
　

座長：横山 敏幸 座長：大水　剛

座長：柴田 昌典

一般演題4

（11:10～11:50）

「急性血液浄化」

一般演題3（14:00～14:50）

「治療条件、設定」

一般演題5（16:10～17:00）

「アフェレシス」

座長：金山 由紀

開会式

一般演題1（9:10～10:10）

「HDF」

座長：南　伸治

一般演題2（10:20～11:20）

「メディキット」 「富士フイルム」
第7会場 3 研修室302

第6会場 4 研修室403

演者：長尾尋智 演者：太田稔 演者：上村恵一 演者：國木里見 演者：高谷篤義 演者：山田幹二
都合により

キャンセル

ハンズオン１（9:00～12:00） ハンズオン2（13:00～16:00）

なるほど！セミナー3

（11:00～11:40）

なるほど！セミナー4

（13:20～14:00）

なるほど！セミナー5

（14:10～14:50）

なるほど！セミナー6

（15:00～15:40）

なるほど！セミナー7

（15:50～16:30）

透析低血圧予防のための

モニタリング技術

持続的腎代替療法

（CRRT）の基礎知識
なるほど！透析液の選択

透析医療の安全対策/災害対策　　災

害への備えを考えよう！

透析患者における末梢動脈疾

患に対する診断と治療

なるほど！セミナー1

（9:20～10:00）

なるほど！セミナー2

（10:10～10:50）

なるほど！腎性貧血の治

療

　　初心者のための

　　　　統計解析入門

IT委員会（13:20～14:20） スイーツセミナー

今後の透析医療とAIとICTの関係

～AI、ICT、機械学習の基礎を理解しよう～

「イムノピュア・ピュアジャストを用いた潰瘍性大腸炎治療

～ＩBD専門クリニックでの血液浄化治療について～」

座長：大水剛、守田憲崇
   司会：土濃塚 広樹

演者：長澤 英幸

演者：遠藤太一、川崎路浩 共催：日機装 株式会社

第5会場 4 講堂

英語1（9:10～10:00）

座長：浦辺 俊一郎

英語2（10:10～11:00）

座長：中村　実 座長：千原 伸也

セミナー委員会（15:00～17:00）

透析医療におけるスタッフ教育の現状と課題

座長：山本裕子、山本裕美

演者：坂上貴光、三輪泰之、竹内正志、森實篤司、平崎奈央子

「IHDF.,CART」

座長：星野 武俊

第4会場 3 研修室301

共催：旭化成メディカル株式会社 演者：浦辺俊 一郎、岡本 裕美、鈴木 翔太、森實 篤司、川原田貴士 演者：小林こず恵、瀧澤亜由美、齋藤 慎、道脇宏行

共催セミナーLS2 学術委員会（13:20～15:20） 倫理委員会（15:30～17:00）

透析医療における自然災害～想定と準備の重要性～ 「HDFの施行条件による特性」 モニタリング技術の進歩が透析医療にもたらすもの 事例から学ぶ倫理審査のとおし方！“初級編”

共催セミナーLS2

「透析患者の整形外科疾患

～手根管症候群を中心に～」
司会：小林真也

演者：金谷耕平
共催：株式会社カネカメディックス /

 扶桑薬品工業株式会社

BPA1（9:10～10:10） BPA2（10:20～11:20）

司会：人見 泰正

演者：大澤 貞利
座長：村上淳、小久保 謙一 座長：宮川浩之、五条敏和

第2会場 1 小ホール

第3会場 3 研修室305

災害対策委員会（9:10～11:10）

座長：宮本照彦、守澤隆仁

演者：竹田康生、渡部ゆう、橋口誠一、佐久間宏治、岡本裕美

第1会場 1 大ホール

アイヌ民族の歴史と文化

座長：加藤 伸彦　北野 達也 演者：西尾妙織
座長：真下　泰

演者：小川 智也、佐々木 　裕介
演者：滝沢英毅 演者：本田優子

ワークショップ1（9:00～10:30） 教育講演1（10:40～11:40） 共催セミナーLS1 特別講演1（13:20～14:20） 大会企画（14:30～15:30）

演者：黒田 聡、大塚 紹、真下 泰 座長：日沖一木
共催：ニプロ株式会社

座長：大宮裕樹 座長：大澤貞利

14 15 16 1712 13

総会（17:00～

17:30）

SDGsと透析医療 透析をして生きる選択を考える

透析部門システムを導入する意義を考える～透析

部門システムDiaCom iP導入経験/医師の立場か

ら・臨床工学技士の立場から～

災害時の透析医療

～北海道胆振東部地震の経験

用途 階 室名
8
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BPA3（14:00～14:50） BPA4（15:00～15:50）

座長：五十嵐 洋行 座長：中井　歩

30 50 00 00 00

8 9 10 11

00 00 00 00 00 00



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

座長：加藤 敏史

一般演題11（13:20～14:10）

「モニタリング1」

座長：関根 広介

一般演題12（14:20～15:20）

一般演題13（13:20～14:10）

「在宅血液透析、性能評価」

座長：三浦 國男

「モニタリング2」

座長：千葉 二三夫

一般演題14（14:20～15:10）

「フットケア、看護、栄養」

座長：安部 貴之座長：宮本 照彦

一般演題7（13:20～14:10）

「バスキュラーアクセス1」

座長：小俣 利幸

座長：橋口 誠一

英語4（10:40～11:40）

一般演題10（10:40～11:40）

「洗浄、消毒、中和処理システム」

一般演題9（9:30～10:30）

「その他」

英語3（9:30～10:30）

第7会場 B1 リハーサル室A

閉会式

なるほど！セミナー8

（9:20～10:00）

なるほど！セミナー9

（10:10～10:50）

なるほど！セミナー10

（11:00～11:40）

なるほど！セミナー11

（13:20～14:00）

知って実践しよう

透析患者の認知症と看護
血液透析と栄養 英語発表の準備の仕方 透析運動療法

一般演題8（14:20～15:10）

「バスキュラーアクセス2」

演者：石原文緒 演者：奥田絵美 演者：齋藤慎 演者：田附　満

座長：小林こず恵

第6会場 4 研修室403

第5会場 4 講堂

座長：神戸 幸司

第4会場 3 研修室301

第3会場 3 研修室305

演者：花房規男、岩藤和広、濱田浩幸、石森 勇、森實篤司
司会：大澤貞利

演者：長尾尋智
座長：山家敏彦、安藤勝信

共催：東レメディカル株式会社 演者：友雅司、小久保謙一、矢部広樹、前田兼徳、花房規男

座長：植村　進

一般演題6（9:10～10:00）

「災害対策、透析液清浄化」

演者：守澤 隆仁

医療安全委員会（10:10～11:40）

「今も昔も変わらないインシデント！」

座長：中村寛、秋山茂雄

演者：鈴木聡、鴨下洋一、前田純、宮川浩之、芝田正道、 共催：株式会社カネカメディックス

共催セミナーLS6

「CARTをARTする～マスキュアとe-CARTを用い

た新たな腹水濾過濃縮の治療戦略～」

司会：植村　進

演者：福原正史

一般社団法人日本血液浄化技術学会、NPO法人日本腎・

　　　　　　　　　　　　血液浄化AI学会コラボセッション（9:00～11:00）
共催セミナーLS5 国際委員会（13:20～15:20）

司会：花房規男、村上淳
　　　「高齢透析患者に対して

　　　　　　取り組むべき課題と対策」
「世界の透析技術と日本の透析技術」

第2会場 1 小ホール

シンポジウム１（9:00～10:30） 特別講演2（10:40～11:40） 共催セミナーLS6 教育講演2（13:20～14:20）

「透析の排水管理」
「2年間にわたる透析領域の新型コロ

ナウィルス感染症対策を振りかえ
「透析患者の低亜鉛血症の多面性を考える」 「医療従事者のストレスマネジメント」

第1会場 1 大ホール

14 15

30 00 00 00 00

8 9 10 11 12 13

座長：布施 崇宏　阿部 直之 演者：小山雅之
司会：今　 裕史

演者：花房 規男
演者：冨家直明

演者：中西 健、坂上 慎一、山下 直哉、 座長：佐藤利勝
　　共催：ノーベルファーマ株式会社

　　　　　株式会社メディパルホールディングス
座長：斉藤 徳

用途 階 室名

00 00 00

4月24日（日）


