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懇親会〔事前登録制〕

シンポジウム4　SY4
「CNI 腎機能障害の診断と対策」

座長：両角　國男（名古屋第二赤十字病院）
　　　剣持　　敬（千葉東病院）
演者：渡井　至彦　　森田　　研　　佐藤　　滋
　　　酒井　　謙　　Lionel Rostaing

シンポジウム 3　SY3
「ファブリー病」

座長：成田　一衛（新潟大学）
　　　鶴屋　和彦（九州大学）
演者：石川　康暢　　三浦　敬史　　鶴屋　和彦

シンポジウム 2　SY2
「献腎採取（摘出）の現状と課題」

座長：星長　清隆（藤田保健衛生大学）
　　　吉田　一成（北里大学）
演者：日下　　守　　北田　秀久　　中川　由紀
　　　力石　辰也　　堀田記世彦　　絹川　常郎

医師部門総会

ランチョンセミナー 1　LS1
「―テーラーメイド医療実践のために―」

座長：吉村　了勇（京都府立医科大学）
演者：打田　和治

教育セミナー 1　ES1
座長：片山　昭男（増子記念病院）
演者：山口　　裕（山口病理組織研究所）

基調講演　KL
座長：高原　史郎（大阪大学）
演者：高橋　公太（新潟大学）

シンポジウム1　SY1
「血管炎からみた慢性抗体関連型拒絶反応」

座長：石田　英樹（東京女子医科大学）
　　　原田　　浩（市立札幌病院）
演者：鈴木　和男　　鳥越　俊彦　　田中　俊明
　　　田邉　　起　　牛込　秀隆　　田澤　宏文

会長講演　PL
座長：高橋　公太（新潟大学）
演者：服部　元史（東京女子医科大学）

チーム医療①　N036～N040
座長：貞方三枝子（長崎大学病院）
　　　小幡美知子（大久保病院）

スタッフ教育　N031～N035
座長：細川　明美（岡山医療センター）
　　　足立　清子（社会保険中京病院）

レシピエント（合併症）・震災
N026～N030
座長：松尾　友子（京都府立医科大学附属病院）
　　　安原　昌子（近畿大学医学部附属病院）

レシピエント（継続看護）
N021～N025
座長：斎藤　洋子（鷹楊郷腎研究所弘前病院）
　　　橋本みどり（札幌北楡病院）

看護部門総会

ランチョンセミナー 2　LS2
「移植後の服薬アドヒアランス―支えていくための工夫―」

座長：堀見　忠司（高知医療センター）
　　　市川　靖二（兵庫県立西宮病院）
演者：西村　勝治　　小林　清香

レシピエント（自己管理）
N016～N020
座長：関　　夏美（板橋中央総合病院）
　　　安田　和恵（東京女子医科大学病院）

レシピエント（患者指導②）
N011～N015
座長：原田　文子（広島大学病院）
　　　中岡　　恵（高知医療センター）

レシピエント（患者指導①）
N006～N010
座長：足立　育子（兵庫県立西宮病院）
　　　羽江　彰子（九州大学病院）

ドナー看護　N001～N005
座長：山原　和恵（市立札幌病院）
　　　坂本けい子（熊本大学附属病院）

既存抗体②　D077～D081
座長：宮里　朝矩（同仁病院）
　　　西　　一彦（熊本大学）

既存抗体①　D072～D076
座長：筧　　善行（香川大学）
　　　大山　　力（弘前大学）

拒絶反応②　D068～D071
座長：大城　吉則（琉球大学）
　　　西田　隼人（山形大学）

拒絶反応①　D064～D067
座長：澤田登起彦（獨協医科大学）
　　　阿部　貴弥（岩手医科大学）

ABO 不適合　D058～D063
座長：吉田　克法（奈良県立医科大学）
　　　白川　浩希（大久保病院）

免疫抑制剤⑥　D053～D057
座長：小山　　勇（埼玉医科大学国際医療センター）
　　　浅野　友彦（防衛医科大学校）

免疫抑制剤⑤　D048～D052
座長：小林　孝彰（名古屋大学）
　　　秋岡　清一（近江八幡市立総合医療センター）

免疫抑制剤④　D044～D047
座長：横山　　仁（金沢医科大学）
　　　安藤　哲郎（日高病院）

ランチョンセミナー 3　LS3
「腎移植後貧血の現状と治療」

座長：水口　　潤（川島病院）
演者：長浜　正彦　　山本　裕康

免疫抑制剤③　D010～D015
座長：本山健太郎（福岡赤十字病院）
　　　伊藤　泰平（千葉東病院）

免疫抑制剤②　D005～D009
座長：島津　元秀（東京医科大学八王子医療センター）
　　　石橋　道男（奈良県立医科大学）

免疫抑制剤①　D001～D004
座長：堀　　誠司（千葉社会保険病院）
　　　南木　浩二（名古屋第二赤十字病院）

原疾患③　D111～D116
座長：西岡　　伯（近畿大学医学部堺病院）
　　　三浦健一郎（東京大学）

原疾患②　D105～D110
座長：森　　典子（静岡県立総合病院）
　　　若井　幸子（大久保病院）

原疾患①　D101～D104
座長：徳本　直彦（戸田中央総合病院）
　　　田中絵里子（東京医科歯科大学）

再発腎炎　D095～D100
座長：大田　敏之（県立広島病院）
　　　芦田　　明（大阪医科大学）

合併症③　D025～D029
座長：石橋　由孝（東京大学）
　　　松田　明子（戸田中央総合病院）

合併症⑥　D091～D094
座長：冨川　伸二（虎の門病院）
　　　中川　　健（慶應義塾大学）

合併症②　D020～D024
座長：錦戸　雅春（長崎大学）
　　　甲斐耕太郎（東京女子医科大学）

合併症⑤　D086～D090
座長：山口　誓司（大阪府立急性期・総合医療センター）
　　　沼倉　一幸（秋田大学）

合併症①　D016～D019
座長：石井　保夫（浜松医科大学）
　　　池添　正哉（佐久総合病院）

合併症④　D082～D085
座長：田中　達朗（金沢医科大学）
　　　和田　隆志（金沢大学）

ドナー　D146～D151
座長：乾　　政志（香川大学）
　　　佐々木ひと美（藤田保健衛生大学）

ドナー献腎移植
D139～D145
座長：五反田丈徳（鹿児島大学）
　　　吉武　　理（昭和大学）

感染症⑤　D135～D138
座長：井藤　久雄（鳥取大学）
　　　樋口　　誠（信州大学）

感染症④　D129～D134
座長：唐仁原　全（国際医療福祉大学熱海病院）
　　　岡部　安博（九州大学）

感染症③　D123～D128
座長：市丸　直嗣（大阪中央病院）
　　　小松　智徳（社会保険中京病院）

感染症②　D117～D122
座長：武田　正之（山梨大学）
　　　岡本賢二郎（愛媛県立中央病院）

ランチョンセミナー 4　LS4
「腎臓移植と糖尿病の課題をさぐる」

座長：小松　康宏（聖路加国際病院）
演者：金澤　　昭　　酒井　　謙

感染症①　D040～D043
座長：西村　憲二（兵庫県立西宮病院）
　　　中村　有紀（東京医科大学八王子医療センター）

小児移植②　D035～D039
座長：上村　　治（あいち小児保健医療総合センター）
　　濱崎　祐子（東京都立小児総合医療センター）

小児移植①　D030～D034
座長：秋岡　祐子（東京女子医科大学）
　　　中倉　兵庫（大阪医科大学）

高齢者腎移植・長期生着
D161～D166
座長：石井　大輔（北里大学）
　　　川瀬　友則（板橋中央総合病院）

貧血　D159～D160
座長：幡谷　浩史（東京都立小児総合医療センター）

PEKT　D152～D158
座長：石川　暢夫（自治医科大学）
　　　荒木　元朗（岡山大学）

ドナーコーディネーターの役割・資格
C024～C027
座長：三浦清世美（社会保険中京病院）
　　　森山　明美（豊橋市民病院）

臓器提供　院内体制整備②　C020～C023
座長：高橋　絹代（富山県移植推進財団）
　　　瓜生原葉子（大阪大学病院）

コーディネーター部門シンポジウム　C-SY
座長：塚本　美保
　　　（日本臓器移植ネットワーク西日本支部）
　　　稲葉　伸之（総合太田病院）
演者：秋山　政人
　　　朝居　朋子
　　　三浦清世美

臓器提供　院内体制整備①　C016～C019
座長：朝居　朋子（日本臓器移植ネットワーク中日本支部）
　　　山口裕美子（石川県臓器移植推進財団）

臓器提供　事例　C011～C015
座長：櫻井　悦夫（東京医科大学八王子医療センター）
　　　峰澤　里志（岡崎市民病院）

RTCの役割と課題
C005～C010
座長：関　真奈美（東邦大学医療センター大森病院）
　　　鈴木亜希子（千葉東病院）

献腎移植患者のRTCの役割　C001～C004
座長：梅木　恵理（埼玉医科大学国際センター）
　　　山上　孝子（増子記念病院）

8：35～8：40　開会式

コーディネーター部門総会

新たな腎移植登録システムの説明会
湯沢　賢治（水戸医療センター）

特別企画　SL 
～コメディカルによる腎移植がもっと 
よくわかるレクチャー～
　　座長：内田　啓子（腎臓内科）
　　　　　清水　朋一（泌尿器科）
　　　　　三和奈穂子（血液浄化療法科）
　　　　　三宮　彰仁（腎臓外科）
　　演者：堀田　　茂（病理検査室）
　　　　　横山　　貴（中央検査部）
　　　　　金子　岩和（臨床工学部）
　　　　　石塚　　敏（移植免疫研究室）
特別発言：東間　　紘（戸田中央総合病院）

共催：ノバルティス ファーマ（株）

共催：ジェンザイム・ジャパン（株）

共催：アステラス製薬（株）

共催：旭化成ファーマ（株）

共催：日本化薬（株）

共催：アステラス製薬（株） 共催：中外製薬（株） 共催：MSD（株）

19：30～21：30

16：05～17：35

15：05～16：05

13：35～15：05

13：05～13：35

12：10～13：00

11：25～12：05 11：25～12：05

10：40～11：20

9：10～10：40

8：40～9：10

15：35～16：15

14：55～15：35

14：15～14：55

13：35～14：15

13：05～13：35

12：10～13：00

10：00～10：40

9：20～10：00

8：40～9：20

17：59～18：39

17：19～17：59

16：47～17：19

16：15～16：47

15：27～16：15

14：47～15：27

14：07～14：47

13：35～14：07

12：10～13：00

9：52～10：40

9：12～9：52

8：40～9：12

17：27～18：15

16：39～17：27

16：07～16：39

15：19～16：07

9：52～10：32

14：47～15：19

9：12～9：52

14：07～14：47

8：40～9：12

13：35～14：07

17：27～18：15

16：31～17：27

15：59～16：31

15：11～15：59

14：23～15：11

13：35～14：23

12：10～13：00

10：00～10：32

9：20～10：00

8：40～9：20

17：23～18：11

17：05～17：23

16：09～17：05

15：37～16：09

15：05～15：37

13：35～15：05

11：25～11：57

10：00～10：40

9：12～10：00

8：40～9：12

13：05～13：35

18：50～19：20

16：50～18：50

2月2日（木）


