
2012 年 3 月 17 日 

第一会場（Ａ+Ｂ）

イブニングセミナー　18：30 ～ 19：30    　　　　　　  共催：ＭＳＤ株式会社

　「高齢者ＣＫＤ管理の注意点

　　　　　　　　　　－改訂版ＣＫＤ診療ガイドラインを踏まえて－」
　　　　座長　片山 茂裕　埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科   

　　　　演者　岡田 浩一　埼玉医科大学腎臓内科

2012 年 3 月 18 日

第一会場（Ａ+Ｂ）

開会の辞　　9：20 ～ 9：30　　中元 秀友

シンポジウム１　　9：30 ～ 11：15

　「豊かな高齢化社会への取り組みと工夫」
　　　　座長 　竜崎 崇和　川崎市立井田病院内科

　　　　座長　田邉 厚子　埼玉医科大学総合医療センター血液浄化部

Ｓ1-1　高齢者の栄養管理の工夫と実践（ＮＳＴの取り組み）
　　　　　　   中村　玲　 埼玉医科大学総合診療内科

Ｓ1-2　高齢者を見守る新しいシステム

　　　　　　　　　　　－在宅患者のための遠隔医療（Telemedicine）
　　　　　　   本間 聡起　慶應義塾大学医学部先端医療･環境情報科学講座

Ｓ1-3　高齢者への腹膜透析導入の妥当性について
　　　　　　　平松　信　 岡山済生会総合病院腎臓病センター

 

Ｓ1-4　高齢者における在宅血液透析への取り組み
　　　　　　　大橋 直人　埼玉医科大学血液浄化部

 

Ｓ1-5　高齢者への社会的支援（病診連携）
　　　　　　　石田 真理　北彩都病院

Ｓ1-6　医療連携を中心とした在宅高齢透析患者への取り組み

　　　　　－在宅診療における腹膜透析患者の管理のポイントは？－
　　　　　　　前園 道子　所沢腎クリニック看護部

教育講演１　　11：15 ～ 11：50 

　「これからの終末期医療 －現状と未来－」
　　　　座長　林　晃一　 慶応義塾大学医学部内科腎臓内分泌代謝科

　　　　演者　岡田 一義　日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野

第 10 回日本高齢者腎不全研究会

プログラム
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ランチョンセミナー　　12：00 ～ 13：00　　　　　　　　　　　　　  共催：中外製薬株式会社

　　　　座長　友　 雅司　大分大学医学部附属病院腎臓内科

1.「血液透析患者におけるミルセラ注の使用経験」
　　　　演者　菅原 壮一　岡病院内科

2.「腎性貧血をどう考えるか ～これからの高齢化社会を見据えて～」
　　　　演者　鈴木 洋通　埼玉医科大学腎臓内科

大会長講演　　13：10 ～ 13：50

　「高齢者腎不全医療の現状と問題点」
 　座長　新田 孝作　東京女子医科大学第四内科

 　演者　中元 秀友　埼玉医科大学総合診療内科

特別講演　　14：00 ～ 15：00

「これからの高齢者医療（介護保険の立場から）」
　　　　座長　高橋　進　 IKEAJ 理事長

　　　　演者　宇都宮 啓　厚生労働省老健局老人保健課

シンポジウム２　　15：00 ～ 16：15

　「高齢透析者に対する医療連携の必要性」 
　　　　座長　中尾 弘美　高橋計行クリニック

　　　　座長　中山 昌明　福島県立医科大学腎臓・高血圧内科

   

Ｓ2-1　高齢透析患者に対する医療連携
　　　　　　　保利　敬　 宗像医師会病院

   

Ｓ2-2　地域連携の必要性～高齢患者に腹膜透析導入が可能であった事例より～ 
　　　　　　　赤崎 ゆり香　関西医科大学附属滝井病院人工透析室

  

Ｓ2-3　医療連携における臨床工学技士の役割
　　　　　　　大濵 和也　埼玉医科大学血液浄化部

   

Ｓ2-4　透析患者の在宅介護
　　　　　　　伊藤 里奈　社団大誠会  居宅介護支援事業所  ハーブ

      

教育講演２　　16：15 ～ 16：50

　「これからの高齢者医療－看護ができることを考える－」 
　　　　座長　中尾 弘美　高橋計行クリニック

　　　　演者　水附 裕子　葉山ハートセンター  

      

閉会の辞　　16：50 ～ 17：00　　友　雅司　
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第二会場（Ｃ）

一般演題１　　9：40 ～ 10：30

　「腹膜透析」

　　　　座長　星野 文子　川口市立医療センター   

　　　　座長　長谷川 廣文　近畿大学医学部堺病院   

O- 1　超高齢腹膜透析患者の在宅支援

　　　　　　○三上 裕子、大田 浩香、丸山 啓輔、平松　信

　　　　　　　岡山済生会総合病院腎臓病センター

O- 2　当院の往診の実際

　　　　　　○野口 かおり 1)、千島 仁美 1)、斉藤 幸子 1)、青山 陽子 1)、柳澤 千里 1)、大塚 恵一 1)、　

　　　　　　　逸見 憲秋 2)、中元 秀友 3) 　

　　　　　　　おおしまクリニック 1)　深谷赤十字病院 2)　埼玉医科大学総合診療内科 3)　

O- 3　癌を合併した末期腎不全で高齢患者の意思を尊重した腹膜透析（PD）への支援

　　　　　　○足立 亜由美 1)、田神 典子 1)、瀬尾 季余子 1)、原田 悦子 1)、田邉 厚子 1)、小川 智也 1)、

　　　　　　　松田 昭彦 1)、御手洗 哲也 2)、田山 陽資 2)、長尾 典子 3) 　

　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター人工腎臓部 1)　腎高血圧内科 2)　訪問看護ステーション 3)

　

O- 4　超高齢者腹膜透析導入期に好酸球性腹膜炎を呈した一例

　　　　　　○二木 功治、鷲田 直輝、徳山 博文、脇野　修、丸山 達也、林　晃一、伊藤　 裕 

　　　　　　　慶應義塾大学内科腎臓内分泌代謝科

O- 5　高齢者腹膜透析の展望

　　  　重症慢性心不全の高齢者に対して在宅 PD 支援システムを導入した一例を通して

　　　　　　○中野 広文 1)、中山　大 1)、細谷 龍男 2) 　

　　　　　　　かしま病院・内科 1)　東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 2)　

      

一般演題２　　10：30 ～ 11：30

　「在宅支援透析導入」

　　　　座長　佐藤　薫　 埼玉医科大学血液浄化部

　　　　座長　葉山 修陽　さいたま  つきの森クリニック   

O- 6　認知症患者の外来血液透析導入を経験して

　　　　　　○薗田 桂子、原田 美穂、新開 奈尾子、荒川 正夫

　　　　　　　荒川クリニック

O- 7　在宅療養が困難と思われた高齢透析患者への退院支援

　　　　　　　八重樫 由美

　　　　　　　社団恵仁会　三愛病院
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O- 8　高齢者の血液透析導入指導からの考察　～ 2 事例から得られた看護介入を検討して～

　　　　　　○森下 裕美、船戸 初美、中野 玲子、坂上 怜子、長濱 里絵、長澤 千惠、水野谷 悦子、

　　　　　　　吉田　理、菅野 義彦、林　松彦

　　　　　　　慶應義塾大学病院血液浄化透析センター

O- 9　高齢者在宅腹膜透析の普及における課題と対策

　　　　　　○西山 智恵子 1)、渡辺 竹男 1)、佐藤 純子 1)、中野 広文 2) 　

　　　　　　　かしま病院・腎不全介護支援室 1)　かしま病院・内科 2)　

O-10　当院における超高齢患者への透析療法導入について

　　　　　　○南　一洋、逸見 憲秋　

　　　　　　　深谷赤十字病院内科

O-11　当院における長期入院透析の現状

　　　　　　○山陰　敬、阿部 睦美、高橋 正人、黒田 幸子、菊地 真理、道又 勇一

　　　　　　　（医）盟陽会　泉ヶ丘クリニック

　　

     

一般演題３　　15：00 ～ 15：50 

　「高齢者腎不全医療」

　　　　座長　菅野 義彦　慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センター

　　　　座長　寺脇 博之　東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科   

O-12　高齢者生体腎移植の現状

　　　　　　　木村 貴明

　　　　　　　自治医科大学腎センター外科部門

O-13　高齢者の家庭血液透析について

　　　　　　　鈴木 洋通

　　　　　　　埼玉医科大学腎臓内科

O-14　後期高齢者の CKD ステージ 4 について

　　　　　　　鈴木 洋通

　　　　　　　埼玉医科大学腎臓内科

O-15　高齢慢性腎臓病患者における直接的レニン阻害薬の効果

　　　　　　　岡田 一義、阿部 雅紀、鈴木 紘子、馬場 晴志郎、吉田 好徳、及川　治

　　　　　　　丸山 高史、相馬 正義

　　　　　　　日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野

　　　　　　　日本大学医学部内科学系総合内科学分野

O-16　高齢透析患者へのエリスロポイエチン抵抗性貧血への十全大補湯の有用性

　　　　　　　三村　卓 1)、中元 秀友 2)、内藤 眞禮生 3)、鈴木 洋通 4)、本田 暢子 1)、香取 ひとみ 1) 　

　　　　　　　たむら記念病院腎臓内科 1)　埼玉医科大学総合診療内科 2)　

　　　　　　　佐野厚生病院内科 3)　埼玉医科大学腎臓内科 4)　
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