
2021 年 9 月 21 日現在 

 

ハイブリッド開催に伴い、6 月 22 日版より会場および時間の変更があります。 

 

特別講演 プログラム 

特別講演 10 月 30 日（土）10:40～11:40 

第 1 会場（メインホール 1） 

司会： 久保 純子（フリーアナウンサー） 

SL-1 ピンチはチャンス！～山口の山奥の小さな酒蔵だからこそできたもの～ 

旭酒造株式会社 取締役会長  桜井博志 

 

大会長講演 プログラム 

大会長講演 10 月 30 日（土）8:30～9:00  

第 1 会場（メインホール 1） 

司会： 猿田 享男（慶應義塾大学 名誉教授） 

PL-1 世界に誇る日本の PD をデザインする 

第 27 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 大会長／東京都済生会中央病院  竜崎 崇和  

 

大会長企画 プログラム 

大会長企画 10 月 30 日（土）9:00～10:30 

『PDOPPS から日本の PD をデザインする』  第 1 会場（メインホール 1） 

 

司会： 水口 潤（（医）川島会） 

 川西 秀樹（（医）あかね会 土谷総合病院） 

PS-1 Taking The Time to Understand Peritoneal Dialysis Time On Therapy 

St. Michael's Hospital, University of Tront  Perl Jeffrey 

PS-2 PD 処方と体液管理 

（医）あかね会 土谷総合病院  川西秀樹 

PS-3 PD 関連感染症予防と治療 

愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科  伊藤恭彦 

PS-4 PD 患者教育 

東京都済生会中央病院 腎臓内科  竜崎崇和 

PS-5 日本腹膜透析医学会の方向性 

（医）川島会  水口潤 

 

  



合同シンポジウム プログラム 

 

日本臨床工学技士会・日本腹膜透析医学会合同シンポジウム 10 月 30 日（土）8:30～10:30 

『PD の未来（臨床工学と遠隔医療・AI）』   第 4 会場（ホール A-4） 

 

司会： 森石 みさき（（医）あかね会 中島土谷クリニック） 

本間 崇（善仁会グループ 安全管理本部） 

  

JSY-1-1 透析医療に AI を生かす 

川崎医科大学 医学部  神田英一郎 

JSY-1-2 PD 遠隔医療の実際と未来 

旭川赤十字病院  小林広学 

JSY-1-3 PD における AI の活用を目指して 

METRICA 株式会社／慶應義塾大学  西村宇貴 

JSY-1-4 PD 遠隔医療～医療連携と診療報酬～ 

東京女子医科大学 血液浄化療法科  川口祐輝 

JSY-1-5 PD における臨床工学技士の役割と業務そして未来 

（公財）日産厚生会玉川病院 臨床工学科  井上博満 

JSY-1-6 PD におけるモニタリングと遠隔医療の未来 

宗像医師会病院  根岸光彦 

JSY-1-7 PD における臨床工学技士の学校教育を考える 

埼玉医科大学 保健医療学部 臨床工学科  山下芳久 

 

 

日本フットケア・足病医学会・日本腹膜透析医学会合同シンポジウム 10 月 30 日（土）13:40～15:10 

『腹膜透析患者の足を救う』    第 3 会場（ホール A-2+3） 

 

司会： 中村 秀敏（（医）真鶴会 小倉第一病院） 

 大竹 剛靖（湘南鎌倉総合病院 再生医療科） 

JSY-2-1  腹膜透析患者における下肢末梢動脈疾患の現況と課題 

東京都済生会中央病院 腎臓内科  藤井健太郎 

JSY-2-2  腹膜透析患者のフットケア～施設での取り組み 

国民健康保険 小松市民病院  向出美穂 

JSY-2-3  血液透析患者の末梢動脈疾患（腹膜透析患者との比較と施設での取り組み） 

湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター  石岡邦啓 

JSY-2-4  腹膜透析患者のフットケアの実践と課題～透析室看護師としての取り組み～ 

東京都済生会中央病院  高梨未央 

JSY-2-5  透析専門病院における透析患者の下肢末梢動脈疾患管理 

（医）真鶴会 小倉第一病院  中村秀敏 



日本腎不全看護学会・日本腹膜透析医学会合同シンポジウム 10 月 31 日（日）8:30～10:00 

『PD 看護を伝えよう ～様々な合意形成のあり方～』 第 2 会場（ホール A-1） 

 

司会： 友 雅司（大分大学医学部附属 臨床医工学センター） 

 内田 明子（聖隷佐倉市民病院 看護部） 

JSY-3-1 PD 看護師による患者への PD 療法の伝え方 

日本赤十字社医療センター 看護部  今井早良 

JSY-3-2 看護師による患者家族への PD 療法の伝え方 

（一財）平成紫川会 小倉記念病院 腎センター  西津規 

JSY-3-3 PD 療法初心者看護師への PD 看護の伝え方 

池田バスキュラアクセス・透析・内科  水内恵子 

JSY-3-4 病棟看護師への PD 療法の伝え方 

杏林大学医学部付属病院 腎・透析センター  濵井章 

JSY-3-5 地域で働く看護師への PD 療法の伝え方 

岡山済生会外来センター病院  大脇浩香 

JSY-3-6  SDM で看護師に期待すること 

東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科  石田真理 

 

 

日本プライマリ・ケア連合学会・日本腹膜透析医学会合同シンポジウム 

10 月 31 日（日）14:00～15:30 

『CKD の在宅診療と腹膜透析』    第 2 会場（ホール A-1） 

 

司会： 土谷 健（東京女子医科大学 血液浄化療法科） 

大橋 博樹（（医）多摩ファミリークリニック） 

  

JSY-4-1  「CKD の在宅診療と腹膜透析」基幹病院から ～在宅医との連携～ 

（一財）平成紫川会 小倉記念病院 腎臓内科  金井英俊 

JSY-4-2  在宅医から ～在宅で診る CKD および末期腎不全～ 

大石ファミリークリニック  大石大輔 

JSY-4-3  連携室看護師による腹膜透析患者の在宅医・訪問看護師との共同管理 

東北医科薬科大学病院 患者支援医療連携センター  小野寺由美子 

JSY-4-4  症状緩和のための腹膜透析の役割と導入までの課題 

（医）家族の森 多摩ファミリークリニック  髙木暢 

  



シンポジウム プログラム 

シンポジウム 1      10 月 30 日（土）8:30～10:30 

『人生に寄り添った療法選択を目指して』   第 2 会場（ホール A-1） 

 

司会： 酒井 謙（東邦大学医学部 腎臓学講座） 

 宇賀神 ゆかり（東京都済生会中央病院 透析室） 

SY-1-1  療法選択２０２１ 

東邦大学医学部 腎臓学講座  酒井謙 

SY-1-2  shared approach による RRT 説明がなぜ重要か 

札幌北楡会病院  吉原真由美 

SY-1-3  透析導入期の SDM と終末期の SDM 

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科  丹野有道 

SY-1-4  SDM とアドバンス・ケア・プランニング 

聖隷佐倉市民病院 看護部  内田明子 

SY-1-5  保存的腎臓療法（CKM）の情報提供と意思決定のあり方 

（医）川島会 川島病院  岡田一義 

 

シンポジウム 2      10 月30日（土）13:40～15:10 

『Interventional Nephrology をデザインする』  第 2 会場（ホール A-1） 

 

司会： 池田 雅人（東京慈恵会医科大学附属柏病院 腎臓・高血圧内科） 

 高橋 俊介（国立病院機構呉医療センター 腎臓内科） 

SY-2-1  内科医でもできる！ インターベンショナルネフロロジー！ 

国立病院機構呉医療センター 腎臓内科  高橋俊介 

SY-2-2  内科医によるペリトネアルアクセス 現状と課題 

関西医科大学 腎臓内科  谷山佳弘 

SY-2-3  当院におけるカテーテル関連手術のデザイン 

信州大学 医学部附属病院 腎臓内科  橋本幸始 

SY-2-4  出口部デザイン多施設共同研究、および腹膜炎モデルラットにおける腹腔内洗浄

効果の検討 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 腎臓・高血圧内科  小川恭平 

SY-2-5  腹膜透析用カテーテル留置術後の転帰に関する多施設共同前向き観察研究の中間報告 

聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科  櫻田勉 

SY-2-6  PD カテーテル手術における麻酔方法について 

平成紫川会 小倉記念病院 腎臓内科  原田健司 

  



シンポジウム 3      10 月30日（土）13:40～15:10 

『災害に学び・備える』     第 4 会場（ホール A-4） 

 

司会： 中山 昌明（聖路加国際病院 腎センター・腎臓内科） 

寺脇 博之（帝京大学ちば総合医療センター 第三内科（腎臓内科）・腎センター） 

  

SY-3-1  宮城の災害対応；東日本大震災と今 

東北医科薬科大学医学部 統合腎不全寄附講座 

/東北医科薬科大学病院腎臓・内分泌内科/医療法人 宏人会  佐藤壽伸 

SY-3-2  令和元年台風 15 号 19 号・NBC 災害（サリン） 

帝京大学ちば総合医療センター 第三内科（腎臓内科）・腎センター  寺脇博之 

SY-3-3  平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）災害の現況および対応 

(医)中央内科クリニック  川合徹 

SY-3-4  災害に学び・備える～熊本地震を経験して～ 

済生会熊本病院 腎臓科  副島一晃 

SY-3-5  災害と PD 

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科  丹野有道 

SY-3-6  災害時にむけた透析医療における地域医療連携体制 

東京女子医科大学 血液浄化療法科  花房規男 

 

シンポジウム 4    10 月 30 日（土）14:50～16:20 

『PD 看護をデザインする ～看護師に求められる知識と看護の技～』  

第 1 会場（メインホール 1） 

 

司会： 中林 吉雄（成田記念病院 看護部） 

高井 奈美（名古屋大学医学部附属病院 看護部） 

  

SY-4-1  高齢腹膜透析患者が安全にＰＤ治療が継続できるための看護支援の工夫 

名古屋大学医学部附属病院 看護部 腎臓内科・泌尿器科・移植外科・糖尿病内科  牧江のぞみ 

SY-4-2  出口部（治療が必要か否かの判断ができる、患者にあった固定など提案できる） 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部 透析療法室  河合瑠美 

SY-4-3  透析効率（検査データや患者の状態を把握し医師に提案できる） 

（社）仁生社 江戸川病院 透析センター  梶山友紀子 

SY-4-4  地域連携を円滑にするための情報共有と指導的関わり 

（医）川島会 川島病院 看護部  戸田己記 

  



シンポジウム 5      10 月30日（土）16:30～18:30 

『在宅透析～より高い QOL を目指して～』   第 4 会場（ホール A-4） 

 

司会： 小川 智也（埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科学、血液浄化センター）

大濵 和也（群馬パース大学 保健科学部 臨床工学科） 

  

SY-5-1  我が国における在宅血液透析（HHD）の現況 

群馬パース大学 保健科学部 臨床工学科  大濵和也 

SY-5-2  在宅血液透析立ち上げから運用までの経緯 

特定医療法人新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 臨床工学科  高橋初 

SY-5-3  小児の在宅 PD の実情と問題点 

国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科  亀井宏一 

SY-5-4  高齢者 PD（PD ラスト）について ～どうやって推進していくか～ 

岡山済生会総合病院 内科 腎臓病センター  丸山啓輔 

SY-5-5  高齢者 PD（PD last）について ～どうやって向き合っていくか～ 

（医）明洋会 柴垣医院 自由が丘  森田智子 

SY-5-6  訪問看護師の役割 

ピーチおかやま訪問看護ステーション  岡恵子 

SY-5-7  Assisted PD を行うための苦労と光 

川原 腎・泌尿器科クリニック  益満美香 

 

シンポジウム 6      第 3 会場（ホール A-2+3） 

『質の高い PD 治療・看護を目指した活動』  10 月31日（日）11:10～12:40 

 

司会： 森本 耕吉（慶應義塾大学医学部 血液浄化・透析センター） 

 井上 朋子（（医）川島会 川島病院 腎臓内科） 

SY-6-1  Continuous Quality Improvement in PD Nursing 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul- Porto Alegre Brasil  Figueiredo Ana Elizabeth 

SY-6-2  当院の出口部感染発症率減少に向けた取り組み 

日本赤十字社 福岡赤十字病院 看護部  加藤綾 

SY-6-3  海南病院における出口部管理改善活動 

JA 愛知厚生連 海南病院 腎臓内科  鈴木聡 

SY-6-4  長野市民病院における緊急血液導入回避のための改善活動 

地方独立行政法人 長野市民病院 看護部  飯田美沙 

SY-6-5  腹膜炎発症率軽減にむけた取り組み 

奈良県立医科大学附属病院  浅川寿 

SY-6-6  当院におけるＳＤＭ後の外来と病棟との連携 

（一財）平成紫川会 小倉記念病院 総合 11 階病棟  森本宏太 

  



 

ワークショッププログラム 

 

ワークショップ 1      10 月30日（土）16:30～18:30 

『腹膜透析で感染パンデミックに立ち向かう』  第 2 会場（ホール A-1） 

 

司会： 菅野 義彦（東京医科大学病院 腎臓内科） 

菊地 勘（（医）豊済会 下落合クリニック 腎臓内科・透析内科） 

  

WS-1-1  COVID-19 overview 

大阪大学大学院医学系研究科・医学部 感染制御学講座  忽那賢志 

WS-1-2  透析患者における COVID-19 感染状況と治療成績 

（医）豊済会 下落合クリニック 腎臓内科・透析内科  菊地勘 

WS-1-3  腹膜透析患者における COVID-19 の対策と診療（医師の視点から） 

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科  丹野有道 

WS-1-4  腹膜透析患者における COVID-19 対策と看護（看護師の視点から） 

日本赤十字社医療センター  藤原玲子、今井早良 

WS-1-5  透析医療パンデミックにどう備える 

東京都済生会中央病院  吉藤歩 

 

ワークショップ 2      10 月 31 日（日）8:30～10:30 

『PD+HD 併用療法をデザインする』   第 1 会場（メインホール 1） 

 

司会： 伊藤 恭彦（愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科） 

 丸山 之雄（東京慈恵会医科大学付属病院 腎臓・高血圧内科） 

WS-2-1  PD+HD 併用療法～本邦における成果と今後の課題～ 

新潟大学医歯学総合病院 臨床研究推進センター  田中基嗣 

WS-2-2  併用の効率の見方考え方（何を指標にどう調節するべきか） 

法政大学 生命科学部 環境応用化学科 山下研究室  山下明泰 

WS-2-3  併用療法の HD（HDF）の意義 

大分大学医学部 医学部附属 臨床医工学センター  友雅司 

WS-2-4  併用療法の開始時期（導入時併用の考え方） 

日立製作所 日立総合病院 腎臓内科  植田敦志 

WS-2-5  Bridge Therapy としての併用療法の役割 

聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科  櫻田勉 

WS-2-6  併用療法の中止基準 

東京慈恵会医科大学附属病院 腎臓・高血圧内科  松尾七重 

WS-2-7  併用療法の今後の展望 日本から日本に、そして世界に発信する 

聖路加国際病院 腎センター・腎臓内科  中山昌明 



ワークショップ 3      10 月 31 日（日）9:35～

11:05 

『CAPD 訪問診療のありかた』    第 3 会場（ホール A-2+3） 

 

司会： 宮崎 正信（宮崎内科医院） 

 河原﨑 宏雄（帝京大学溝口病院 内科） 

WS-3-1  訪問看護による PD 医療 

在宅看護センターひまわり  片岡今日子 

WS-3-2  基幹病院からみた CAPD 訪問診療のありかた 

岡山済生会外来センター病院  大脇浩香 

WS-3-3  腹膜透析外来内包型在宅支援診療所の戦略的アジリティ 

（医）千寿会 ひなたクリニック  中井秀典 

WS-3-4  HD クリニックでの PD 診療 

明洋会 柴垣医院 在宅診療部  樋口千恵子 

WS-3-5  PD 専門医の訪問診療：多職種をどうまとめるか？ 

（医）正木医院  正木浩哉 

 

ワークショップ 4     10 月 31 日（日）10:40～12:40 

『腎代替療法医療専門職に寄せる期待』  第 1 会場（メインホール 1） 

 

司会： 中元 秀友（日本透析医学会 前理事長/埼玉医科大学 総合診療内科腎臓内科） 

 竜崎 崇和（第 27 回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 大会長／東京都済生会中央病院） 

WS-4-1  腎代替療法専門指導士とは 

日本腎代替療法医療専門職推進協会 理事／（医）原三信病院腎臓内科  満生浩司 

WS-4-2  日本腹膜透析医学会からの提言 

日本腹膜透析医学会 理事長/（医）川島会  水口潤 

WS-4-3  日本臨床腎移植学会からの期待 

日本臨床腎移植学会 理事長／藤田医科大学病院 剣持敬 

WS-4-4  日本腎臓学会からの期待 

日本腎臓学会 理事長／川崎医科大学腎臓内科  柏原直樹 

WS-4-5  日本臨床工学技士会からの期待 

公益社団法人 日本臨床工学技士会 理事長／善仁会グループ安全管理本部  本間崇 

WS-4-6  日本腎不全看護学会からの期待 

日本腎不全看護学会 理事長／（公財）浅香山病院透析センター  中原宣子 

WS-4-7  腎代替療法医療専門職に寄せる期待―日本透析医学会― 

日本透析医学会 前理事長／埼玉医科大学総合診療内科  中元秀友 

WS-4-8 腎代替療法医療専門職に寄せる期待～『重症化予防』と『共同意思決定』の推進

について 

参議院議員  秋野公造 



ワークショップ 5      10 月 31 日（日）11:10～

12:40 

『腹膜透析診療における新しい医療連携の形 ～One for all, All for one～』 

第 2 会場（ホール A-1） 

 

司会： 篠﨑 倫哉（新百合ヶ丘総合病院 腎臓内科） 

 藤田 雄（弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座） 

WS-5-1  SNS を通じた医師連携 

新百合ヶ丘総合病院 腎臓内科  篠﨑倫哉 

WS-5-2  Aska Peritoneal Dialysis Educational Society(APES) と医療連携 

白報会王子病院 腎臓内科  窪田実 

WS-5-3  腎不全・腹膜透析教育セミナーを通じた医師教育とその効果 

名古屋大学大学院医学系研究科 腎不全システム治療学寄付講座  水野正司 

WS-5-4  看護師介入における地域連携の実際 

〈一財）平成紫川会 小倉記念病院 腎センター  西津規 

WS-5-5  令和版 師弟関係のすゝめ 

弘前大学 循環器腎臓内科  藤田雄 

 

ワークショップ 6      10 月31日（日）14:00～15:30 

透析療法における Shared Decision Making（共同意思）の未来 ～腎代替療法選択決定をこえて～ 

第 1 会場（メインホール 1） 

 

司会： 小松 康宏（群馬大学大学院医学系研究科  臨床医学領域 医療の質・安全学講座） 

 坂東 千草（昭和大学病院 看護部） 

WS-6-1  腎代替療法と SDM 

東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科  石田真理 

WS-6-2  腹膜透析と SDM～療法選択外来での看護師の関わり～ 

近江八幡市立総合医療センター  井本千秋 

WS-6-3  目標志向型 PD 処方と共同意思決定 

聖路加国際病院 腎臓内科 伊藤雄伍 

WS-6-4  治療支援と共同意思決定 

独立行政法人国立病院機構 災害医療センター 看護部  吉盛友子 

WS-6-5  ACP と共同意思決定 

日本赤十字社医療センター 腎臓内科  石橋由孝 

  



ワークショップ 7      10 月31日（日）14:00～15:30 

PD ガイドラインをデザインする    第 3 会場（ホール A-2+3） 

 

司会： 伊藤 恭彦（愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科） 

 竜崎 崇和（東京都済生会中央病院） 

WS-7-1  PD ガイドライン 2019 の総括・教科書部分（Part1）作成過程と今後への期待 

愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科  伊藤恭彦 

WS-7-2  エビデンス部分（Part2）問題と課題 

東京都済生会中央病院 腎臓内科  竜崎崇和 

WS-7-3  腹膜透析ガイトラインに今後何が必要か：診療ガイドライン作成の立場より 

豊橋医療センター 歯科口腔外科  湯浅秀道 

WS-7-4  ガイドライン 2019 今後の課題 

大分大学医学部医学部附属 臨床医工学センター  友雅司 

WS-7-5  これからの PD ガイドラインをデザインする 

東京慈恵会医科大学付属病院 腎臓・高血圧内科  丸山之雄 

 

  



 

腹膜病理検討会プログラム 

 

腹膜病理検討会１     10 月 30 日（土）8:30～9:45 

『腹膜病理の捉え方と症例検討会』   第 3 会場（ホール A-2+3） 

 

司会： 伊藤 恭彦（愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科） 

濱田 千江子（順天堂大学保健看護学部 専門・基礎） 

  

C-1-1  PD 患者の腹膜病理の診方 

昭和大学医学部 解剖学講座 顕微解剖学部門  本田一穂 

 

C-1-2  症例検討 

C-1-2-1 症例提示 

足利赤十字病院 腎臓内科 小林亜里沙 

C-1-2-2 病理所見の解説 

佐賀大学医学部 病因病態科学講座  青木茂久 

C-1-3  レクチャー 

C-1-3-1 腹膜病理と腹膜透過性（病理から）：膜透過性は何が制御しているのか 

佐賀大学医学部 病因病態科学講座  青木茂久 

C-1-3-2 腹膜病理と腹膜透過性（臨床から）：腹膜における溶質、溶媒の透過性と組織変化

との関連 

公立学校共済組合 九州中央病院 腎臓内科  水政透 

 

腹膜病理検討会２     10 月 30 日（土）7:45～10:30 

腹膜透析用極細内視鏡の活用へ向けて   第 3 会場（ホール A-2+3） 

 

司会： 宮崎 正信（宮崎内科医院） 

 丹野 有道（東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科） 

 

C-2-1  腹腔鏡観察の有用性と極細内視鏡の進捗状況 

東京慈恵会医科大学附属病院 腎臓・高血圧内科  松尾七重 

C-2-2  極細内視鏡所見の評価法：評価シートを用いた評価の実際 

日本腹膜透析医学会・腹膜病理検討委員会 中山昌明 

  



教育講演 プログラム 

教育講演 1      10 月 30 日（土）8:30～9:00 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 木村 朋由（東北医科薬科大学病院  腎臓内分泌内科） 

ED-01 腹膜透析におけるソーシャルワーカーの役割  

（医）清永会 矢吹病院 地域連携室  武田奈穂 

 

 

教育講演 2      10 月 30 日（土）9:00～9:30 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 常田 康夫（藤沢市民病院） 

ED-02 腹膜透析看護教育体制 ～今求められる腹膜透析看護師の育成～ 

  〈一財）平成紫川会 小倉記念病院 看護部  野上昌代 

 

 

教育講演 3      10 月 30 日（土）9:30～10:00 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 新田 豊（社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 山口県済生会 下関総合病院） 

ED-03 腹膜透析における地域包括ケア    

（社）仁生社 江戸川病院 透析センター  梶山友紀子 

 

 

教育講演 4      10 月30日（土）10:00～10:30 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 大田 聡（富山市立富山市民病院 内科） 

ED-04 高齢者を支える腹膜透析看護師    

富山市民病院  松木理浩 

 

 

教育講演 5      10 月30日（土）10:40～11:10 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 石川 英二（済生会松阪総合病院 内科） 

ED-05 高齢者のための腹膜透析     

岡山済生会外来センター病院／岡山済生会総合病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター  平松信 

  



 

教育講演 6      10 月30日（土）11:10～11:40 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 西尾 利樹（（医）誠光会 淡海ふれあい病院  じん臓病ケア総合センター） 

ED-06 腹膜透析におけるオンライン診療の実際   

（医）楠本内科医院  楠本拓生 

 

 

教育講演 7      10 月30日（土）13:40～14:10 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 石橋 由孝（日本赤十字社医療センター 腎臓内科） 

ED-07 透析患者におけるフレイルと腎臓リハビリテーション    

慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科  内山清貴 

 

 

教育講演 8      10 月30日（土）14:10～14:40 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 田中 仁英（久米川透析内科クリニック） 

ED-08 腹膜透析における出口部管理    

日本赤十字社和歌山医療センター 腎臓内科部  杉谷盛太 

 

 

教育講演 9      10 月30日（土）14:40～15:10 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 清野 耕治（（医）恵仁会 三愛病院  泌尿器科・透析センター） 

ED-09 除水不良の原因と対策     

社会福祉法人 江戸川病院  古賀祥嗣 

 

 

教育講演 10      10 月30日（土）16:30～17:00 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 宇田 晋 （社会医療法人財団 石心会  川崎幸病院 腎臓内科） 

ED-10 腎代替療法選択支援看護師の役割    

杏林大学医学部付属病院 腎・透析センター  濵井章 

 

  



 

教育講演 11      10 月30日（土）17:00～17:30 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 祖父江 理（香川大学医学部付属病院  腎臓内科） 

ED-11 腹膜透析と腎移植における療法移行の管理と問題点     

東邦大学医学部 腎臓学講座  荒井太一 

 

 

教育講演 12      10 月30日（土）17:30～18:00 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 鯉渕 清人（済生会横浜市東部病院  腎臓内科） 

ED-12 腹膜透析導入、中止期の精神的変化   

善仁会 中田駅前泉クリニック/医療法人社団ときわ  上條由佳 

 

 

教育講演 13      10 月 31 日（日）8:30～9:00 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 伊東 稔（矢吹病院  腎臓内科） 

ED-13 透析患者における電解質異常と死亡率   

長崎大学病院 腎臓内科  西野友哉 

 

 

教育講演 14      10 月 31 日（日）9:00～9:30 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 吉田 祐一（（医）豊生会東苗穂病院） 

ED-14 透析患者における亜鉛欠乏    

東京女子医科大学 血液浄化療法科  花房 規男 

 

 

教育講演 15      10 月 31 日（日）9:35～10:05 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 三瀬 直文（社会医療法人三井記念病院  腎臓内科・血液浄化部） 

ED-15 腹膜透析における微量栄養素    

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 腎臓内科学分野  𦚰野 修 

 

  



教育講演 16      10 月31日（日）10:05～10:35 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 横井 秀基（京都大学大学院医学研究科  腎臓内科学） 

ED-16 腹膜透析患者のがん診療（抗がん薬治療を中心に）    

埼玉医科大学国際医療センター 血液浄化部・腎臓内科  渡辺 裕輔 

 

 

教育講演 17      10 月31日（日）10:35～11:05 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 幡谷 浩史（東京都立小児総合医療センター 総合診療科） 

ED-17 特殊病態における腹膜透析    

東北医科薬科大学 医学部 腎臓内分泌内科  森建文 

 

 

教育講演 18      10 月31日（日）11:10～11:40 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 江崎 隆（広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院  腎臓内科） 

ED-18 島嶼部・僻地医療における腹膜透析   

総合病院 鹿児島生協病院 腎臓内科/奄美中央病院  佐伯英二 

 

 

教育講演 19      10 月31日（日）11:40～12:10 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 星野 純一（虎の門病院  腎センター内科・リウマチ膠原病科） 

ED-19 腹膜透析（PD）における足病変     

湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター  日高寿美 

 

 

教育講演 20      10 月31日（日）12:10～12:40 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 酒井 行直（日本医科大学 腎臓内科学教室） 

ED-20 腹膜透析患者の足を守る看護師の役割   

東京都済生会中央病院  高梨未央 

 

  



 

教育講演 21      10 月31日（日）14:00～14:30 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 滝本 千恵（川崎市立井田病院 腎臓内科） 

ED-21 腹膜透析における訪問看護ステーションの役割  

在宅看護センターひまわり  片岡今日子 

 

 

教育講演 22      10 月31日（日）14:30～15:00 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 海老原 至（社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部茨城県済生会 水戸済生会総合病院） 

ED-22 腹膜透析看護師の理想     

東京都済生会中央病院  宇賀神ゆかり 

 

 

教育講演 23      10 月31日（日）15:00～15:30 

第 4 会場（ホール A-4） 

司会： 西澤 欣子（（医）一陽会 原田病院 腎臓内科） 

ED-23 腹膜透析における在宅看護・介護のあり方   

（医）明洋会 柴垣医院 自由が丘  森田智子 

 

 

教育講演 24      10 月31日（日）14:00～14:30 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 二瓶 大（社会福祉法人  恩賜財団済生会神奈川県病院  腎臓外科） 

ED-24 アシスト PD 伝習所(腹膜透析地域連携のコツ） 

（医）正木医院  正木浩哉 

 

 

教育講演 25      10 月31日（日）14:30～15:00 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 濱崎 敬文（東京大学医学部附属病院 血液浄化療法部） 

ED-25 シェアソースとトラブルシューティング   

（一社）平成紫川会 小倉記念病院 検査技師部工学課  片山浩二 

 

  



 

教育講演 26      10 月31日（日）15:00～15:30 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 菅野 義彦（東京医科大学病院  腎臓内科） 

ED-26 臨床研究入門      

川崎医科大学医学部  神田英一郎 

  



 

 

よくわかるシリーズプログラム（オンデマンド配信のみ） 

よくわかるシリーズ 1  

PD ガイドライン 2019 解説と今後 Part1 導入と適正透析 

YW-01-1 導入 

岡山大学学術研究院 医歯薬学域 血液浄化療法人材育成システム開発学講座  杉山斉 

YW-01-2 適正透析 

東京都済生会中央病院 腎臓内科  竜崎崇和 

 

よくわかるシリーズ 2  

PD ガイドライン 2019 解説と今後 Part1 栄養管理と腹膜機能 

YW-02-1 栄養管理 

日立製作所 日立総合病院 腎臓内科  植田敦志 

YW-02-2 腹膜透析機能の現状と今後 

（医）友秀会 伊丹腎クリニック  伊丹儀友 

 

よくわかるシリーズ 3  

PD ガイドライン 2019 解説と今後 Part1 被囊性腹膜硬化症回避のための中止条件 

カテーテル・出口部管理 

YW-03-1 被囊性腹膜硬化症回避のための中止条件 

（医）あかね会 土谷総合病院  川西秀樹 

YW-03-2 腹膜透析におけるカテーテル留置法 

山梨大学医学部付属病院 血液浄化療法部  深澤瑞也 

 

よくわかるシリーズ 4  

YW-04 PD ガイドライン 2019 解説と今後 Part1 腹膜炎 

愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科  伊藤恭彦 

 

よくわかるシリーズ 5  

PD ガイドライン 2019 解説と今後 Part2 CQ1RAS 系阻害薬は有用か？  CQ2 イコ

デキストリンは有用か? 

YW-05-1 CQ1  RAS 系阻害薬は有用か？ 

（医）清永会 矢吹病院 腎臓内科  伊東稔 

YW-05-2 CQ2  イコデキストリンは有用か? ～イコデキストリン透析液使用とグ

ルコース透析液単独使用との比較～ 

聖隷佐倉市民病院 腎臓内科  藤井隆之 

  



 

よくわかるシリーズ 6  

PD ガイドライン 2019 解説と今後 Part2   

CQ3 出口部抗生剤管理は有用か？  CQ4 カテーテル挿入術 

YW-06-1 CQ3  出口部は有用への抗生剤軟膏予防塗布は有効か 

関西電力病院 腎臓内科  戸田尚宏 

YW-06-2 CQ4  腹膜透析患者にカテーテル挿入術を行う場合、開腹手術のカテー

テル挿入と腹腔鏡下手術のカテーテル挿入のどちらが有用か？ 

聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科  櫻田勉 

 

よくわかるシリーズ 7  

PD ガイドライン 2019 解説と今後 Part2 CQ5 抗生剤の腹腔投与 vs 静脈投与  CQ6 

DKD 患者導入は PD vs HD？ 

YW-07-1 CQ5  PD 腹膜炎に対する抗菌薬：腹腔内投与か静脈投与か 

慶應義塾大学医学部 血液浄化・透析センター  森本耕吉 

YW-07-2 CQ6  糖尿病性腎臓病患者の透析療法は腹膜透析開始と血液透析開始の

どちらがよいか？ 

東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科  丸山之雄 

 

よくわかるシリーズ 8  

YW-08 腹膜透析液入門 

埼玉医科大学 総合診療内科腎臓内科  中元秀友 

 

よくわかるシリーズ 9  

YW-09 腹膜キネティックス入門 

法政大学 生命科学部 環境応用化学科  山下明泰 

 

よくわかるシリーズ 10  

YW-10 腹膜透析と診療報酬 

（医）あかね会 土谷総合病院  川西秀樹 

 

よくわかるシリーズ 11  

YW-11 腹膜透析と COVID-19 

東京都済生会中央病院  吉藤歩 

 

よくわかるシリーズ 12  

YW-12 腹膜透析における心血管障害 

（医）あかね会 土谷総合病院 人工臓器部  番匠谷将孝 

  



 

よくわかるシリーズ 13  

YW-13 腹膜透析患者の血圧管理 

防衛医科大学校 腎臓内分泌内科  熊谷裕生 

 

よくわかるシリーズ 14  

YW-14 腹膜透析患者の心房細動と抗凝固療法 

東邦大学医療センター大橋病院  常喜信彦 

 

よくわかるシリーズ 15  

YW-15 腹膜透析における糖尿病管理 

日本大学 腎臓高血圧内分泌内科  阿部雅紀 

 

よくわかるシリーズ 16  

YW-16 腹膜透析における CKD-MBD 

慈恵医大晴海トリトンクリニック  横山啓太郎 

よくわかるシリーズ 17  

YW-17 腹膜透析における貧血管理 

 兵庫医科大学 循環器・腎透析内科学  倉賀野隆裕 

 

よくわかるシリーズ 18  

YW-18 腹膜透析におけるカテーテル留置法 

山梨大学医学部付属病院 血液浄化療法部  深澤瑞也 

 

よくわかるシリーズ 19  

YW-19 腹膜透析における認知症 

奈良県立医科大学 腎臓内科学  鶴屋和彦 

 

よくわかるシリーズ 20  

YW-20 腹膜透析における栄養管理 

湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター  鈴木洋行 

 

よくわかるシリーズ 21  

YW-21 腹膜透析における在宅支援～患者さんが望む場所で生活するために看護

師ができること～ 

（医）あかね会 土谷総合病院 看護部 3 階南病棟  渡部恵理子 

  



 

よくわかるシリーズ 22  

YW-22 経験値に頼らない SDM の実践 ～CKD 患者の「生」を輝かせる看護支援～ 

埼玉医科大学病院 南館 6 階病棟  杉本和仁 

 

よくわかるシリーズ 23  

YW-23 ICT を活用した病診連携 ～那須モデルの創出～ 

国際医療福祉大学 腎臓内科学  鷲田直輝 

 

  



 

腹膜透析基礎セミナープログラム 

 

腹膜透析基礎セミナー1     10 月 31 日（日）8:30～9:00 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 塚田 三佐緒（東京女子医科大学病院 腎臓病総合医療センター 血液浄化療法科） 

CBS-1 保存期 CKD 患者教育と PD 療法の実際   

順天堂大学医学部附属練馬病院 腎・高血圧内科／血液浄化センター  井尾浩章 

 

 

腹膜透析基礎セミナー2     10 月 31 日（日）9:00～9:30 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 角田 隆俊（東海大学医学部付属八王子病院 腎内分泌代謝内科） 

CBS-2 腹膜透析患者の導入期管理 

聖マリアンナ医科大学 腎臓・高血圧内科  櫻田勉 

 

 

腹膜透析基礎セミナー3     10 月 31 日（日）9:40～10:10 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 林 晃正（大阪急性期・総合医療センター） 

CBS-3 腹膜透析患者の維持期管理 

名古屋大学大学院 医学系研究科 腎不全システム治療学寄付講座  水野正司 

 

 

腹膜透析基礎セミナー4     10 月31日（日）10:10～10:40 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 戸田 尚宏（関西電力病院  腎臓内科） 

CBS-4 トラブル時の対応（合併症） 

小笠原クリニック  岡戸丈和 

 

 

腹膜透析基礎セミナー5     10 月31日（日）10:50～11:20 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 長沼俊秀（大阪市立大学医学部附属病院  泌尿器科） 

CBS-5 カテーテル挿入術 

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 腎臓・高血圧内科  丹野有道 

 

  



 

腹膜透析基礎セミナー6     10 月31日（日）11:20～11:50 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 本田 浩一（昭和大学病院 腎臓内科） 

CBS-6 PD 施行における医療制度・診療報酬 

岡山済生会総合病院 内科 腎臓病センター  丸山啓輔 

 

 

腹膜透析基礎セミナー7     10 月31日（日）12:00～12:30 

第 5 会場（メインホール-2） 

司会： 吉田 一成（北里大学医学部  新世紀医療開発センター 臓器移植・再生医療学） 

CBS-7 CAPD 療法を成功に導くために整えておきたい体制 

昭和大学 認定看護師教育センター  三村洋美 

 


