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1 秋田腎不全研究会
明白I プログラム u

日

会

時

場

平成21年11月29日 (日)9: 55-16 : 30 "-

秋田拠点セン空ー(アルヴェ)2階 多目的ホール

秋田市束通事1
'
町4-1 TEL 018 (887)日1O(管理室)

秋田大学医学部腎泌尿器科学講座教授 羽淵友則

秋田赤十字病院内科部長山岸 剛

秋田腎不全研究会・中外製薬株式会社 ・協和発酵キリン株式会社

会長

当番幹事

共催

会場のごあんない

出正
駐車場

駐車可能台数は、約300台(有料)ですが、複合

施設ですので数に限りがございます。車での

ご来場はなるべくご遠慮ください。

~参加者の皆様へ~

l 口演時間は l題 6分、質疑応答4分です。

座長の指示に従い、時間内での終了をお願い致します。

2 参加吹 1，∞o円(恕親会費を含む)を会場受付で申し受けます。

参加証を活用の上、ご入場下さい。

3 発表方法につきましては PC(Wil川ld由0"附s及ひ

らせて頂きます。 CD-Rもし 〈は7ラ Yシユメモリ一を平成2幻1年I孔I月13日(金)迄2事F務局宛にご送付

願います(提出が問に合わない場合は、当日会場で発表 30分前に提出願います)。尚、動闘があ

る場合は PCをご持参下さい。口演時の操作につきましてはスタァ 7にお任せ下さい。

4 秋岡腎不全研究会雑誌投稿用原稿を、同雑誌規定に従い図表を添えて平成22年l月29日(金)迄に

〒010-8543 秋田市本道 1-1 -1 秋田大学医学部腎泌尿器科学講座 秋田腎不全研究会事務局

まで提出して下さい。

5 研究会に先立ち9:00よりホテルメトロポリタン秋田、 3階「しらかみJ(秋田市中通 7-2-1
TEL 018 -831 -2222 )において、幹事会を開催致します。

6 日本医師会生涯教育講座3単位 社団法人日本透析医学会専門医制度 5単位の取得が可能です。

7 日本'野不全看護学会、 5学会合同認定‘透析療法指導看護師'受験資格4ポイントの取得が可能

です。



-開会の辞 (9:55-10・00) 秋田腎不全研究会会長 羽測 友則

I膜 ・透析液 ・装置 ・他 (10 ∞-10:50) 座長丸山 広 (秋田組合総合病院腎臓病センタ ) 

1 日機装社製V型ダイアライザFDY-15GWの臨床評価

中通総合病院血液浄化療法制 o高島

高橋

同泌 原 器科 宮形

同内科 菊谷

2 ずイアライザIV型と V型における臨床検査値の比較

俊介、武田

大輝、村上

滋、原田

祥博

美樹、西坂美沙枝、平塚広樹、

亨、 山田佳織、佐々木亘

忠、木暮輝明

医療法人あけぼの会花園病院透析室 O青柳 武志、守i1!l 隆仁、泉谷 IIU義、鈴木 寿文

同 内科 寺邑朋子

3.無酢酸透析液の使用経験

北秋中央病院人工透析室 0安 藤 賢 樹 、 金 沢 正 子 、 斉 藤 美 子 、 藤 田 美 幸、

千葉絵理子、渡辺純一

同泌尿器 科 佐々木隆聖

4. HD02を用いた血液ポンプ流量と実血流量の検討 第二報

秋田赤十字病院医療技術部臨床工学際 O児玉健太、佐々木祐樹、佐賀夏来、柳原 悠、

大沢元和、小林久益、熊谷 誠

5.ヲリアランスギヤ ンプ (CL-Cap)の有用性についての検討

秋凹赤十字病院医療技術部臨床工学課 O大沢元和、佐々木祐樹、佐賀 夏来、児玉健太、

柳原 悠、小林久益、熊谷 誠

E災害 (10:50-11: 30) 座長佐藤良延 (おのば腎泌尿器科クリニッ ク)

6 当院セン$1 における災害対策への取り組み

秋田赤十字病院腎センタ ー O佐々木明美、熊谷 誠、畠山 卓、山岸 剛

7 災害対策としての透析患者情報リライトカードの使用経験

医療法人あけぼの会花園病院透析室 O鈴木寿文、守i畢隆仁、泉谷附義、背柳武志

同 内科 寺邑朋子

8.災害時における県自治体の透析医療への危機管理意識 ~アンケー卜調査からの報告~

秋田臨床工学技士会 O播磨由佳子、守i畢隆仁、大沢元和、佐藤 忠寛、

小場幸恵、熊谷 誠

9.秋田県透析施設災害時ネ y トワーヲ構築の進捗状況

枇田県量折措置虫害時ネットワサ構築トキノググループ O佐藤 滋、小林 浩悦、熊谷 獄、佐藤 良延、

石田 俊哉、大谷 浩、羽測友則

E移植 (11:30-12: 10) 座長立木 裕 (立木医院)

10.腎移植患者に発生した急性糸球体腎炎の一例

枇国大学大学院医学系研究科腎拙尿器科学講座 O沼倉 一幸、向山孝一朗、 奈良

千葉修治、 小原 崇、鶴田

成田仲太郎、堀川 洋平、土谷

秋田大学医学部腎置換医療学講座 佐藤 滋

11.生体腎移植後に BKウィルス腎症を発症した 3例

枇回大学大学院医学系研究科腎出原器科学講座 O高山孝一朗、荷藤 満、奈良

神田壮平、三浦喜子、沼倉

鶴田 大、成田仲太郎、 堀川

羽測友則

秋田大学医学部腎置換医療学講座 佐藤 滋

他平、神田壮平、

大、蹄藤 満、

順彦、羽同l友則

健平、千葉修治、

一幸、小原 主市主喜、

洋平、土谷順彦、



12. CMV既感染腎移植レシピエントにおけるCMV感染の臨床的検討

秋田大学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 O驚藤 満、三浦喜子、高山孝一期、奈良
医学専攻腫筋制御医学系腎泌尿器科学講座 神田 社平、千葉修治、沼倉一幸、小原

秋田大学医学部腎置換医療学講座

13目免疫抑制剤内服に関する実態調査

秋田大学医学部附属病院第2病棟2階

鶴田 大、成田仲太郎、堀川洋平、土谷

羽田l友則

佐藤 滋

0吉田清人、中嶋史恵

-ランチョンセミナー (12:10-13・∞)

健平、
主主
力守、

順彦、

座長秋田赤十字病院内科部長山岸剛

『腎移植における CK Dj 

聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科講師 柴垣 有吾 先生

-総 会 (13・00-13:10) 

-特別講演 (13・10-14:10) 

座長秋田大学医学部腎泌尿器科学講座教授羽測友則

rC K Dとしてのファブリ一腎症J
新潟大学腎・勝原病内科学分野教授 成田 一衛 先生

N 看護 (14:10-14: 50) 座長加賀奇千鳥 (秋田赤十字病院看護部)

14.安全対策を取り入れた透析看護マニュアルを活用しての効果

秋田赤十字病院腎センタ O松本和子、江畠恵美子、宇佐美幸子、佐藤知子、

小松文子、佐々木智美、村上久弥子、堀越 恵、

鈴木尚子、佐々木明美、畠山 卓、山岸 岡IJ

15. ダイ工 y 卜を目指す患者にEASEプロデラムを活用 した一例

中通総合病院血液格化療法部 O三津和歌子、上野陸子、継回早苗、近江 燕、

松岡 淳子、保坂るり子

同泌尿器科 宮形滋、原田忠

16 透析棟における 7':;卜ケアの取り組みと課題

由利組合総合病院透析棟 。本間 ntt、工藤智恵子、菊地芳孝、武田 美幸

同 泌 尿 器科 米田真也、成田直史、北島正一

17 自殺企図を繰り返し亡くなった患者との関わり

中通総合病院血液格化療法部 O継田早苗、佐々木亜希子、松岡淳子、近江 燕、

保坂るり子

同泌尿器科 宮形滋、原田忠



V症例・薬剤 (14:50-15: 40) 座長畠山 卓(秋田赤十字病院内科)

18 経口掻淳改善剤ナJレフラフィン塩酸塩(レミ yチ@)の使用経験

市立秋田総合病院救急診療部臨床工学室 O松橋 {前弥

同透析室 川上美和、近藤みか、清川真希、工藤麻美、

相馬和恵

同 泌 尿 器科 松尾重樹、石田俊哉、冨樫寿文、阿部明彦、

佐々木秀平

19.サンリズム@により不整脈になった保存期腎不全患者の 例

由利組合総合病院研修医 O安斉 寛之

同泌尿器科 成田直史、米田真也、北島正一

20.アンギオテンシン 11受容体阻害薬による高カリウム血症で緊急血液透析を要した症例

市立横手病院泌尿器科 O神崎正俊

同人工透析室 和泉奈保子、小田嶋ゅう子、中村勇美子、佐々木美紀子、

21.当院におけるシナカルセ卜の使用経験

医療法人あけぼの会花園病院内科

同透析室

小田嶋千枝子、伊藤優子、佐々木智美

0寺邑朋子

三浦園子、伊藤利子、高橋俊博、高橋みゆき 、

佐々木忍、守滞隆仁、泉谷町I義、青柳武志、

鈴木寿文

22. シナカルセ卜による遅発性食欲不振に対する六君子湯の有用性についての検討

医療法人清風会清和病院透析室 O藤枝信夫、回口 久人、柳原 末子、佐藤英利子、

飯塚志保子、加藤咲子、三浦文敬、木暮奈緒子、

佐々木茂子

羽症例・研究 (15:40-16: 30) 座長寺邑朋子 (花園病院内科)

23 心拍変動の透析開始前後の変化から透析時血圧低下を予測出来るか

医療法人秋田泌尿器科クリニック O金野裕介、能登宏光、佐藤永淑、高橋育也、

嵯峨まゆ子、佐々木由美、佐藤啓子、鎌田 道子、

佐々木佳奈、香野由香、佐藤かおり 、羽賀繁子、

能登 舞

24目当院における透析患者に発症した結核症の検討

鷹揚郷腎研究所弘前病院 O山本勇人、岡本亜希子、今井 篤、畠山真吾、

斎藤久夫、舟生宮寿、

弘前大学大学院医学研究科泌尿器科学講座 鈴木裕朗、杉山 尚樹、立和田得志、岩i到 郁哉、

米山 高弘、橋本安弘、古家琢也、神村 典孝、

大山 力
25 維持透析患者における造影剤使用時のヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド (hANP)の変化について

秋田組合総合病院腎内科 O大谷 浩、後藤博之、多国光範、小津政豊

秋田大学医学部血液腎修原病内科 涌井秀樹、小松 回 数、津田賢一

26 ずJレベポ工チン その傾向と対策

市立秋田総合病院泌尿器科

同透析室

0阿部明彦、冨樫寿文、石田俊哉、松尾重樹、

佐々木秀平

松橋満弥、近藤みか、川上美和

27 超音J庄Fusion3DIこよる人工血管動静脈吻合部の観察

医療法人秋田泌尿器科クリニック O能登宏光、能登 彩、嵯峨まゆ子、佐々木由美、

-閉会の辞(16・30-)

佐藤啓子、鎌田道子、金野裕介、高橋育也、

佐藤永淑、佐々木佳奈、香野由香、佐藤かおり、

羽賀繁子

秋田腎不全研究会副会長 山岸 剛

-懇親会 (16:35-) 懇親会(アjレヴエ 2階伺的ホル)


