会中島土谷クリニック） 

中山昌明（聖路加国際病院腎センター）
【GI-10-1】　 小児慢性腎臓病におけるFGF23 値の変化
 大阪母子医療センター腎・代謝科 ○山村なつみ，道上敏美，山本勝輔
 兵庫医科大学内科学腎・透析科 　蓮池由起子
【GI-10-2】　 TSUBASA PROJECT「アクセス」～維持透析患者におけるシャントPTAの間隔に影響する要因の検討～
 （医）秀和会秀和総合病院腎臓内科 ○志熊聡美，吉嶺朝陽
 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター血液浄化療法科 　花房規男，土谷　健
【GI-10-3】　 透析導入期の病態と予後に関する性差（第3報）
 （医）名古屋記念財団名古屋記念病院腎臓内科 ○立松美穂
 藤田医科大学病院腎臓内科学 　稲熊大城
【GI-10-4】　 透析患者のジェンダー別，性ホルモン（テストステロン，エストロゲン）と貧血との関連
 社会医療法人川島会川島病院腎臓内科 ○井上朋子，水口　潤
 東京女子医科大学東医療センター腎臓内科 　樋口千恵子
 東京女子医科大学第四内科 　新田孝作
【GI-10-5】　 維持透析患者の身体機能と生活活動性の予後に関する性差の検討
 順天堂大学腎臓内科 ○野原奈緒，濱田千江子，鈴木祐介
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学会・委員会企画11　6月30日（日）　14:10-15:40　第6会場（会議センター　5F　501）
血液浄化に関する新技術検討委員会企画　血液浄化に関する新技術　from Japan to World
司会： 山下明泰（法政大学） 

友　雅司（大分大学医学部附属臨床医工学センター）
【GI-11-1】　 やり残した宿題を新技術で解決できるか？
 法政大学生命科学部 ○山下明泰
【GI-11-2】　 アフェレシス技術の腎不全治療への応用の可能性
 東京女子医科大学血液浄化療法科 ○花房規男，土谷　健
 東京女子医科大学臨床工学科  安部貴之，荒井祐人，石井貴文，岡澤圭祐
 東京女子医科大学腎臓内科  村上　淳，新田孝作
【GI-11-3】　 心筋細胞拍動能から考える透析液電解質濃度の最適組成
 九州大学大学院農学研究院生命機能科学部門 ○濱田浩幸
【GI-11-4】　 携帯可能な小型血液浄化システムへの新たなる展開―最終章―
 山梨大学医学部救急集中治療医学講座 ○松田兼一
 北里大学医療衛生学部医療工学科  小久保謙一
 神戸大学大学院工学研究科機械工学専攻  山根隆志
 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科  山本健一郎
【GI-11-5】　 抗感染性カテーテル創出を実現するナノセラミックス表面修飾技術
 近畿大学生物理工学部医用工学科 ○古薗　勉
【GI-11-6】　 LAP陽性細胞選択吸着材カラムによる免疫治療の作用機序の解明
 滋賀医科大学医学部病理学講座 ○寺本和雄，小笠原一誠
 滋賀医科大学医学部臨床看護学講座 　遠藤善裕
 JR西日本大阪鉄道病院 　上田祐二

学会・委員会企画12　6月30日（日）　14:10-16:10　第12会場（会議センター　4F　413）
保険委員会企画　透析医療における診療報酬
司会： 竜崎崇和（東京都済生会中央病院） 

田倉智之（東京大学）
【GI-12-1】　 透析における保険制度診療報酬の基礎
 東京大学大学院医学系研究科医療経済政策学 ○田倉智之
【GI-12-2】　 2020年透析診療報酬改定に向けて
 社会医療法人名古屋記念財団 ○太田圭洋
【GI-12-3】　 バスキュラーアクセス日常管理加算を目指して～集計データより～
 山梨大学医学部附属病院血液浄化療法部 ○深澤瑞也 
【GI-12-4】　 バスキュラーアクセス（VA）日常管理加算の新設を目指した経緯
 東京女子医科大学臨床工学部 ○村上　淳，金子岩和
 東京女子医科大学臨床工学科 　峰島三千男
 東京女子医科大学血液浄化療法科 　土谷　健
【GI-12-5】　 透析医療における診療報酬：透析回数制限是正への提案
 （医）あかね会土谷総合病院 ○川西秀樹
【GI-12-6】　 透析患者抗HIV抗体スクリーニング検査
 東京都済生会中央病院内科 ○竜崎崇和 
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［国際学術交流委員会プログラム］

The Committee of International Communication for Academic Research（CICAR）
Free Communication 1　June 28（Fri）　8:30-9:40　Room 10（Conference Center　3F　315）
Chairs： Nobuhiko Joki（Division of Nephrology, Toho University Ohashi Medical Center, Japan） 

Akihiro C. Yamashita（Hosei University, Japan）
【GI-13-1-1】　 Hemodialysis status in Cambodia: From Dialysis Registry 2017 and 2018 by the Cambodian Association 

of Nephrology
 Internal Medicine Department, Post-Graduated School  ○Kim Sam Oudum
 of Medicine, International University, Phnom Penh, 
 Cambodia/Cambodia-China Friendship Preah 
 Kossamak Hospital, Phnom Penh, Cambodia
 /Cambodian Association of Nephrology, Cambodia 
 Cambodian Association of Nephrology, Cambodia  Thim Pichthida，Phon Elin，Hy Chanseila，
   Sovann Kanitha，Lim Sochun，Pho Sokhom，
   Svay Kamol，Chan Sovandy，Toru Hyodo，
   Lim Vadhana
【GI-13-1-2】　 Renal replacement therapies in Hanoi, Vietnam
 Hemodialysis Department of Bach mai Hospital,  ○Nguyen Duy Tien，Nguyen Huu Dung， 
 Ha noi, Vietnam  Dinh Duc Long
【GI-13-1-3】　 Stroke risk and post-stroke mortality in patients with renal dialysis: two nationwide studies
 Department of Anesthesiology, Taipei Medical  ○Chien-Chang Liao
 University Hospital, Taipei, Taiwan/Department of 
 Anesthesiology, School of Medicine, College of Medicine, 
 Taipei Medical University, Taiwan 
 Department of Anesthesiology, School of Medicine,   Ta-Liang Chen
 College of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan
 /Department of Anesthesiology, Wan Fang Hospital, 
 Taipei Medical University, Taipei, Taiwan
【GI-13-1-4】　 Adverse Outcomes after Non-urological Surgeries in Patients with Chronic Kidney Disease: A Matched 

Nationwide Study
 Department of Physical Medicine and Rehabilitation,  ○Yi-Chun Chou
 China Medical University Hospital, Taichung, Taiwan
 Department of Anesthesiology, Taipei Medical   Chien-Chang Liao
 University Hospital, Taipei, Taiwan 
 Department of Anesthesiology, Wan Fang Hospital,   Ta-Liang Chen
 Taipei Medical University, Taipei, Taiwan 
【GI-13-1-5】　 Hemodialysis therapy’s situation in Mongolia
 Kidney Center, The First Central Hospital of Mongolia ○Saruultuvshin Adiya，Suvd Nergui，
   Gantogoo Natsagdorj，Khurtsbayar Damdinsuren，

Od-Erdene Lkhakhuu，Chuluuntsetseg Dorj
【GI-13-1-6】　 Struggles and Concerns in the Hemodialysis Units: Perspectives of Japan and The Philippines
 Hemodialysis Department Hokkaido Ohno Memorial ○Vener Mogan Damasco，Miwako Ito，
 Hospital and Urology Department Soen Central Hospital,    Megumi Matsuda，Hideo Yokoyama，
 Japan  Suguru Matsui
【GI-13-1-7】　 Effect of bixalomer on coronary artery calcification in hemodialysis patients with hyperphosphatemia:  

a multi-center, randomized controlled trial
 Tokyo Women’s Medical University Hospital,  ○Takashi Akiba
 Tokyo, Japan/Tokyo Next Clinic, Tokyo, Japan
 Jikei University Hospital, Tokyo, Japan  Keitaro Yokoyama
 Toho University Ohashi Medical Center, Tokyo, Japan  Hiroki Hase
 Department of Medicine, Division of Nephrology,   Masahide Mizobuchi，Tadao Akizawa
 Showa University School of Medicine, Tokyo, Japan
 Musashino Red Cross Hospital, Tokyo, Japan  Ryoichi Ando，Shuji Sakai，Kenji Fukushima
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Free Communication 2　June 28（Fri）　9:40-10:50　Room 10（Conference Center　3F　315）
Chairs： Nobuhito Hirawa（Yokohama City University Medical Center, Japan） 

Yusuke Tsukamoto（Itabashi Chuo Medical Center, Japan）
【GI-13-2-1】　 Bimodal effects of Leptin in chronic kidney disease patients on maintenance hemodialysis
 Department of Nephrology, Sri Ramachandra Institute of  ○Jagadeswaran D，Jayakumar M
  Higher Education and Research, Chennai, India 
 Department of Nephrology, Sri Venkateswara Institute of   Sivakumar V
  Medical Sciences, Tirupati, India
 Department of Clinical Nutrition, Sri Ramachandra   A.J. Hemamalini
 Institute of Higher Education and Research, Chennai, India 
 Department of Cardiology, Sri Ramachandra Institute of   Thanikachalam S
  Higher Education and Research, Chennai, India
 Department of Nephrology, Saveetha Medical College,   Soundararajan P
 Chennai, India
【GI-13-2-2】　 Dialysis Malnutrition Score as Simple Nutrition Assessment and Its Correlation with Anthropometry and 

Biochemical Parameters in Hemodialysis Patients in Universitas Gadjah Mada Hospital Yogyakarta-
Indonesia

 Universitas Gadjah Mada Hospital, Yogyakarta-Indonesia  ○Lisa Rosyida
 Department of Nutrition and Health, Faculty of Medicine,   Farah Faza，Susetyowati
  Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, 
  Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta-Indonesia
【GI-13-2-3】　 Association of Malnutrition Inflammation Score with Anthropometric and Physical Parameter in 

Hemodialysis Patients in Universitas Gadjah Mada Hospital Yogyakarta-Indonesia
 Department of Nutrition and Health, Faculty of Medicine,   ○Susetyowati，Farah Faza
 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia
【GI-13-2-4】　 Association Between Dialysis Dose Improvement and Nutritional Status Among Haemodialysis Patients
 Department of Nephrology, University of Medicine(2) Yangon ○Yi Yi Khine
【GI-13-2-5】　 Study on calculation of necessary energy of maintenance dialysis patients using BIA method
 Date-clinic Nutrition Department ○Toshie Oosato
【GI-13-2-6】　 The Study of serum NT-PROBNP Level in Making Differential Diagnosis between Cardiac- and Renal- 

related Volume Overload in Patients on Maintenance Hemodialysis
 Internal Medicine Department, Nephrology-Dialysis  ○Pham Van Bui，Bui Van Thuy，
 Department, Nguyen Tri Phuong Hospital, Pham Ngoc   Huynh Thi Nguyen Nghia
 Thach University of Medicine, Ho Chi Minh City, Viet Nam
【GI-13-2-7】　 Patients with worse cardiac condition are affected most by haemodialysis
 Department of Public Health and Clinical Medicine,  ○Junko Goto
 Division of Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden
 /Department of Emergency and Critical Care 
 Medicine, University of Yamanashi School of Medicine, 
 Yamanashi, Japan
 Department of Public Health and Clinical Medicine,   Ulf Forsberg
 Division of Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden
 /Department of Internal Medicine, Skellefteå County 
  Hospital, Skellefteå, Sweden
 Department of Public Health and Clinical Medicine,   Per Jonsson，Michael Henin，Bernd Georg Stegmayr
 Division of Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden  
 Department of Emergency and Critical Care Medicine,   Kenichi Matsuda
 University of Yamanashi School of Medicine, 
 Yamanashi, Japan
 Department of Immunology, Genetics and Pathology,   Bo Nilsson，Kristina Ekdahl Nilsson
 Uppsala University, Sweden

Free Communication 3　June 28（Fri）　10:50-11:50　Room 10（Conference Center　3F　315）
Chairs： Yugo Shibagaki（Kidney Disease Integrated Care Center, St Marianna University, Japan） 

Toru Hyodo（NGO Ubiquitous Blood Purification International, Japan）
【GI-13-3-1】　 Prevalence of Anxiety and some relation factors of anxiety in Hypertention with Chronic Kidney Disease 

Patients
 Out patient Department, B ch Mai Hospital, Hanoi,Vietnam ○Nguyen Bao Ngoc，Phan Th  Th y
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【GI-13-3-2】　 Variation in Quality of Life (QoL) among Maintenance Hemodialysis (MHD) Patients for Different Levels 
of Hemoglobin - Observations from a Dialysis Unit in Bangladesh

 Department of Nephrology, National Institute of  ○Ayub Ali Chowdhury
 Kidney Diseases and Urology, Dhaka, Bangladesh
 Department of Nephrology, BIRDEM General   Shudhanshu Kumar Saha
 Hospital, Bangladesh
 Department of Nephrology, Transplant unit, BADAS,   Mohammad Abul Masur
 Bangladesh
 Department of Epidemiology & Research, National Heart   Sohel Reza Choudhury
 Foundation Hospital & Research Institute, Bangladesh
 Department of Nephrology, Square Hospital Ltd, Bangladesh  Abdul Wahab Khan
 Department of Nephrology, SSMCH, Bangladesh  Masud Iqbal
【GI-13-3-3】　 Association of Quality of Life with Adequacy of Dialysis parameters in Patients on CAPD
 Department of Nephrology, SSMC& MH, Dhaka,  ○M Masud Iqbal，Palash Chandra Debnath
 Bangladesh
 Department of Nephrology, BIRDEM General Hospital,   Sarwar Iqbal
  Bangladesh
 Department of Nephrology, National Institute of   Kazi Shahnoor Alam，Md Ayub Ali Chowdhury
 Kidney Diseases and Urology, Dhaka, Bangladesh
 NTS, Dhaka, Bangladesh  Nazrul Islam
【GI-13-3-4】　 The Outcome of the CME course of Dialysis, Nephrology, Renal Transplantation, CKD, Nutrition and 

Clinical  Engineering by Japanese Assistance Council of establishing Dialysis Specialists system in 
Cambodia (JAC-DSC) 2018

 School of Medicine, International University, Phnom Penh,   ○Tan Sopheaktra，Kim Sam Oudom
 Cambodia/Cambodia-China Friendship Preah 
  Kossamak Hospital, Phnom Penh, Cambodia 
 /Cambodian Association of Nephrology, Cambodia 
 Sonjakill Kill Memorial Hospital, Kampot, Cambodia  Tim Pichthida，Phon Elin
 /Cambodian Association of Nephrology, Cambodia
 School of Medicine, International University,   Sabo Ojano
 Phnom Penh, Cambodia
 Cambodian Association of Nephrology, Cambodia  Chan Sovandy
 Japanese Assistance Council of establishing   Haruki Wakai，Hideki Kawanishi
 Dialysis Specialists system in Cambodia (JAC-DSC), Japan 
 Cambodian Association of Nephrology, Cambodia  Toru Hyodo
 /Japanese Assistance Council of establishing 
 Dialysis Specialists system in Cambodia (JAC-DSC),  Japan
【GI-13-3-5】　 Experience and usefulness of introducing Japanese RO equipment in Myanmar
 International Business Dept., Green Hospital Supply, Inc.  ○Naoto Maeda
 NGO Ubiquitous Blood Purification International  Tomotaka Naramura，Moe Kojima，Toru Hyodo，
   Hideki Kawanishi
【GI-13-3-6】　 Necessity of hemodialysis fluid purification project and clinical engineer in Myanmar
 Department of Clinical Engineering, Tokai University  ○Moe Kojima
 Oiso Hospital 
 /NGO Ubiquitous Blood Purification International
 NGO Ubiquitous Blood Purification International  Tomotaka Naramura，Toru Hyodo，Hideki Kawanishi
 Division of Nephrology, Endocrinology and   Hiroo Takahashi，Masafumi Fukagawa
 Metabolism, Tokai University School of Medicine

Free Communication 4　June 29（Sat）　8:30-9:30　Room 10（Conference Center　3F　315）
Chairs： Hideo Yasuda（Hamamatsu University Hospital, Japan） 

Takashi Wada（Kanazawa University, Japan）
【GI-13-4-1】　 Catheter Related Infections in Hemodialysis Patients in St. Carolus Hospital: 

Incidence and Related Factors
 Dialysis Unit, St. Carolus Hospital, Jakarta, Indonesia ○Fransiska，Felicia Erika，Clara Petrisiela
 Dialysis Unit, St. Carolus Hospital, Jakarta, Indonesia  Suhardjono
 /Internal Medicine Department Subdivision Nephrology,  
 Faculty of Medicine University of Indonesia 
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【GI-13-4-2】　 Incidence of Sepsis/Septic Shock-induced Acute Kidney Injury and Related Factors for the Outcomes 
in a Tertiary Hospital in Ho Chi Minh City, Viet Nam

 Internal Medicine Department, Nephrology-Dialysis   Huynh Thi Nguyen Nghia，Pham Van Bui，
 Department, Nguyen Tri Phuong Hospital,   Vu Ngoc Chuc，○Lam Thi My Tien
 Pham Ngoc Thach University of Medicine, 
 Ho Chi Minh City, Viet Nam
【GI-13-4-3】　 Current status and issues of Vascular Access Ultrasound
 Nakajima Tsuchiya Clinic, Hemodialysis Center,  ○Theresia Maria Toji Pio
 Hiroshima, Japan/Graduate School of Biomedical & 
 Health Sciences, Division of Nursing Science, 
 Hiroshima University, Japan
 Nakajima Tsuchiya Clinic, Hemodialysis Center,   Misaki Moriishi，Hitomi Taira，Nanako Mashima，
 Hiroshima, Japan  Shinichiro Tsuchiya
 Graduate School of Biomedical & Health Sciences,   Michiko Moriyama
 Division of Nursing Science, Hiroshima University, Japan  
【GI-13-4-4】　 Renal function at AVF creation and surgical outcome
 Department of Urology, National Defense Medical   Kouetsu Hamamoto，○Shinsuke Tasaki，
 College Hospial, Japan  Yuusuke Hirano，Akio Horiguchi，Tomohiko Asano，

Keiichi Ito
 Department of Blood Transfusion and Purification,   Akira Tsuji
 National Defense Medical College Hospital, Japan
 Department of Nephrology and Endocrinology,   Toshihiko Imakiire，Naoki Oshima，Hiroo Kumagai
 National Defense Medical College Hospital, Japan
【GI-13-4-5】　 Upper extremity distal bypass enables arteriovenous fistula construction in the arm where neither 

appropriate arteries nor veins exist
 Department of Organ Transplantation and General Surgery,   ○Tsukasa Nakamura
 Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan
【GI-13-4-6】　 Intraoperative Bloodflow Rate as a Predictor for Maturity of Radiocephalic Arteriovenous Fistula
 Vascular and Endovascular Surgery Division,  ○Andrew Jackson Yang，Dedy Pratama，
 Medical Faculty, Universitas Indonesia  Patrianef Darwis

Free Communication 5　June 29（Sat）　9:30-10:20　Room 10（Conference Center　3F　315）
Chairs： Yasuhiko Ito（Department of Nephrology and Rheumatology, Aichi Medical University, Japan） 

Toru Hyodo（NGO Ubiquitous Blood Purification International, Japan）
【GI-13-5-1】　 Role of Platelet Rich Plasma in Acute Kidney Indury due to Russell's Viper Bite
 Department of Nephrology, University of Medicine,  ○Phonn Myint
 Mandalay
【GI-13-5-2】　 Outcome of Peritoneal Dialysis and Intermittent Haemodialysis in Acute Kidney Injury Patients Due to 

Russell’s Viper Bite
 Department of Nephrology, Yangon Specialty,  ○Win Win Hlaing
 Yangon, Myanmar
【GI-13-5-3】　 Clinical Features of Recurrent Drainage Requiring Ascites in Patients Who Removed Peritoneal Dialysis 

Catheter
 Department of Nephrology, BHS Hanseo Hospital,  ○Kitae Kim
 Busan, South Korea
 Department of Nephrology, Korea University Ansan   Lee Ho Jun，Jin Joo Cha，Young Sun Kang，
 Hospital, Ansan, South Korea  Dae Ryong Cha
 Department of Nephrology, Wonkwang University,   Hye Sook Min
 Gunpo, South Korea
 Department of Pathology, Inha University, Incheon,   Jee Young Han
 South Korea
【GI-13-5-4】　 Assessment of factors predicting the second time renal replacement therapy requirement in Russell’s 

viper bite patients who need acute peritoneal dialysis
 Department of Nephrology, YSH ○Wai Phyo，Khin Thida Thwin
 Department of Nephrology, TSGH  Khin Khin Win
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【GI-13-5-5】　 The need of the support system by the medical interpreter for the foreign residents who wish kidney 
transplantation in Japan: A Case Report

 Department of Urology, Kitasato University, Kanagawa, Japan ○Masae Ikeda，Daisuke Ishii，Yusuke Sakata，
 /Eijinn Clinic, Kanagawa, Japan  Toru Hyodo，Kazuki Kitajima
 Department of Urology, Kitasato University, Kanagawa, Japan  Haruki Wakai
 /Shinagawa Garden Clinic, Tokyo, Japan
 Department of Urology, Kitasato University, Kanagawa, Japan  Masatugu Iwamura，Kazunari Yoshida

Symposium 1　June 29（Sat）　10:30-12:30　Room 10（Conference Center　3F　315）
Renal Replacement Therapy in Each Country
Chairs： Yusuke Tsukamoto（Itabashi Chuo Medical Center, Japan） 

Toru Hyodo（NGO Ubiquitous Blood Purification International, Japan）
【GI-13-6-1】　ESRD and Nephrology in the Balkans and Central European Region: Challenges & Opportunities
 Department of Nephrology, Medical Faculty, University of  ○Spasovski Goce 
 Skopje, Skopje, North Macedonia
 Division of Nephrology, Bezmialem Vakif University,  　Kazancioglu Rumeyza
 Medical Faculty, Istanbul, Turkey
【GI-13-6-2】　Renal Replacement Therapy in GCC Countries
 Dubai Medical College, Dubai, UAE ○Mona Alrukhaimi
【GI-13-6-3】　Renal Replacement Therapy in Latin America
 Pontifical Catholic University of Parana, Curitiba, Brazil ○Roberto Pecoits-Filho
 /Arbor Research Collaborative for Health, Ann Arbor, USA
【GI-13-6-4】　Renal replacement therapies in Hanoi, Vietnam
 Bach Mai Hospital, Hanoi, Vietnam ○Long Dinh, Dung Huu, Tien Nguyen Duy
【GI-13-6-5】　Renal Replacement Therapy in South Africa and other African countries
 Division of Nephrology and Hypertension, University of  ○Ikechi Okpechi
 Cape Town, Cape Town, South Africa
 /Kidney and Hypertension Research Unit, University of 
 Cape Town, Cape Town, South Africa

Symposium 2　June 29（Sat）　16:20-18:20　Room 10（Conference Center　3F　315）
The Worldwide Status of AKI Therapy
Chairs： Yoshio Terada（Kochi Medical School, Japan） 

Nobuhito Hirawa（Yokohama City University Medical Center, Japan）
【GI-13-7-1】　Acute kidney Injury and Renal Replacement Therapy in Myanmar
 Department of Nephrology, University of Medicine (1)   ○Khin Thida Thwin
 and Yangon Specialty Hospital, Yangon, Myanmar
【GI-13-7-2】　Acute kidney injury therapy in Croatia
 Polyclinic for Internal Medicine and Dialysis B.   ○Drasko Pavlovic, Boris Kudumija
 Braun Avitum, Zagreb, Croatia
 Merkur Clinical Hospital, University of Zagreb 　Mladen Knotek
【GI-13-7-3】　The possible modality for acute kidney injury in Southeast Asian countries
 Department of Emergency and Critical Care Medicine， 〇Kenichi Matsuda
 University of Yamanashi School of Medicine, 
 Kofu, Yamanashi, Japan
【GI-13-7-4】　How big is AKI in the United States?
 University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA ○John A. Kellum
【GI-13-7-5】　Acute Kidney Injury therapies in African countries
 Division of Nephrology and Hypertension,  ○Ikechi Okpechi
 University of Cape Town, Cape Town, South Africa 
 /Kidney and Hypertension Research Unit, 
 University of Cape Town, Cape Town, South Africa
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Free Communication 6　June 30（Sun）　8:30-10:00　Room 10（Conference Center　3F　315）
Chairs： Yukio Yuzawa（Department of Nephrology, Fujita Health University School of Medicine, Japan） 

Munekazu Ryuzaki（Tokyo Saiseikai Central Hospital, Japan）
【GI-13-8-1】　 The possibility of Short-daily hemodiafiltration
 The Department of Urology, Nephrology and  ○Kanenori Maeda
 Dermatology Maeda Clinic, Nagasaki, Japan
【GI-13-8-2】　 Technical consideration of a newly developed intermittent infusion hemodiafiltration (I-HDF) therapy 

using back filtration as substitution
 Department of Chemical Science and Technology,  ○Masaya Watanabe，Toshiki Kakee，
 Faculty of Bioscience and Applied Chemistry,   Akihiro C. Yamashita，Naokazu Idota
 Hosei University, Tokyo, Japan
【GI-13-8-3】　 The Permissible Lowest Range of the Serum Albumin Estimated by the Prealbumin Value under the 

On-Line HDF
 Department of Clinical Engineering of Eijin Clinic,  ○Motoko Kato，Shunichiro Urabe，Akira Kato，
 Hiratsuka, Japan  Momoko Fukazawa，Shohei Matsuzawa， 

Asami Kurii，Emi Hiyama
 Dialysis Center, Kurata Foundation, Hiratsuka, Japan  Shinichi Tanaka，Toru Hyodo，Makoto Kitamura，

Miho Hida，Yasuhisa Kurata
 Kitasato University School of Allied Health Sciences,   Kenichi Kokubo
 Sagamihara, Japan
【GI-13-8-4】　 A case of acute carbamazepine poisoning treated successfully with pre-dilution online Hemodiafiltration
 Department of Clinical Engineering, Public Tomioka  ○Makoto Saito，Hiroomi Jingu
 General Hospital, Gunma, Japan
 Department of Urology, Public Tomioka General Hospital,   Toshiyuki Tanaka，Akihiko Shiono，Masami Machida
  Gunma, Japan
【GI-13-8-5】　 The Amino Acid Losses are Lower during Pre-Dilution On-line HDF than HD under the Same Dialysis 

Dose (Kt/V)
 Eijin Clinic, Kanagawa, Japan ○Shunichiro Urabe，Motoko Kato，Akira Kato，

Momoko Fukazawa，Shohei Matsuzawa，
   Emi Hiyama，Asami Kurii，Toru Hyodo
 Kurata Hospital, Kanagawa, Japan  Shinichi Tanaka，Makoto Kitamura，Miho Hida，

Yasuhisa Kurata
 Laboratory of Dialysis Medical Care and Technology,   Keiichiro Sakashita
 Aichi, Japan
 Kitasato University School of Allied Health Sciences,   Kenichi Kokubo
 Kanagawa, Japan
【GI-13-8-6】　 A familial hypercholesterolemia homozygotes patient under LDL apheresis who had heart attack after 

beginning to receive PCSK9 inhibitor
 Shin-Osaka Iseikai Clinic, Osaka, Japan ○Kanako Takai，Atsushi Yokota
【GI-13-8-7】　 Axillo-axillary loop grafts for difficult hemodialysis access
 Department of Cardiovascular Medicine and Nephrology,   ○Atsuko Uema，Asuka Ueno，Takanori Yasu
 Dokkyo Medical University Nikko Medical Center,  
 Nikko, Tochigi, Japan
 Department of Cardiac and Vascular Surgery,   Yasushi Matsushita，Riha Shimizu
 Dokkyo Medical University Nikko Medical Center, 
 Nikko, Tochigi, Japan
 Department of Diabetes and Endocrinology,   Hiroki Nakatani
 Dokkyo Medical University Nikko Medical Center, 
 Nikko, Tochigi Japan
【GI-13-8-8】　 Treatment of a case suspected of immune-related acute renal failure with renal replacement therapy
 Matsusaka Municipal Hospital, Respiratory Center, Mie, Japan ○Tadashi Sakaguchi，Kazuki Furuhashi，Osamu Hataji
Matsusaka Municipal Hospital, Department of Urology, Mie, Japan   Shigenori Yonemura
【GI-13-8-9】　 Factors of changes in anthropometric values for 10 years in hemodialysis patients
 Tokyo Healthcare University ○Yukie Kitajima
 Sato Junkanki Hospital  Satoshi Yoshikawa, Yuzuru Sato
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