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日程表
P r o g r a m
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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場第１会場 第２会場 第３会場 第４会場

9:00 ～ 11:00

シンポジウム1

「α1ミクログロブリン」

座長：友　雅司　武本佳昭
演者：友　雅司　道脇宏行

櫻井健治　山下明泰
長沼俊秀　武本佳昭

9:00 ～ 11:00

シンポジウム2

｢高齢者のHDF管理｣

座長：水口　潤　高橋直子
演者：久野　勉　田代　学

花房規男　山本裕美
伊丹儀友

9:00 ～ 10:00

一般演題1
「オンラインHDF・臨床①」

座長：新里高広　土井俊樹

10:00 ～ 11:00

一般演題2
「症例報告」

座長：三輪真幹　佐々木健介

9:00 ～ 10:00
スポンサードセミナー1

「CKD・透析患者の高血圧治療戦略」
座長：満生浩司
演者：阿部雅紀

共催：第一三共株式会社
10:00 ～ 11:00

スポンサードセミナー2
「透析患者におけるカルニチン欠乏症と

補充療法の可能性（仮）」
座長：長沼俊秀　演者：深水　圭

共催：大塚製薬株式会社

11:10 ～ 12:00

一般演題3
「オンラインHDF・臨床②」

座長：有薗健二　横山敬生

12:15 ～ 13:15

ランチョンセミナー3
「病態に応じたオンライン

HDF治療戦略」
座長：水口　潤　演者：川西秀樹
共催：株式会社ジェイ・エム・エス

12:15 ～ 13:15

ランチョンセミナー1
「多疾患併存高齢CKD患者に 

おける腎性貧血治療」
座長：新田孝作　演者：猪阪善隆
共催：中外製薬株式会社

12:15 ～ 13:15

ランチョンセミナー4
「透析患者のカリウム管理を再考する」

座長：岡田一義
演者：常喜信彦

共催：アストラゼネカ株式会社

12:15 ～ 13:15

ランチョンセミナー2
「腎性貧血治療のトピックス」

座長：竜崎崇和
演者：友　雅司

共催：協和キリン株式会社

13:30 ～ 15:30

シンポジウム3

｢日本人にあった至適透析濾過量は？
前希釈に限定｣

座長：政金生人　山下明泰
演者：政金生人　菊地　勘

櫻井健治　山下明泰

13:30 ～ 15:30

ワークショップ1

｢HDFによって期待できる
症状の改善｣

座長：森石みさき　松岡哲平
演者：田代　学　　熊谷悦子

髙　義尚　　長沼俊秀
下門清志　　伊東　稔

14:50 ～ 15:50

スイーツセミナー1
「リン管理～鉄基盤リン吸着剤

の意義～」
座長：西野友哉　演者：土谷　健
共催：キッセイ薬品工業株式会社

14:50 ～ 15:50

スイーツセミナー2
「鉄、エリスロポイエチン、

HIF-PH阻害薬」
座長：前野七門　演者：土井俊樹

共催：鳥居薬品株式会社
15:30 ～ 17:30

国際シンポジウム

 ｢HDF治療の現状、
 未来について考える｣

座長：正木崇生　川西秀樹
演者：Dr. Andrew Davenport

Dr. Claudio Ronco
Dr. Bernard Canaud
Dr. Francisco Maduell

16:00 ～ 17:10

一般演題5
「オンラインHDF・臨床③」

座長：兵藤　透　西澤欣子

16:00 ～ 17:00
スポンサードセミナー4

「Calcimimeticsの新たな展開」
座長：森石みさき
演者：土谷　健

共催：株式会社三和化学研究所
キッセイ薬品工業株式会社

16:00 ～ 17:10

一般演題4
「透析液・清浄化・災害」

座長：若山功治　中島　歩

18:00 ～ 19:00

イブニングセミナー2
「透析患者のミネラル管理と透析液」

座長：久野　勉
演者：坂口悠介

共催：扶桑薬品工業
19:00 ～ 20:00

スポンサードセミナー7
「Dialyzer Classification

and Mortality in
Hemodialysis Patient」
座長：Dr. Andrew Davenport

18:00 ～ 19:00

イブニングセミナー3
「高齢透析患者に適した

HDF療法を考える」
座長：森石みさき

8:50 ～ 　　開会式

11:30 ～ 12:00 教育講演1
「HDFフィルタの使い分け」
座長：佐藤　隆　演者：村上　淳

13:30 ～ 14:00 教育講演2
「透析室感染対策と診療報酬」

座長：秋葉　隆　演者：竜崎崇和

14:10 ～ 14:40 教育講演3
「透析排水管理」

座長：衣笠えり子　演者：内野順司

13:30 ～ 14:30 スポンサードセミナー3
座長：前田兼徳

「CKD患者における逆流性食道炎治療を考える」
演者：土井盛博

「透析掻痒症治療～最新の知見と今後の展望」
演者：高橋直子

共催：武田薬品工業株式会社

「Overview -Effect of Dialyzer flux on Mortality-」
演者：Dr. Andrew Davenport

「Dialyzer Classification and Mortality in 
Hemodialysis Patients」

演者：阿部雅紀
共催：ニプロ株式会社

18:00 ～ 19:00
イブニングセミナー1

Why should higher volume on-line haemodiafiltration 
provide better patient outcomes ?

座長：山下明泰
演者：Dr. Andrew Davenport

共催：ニプロ株式会社

「
」

「HDF療法の現況と高齢透析患者
に適したHDF Modality」

演者：峰島三千男
「低栄養・消耗を認める

高齢透析患者に適したHDF療法」
演者：花房規男

共催：東レ・メディカル株式会社

2021年10月23日（土）
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9:00 ～ 11:00

シンポジウム4

｢COVID-19の対応｣

座長：正木崇生　土谷　健
演者：大毛宏喜　大下慎一郎

菊地　勘　竜崎崇和
田村　格

9:00 ～ 11:00

ワークショップ2

「ヘモダイアフィルタ性能評価」

座長：小久保謙一　阿部雅紀
演者：峰島三千男　小林恭子

鈴木翔太　　大平久英
小林こず恵

9:00 ～ 10:00
スポンサードセミナー5
「透析患者における脚（足）の問題

～PAD、 CLTI、下肢血行再建術について～」
座長：深澤瑞也　演者：山岡輝年
共催：株式会社カネカメディックス

10:00 ～ 11:00
スポンサードセミナー6

「EPA膜ヘモダイアフィルターを用いたオン
ラインHDF治療における適正条件とは？(仮）」

座長：松岡哲平　演者：川合　徹
共催：日機装株式会社

14:00 ～ 14:50

一般演題6
「モニタリング・基礎」

座長：阿部貴弥　篠田俊雄

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー7

「新しい時代にビタミンE
固定化膜に期待するもの」

座長：友　雅司　武本佳昭
演者：山本集士　友　雅司

共催：旭化成メディカル株式会社

12:00 ～ 13:00

ランチョンセミナー5
「腎性貧血治療の新たな方向性を考える」

座長：中元秀友
演者：花房規男

共催：バイエル薬品株式会社

12:00 ～ 13:00

ランチョンセミナー8
「HDF療法における今後の展望」

座長：小久保謙一
演者：小川智也　齋藤　慎
共催：バクスター株式会社

12:00 ～ 13:00
ランチョンセミナー6

「腎性貧血の治療戦略を再考する」
座長：酒井　謙
演者：倉賀野隆裕

共催：扶桑薬品工業株式会社
田辺三菱製薬株式会社

9:00 ～ 11:00

ワークショップ3

｢医療スタッフ連携｣

座長：水内恵子　宮本照彦
演者：前田兼徳　服部智子

井上智博　浦辺俊一郎
矢部広樹　北島幸枝

13:15 ～ 13:45

総会・評議員会

14:00 ～ 15:30

ワークショップ4
｢各種HDFモードに

 おける最適応患者像｣
座長：小川智也　川合　徹
演者：前田兼徳　菅沼信也

藤森　明　鈴木一裕

14:00 ～ 16:00

ワークショップ5
｢モニタリング

排液、除水、ＡＩ」
座長：峰島三千男　深澤瑞也
演者：江原和宏　　楢村友隆

長尾尋智　　齋藤　慎
川﨑路浩　　森実篤司

15:00 ～ 15:50

一般演題8
「 I HDF」

座長：木全直樹　新宅究典

14:00 ～ 15:00

一般演題7
「水質管理」

座長：宮本照彦　竹澤真吾

16:00 ～ 　　閉会式

11:15 ～ 11:45 大会長講演
「災害からの復興を目指して」

座長:川西秀樹　演者：正木崇生

2021年10月24日（日）
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