第 24 回日本在宅血液透析学会・第 17 回長時間透析研究会
プログラム
開会式

11/12（土）9：45-10：00

第 1 会場

一般社団法人日本在宅血液透析学会
長時間透析研究会

現地 + LIVE！

理事長 政金 生人（医療法人社団清永会 矢吹病院）
会

長 前田利朗（医療法人幸善会 前田病院）

大会長
大会長講演

山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）
11/12（土）13：20-14：00 第 1 会場

現地 + LIVE！

座長： 坂井 瑠実 （医療法人社団 坂井瑠実クリニック）
「社会とつながる透析を目指して」
演者： 山川 智之 （医療法人仁真会 白鷺病院）
教育講演

11/12（土）16：20-17：00 第 1 会場

現地 + LIVE！

座長： 鈴木 一裕 （医療法人援腎会 すずきクリニック）
「長時間透析・在宅血液透析と診療報酬」
演者： 太田 圭洋 （社会医療法人 名古屋記念財団法人本部）
シンポジウム 1 「在宅血液透析と感染」

11/12（土）10：00-12：00 第 2 会場 現地 + LIVE！

座長： 武本 佳昭 （大阪公立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学）
髙橋 計行 （医療法人計行会 髙橋計行クリニック）
① 谷口 弘美 （医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院）
② 若井 陽希 （医療法人社団麗星会 品川ガーデンクリニック）
③ 一色 啓二 （医療法人社団富田クリニック 富田クリニック （本院））
④ 池田 潔 （医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析･内科）
⑤ 陣内 彦博 （医療法人社団瑛会 東京ネクスト内科・透析クリニック）
シンポジウム 2 「Hemodialysis ＆ Work balance」

11/13（日）9：00-11：00 第 1 会場 （現地のみ）

座長： 谷口 正智 （医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニック）
下門 清志 （医療法人社団藍蒼会 しもかどクリニック）
① 藤本 栄美 （在宅血液透析患者・大阪府在住）
② 中田 圭介 （血液透析患者・千葉県在住）
③ 吉田 敬 （血液透析患者・熊本県在住）
④ 田邉 精満 （在宅血液透析患者・東京都在住）
⑤ 長町 利広, 長町 苗 （在宅血液透析患者・神奈川県在住）
⑥ 黒木 隆 （在宅血液透析患者・佐賀県在住）
⑦ 上野 高史 （血液透析患者・広島県在住）
⑧ 岡本 明子 （血液透析患者・福井県在住）
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シンポジウム 3 「透析治療における医療者と患者のコミュニケーション」
11/13（日）14：20-16：20 第 1 会場 （現地のみ）
座長： 前田 兼徳 （医療法人社団兼愛会 前田医院）
黒田 沙織 （静岡県立大学大学院看護学研究科）
① 宿野部 武志 （一般社団法人ピーペック）
② 宮本 陽子 （一般社団法人全国腎臓病協議会／NPO 法人岡山県腎臓病協議会）
③ 大屋 竜二（一般社団法人全国腎臓病協議会）
④ 伊東 稔 （医療法人社団清永会 矢吹病院）
⑤ 山本 裕美（医療法人社団藍蒼会 しもかどクリニック）
シンポジウム 4 「在宅血液透析と新技術」

11/13（日）9：00-10：50 第 2 会場 現地 + LIVE！

座長： 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）
深澤 瑞也 （社会医療法人加納岩 加納岩総合病院）
① 小久保 謙一 （北里大学医療衛生学部）
② 森實 篤司（HOSPY 腎透析事業部 臨床工学部）
③ 春口 洋昭 （飯田橋 春口クリニック）
④ 杉本 謄寿（医療法人やまびこ会 福岡東ほばしらクリニック）
⑤ 星子 清貴（あかね会土谷総合病院 診療補助部）
ワークショップ 1 「安全な solo-HHD のために何が必要か」
11/12（土）15：00-17：00 第 2 会場

現地 + LIVE！

座長： 政金 生人 （医療法人社団清永会 矢吹病院）
大濵 和也 （群馬パース大学医療技術学部 臨床工学科）
① 政金 生人 （医療法人社団清永会 矢吹病院）
② 山川 智之 （医療法人仁真会 白鷺病院）
③ 喜田 智幸 （医療法人社団 坂井瑠実クリニック）
④ 若井 陽希 （医療法人社団麗星会 品川ガーデンクリニック）
⑤ 古薗 勉 （近畿大学 生物理工学部 医用工学科）
ワークショップ 2 「在宅血液透析の広報を考える」

11/13（日）14：20-16：20 第 2 会場 現地 + LIVE！

座長： 松岡 哲平 （医療法人社団大誠会）
菅沼 信也 （医療法人社団菅沼会 腎内科クリニック世田谷 人工透析内科）
① 政金 生人 （医療法人社団清永会 矢吹病院）
② 陣内 彦博 （医療法人社団瑛会 東京ネクスト内科・透析クリニック）
③ 福田 芽森 （慶應義塾大学 循環器内科）
④ 市川 大輔（在宅血液透析患者・東京都在住）
⑤ 追加発言： 山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）
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研修施設整備 WG

11/12（土）14：10-14：30 第 2 会場 （現地のみ）

座長： 角田 隆俊 （東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科）
演者： 大橋 直人（埼玉医科大学病院 臨床工学部）
教育アイテム整備 WG

11/12（土）14：30-14：50 第 2 会場 （現地のみ）

座長： 角田 隆俊 （東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科）
演者： 森石 みさき （特定医療法人あかね会 中島土谷クリニック）
JSHHD 看護 WG セッション
「在宅血液透析における介助者の現状と継続的支援にむけての課題 看護ワーキンググループ活動報告」
11/13（日）11：00-12：00 第 2 会場

現地 + LIVE！

座長： 一色 啓二 （医療法人社団 富田クリニック）
宮下 美子 （社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院）
演者： 黒田 沙織 （静岡県立大学大学院看護学研究科）
コメンテーター： 政金 生人 （医療法人社団清永会 矢吹病院）
城井 慶子 （医療法人社団 坂井瑠実クリニック）
杉本 謄寿 （医療法人やまびこ会 東福岡ほばしらクリニック）
企業協賛シンポジウム 1 「長時間透析における透析液を考える」
11/12（土） 10:00～12:00 第 1 会場 現地 + LIVE！
座長： 谷口 正智 （医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニック）
前田 兼徳 （医療法人社団兼愛会 前田医院）
① 谷口正智 （医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニック）
② 坂口悠介 （大阪大学大学院医学系研究科 腎疾患臓器連関制御学寄附講座）
③ 久野 勉 （池袋久野クリニック）
④ 前田 兼徳 （医療法人社団兼愛会 前田医院）
（協賛：扶桑薬品工業）
企業協賛シンポジウム 2 「長時間透析と栄養・食事」

11/12（土） 14:10～16:10 第 1 会場 現地 + LIVE！

座長： 鈴木 一裕 （医療法人援腎会 すずきクリニック）
① 鈴木 一裕 （医療法人援腎会 すずきクリニック）
② 下門 清志 （医療法人社団藍蒼会 しもかどクリニック）
③ 大里 寿江 （だてクリニック）
④ 北島 幸枝 （東京医療保健大学）
⑤ 奥田 絵美 （にれの杜クリニック）
（協賛：三和化学研究所・キッセイ薬品工業）
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企業共催ランチョンセミナー （現地のみ）
1.

LS1 共催： 日機装株式会社
「透析と時間～時間はなぜ重要か～」
座長： 政金 生人 （医療法人社団清永会 矢吹病院）
演者： 甲田 豊 （医療法人社団 甲田内科クリニック内科）

2.

LS2 共催： 小野薬品工業株式会社
「在宅血液透析の運用と問題点～苦慮した経験から～」
司会：

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）

演者 1： 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）
演者 2： 佐々木 裕介（埼玉医科大学総合医療センター 臨床工学部）
3.

LS3 共催： 協和キリン株式会社
「長時間透析と CKD-MBD」
座長： 山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）
演者： 風間 順一郎（福島県立医科大学 腎臓高血圧内科学講座）

4.

LS4 共催： コヴィディエンジャパン株式会社
長期留置カテーテルの展望
座長： 武本 佳昭 （大阪公立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学）
「カフ型カテーテルの有用性～留置の実際から管理まで～」
演者 1： 笹川 成（善仁会 横浜第一病院 バスキュラーアクセスセンター）
「カフ型カテーテル在宅血液透析の実績報告」
演者 2： 岩下 廉史（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科）

5.

LS5 共催： ニプロ株式会社
「透析時間について患者の想いを考える～患者さんのホンネに迫れるか？～」
座長： 山川 智之（医療法人仁真会 白鷺病院）
演者： 前田 国見（医療法人社団前田記念会 石神井公園じんクリニック）

6.

LS6 共催： ノーベルファーマ株式会社
「透析患者のフレイル・サルコペニア対策と亜鉛補充療法の可能性」
座長： 庄司 繁市（医療法人仁真会 白鷺病院）
演者： 阿部 雅紀（日本大学 腎臓高血圧内分泌内科学分野）

7.

LS7 共催： アストラゼネカ株式会社
「透析患者におけるカリウム管理 up to date」
座長： 奥野 仙二（医療法人仁真会 白鷺病院）
演者： 倉賀野 隆裕（兵庫医科大学 循環器・腎透析内科学講座）

（一社）日本在宅血液透析学会 評議員会
11/12（土） 17：00-18：10

第 3 会場

（現地のみ）

（一社）日本在宅血液透析学会 理事会
11/13（日） 8：00-8：50

会議室 3＋４ （現地のみ）

（一社）日本在宅血液透析学会 総会
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11/13（日） 第 2 会場 13：20-14：10
長時間透析研究会 幹事会
長時間透析研究会 総会
一般演題 52 題 （現地のみ）

（現地のみ）

11/12（土）9：00-9：40

第 4 会場 （現地のみ）

11/13（日）11：10-11：50 第 1 会場 （現地のみ）
HHD： 40 題、LHT： 12 題

閉会式 11/13（日） 16：20-16：50

第２会場

現地 + LIVE！

大会長 山川 智之 （医療法人仁真会 白鷺病院）

＊上記は 10 月 31 日現在の予定です。
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