＜院長主要講演会等記録＞（H29.4～H30.3）
＊ 南加賀 透析セミナー
特別講演
「ＣＫＤ教育入院の魅力と笑顔のＣＫＤ地域連携」
平成２９年４月１３日（木）
主催：協和発酵キリン株式会社
＊ Diabetes Area Meeting in Teine
特別講演
「糖尿病性腎症の治療における教育入院の役割」
平成２９年４月１５日（土）
主催：小野薬品工業（株）
アストラゼネカ（株）
＊ 慢性腎臓病（CKD）医療連携セミナー
特別講演
「糖尿病性腎症重症化予防のために病院、かかりつけ医のすべきこと」
平成２９年４月２７日（木）
主催：協和発酵キリン株式会社
＊ 腎臓病食事療法市民講座 in 京都～おいしい 365 日～
基調講演
「腎臓病管理の最重要ポイント“適塩” 」
－あなたにもできるソルトコントロールの秘訣を教えます－
平成２９年５月１４日(日)
主催：キッセイ薬品工業（株）ヘルスケア事業部
後援：京都腎臓病総合対策推進協議会／京都腎臓病患者協議会
協力：学校法人大和学園 京都栄養医療専門学校
＊ 透析を遅らせるために低たんぱく食調理実習４２
「腎不全における高血圧治療薬」
平成２９年５月２１日（日）
主催：びわこ腎臓病食研究会
後援：NPO 法人食事療法サポートセンター
（有）オトコーポレーション

in 滋賀

講演

＊ 北河内 腎臓病フォーラム
特別講演
「有効なＣＫＤ病診連携を再考する」－かかりつけ医、専門医両者の立場を経験して－
平成２９年７月１５日(土)
共催：大阪慢性腎臓病対策協議会（Ｏ－ＣＫＤＩ）
中外製薬株式会社
後援：日本慢性腎臓病対策協議会（Ｊ－ＣＫＤＩ）
交野市医師会 門真市医師会 大東・四条畷医師会・寝屋川市医師会
枚方市医師会 守口市医師会 大阪府
＊ 第 3 回釜座骨粗鬆症を科学する会
講演
テーマ： 腎臓内科医の観点から科学する
「ＣＫＤにおける骨粗しょう症と薬物投与」
平成２９年７月２２日（土）
主催：第一三共株式会社
＊ 結果を出せる減塩指導セミナー
「減塩と腎症の重症化予防」
平成２９年７月２３日（日）
主催：ヘルスケア・レストラン
協賛：大塚食品

講演

＊ 高尿酸血症フォーラム in 京都
座長
～ 新時代の高尿酸血症治療へ ～
平成２９年７月２９日（土）
共催：株式会社 富士薬品
ファイザー株式会社
＊ 京滋ＣＫＤ研究会 北部講演会
特別講演
テーマ：慢性腎臓病における薬物療法マネジメント
「様々なステージの腎臓病の基礎知識とその management
－ 薬物治療から非薬物治療まで －
平成２９年８月３日（木）
共催：京滋 CKD 研究会／キッセイ薬品工業株式会社
後援：京都腎臓・高血圧談話会
＊ 日本慢性疾患重症化予防学会 サマーセミナー2017
ケースカンファレンス 「脱水予防」
平成２９年８月６日（日）

座長

＊ 京都生協学習会
講演
平成２９年９月 1 日（金）
＊ 第 4 回 洛西診療連携研究会
特別講演
「ＣＫＤ患者の病診連携
～患者メリットを重視したベストな紹介タイミングを考える～
平成２９年９月２日（土）
共催：洛西診療連携研究会 ／ 株式会社三和化学研究所

」

＊ （京都府糖尿病重症化予防対策補助事業）
講演
平成 29 年度在宅療養者への訪問栄養食事指導研修
「糖尿病性腎症重症化予防」
平成２９年９月３日（日）
＊ 慢性腎臓病地域連携セミナー
講演
「ＣＫＤ教育入院から始まるＣＫＤ地域連携
～ＥＳＡ投与も含めて～ 」
平成２９年９月１６日（土）
主催：中外製薬株式会社
後援：北海道大学病院ＣＫＤネットワーク
札幌市
＊ 第 2 回糖尿病アカデミー
座長
平成２９年１０月７日（土）
主催：第一三共株式会社
田辺三菱製薬株式会社
＊ 第１６回甲賀湖南 CKD 研究会
特別講演
「有効な CKD 地域連携を考える」
～ 糖尿病性腎症による透析阻止のために開業医、専門医のすべきこと
平成２９年１０月７日（土）
共催：甲賀湖南 CKD 研究会
甲賀湖南医師会
甲賀湖南薬剤師会
中外製薬株式会社
＊ CKD/透析と循環器疾患を考える会
Opening Remarks
平成２９年１０月１２日（木）
共催：第一三共株式会社
後援：京都腎臓・高血圧談話会

～

＊ 第１２回 日本禁煙科学会学術総会 in 島根
シンポジウム
平成２９年１０月２９日（日）
主催：日本禁煙科学会
共催：NPO 法人しまね子どもをたばこから守る会
島根産業保健総合支援センター
後援：島根県、島根労働局、松江市 他
＊ 平成２９年度 高崎市医師会学術講演会
講演
「 有効な CKD 地域連携を考える
－かかりつけ医、専門医両者の立場から－ 」
平成２９年１１月２日（木）
共催：高崎市医師会・中外製薬株式会社
＊ 第９１回大宮地区透析療法勉強会
特別講演
「CKD 入院から始まる地域連携
～透析を減らすためにすべきこと～」
平成２９年１１月９日（木）
主催：中外製薬株式会社
＊ 京都北医師会・上京東部医師会・京都市西陣医師会
三地区合同学術講演会
特別講演
「CKD と骨粗鬆症」
平成２９年１１月１６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
中外製薬株式会社
＊ 安芸郡医師会学術講演会
講演
「糖尿病性腎症による透析を減少するためにすべきこと
－効果的な病診連携を考える－ 」
平成２９年１１月１８日（土）
共催：安芸群医師会
田辺三菱製薬株式会社
第一三共株式会社

＊ 平成２９年度京都府糖尿病対策推進講習会
講師
糖尿病性腎症重症化予防 ～CKD（慢性腎臓病）と生活習慣～
「糖尿病性腎症の臨床像、症例提示も交えた治療方針、他職種に期待すること」
平成２９年１２月１７日（日）
主催：京都府医師会
共催：京都府糖尿病協会、京都府薬剤師会、京都府臨床検査技師会
京都府糖尿病療養指導士認定委員会
後援：京都府看護協会、京都府栄養士会、京都府歯科医師会
京都府介護支援専門員会、京都透析医会
＊ 第１回 Shimane Nephrology Conference
特別講演
「nephrologist as a supergeneralist
－－－欲張りな内科医を目指して－－－」
平成３０年１月２０日（土）
共催：Shimane Nephrology Conference
中外製薬株式会社
＊ 第 20 回 薬剤師のためのイブニングセミナー
「腎障害における薬物療法」
平成３０年１月２５日（木）
共催：京都府薬剤師会・学術研修委員会
京都府立医科大学附属病院 薬剤部

特別講演

＊ CKD 病診連携講演会 in 浜田
特別講演
「CKD 入院から始まる CKD 地域連携」
～浜田での糖尿病による透析を一人でも減らすために～
平成３０年２月３日（土）
主催：協和発酵キリン株式会社
＊ 近畿薬剤師合同学術大会 2018
講演
｛CKD～医師の立場から薬剤師に期待すること～｝
平成３０年２月４日（日）
主催：近畿薬剤師会

＊ 解決コンコン懇話会
講演
「咳嗽治療に難渋した症例」
平成３０年２月１５日（木）
主催：アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
＊ JMAP 一般社団法人 日本慢性疾患重症化予防学会
「糖尿病性腎症重症化予防とタンパク制限」
平成３０年２月１８日（日）
主催：日本慢性疾患重症化予防学会

講演

＊ 平成２９年度京都市国民健康保険特定保健指導実務者研修会
「慢性腎臓病 CKD
～腎臓を守る視点から特定保健指導を考える～」
平成３０年２月２７日（火）
主催：京都市保健福祉局生活福祉部
＊ 第 4 回 腎臓病療養指導士認定のための講習会
「CKD におけるチーム医療について」
平成３０年３月４日（日）
主催：日本腎臓学会

講演

講演

＊ 那覇市 CKD 連携講演会
講演
「那覇市内における開業医と病院の連携促進」
平成３０年３月１０日（土）
主催：中外製薬株式会社
＊ 手軽で美味しい減塩食のススメ 講演会
「高血圧から身を守るために」
～ガッテンのいく適塩方法を教えます～
平成３０年３月１１日（日）
共催： 宇治市
京都文京短期大学
（株）平和堂アル・プラザ宇治東

in 宇治

講演

（株）典座

＊ 第３８回京都透析医会 総会・学術集会 プログラム 指定演題発表
「京都における透析患者およびメディカルスタッフの禁煙状況」
―京都透析医会、京都腎臓病総合対策推進協議会協同調査より―
平成３０年３月１８日（日）

