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次回開催のご案内

第8回 埼玉アクセス研究会学術集会

会　　期：2017年7月30日（日）

会　　場： 大宮ソニックシティホール 小ホール 
〒331‒8669　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1‒7‒5 

TEL 048‒647‒4111

会　　長： 中川 芳彦（南町クリニック）

副 会 長： 四宮 敏彦（大宮中央総合病院）

演題申し込み方法： オンラインによる演題受付とします。 
詳細は後日アップされる埼玉透析医学会 HP
をご覧ください。

募集期間：2017年4月1日～5月28日

共　　催：埼玉透析医学会

事 務 局： 埼玉医科大学総合医療センター 人工腎臓部内 
小川 智也 
 〒350‒8550　埼玉県川越市鴨田1981 

TEL：049‒228‒3523　FAX：049‒226‒6822 

e-mail：jinkojin@saitama-med.ac.jp



事務局：〒350‒0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 

 埼玉医科大学病院 腎臓内科
 TEL：049‒276‒1611／ FAX：049‒295‒7338 

 URL：http://www.ssdt.jp

 E-mail：jinnai@saitama-med.ac.jp 

第45回埼玉透析医学会学術集会

・会　長：栗原 怜（医療法人慶寿会）

・日　時：平成28年12月4日日 9：00～

・会　場：大宮ソニックシティ 国際会議室（ホール棟4階）

45ｔｈ Annual Meeting of 
Saitama Society for 
Dialysis Therapy

Abstract
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 9：10～10：00

 一般演題1
座長：中里 優一（医療法人博友会 友愛日進クリニック）
　　　桑原 道雄（医療法人秀和会 秀和綜合病院）　　　

10：00～11：00

 一般演題2
座長：雨宮 守正（さいたま赤十字病院）　 　　
　　　山下 芳久（埼玉医科大学 保健医療学部）

11：00～11：50 招請講演
平穏死；延命治療をいつやめますか？
司会：栗原 　怜（医療法人慶寿会）　 　　　　　　　　
演者：長尾 和宏（医療法人社団裕和会 長尾クリニック）

12：00～13：20 ランチョンセミナー （共催：鳥居薬品）

LS1　鉄補充；「かつ」か「または」か？
司会：中元 秀友（埼玉医科大学病院）　 　　　　　　　　　　　　
演者：濱野 高行（大阪大学大学院医学系研究科 腎疾患統合医療学）

LS2　慢性腎臓病患者の貧血管理～最新の鉄代謝理論を踏まえて～
司会：熊谷 裕生（防衛医科大学校）　 　　　　　　　　　　　　　
演者：友杉 直久（金沢医科大学 名誉教授）　　　　　　　　　　　

12：00～13：00

埼玉透析
医学会
幹事会

13：20～13：40 埼玉透析医学会総会
議事進行：栗原 　怜（会長）、岡田 浩一（事務局）

13：40～15：10 ワークショップ
高齢者透析の実際

司会：森下 義幸（自治医科大学附属さいたま医療センター） 　　　　　　　
　　　菅原 壮一（医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院）　　　　　　　　　　　　
演者：松倉 泰世（医療法人慶寿会 さいたまつきの森クリニック）　薬剤師　
　　　茂木 さつき（自治医科大学附属さいたま医療センター）　管理栄養士
　　　若尾 尚子（医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院）　医療ソーシャルワーカー
　　　松本 和子（さいたま赤十字病院）　看護師　 　　　　　　　　　　　
　　　鹿又 一洋（埼玉医科大学病院）　臨床工学技士　 　　　　　　　　　

15：10～15：20 埼玉腎不全看護勉強会の活動報告
15：20～15：50  コーヒーブレイクセミナー （共催：埼玉透析医学会、テルモ株式会社）

腹膜透析を普及させるには…
司会：岡田 浩一（埼玉医科大学病院）　　演者：友利 浩司（埼玉医科大学病院 腎臓内科）

15：50～16：50

 一般演題3
座長：長谷川 元（埼玉医科大学 総合医療センター）
　　　竹田 徹朗（獨協医科大学 越谷病院）　　　　

16：00

～16：40

撤  収

16：50～17：40

 一般演題4
座長：松村 　治（医療法人朋壮会 南古谷クリニック）　 　
　　　安藤 勝信（自治医科大学附属さいたま医療センター）

17：40～17：50 閉会挨拶・BPA表彰

休　　憩
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第45回埼玉透析医学会学術集会
プログラム

平成28年12月4日日
8時30分 開場　9時00分 開会

開会挨拶　9：00～9：10

 会長：栗原 怜（医療法人慶寿会）

一般演題1　9：10～10：00

座長：中里 優一（医療法人博友会 友愛日進クリニック）
桑原 道雄（医療法人秀和会 秀和綜合病院）　　　

O1-1 炭酸ランタン水和物による胃への沈着と炎症の評価

恩賜財団済生会川口総合病院　鈴木 俊嗣 他

O1-2 鉄含有リン吸着剤服用における消化器症状の調査

医療法人慶寿会 さいたまつきの森クリニック　今井 由美子 他

O1-3 前希釈オンライン HDF＋間歇補充 HDFの施行

おばら内科腎クリニック　松本 卓也 他

O1-4 心血管病変を有した維持透析患者の愁訴に関する検討

埼玉医科大学国際医療センター　渡邊 すみれ 他

O1-5 VAトラブルと握力との関連性について

医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院　田中 紀晶 他

一般演題2　10：00～11：00　

座長：雨宮 守正（さいたま赤十字病院）　　　
山下 芳久（埼玉医科大学保健医療学部）

O2-1 1都5県合同災害時情報伝達訓練を経験して

さいたま赤十字病院　鑓田 晋治 他
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O2-2 埼玉県災害時透析　第1ブロックの取り組み

医療法人協友会 彩の国東大宮メディカルセンター　室井 大介 他

O2-3 さいたま市における地域合同防災訓練の初の試み
～アンケート調査より得た今後の課題～

医療法人社団偕翔会 さいたまほのかクリニック　吉田 昌弘 他

O2-4 QRコードでの患者情報管理　～災害時の予防対策～

医療法人 くぼじまクリニック　坂田 ひろみ 他

O2-5 内科・精神科併設病院での血液透析室開設にあたって

至誠堂 冨田病院　田辺 理恵 他

O2-6 血液透析環境下における微生物センサ BM-300Cを用いた空気清浄度評価

医療法人健正会 須田医院　楢岡 擁実 他

招請講演　11：00～11：50

司会：栗原 怜（医療法人慶寿会）

 平穏死；延命治療をいつやめますか？

長尾 和宏（医療法人社団 裕和会 長尾クリニック）

休憩　11：50～12：00

ランチョンセミナー　12：00～13：20 （共催：鳥居薬品）

司会：中元 秀友（埼玉医科大学病院）

　LS-1 鉄補充；「かつ」か「または」か？

濱野 高行（大阪大学大学院医学系研究科 腎疾患統合医療学）

司会：熊谷 裕生（防衛医科大学校）

　LS-2 慢性腎臓病患者の貧血管理　～最新の鉄代謝理論を踏まえて～

友杉 直久（金沢医科大学 名誉教授）
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埼玉透析医学会総会　13：20～13：40

 議事進行： 会　長・栗原 怜（医療法人慶寿会）
事務局・岡田 浩一（埼玉医科大学病院）

ワークショップ　13：40～15：10　

 ～高齢者透析の実際～

司会：森下 義幸（自治医科大学附属さいたま医療センター）
菅原 壮一（医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院） 　　　　

WS-1 当院における高齢透析患者の多剤服用（ポリファーマシー）の現状

さいたまつきの森クリニック　松倉 泰世 他

WS-2 高齢透析症例における栄養管理の問題点

自治医科大学附属さいたま医療センター　茂木 さつき 他

WS-3 要介護状態になった高齢透析患者と高齢非透析患者の退院後の転帰に関する比較検討

医療法人蒼龍会 武蔵嵐山病院　若尾 尚子 他

WS-4 高齢者の透析　DNAR（Do Not Attempt Resuscitation）を考える

さいたま赤十字病院　松本 和子 他

WS-5 当院における高齢者の血液透析導入の実際

埼玉医科大学病院　鹿又 一洋 他

プレゼンテーション：14分×5名　総合討論：20分

埼玉腎不全看護勉強会の活動報告　15：10～15：20

コーヒーブレイクセミナー　15：20～15：50 （共催：埼玉透析医学会、テルモ株式会社）

司会：岡田 浩一（埼玉医科大学病院）

 腹膜透析を普及させるには…

友利 浩司（埼玉医科大学病院 腎臓内科）
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一般演題3　15：50～16：50

座長：長谷川 元（埼玉医科大学総合医療センター）
竹田 徹朗（獨協医科大学越谷病院）　　　　

O3-1 維持血液透析2症例へのデノスマブ投与（透析症例の一次骨折予防目的）

医療法人慶寿会 春日部内科クリニック　櫻井 祐成 他

O3-2 血液透析患者における化膿性脊椎炎の2例

埼玉県立循環器・呼吸器病センター　安田 邦彦 他

O3-3 AVG感染から敗血症性肺塞栓、多発軟部膿瘍、化膿性脊椎炎をきたしたが
集学的治療により救命した1例

獨協医科大学越谷病院　金子 雄 他

O3-4 clinically amyopathic DMに対してエンドトキシン吸着療法及び
二重膜濾過血漿交換療法を行った一例

埼玉県立循環器呼吸器病センター　黒岩 清一郎 他

O3-5 返血後にダイアライザ出口部の回路内に白濁を認めた一症例

自治医科大学附属さいたま医療センター　内田 隆行 他

O3-6 高齢者の在宅血液透析（HHD）導入に対し見守り支援システムを使用しサポートした 

1症例

おばら内科腎クリニック　石渡 剛 他

一般演題4　16：50～17：40

座長：松村 治（医療法人朋壮会 南古谷クリニック）　　 　
安藤 勝信（自治医科大学附属さいたま医療センター）

O4-1 透析患者に対してのフットケアの必要性

医療法人 くぼじまクリニック　石原 奈保美 他

O4-2 透析患者に対する SPP（皮膚灌流圧）測定の取り組み

医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院　小先 輝 他
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O4-3 下肢動脈バイパス手術を必要とした血液透析症例の臓器内局所酸素飽和度の検討

自治医科大学附属さいたま医療センター　早坂 秀幸 他

O4-4 医療用体成分分析装置を用いた DWの評価

医療法人慶寿会 さいたまつきの森クリニック　橋本 優里 他

O4-5 体組成分析装置における測定タイミングの検討

埼玉医科大学病院　中野 萌子 他

閉会挨拶・BPA表彰　17：40～17：50

 会長：栗原　怜 （医療法人慶寿会）



招 請 講 演
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