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特別講演1 1日目 7月9日（金） 11：20～12：20 第1会場 大ホール

座長：香美 祥二（徳島大学病院）

SL1 大学病院における医療安全管理
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学 塚原 宏一

ランチョンセミナー1 1日目 7月9日（金） 12：30～13：30 第1会場 大ホール

座長：藤枝 幹也（高知大学医学部小児思春期医学）

LS1 ノーベル賞による腎性貧血治療の革新
東京大学大学院医学系研究科腎臓・内分泌内科 南学 正臣

共催：田辺三菱製薬株式会社

会長講演 1日目 7月9日（金） 13：40～14：20 第1会場 大ホール

座長：脇口 宏（高知地域医療支援センターセンター長）

PL 小児腎臓病医の未来に期待する ―コロナ禍を乗り越えて―
高知大学医学部小児思春期医学 藤枝 幹也

基調講演 1日目 7月9日（金） 14：20～15：20 第1会場 大ホール

座長：五十嵐 隆（国立成育医療研究センター理事長）

KL 小児腎臓病研究の現状と展望 ―「根拠に基づく最良の医療を腎臓病の全ての子ども達に」―
琉球大学大学院医学研究科育成医学（小児科） 中西 浩一

ワークショップ1 1日目 7月9日（金） 15：30～17：00 第1会場 大ホール

他領域との連携
座長：幡谷 浩史（東京都立小児総合医療センター）

石原 正行（高知大学医学部小児思春期講座）

WS1-1 Fontan 循環とCKD
市立宇和島病院小児科 長谷 幸治

WS1-2 周産期に起因するCKD
静岡県立こども病院腎臓内科 北山 浩嗣

WS1-3 血液腫瘍患者におけるCKD
久留米大学小児科 北城恵史郎

WS1-4 神経・筋疾患とCKD
独立行政法人国立病院機構甲府病院小児科 後藤 美和
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招聘講演 1日目 7月9日（金） 17：00～17：50 第1会場 大ホール

座長：藤枝 幹也（高知大学医学部小児思春期医学）

IL 「ちきゅう」で迫る地球と海の謎 ～深海科学掘削の歴史と未来～
高知大学海洋コア総合研究センター 池原 実

シンポジウム1 1日目 7月9日（金） 18：00～19：30 第1会場 大ホール

日本小児腎臓病学会のBCP（事業継続計画）
座長：中西 浩一（琉球大学大学院医学研究科育成医学講座）

楊 國昌（杏林大学医学部小児科）

SY1-1 日本小児腎臓病学会のBCP ～医療安全・倫理・災害対応・COI 委員会から～
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学 塚原 宏一

SY1-2 小児腎臓病学会と薬剤開発のあゆみ ～薬事委員会からのメッセージ～
横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 伊藤 秀一

SY1-3 小児CKD対策委員会の活動報告
名古屋第二赤十字病院小児腎臓科 後藤 芳充

SY1-4 日本小児腎臓病学会の事業継続計画 統計調査委員会から
大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学 芦田 明

SY1-5 レジストリ委員会の役割と意義
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 野津 寛大

教育講演1 1日目 7月9日（金） 8：45～9：15 第2会場 小ホール

座長：野津 寛大（神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野）

EL1 どのような研究が一流誌に掲載されるのか？
杏林大学小児科 田中絵里子

教育講演2 1日目 7月9日（金） 9：15～9：45 第2会場 小ホール

座長：張田 豊（東京大学医学部附属病院小児科）

EL2 腎病理WSI を対象としたDeep Neural Network による画像認識
東京大学大学院医学系研究科医療AI 開発学講座 河添 悦昌
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教育講演3 1日目 7月9日（金） 9：45～11：15 第2会場 小ホール

COVID-19について
座長：太田 和秀（独立行政法人国立病院機構金沢医療センター小児科）

川崎 幸彦（福島県総合療育センター小児科）

EL3-1 COVID-19と腎臓病
埼玉医科大学腎臓内科 岡田 浩一

EL3-2 With コロナ時代の子ども達
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児科 森内 浩幸

ランチョンセミナー2 1日目 7月9日（金） 12：30～13：30 第2会場 小ホール

座長：杉本 圭相（近畿大学医学部小児科学教室）

LS2 腸腎連関：小児編
関西医科大学医学部小児科学講座 金子 一成

共催：ミヤリサン製薬株式会社

教育講演4 1日目 7月9日（金） 15：30～16：00 第2会場 小ホール

座長：杉本 圭相（近畿大学医学部小児科学教室）

EL4 免疫抑制薬内服下での生ワクチン接種
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

教育講演5 1日目 7月9日（金） 16：00～17：00 第2会場 小ホール

小児腎臓病における遺伝子
座長：芦田 明（大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学）

田中 完（弘前大学教育学部教育保健講座）

EL5-1 医療としての腎疾患遺伝子解析
兵庫県立こども病院臨床遺伝科 森貞 直哉

EL5-2 遺伝子研究から見た腎臓の役割と腎疾患
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 野津 寛大

キャリアダイバーシティ推進委員会企画（旧：男女共同参画委員会）
1日目 7月9日（金） 18：00～19：30 第2会場 小ホール

座長：濱崎 祐子（東邦大学医学部腎臓学講座）

CD 「伝える」から「伝わる」医療教育へ
ユアクリニック秋葉原/昭和大学富士𠮷田校舎 杉原 桂
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7月 10日（土）

表彰式 2日目 7月10日（土） 8：30～8：50 第1会場 大ホール

ワークショップ2 2日目 7月10日（土） 9：10～10：40 第1会場 大ホール

ANCA関連腎炎の最新の知見
座長：服部 元史（東京女子医科大学腎臓小児科）

柳原 剛（日本医科大学付属病院小児科）

WS2-1 ANCA関連腎炎の疫学 ―学校検尿の意義―
東京慈恵会医科大学小児科学講座 平野 大志

WS2-2 ANCA関連腎炎の最新の病因・病態
東京大学医学部小児科 神田祥一郎

WS2-3 ANCA関連腎炎の診断と治療 update
奈良県立医科大学小児科 石川 智朗

WS2-4 ANCA関連腎炎における腎移植
東京女子医科大学腎臓小児科 三浦健一郎

特別講演2 2日目 7月10日（土） 10：50～11：50 第1会場 大ホール

座長：飯島 一誠（兵庫県立こども病院）

SL2 3つの視点で考える臨床倫理
三重大学医学部附属病院医療安全管理部 兼児 敏浩

ランチョンセミナー3 2日目 7月10日（土） 12：10～13：10 第1会場 大ホール

座長：塚原 宏一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学）

LS3 ファブリー腎症の早期診断と治療
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

共催：JCRファーマ株式会社



第56回日本小児腎臓病学会学術集会
小児腎臓病医療学の進歩と普遍性

2
日
目

第
1
会
場

― 27 ―

シンポジウム2 2日目 7月10日（土） 13：20～14：50 第1会場 大ホール

感染症と免疫抑制薬・生物学的製剤
座長：大田 敏之（県立広島病院小児腎臓科）

伊藤 秀一（横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学）

SY2-1 総論 ―序に変えて―
県立広島病院小児腎臓科 大田 敏之

SY2-2 小児特発性ネフローゼ症候群における免疫抑制薬・リツキシマブと感染症
埼玉県立小児医療センター腎臓科 藤永周一郎

SY2-3 小児腎移植後患者において注意すべき感染症 ～ウイルス感染症を中心に～
東京女子医科大学腎臓小児科 石塚喜世伸

SY2-4 腎臓疾患患者への生物学的製剤使用にあたり注意すべきこと
横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 伊藤 秀一

SY2-5 新型コロナウイルス感染症で注意すべきこと
聖路加国際病院腎臓内科/東京医科歯科大学腎臓内科 藤丸 拓也

CPD（Continuing Professional Development）
2日目 7月10日（土） 15：00～17：00 第1会場 大ホール

尿細管機能障害 ～尿細管性アシドーシスを中心に～
座長：熊谷 直憲（藤田医科大学小児科学）

貝藤 裕史（兵庫県立こども病院腎臓内科）

症例1 「4歳男児：低身長、歩行異常」
症例提示 姫路赤十字病院小児科後期臨床研修医 岡田 怜

解説 兵庫県立こども病院腎臓内科 稲熊 洋祐

症例2 「6か月男児：嘔吐、体重増加不良」
症例提示 金沢大学附属病院小児科 作村 直人

解説 あいち小児保健医療総合センター腎臓科 日比野 聡

閉会式 2日目 7月10日（土） 17：00～ 第1会場 大ホール
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教育講演6 2日目 7月10日（土） 9：25～10：10 第2会場 小ホール

座長：森本 哲司（東北医科薬科大学医学部小児科学）

EL6 カルシウム・リン代謝 update
鳥取大学医学部周産期・小児医学分野 難波 範行

共催：協和キリン株式会社

教育講演7 2日目 7月10日（土） 10：10～10：40 第2会場 小ホール

座長：秋岡 祐子（埼玉医科大学小児科）

EL7 日本腎臓病総合レジストリーのデータベースを利用した小児とAYA世代についての
臨床、病理診断の比較検討

徳島大学小児科 漆原 真樹

ランチョンセミナー4 2日目 7月10日（土） 12：10～13：10 第2会場 小ホール

座長：芦田 明（大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学）

LS4 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）オーバービュー ～最新の知見も含めて～
横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 伊藤 秀一

共催：アレクシオンファーマ合同会社

教育講演8 2日目 7月10日（土） 13：20～13：50 第2会場 小ホール

座長：石倉 健司（北里大学医学部小児科学）

EL8 臨床医が知っておきたい腎病理の基礎知識
東京女子医科大学病理診断学分野 井藤奈央子

教育講演9 2日目 7月10日（土） 13：50～14：20 第2会場 小ホール

座長：元吉八重子（東京北医療センター小児科）

EL9 腎生検、初めの一歩ともう一歩
藤田医科大学医学部小児科学 池住 洋平


