＜院長主要講演会等記録＞（H27.4～H28.3）
＊ 第 13 回 腎臓フォーラム ＩＮ 鈴鹿
特別講演
「保存期腎不全検査教育入院から始まるＣＫＤ地域連携の実際」
平成２７年４月１８日（土）
共催：腎臓フォーラム ＩＮ 鈴鹿
中外製薬株式会社
＊ 患者向け学習会
特別講演
「血液透析患者にあなたの知識、大丈夫？
必要な考え方、見方
平成２７年４月１９日（日）
主催：京都腎臓病患者協議会研修部

」

＊ 洛西心腎カンファレンス
ディスカッションセッション
「保存期ＣＫＤの腎動脈狭窄症－拡げるべきか、拡げざるべきか？
タンパク尿の視点から－」
平成２７年５月３０日（土）
主催：武田薬品工業（株）
＊ 大正富山メディカルシンポジウム
基調講演
「当院における骨粗鬆症治療の現状と課題」
平成２７年６月１３日（土）
主催：大正富山医薬品（株）
＊ 頸動脈エコーカンファレンス
特別講演
「頸動脈エコーで診る
～心血管イベントの発症抑制に向けて～
平成２７年６月１８日
共催：アストラゼネカ株式会社
塩野義製薬株式会社
＊ ＣＫＤ病診連携勉強会
演者
「ＣＫＤ地域連携における
保存期腎不全検査教育入院の役割」
平成２７年７月４日（土）
共催：相楽医師会
中外製薬株式会社

」

＊平成２７年度（公社）滋賀県栄養士会主催の生涯教育研修会
講演
「慢性腎臓病に対する食事療養基準 2014 版について
～透析とはを含め透析患者の栄養状態・データの見方～」
平成２７年７月１１日（土）
主催：（公社）滋賀県栄養士会
＊ 第７８回 佐賀県人工透析懇話会
特別講演
「 保存期腎不全検査教育入院から始まる
ＣＫＤ地域連携の効果と実際
平成２７年７月１６日（木）
共催：佐賀県人工透析懇話会
中外製薬株式会社
扶桑薬品工業株式会社

」

＊ アステラス ＷＥＢシンポジウム
講演
保存期腎不全の治療戦略
「保存期腎不全進行抑制の考え方と実践方法」
平成２７年７月２１日（火）
主催：株式会社 三和科学研究所
アステラス製薬株式会社
＊ 第２回腎臓病を考える会
「 改めて尿潜血を考える
平成２７年７月２３日（木）
主催：中外製薬株式会社

基調講演
」

＊ 第５回出雲糖尿病性腎症研究会
～糖尿病性腎症による新規透析導入ゼロを目指して～
「保存期腎不全検査教育入院から始めるＣＫＤ地域連携」
平成２７年７月２８日
共催：キッセイ薬品工業株式会社
後援：出雲医師会

特別講演

＊ 岡山市ＣＫＤ医療連携の会（第１６回 OCKD－NET Seminar）
「保存期腎不全検査教育入院から始まるＣＫＤ地域連携」
～紹介、逆紹介、両方の立場を経験して～
講演
平成２７年９月２日
共催：ＯＣＫＤ－ＮＥＴ
岡山県生活習慣病対策推進会議 CKD・CVD 対策専門部会
アステラス製薬株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
＊ 高血圧診療 Update
～家庭血圧から診る高血圧診療～
座長
「家庭血圧測定の意義を考える」
平成２７年９月５日
主催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
アステラス製薬株式会社
＊ ＣＫＤ勉強会
「ＣＫＤ地域連携の実際とメリット
－ＷＩＮ－ＷＩＮの関係を構築するために－」
平成２７年９月１０日
主催：中外製薬株式会社
＊ 腎疾患 連携セミナー
「ＣＫＤ検査教育入院から始まるＣＫＤ地域連携」
平成２７年９月１２日
主催：松山赤十字病院
テルモ株式会社
＊ 兵庫県ＥＳＡ２５周年記念講演会
「保存期腎不全における Total management
－貧血を中心に－」
平成２７年９月１９日
主催：中外製薬株式会社

特別講演

特別講演

特別講演

＊ かかりつけ医のための不眠診療セミナー
～誰も教えてくれなかった対応と処方のコツ～
「当院における不眠診療の現状と課題」
講演
平成２７年９月２６日
主催：エーザイ株式会社

＊ 第１２回西播地区透析技師研修会
「みんなで考えよう
Frail な高齢透析患者をチーム医療で支えるいくつかの方法」
平成２７年１０月１日
主催：中外製薬
＊ 腎臓病を知る責任 （市民講座 PART6）
～もっと教えて減塩の事！聞いてガッテン減塩のこと！～
平成２７年１０月４日
主催：近江八幡市立総合医療センンター

特別講演

＊ 多発性嚢胞腎の医療連携を考える会
平成２７年１０月８日
主催：大塚製薬株式会社

総合司会

＊ Kidney Joint Forum in KAGOSHIMA
「保存期腎不全検査入院からはじまる
ＣＫＤ地域連携の効果と実際」
平成２７年１０月１０日
主催：ＭＳＤ
＊ 第１１回 南大阪腎疾患談話会
「ＣＫＤ教育入院から始まるＣＫＤ地域連携」
平成２７年１０月１７日
共催：南大阪腎疾患談話会
中外製薬株式会社
＊第３２回滋賀医学会総会
「血管病としての腎臓病のマネージメント」
平成２７年１１月１４日
主催：滋賀医学会
＊ 毎日血圧時々尿検査セミナー
「慢性腎臓病（ＣＫＤ）を進行させない
平成２７年１１月１９日
共催：京都府医師会 ／ 京都透析医会
大日本住友製薬（株）

総合司会
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講演

ガッテンのいく

／

生活習慣指導」
基調講演

京都腎臓病総合対策推進協議会

＊ ＣＫＤTotal Management Conference2015
「腎不全におけるＳＡＳを考える」
平成２７年１１月２１日
主催：バイエル薬品株式会社
＊ 不整脈治療

Up to Date

特別講演

～知って得する実践的知識～
総合座長

平成２７年１１月２６日
主催：アストラゼネカ株式会社
塩野義製薬株式会社
＊ 第４回 湖東リウマチ膠原病研究会
「腎臓病から見た膠原病
～全身の鏡としての腎臓が発信する危険信号～
平成２７年１２月３日
共催：湖東リウマチ膠原病研究会
田辺三菱製薬株式会社
＊ 第２回

特別講演

糖尿病と腎を考える懇話会
Opening Remarks

平成２７年１２月１０日
共催：京都府医師会 京都内科医会 京都糖尿病医会
京都腎臓病総合対策推進協議会 キッセイ薬品工業株式会社
＊ ＣＫＤ連携カンファレンス
「ＣＫＤ検査教育入院から始まるＣＫＤ地域連携」
特別講演
平成２７年１２月１９日
主催：中外製薬株式会社
＊ 二州地区ＣＫＤ医療連携研究会
「ＣＫＤ検査教育入院から始まるＣＫＤ地域連携」
特別講演
平成２８年１月２１日
共催：敦賀市医師会
中外製薬株式会社

＊ 尿酸 update フォーラム in 近江八幡
「ＣＫＤ total management における尿酸管理の重要性」
講演
平成２８年１月２８日
主催：株式会社 三和化学研究所
＊ 豊明ＣＫＤ対策推進講演会
「保存期腎不全検査入院から始まるＣＫＤ地域連携」
平成２８年２月６日
共催：東名古屋豊明市医師会
協和発酵キリン株式会社
＊ 第３８回糖尿病治療研究会
「糖尿病性腎症における減塩の意義」
～ 三つ子の魂百まで
平成２８年３月５日
共催：糖尿病治療研究会
大日本住友製薬株式会社

～

＊ 第３回沖縄中部地区ＣＫＤ連携講演会
「ＣＫＤ検査教育入院から始まるＣＫＤ地域連携」
平成２８年３月１０日
主催：中外製薬
＊ 京都 高尿酸血症座談会
高尿酸血症の病態と治療
「尿酸領域」
内容紹介
平成２８年３月１５日
主催：株式会社三和化学研究所
＊ 第２回 御殿場ＣＫＤ連携講演会 特別講演
平成２８年３月２４日
「ＣＫＤ検査教育入院から始まるＣＫＤ地域連携」
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