
＜院長主要講演会等記録＞（H28.4～H29.3） 

 
＊ 第 1 回京滋ＣＫＤ研究会 講演会  特別講演 
「腎臓専門医が腎臓病療養指導士としての薬剤師に期待すること」 
平成２８年４月１４日（木） 
共催：京滋ＣＫＤ研究会 
   キッセイ薬品（株） 
 

＊ 釧根地区ＣＫＤ地域連携講演会  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」 
平成２８年４月２３日（土） 
主催：協和発酵キリン株式会社 

  
＊ 氷見市医師会学術講演会  特別講演 

「CKD 早期発見と地域連携の意義」 
      ～かかりつけ医、専門医 両者の立場を経験して～ 
平成２８年５月１８日（水） 
共催：氷見市医師会 
   中外製薬（株） 
 

＊ 大竹市医師会月例会  特別講演 
「CKD 検査教育入院から始まる CKD 地域連携」 
平成２８年５月２１日（土） 
共催：大竹市医師会 

中外製薬（株） 
 
＊ 糖尿病治療について語り合う会  座長 

「糖尿病治療薬の使い分けについて」 
 平成２８年６月４日(土) 
 共催：アストラゼネカ株式会社 
    小野薬品工業株式会社 
 
＊ 第 118 回北丹医師会学術講演会  講演  

「放っておけない痛みの治療と CKD」」 
平成２８年６月１４日（火） 

 共催：社団法人北丹医師会  持田製薬（株） 
 



＊ 第 2 回桂腎臓セミナー  特別講演 
「CKD 検査教育入院の効果と実際 
      － 攻める CKD マネージメントを目指して－」 
平成２８年６月２３日（木） 

 共催：一般社団法人西京医師会  
    鳥居薬品株式会社 
 
＊ 第 29 回 京都糖尿病医会学術講演会   総合司会 

テーマ「積極的な糖尿病腎症のマネージメントを考える」 
 平成２８年６月２５日（土） 
 共催：京都府医師会 
    京都糖尿病医会 
 
＊ 第２回 京都 ADPKD Expert Meeting  総合司会／進行 

「多発性嚢胞腎の病態と治療」 
 平成２８年６月３０日（木） 
 主催：京都腎臓病総合対策推進協議会 
    大塚製薬（株） 
     
＊ 第 23 回臨床研修医のための腎臓セミナー  講師 

「 地域のニーズに応えるＣＫＤ地域連携 」 
－ 改めて保存期腎不全検査教育入院の必要性と効果を考える －  

 平成２８年７月３１日（日） 
 共催：中外製薬株式会社 
 
＊ ＪＭＡＰ一般社団法人 日本慢性疾患重症化予防学会  講演 

サマーセミナー2016 in Tokyo プログラム  
 「糖尿病性腎症重症化予防に役立つ減塩指導のノウハウ」 
平成２８年８月７日（日） 
 

＊ 第８回新宮地区ＣＫＤ講演会  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 
          － ＣＫＤ降圧治療のコツと考え方－」 

  平成２８年８月２０日（土） 
  共催：アステラス製薬（株）  
     日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 
 

 



＊ 第４３回東北腎不全研究大会   会長招聘特別講演   
「ＣＫＤ検査教育入院と地域連携の意義」 
平成２８年８月２８日 
共催：第４３回東北腎不全研究大会 
   中外製薬（株） 

 
＊ なんでも聞いて、ガッテンがいく！     座長 

内科医のための骨粗鬆治療セミナー 
「 骨粗鬆症治療 次のステップ 
    ～検査・治療・２次骨折予防・転倒予防・運動療法の観点から～ 」 
平成２８年９月３日 (土) 
主催：旭化成ファーマー（株） 

 
＊ 市民公開講座 

ストップＣＫＤ（慢性腎臓病）     講演 
「腎臓病と塩分の関係－ガッテンのいく減塩方法と落とし穴」 
平成２８年９月４日（日） 
主催：滋賀県・透析研究会 

 
＊ 平成２８年度 北部支部学習会    講演 

 ～透析者に必要な検査値の見方・考え方～ 
平成２８年９月１１日（日） 
 

＊ 第１回糖尿病アカデミー   講演 
「 ＳＧＬＴ２阻害薬による血糖管理を経験して 」 
平成２８年９月１５日（木） 
主催：第一三共（株）、田辺三菱製薬（株） 
 

＊ 函館稜北病院 院内学習会   講演 
「減塩入院プログラム」 
平成２８年９月２５日 
協賛：北海道ホームケア（株） 

 
＊ ＣＫＤチーム医療を考える会   特別講演 

「ＣＫＤ検査教育入院の意義 
  － 充実したＣＫＤチーム医療を目指して －」 
平成２８年９月２９日（木） 
主催：中外製薬（株） 



＊ 第３回東近江地区ＣＫＤ地域連携フォーラム  総合司会 
 テーマ 「透析導入症例を振り返る」 
平成２８年１０月６日(木) 
主催：中外製薬（株） 

 
＊ 第２回京都南部ＣＫＤ地域連携勉強会   特別講演 

「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１０月２９日 
主催：中外製薬株式会社 

 
＊第２回 薬剤師のためのスキルアップセミナー   講演 
     ～ ガイドラインを知る④ ～ 
 「腎障害時における薬物使用の基本的な考え方」 

平成２８年１１月３日（木・祝） 
主催：（一社）京都府薬剤師会、学術研修委員会 
 

＊ 毎日血圧時々尿検査セミナー   座長 
テーマ：「適塩／高齢者ＣＫＤの血圧管理／専門医との地域連携」 
平成２８年１１月１７日(木) 
共催：京都府医師会 ／ 京都透析医会 ／ 京都腎臓病総合対策推進協議会 
   大日本住友製薬（株） 

 
＊ 糖尿病で腎臓病にならない、進めない    特別講演 

「糖尿病で腎臓病にならない、進めないために ～ガッテンのいく減塩の秘訣～ 」 
平成２８年１１月２６日(土) 
主催：滋賀県立成人病センター 
   滋賀さざなみ会 

 
＊ 第１回 適塩フォーラム in Kyoto 2016 

テーマ：「改めて多職種で塩のあり方を考える」 
パネルディスカッション  司会 
平成２８年１２月４日（日） 
主催：京都腎臓病総合対策推進協議会 
 

 
＊ 明石・西神戸地区ＣＫＤと合併症懇話会    特別講演 

「ＣＫＤ進行抑制のためにすべきこと 
    －教育入院と地域連携を含めて－」 



平成２９年１月２６日（木） 
主催：（株）三和化学研究所 
 

＊ 三地区合同学術講演会   特別講演 
「ＣＫＤと腎臓にやさしい痛み止めの話」 
平成２９年２月９日（木） 
共催：京都北医師会 上京東部医師会 京都市西陣医師会 
   持田製薬株式会社 

 
＊ 第５１回糖尿病学の進歩   講演 

「ＣＫＤ発症・進行予防と減塩（適塩）」 
平成２９年２月１７日（金） 

 
＊ 那覇市ＣＫＤ連携講演会   特別講演 

「糖尿病性腎症による透析を一人でも減らすためにすべきこと 
        － 開業医・専門医両方の立場から －」 
平成２９年３月４日（土） 
共催：那覇市 那覇市医師会 協会けんぽ 中外製薬株式会社 

 
＊ 第３回御殿場ＣＫＤ病診連携懇話会   特別講演 

「ＣＫＤにおける早期紹介の意義と効果 
        ～かかりつけ医と病院の役割を明確にする～」 
平成２９年３月９日（木） 
主催：中外製薬株式会社 
 

＊ ADPKD 連携講演会    コメンテーター 
  ～多発性嚢胞腎について考える～    

平成２９年３月１８日（土） 
主催：大塚製薬株式会社 

 
＊ ウリアデック講演会   司会 

「高尿酸血症治療による腎障害・血管内皮障害進展抑制について」 
平成２９年３月２１日(火) 
主催：株式会社 三和化学研究所 

 
＊ 第３３回きょうと健やか２１in 相楽   講演 

相楽医師会 市民フォーラム  「尿酸値が高い？ ～かくされた腎臓病～ 」 
「痛いだけではすまない 尿酸の話」 



 平成２９年３月２５日(土) 
 共催：一般社団法人 相楽医師会／株式会社三和化学研究所 

 
 
 


