
17:30

16:40

閉会挨拶　武本　佳昭

会長賞応募セッション
【座長】猪阪　善隆

（A1～A6）

企業共催セミナー１
『HIF-PH 阻害薬使用時における鉄補充

の考え方』
【講師】林　　晃正
【座長】庄司　繁市

共催：アステラス製薬株式会社

企業共催セミナー２
『新規カリウム吸着薬「ロケルマ」への

期待～保存期から透析期まで～』
【講師】倭　　成史
【座長】山川　智之

共催：アストラゼネカ株式会社

企業共催セミナー３
『採用薬剤から考えるHIF  PH 阻害薬と

鉄剤の選択の仕方』

【講師】嶋津　啓二
【座長】武本　佳昭

共催：鳥居薬品株式会社

企業共催セミナー４
『ビタミンE 固定化膜の効果とHDF フィ

ルタに期待できる臨床効果』
【講師】小西　康司
【講師】重松　武史
【座長】森上　辰哉

共催：旭化成メディカル株式会社

14:30

15:30

特別講演
『腎・血液浄化領域でAI は何ができるか～その現状と課題』

【講師】花房　規男
【座長】武本　佳昭

11:00

12:00

13:20

13:10

ランチョンセミナー１
『Ca 受容体作動薬の新しい風』

【講師】重松　　隆
【座長】梶本　好輝

共催：キッセイ薬品工業株式会社/
株式会社三和化学研究所

ランチョンセミナー２
『腎性貧血の新たなる治療戦略

～HIF-PH 阻害薬の可能性について～』
【講師】阿部　雅紀
【座長】武本　佳昭

共催：協和キリン株式会社

ランチョンセミナー３
『腎臓病における亜鉛管理の意義

～QOL の維持・向上を目指して～』
【講師】柏原　直樹
【座長】猪阪　善隆

共催：ノーベルファーマ株式会社

ランチョンセミナー４
『透析液の歴史と未来』

【講師】山川　智之
【座長】浅井　利大

共催：扶桑薬品工業株式会社

12:10

大阪透析研究会総会
【司会】山内 淳　【報告】長沼　俊秀

コメディカル研究助成演題発表　【座長】東　治人
『血液浄化療法における内頸静脈、大腿静脈直接穿刺時の脱血不良に関する検討』　【講師】森本一弘

統計調査報告『大阪府下で行われた腎移植に関する実態調査』　【報告】今村　亮一

14:20

第 9 6 回　大 阪 透 析 研 究 会 タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル

LIVE配信
開会挨拶　武本　佳昭

8:55

9:00

腎移植セミナー
『最近の腎移植について』

【講師】谷口　俊理
【座長】森　　康範

10:00

教育企画委員会セミナー
『サルコペニア対策～一日にして成らず～』

【講師】森　　克仁
【座長】髙橋　延行

企業共催セミナー５
『腎代替療法におけるSDM について』

【講師】森　　克仁
【座長】岩井　友明

共催：中外製薬株式会社

企業共催セミナー６
『ＣＬＴＩ治療の最前線 ～新たなアフェ

レシス器機レオカーナの位置づけ～』
【講師】西山　育美
【講師】曽我　芳光
【座長】根木　茂雄

共催：株式会社カネカメディックス

企業共催セミナー７
『大分子溶質を効率的に除去する意義』

【講師】道脇　宏行
【座長】武島　正佳

共催：ニプロ株式会社

企業共催セミナー８
『私のVAIVT ストラテジー』

【講師】矢野　健太郎
【講師】田口　秀彦
【講師】増本　晃治
【座長】長沼　俊秀

共催：ボストン・サイエンティフィック 
ジャパン株式会社

15:40
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プログラムのご案内（LIVE配信） 

プログラム変更のご案内  
 
 

新型コロナウィルス感染拡大の状況を鑑み、本研究会は誠に残念ではございますが、

【WEB開催】とさせていただくことになりました。 

WEB開催に伴い、プログラムを変更いたしましたので、下記変更後のプログラムをご確 

認くださいますようお願いいたします。 

なお、一般演題におきましては、デジタルポスターシステムを利用したWEB上での発表 

（掲載期間：3月10日（木）～3月17日（木））となります。 
 
 
 

 

開会（8:55 ～ 9:00） 

挨拶 武本 佳昭（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 

 

腎移植セミナー（9:00 ～ 10:00） 

『最近の腎移植について』 

【講師】谷口 俊理（松原徳洲会病院 泌尿器科） 

【座長】森 康範（近畿大学病院 泌尿器科） 

 

教育企画委員会セミナー（10:00 ～ 11:00） 

『サルコペニア対策 ～一日にして成らず～』 

【講師】森 克仁（大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓病態内科学） 

【座長】髙橋 延行（関西医科大学香里病院 腎臓病センター） 

 

特別講演（11:00  ～  12:00） 

『腎・血液浄化領域でAI は何ができるか～その現状と課題』 

【講師】花房 規男（東京女子医科大学 血液浄化療法科） 

【座長】武本 佳昭（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 

 
大阪透析研究会総会（13:20 ～ 14:20） 

【司会】山内 淳（大阪労災病院 腎臓内科） 

【報告】長沼 俊秀（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 

 
コメディカル研究助成演題発表 

【座長】東 治人（大阪医科薬科大学 泌尿生殖・発達医学講座 

泌尿器科学教室） 
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『血液浄化療法における内頸静脈、大腿静脈直接穿刺時の脱血不良に関する

検討』 

森本
も り も と

一弘
かずひろ

 1、長沼俊秀 2、益田奈央子 1、安岡美咲 1、高橋宏弥 1、古澤宥希 1、 

奥田幸寛 1、新 健太郎 1、花岡吾子 1、安田麻衣子 2、黒木慶和 2、武本佳昭 2、   

内田潤次 2 

（大阪市立大学医学部附属病院 医療機器部 1、  

大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学 2） 

統計調査報告 

『大阪府下で行われた腎移植に関する実態調査』 

【報告】今村 亮一（大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学講座 

                  泌尿器科学） 

  

会長賞応募セッション（16:40 ～ 17:30） 

【座長】猪阪 善隆（大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学） 

 

A ー１）神経性食思不振症での透析患者の1 例（D） 

    浅田
あ さ だ

侑樹
ゆ う き

、寺嶋 謙、高須将伸、吉井悠貴、佐藤大飛、手代木 紳、 

    三木 渉、角田慎一郎、森島淳之、阪口勝彦 

（一般財団法人 住友病院）     

 

A ー２）Chameleon PTA バルーンカテーテルの使用経験（D） 

    安田
や す だ

麻衣子
ま い こ

、長沼俊秀、黒木慶和、武本佳昭、内田潤次 

（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学）     

 

A ー３）透析導入期に慢性被膜化脳内血種（CEIH）を発症した末期腎不全患者の1 例（D） 

    川野祐暉
か わ の ゆ う き

、玉井那実、宮川博光、山口 慧、岩橋恵理子、青木克憲、 

    鈴木 朗、岩本文徳                           （JCHO 大阪病院）     
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A ー４）ボタンホール穿刺により表在化動脈に仮性動脈瘤を形成した維持透析患者の1 例（D） 

    加戸
か ど

 学
まなぶ

1、杉町英香1、玉井慎二郎1、野見洋基1、芳賀亮太1、森 大輔1、 

    長門谷克之1、中村 隆2、山内 淳1 

（大阪労災病院 腎臓内科1、同 血管外科2） 

 

A ー５）透析室内の汚染状況と紫外線殺菌灯搭載ロボットを用いた殺菌効果（T） 

    今川
い ま が わ

恵
け い

吾
ご

1、松井智博1、北田美由季1、兪 振翔1、上田裕子2、新本吉浩3、 

    佐藤美保子3、明田健史3、中川隆文4、橋村一彦4、藤田敏晃5 

（錦秀会 阪和記念病院 人工透析室1、同 臨床検査部2、     

（株）Nishiki Corporation3、錦秀会 阪和記念病院 心臓血管内科4、     

同 脳神経外科5）     

 

A ー６）透析患者におけるCOVID-19 ワクチンの有用性について（D） 

    谷口
た に ぐ ち

洋平
よ う へ い

、谷口敏雄、呉 純児、桂 えつ子、瀧本和昌 

（谷口クリニック）    

閉会（17:30 ～ 17:35） 

挨拶 武本 佳昭（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 
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スポンサードセミナーのご案内（LIVE配信）  

 

ランチョンセミナー１（Zoom 12:10 〜 13:10） 

共催 : キッセイ薬品工業株式会社 / 株式会社三和化学研究所 

『Ca  受容体作動薬の新しい風』 

【講師】重松 隆（りんくう総合医療センター 腎臓内科） 

【座長】梶本 好輝（梶本クリニック） 
 

ランチョンセミナー２（Zoom 12:10 〜 13:10） 

共催 : 協和キリン株式会社 

『腎性貧血の新たなる治療戦略 ～ HIF-PH 阻害薬の可能性について～』 

【講師】阿部 雅紀（日本大学  腎臓高血圧内分泌内科） 

【座長】武本 佳昭（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 

 
ランチョンセミナー３（Zoom 12:10 〜 13:10） 

共催：ノーベルファーマ株式会社 

『腎臓病における亜鉛管理の意義～ QOL  の維持・向上を目指して～』 

【講師】柏原 直樹（川崎医科大学 腎臓・高血圧内科） 

【座長】猪阪 善隆（大阪大学大学院医学系研究科 腎臓内科学） 
 

ランチョンセミナー４（Zoom 12:10 〜 13:10） 

 
『透析液の歴史と未来』

 
 

共催 : 扶桑薬品工業株式会社 

【講師】山川 智之（特定医療法人仁真会 白鷺病院） 

【座長】浅井 利大（大阪市立総合医療センター 腎センター 

腎移植・透析部） 

 

企業共催セミナー１（Zoom 14:30 〜 15:30） 

共催 : アステラス製薬株式会社 

『HIF-PH 阻害薬使用時における鉄補充の考え方』 

【講師】林 晃正（地方独立行政法人大阪府立病院機構 

大阪急性期・総合医療センター） 

【座長】庄司   繁市（特定医療法人仁真会 白鷺病院）
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企業共催セミナー２（Zoom 14:30 〜 15:30） 

共催 : アストラゼネカ株式会社 

『新規カリウム吸着薬「ロケルマ」への期待〜保存期から透析期まで〜』 

【講師】倭 成史（堺市立総合医療センター 腎臓内科） 

【座長】山川 智之（特定医療法人仁真会 白鷺病院） 
 

企業共催セミナー３（Zoom 14:30 〜 15:30） 

共催 : 鳥居薬品株式会社 

『採用薬剤から考えるHIF-PH  阻害薬と鉄剤の選択の仕方』 

【講師】嶋津 啓二（大阪府済生会中津病院 腎臓内科 

血液浄化療法センター） 

【座長】武本 佳昭（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 

 
企業共催セミナー４（Zoom 14:30 〜 15:30） 

共催 : 旭化成メディカル株式会社 

『ビタミンE 固定化膜の効果とHDF フィルタに期待できる臨床効果』 

【講師】小西 康司（奈良県立医科大学附属病院） 

【講師】重松 武史（医療法人社団平生会 宮本クリニック） 

【座長】森上 辰哉（特定医療法人五仁会元町 HD クリニック） 

 

 企業共催セミナー５（Zoom 15:40 〜  16:40） 

共催 : 中外製薬株式会社 

『腎代替療法におけるSDM について』 

【講師】森    克仁（大阪市立大学大学院医学研究科 腎臓内科学） 

【座長】岩井   友明（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 

 

企業共催セミナー６（Zoom 15:40 〜  16:40） 

共催 : 株式会社カネカメディックス 

『ＣＬＴＩ治療の最前線 ～新たなアフェレシス器機レオカーナの位置づけ～』 

【講師】西山 育美（社会医療法人 愛仁会 井上病院 フットケア指導士 

特定看護師） 

【講師】曽我 芳光（一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 

循環器内科） 

【座長】根木 茂雄（医療法人良秀会 藤井病院） 
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企業共催セミナー７（Zoom 15:40 〜 16:40）  
共催 : ニプロ株式会社 

『大分子溶質を効率的に除去する意義』 

【講師】道脇 宏行（社会医療法人川島会 川島病院 臨床工学部） 

【座長】武島 正佳（医療法人拓真会 仁和寺診療所・たくしん会腎透析クリニック） 

 

企業共催セミナー８（Zoom 15:40 〜 16:40） 

共催 : ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 

『私のVAIVT ストラテジー』 

【講師】矢野 健太郎（土田透析アクセスクリニック） 

【講師】田口 秀彦（市立東大阪医療センター） 

【講師】増本 晃治（南大阪病院） 

【座長】長沼 俊秀（大阪市立大学大学院医学研究科 泌尿器病態学） 


