
第 94 回　 大  阪  透  析  研  究  会
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閉会挨拶　　　坂口　美佳

大会企画セミナー
『透析医療のAI技術導入による発展の可能性』

「AI技術、機械学習とは～必要な知識と実際～」
【講師】川﨑　路浩

「近未来の透析医療とAI技術～AI技術の
利点はどこに活かせるか？～」

【講師】小久保謙一
【座長】長沼　俊秀
【座長】西村　昌美

特別企画シンポジウム
『透析医療におけるCOVID-19感染症の現状と今後』

「透析医会のCOVID-19対応」
【講師】山川　智之

「COVID19臨床現場での経験」
【講師】金口　優生

「大阪府におけるCOVID-19透析症例の対応と課題 」
【講師】村山　　歩

「COVIDの現状と今後の医療対策」
【講師】朝野　和典

「新型コロナウイルス感染症から日本の医療政策を考える」
【講師】自見　英子
【座長】武本　佳昭
【座長】山川　智之

シャントセミナー
『動画で学ぶシャント診断』

【講師】南　　伸治
【講師】熊山　義久
【講師】東下　裕保
【講師】松井　智博
【座長】中山　祐治
【座長】山本　裕也

ランチョンセミナー 1
『これからの透析液』

【講師】濱野　高行
【座長】重松　　隆

共催：扶桑薬品工業株式会社
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ランチョンセミナー 2
『HCV に対する最新の治療 ～腎機能低下症例にやさしい治療とは～』

【講師】鈴木　義之
【座長】仲谷　達也

共催：アッヴィ合同会社

エキスパートセミナー
『それぞれの腎代替療法最前線』

「HD 部門」
【講師】吉田　　豊

「HHD 部門」
【講師】森實　篤司

「PD 部門」
【講師】櫻田　　勉

「移植部門」
【講師】内田　潤次
【座長】山内　　淳
【座長】浅井　利大

共催：バクスター株式会社

看護セミナー
『透析見合わせにおける医療チームの関わりはACPとなりうるか』

【講師】  藤井　　円
【座長】中尾　弘美

共催：大阪 DLN の会
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開会挨拶  坂口　美佳

特別講演
『透析を見合わせるということ』

【講師】土谷　　健
【座長】坂口　美佳

サイコネフロロジー・カンファレンス
『透析患者のこころの診かた』

「看護師の立場から　患者との関り方のコツ」 

【講師】岡山ミサ子

「身体疾患を抱える人のこころを理解する〜慢性疾患に共通する点、透析患者に特有な点を考える〜」 

【講師】谷向　　仁

【司会】大武　陽一

【司会】中原　宣子

共催：大阪サイコネフロロジー研究会

（一社）大阪府臨床工学技士会　学術代謝部門セミナー

タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル
C会場（WEB） D会場（WEB） E会場（WEB）

スイーツセミナー１
『副甲状腺の気持ちがわかるカルシウム・リン代謝

－透析患者の低骨量を科学する－』

【講師】  今西　康雄
【座長】宗　　正敏

共催：小野薬品工業株式会社

スイーツセミナー２
「透析患者の血圧管理」

【講師】  平和　伸仁

「WITHコロナ時代のNew Normal 百寿医療」

【講師】  伊藤　　裕
【座長】中村　敏子
【座長】有馬　秀二

共催：協和キリン株式会社

スイーツセミナー３
『透析患者のリハビリテーション

と腎性貧血治療』

「透析患者のサルコペニアとリハビリテーション栄養」 
【講師】  若林　秀隆
【座長】庄司　繁市

「HIF-PH 阻害薬使用前に知っておくべきこと
―細胞を擬似低酸素状態にすることの意味―」 

【講師】  林　　晃正
【座長】谷山　佳弘

共催：アステラス製薬株式会社

企業共催セミナー 1
『透析患者の足を救うために～新たなアフェレシス

療法｢レオカーナ｣への期待～』

【講師】  日髙　寿美
【座長】武本　佳昭
【座長】山川　智之

共催：株式会社カネカメディックス

ランチョンセミナー３
『より良い血糖管理をめざした

透析患者の糖尿病治療』

【講師】  繪本　正憲
【座長】辻本　吉広

共催：キッセイ薬品工業株式会社
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企業共催セミナー 2
「透析患者におけるサルコペニア」

【講師】  森　　克仁
「ニューノーマル時代のPD」

【講師】  上田　仁康
【座長】谷山　佳弘

共催：テルモ株式会社

企業共催セミナー３
『変遷する生活様式をふまえた、

糖尿病治療の最適化』

【講師】  西村　理明
【座長】中谷　嘉寿

共催：田辺三菱製薬株式会社

スイーツセミナー 4
『免疫チェックポイント阻害薬の現況』

【講師】  松本　光史
【座長】佐藤　文弘

共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 4
『透析患者の新しい体液量評価』

「体内酸素動態からみたドライウェイト設定の意義」 

【講師】  大河原　晋

「インピーダンス法に代わるドライウェイト、筋肉量、体脂肪率の決定法」 

【講師】  新里　高弘

【座長】  山内　　淳

共催：ニプロ株式会社

企業共催セミナー 4
『腎臓生理を考慮した慢性心不全の薬物治療

―RAS阻害薬・利尿薬を適切に使用するために―』

【講師】  有馬　秀二
【座長】猪阪　善隆

共催：ノバルティスファーマ株式会社

企業共催セミナー 5
『透析患者のリン管理の最前線 ～Episode Study

から得られた知見とは～』

【講師】  猪阪　善隆
【座長】阪口　勝彦

共催：キッセイ薬品工業株式会社
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企業共催セミナー７
『Enarodustat:A Japanese HIF Stabilizer』

【講師】  濱野　高行
【座長】山内　　淳

共催：鳥居薬品株式会社

10:00

10:57

11:10

12:07

企業共催セミナー 8
『血液透析患者のカリウム管理』

【講師】  宇津　　貴
【座長】髙橋　延行

共催：アストラゼネカ株式会社

11:10

12:07

12:30

13:27

ランチョンセミナー５
『透析患者における低亜鉛血症の意義』

【講師】  花房　規男
【座長】石村　栄治

共催：ノーベルファーマ株式会社

12:30

13:25

14:20

企業共催セミナー９
『大阪府下の透析患者における結核の現状と対策

〜潜在性結核感染症（LTBI）について学ぶ〜』

「コロナ禍における結核の現状と対策について」
【講師】  露口　一成

「当院における透析患者に対するLTBI診療の取り組み」
【講師】  大森　弘基
【座長】山川　智之

共催：オックスフォード・イムノテック株式会社

企業共催セミナー 10
『腹膜透析の進歩と今後の展開』

【講師】  川西　秀樹
【座長】有馬　秀二

共催：協和キリン株式会社

14:20

15:48

16:00

15:17

企業共催セミナー６
『透析症例に合併する心疾患

 ～心房細動と弁膜症を中心に～』

【講師】  竹田　泰治
【座長】武曾　惠理

共催：大塚製薬株式会社

8:50
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16:57

〈企業プレゼンテーション〉

〈特別講演〉

『透析液排水管理「透析排水管理に目を向けよう‼～施設内の改革で出来ること～」』

施設内に設置可能な装置にデキること

「インラインミキサータイプの透析排水システムについて」　【講師】秋田　志歩

洗浄剤を見直すことでデキること 

「ニュートルの特徴と臨床使用評価」　　【講師】原田　陽滋

「サンフリーCiの特徴と臨床使用評価」　【講師】坂田　匠平

「次亜活性水の活用」　【講師】南　　伸治　【座長】児玉　健一郎


