＜院長主要講演会等記録＞（2021 年 4 月～2022 年 3 月）
＊ 第 9 回臨床高血圧フォーラム
次世代高血圧学委員会・実地医家部会合同企画（LIVE 配信）
「高血圧診療 秘伝の技」－私はこう治療している－
２０２１年５月１５日（土）
＊ 京都薬科大学

生涯教育センター

２０２１年度 卒後教育講座
講演
「慢性腎臓病の考え方と腎機能低下時の薬物投与について」
２０２１年５月１６日（日）
主催：京都薬科大学
＊ 明石腎フォーラム
～ 特別講演 ～
Microsoft Team を用いた Web 配信
「改めて腎臓病患者を専門医に紹介する意味を考える
～専門医と開業医の立場から～」
２０２１年５月２０日（木）
主催：協和キリン株式会社
＊ ヘルスケア・レストラン特別オンラインセミナー
オンライン配信（Zoom）
慢性腎臓病の病態と栄養管理
おいしく継続できる「適塩」食事療法の提案
「慢性腎臓病の病態と「適塩」指導の重要性」
２０２１年５月２２日（土）
主催：株式会社 日本医療企画
共催：キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社
＊ コロナ禍における高齢者

熱中症対策研修会

～WEB セミナー～

講演～

「高齢者では熱中症に要注意！とはいうものの、どうして高齢者は熱中症に弱いのか？
どうして夏本番より前から熱中症が増えるのか？熱中症指数って何？
認知症高齢者に対する熱中症ケアのポイントなどについて腎臓領域の専門家として
解説します。オンラインですが楽しく有意義な時間を共有できれば幸いです！」
２０２１年７月１３日（火）
共催：京都府
大塚製薬（株）

＊ 日本医師会生涯教育制度
高血圧診療実地医家ネットワーク Web 講演会 ～ディスカッション～
テーマ：「実地医家が抱える高血圧診療の課題」
２０２１年８月２８日（土）
共催：第一三共株式会社、メディカルトリビューン
後援：大阪府医師会
＊ GLP-1 Web Seminar

～講演～

～糖尿病専門医と腎臓専門医にきく糖尿病の現状と最新の臨床～
「京都府における糖尿病性腎症重症化予防の現状と課題」
２０２１年９月１６日(木)
主催：ノボルディスクファーマー株式会社
後援：京都糖尿病医会・京都腎臓医会
＊ EDeN
Web communication3 ～特別講演～
「皆で考える、あきらめない糖尿病性腎症のマネージメント
～教育入院やかかりつけ医との連携診療を経験して～」
２０２１年９月３０日（木）
主催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
日本イーライリリー株式会社
＊ 令和 3 年度糖尿病重症化予防事業研修会 Web 配信
「糖尿病重症化予防事業の成功に向けてすべきこと

～講演～

～事例を通してコツを共有します～
２０２１年１０月５日（火）
主催：京都府国民健康保険団体連合会
＊ 第 50 回京都腎臓免疫研究会

～講演～

ZOOM を使った WEB 配信

「京都における腎臓病対策の課題と展望～京都腎臓医会の歩み～」
２０２１年１０月９日（土）
共催：京都腎臓免疫研究会
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
後援：京都腎臓医会
＊ 第 1 回 Welby マイカルテ Web セミナー
～講演～
「高血圧治療における PHR の有用性と活用のコツ」
２０２１年１０月１９日（火）
主催：株式会社 Welby

＊ 第８回 CKD 治療連携研究会 Web 配信 ～特別講演～
「意味のある CKD 連携を実践するためにすべきこと」
～開業医と病院専門医の二足の草鞋を履いて思うこと～
２０２１年１０月２１日（木）
共催：CKD 治療連携研究会 佐賀市医師会 佐賀市薬剤師会
＊ STOP！CKD

Web 配信

ディスカッション

協和キリン株式会社

コメンテーター

～地域連携で腎性貧血治療を考える～
「CKD 診療を再考する ～日頃の疑問にお答えします～
２０２１年１１月４日（木）
主催：協和キリン株式会社

」

＊ Core Web Symposium 2021
Web 配信
～基調講演～
「改めて CKD における早期診断、早期治療の意義を考える」
２０２１年１１月１３日（土）
共催：ONO PHARAMACEUTICAL CO.LTD.
Astra Zeneca
＊ 第６回京都腎臓・高血圧談話会学術講演会 Web 配信
～パネルディスカッション
テーマ：「困った腎臓害への対応事例を皆で解決しよう！」
２０２１年１１月２０日（土）
共催：京都腎臓・高血圧談話会
アステラス製薬株式会社

司会～

後援：京都府医師会 京都腎臓医会 京都糖尿病医会 京都透析医会
京都府栄養士会 京都府薬剤師会 京都透析食腎臓病食研究会
＊ 左京糖尿病・腎臓病懇話会 ハイブリッド開催
２０２１年１１月２５日（木）
共催：日本バプテスト病院
田辺三菱製薬株式会社

～閉会の辞～

第一三共株式会社

＊ 「関西腎と薬剤研究会 第 1 回京滋セミナー」
「症例から学ぶ Total Kidney Care

Web 配信

～路頭に迷う患者さんを一人でも減らすために～」
２０２１年１２月９日（木）
共催：関西腎と薬剤研究会
協和キリン株式会社

～特別講演～

＊ ゆう薬局グループ薬剤師セミナー
Web 配信
２０２１年１２月１１日（土）
主催：株式会社ゆうホールディングス

～講演～

＊ 三原市医師会学術講演会 Web 配信 ～講演～
「高血圧診療を担うプライマリケア医における ARNI の役割
～Hypertension paradox を克服する一助となり得るか？～」
２０２１年１２月２１日（火）
共催：三原市医師会

大塚製薬株式会社

ノバルティスファーマー株式会社

＊ 奈良県立医科大学 5 回生講義
Web 配信
「医師と患者の関係はどのようにあるべきか
これまでの苦い経験・良かった経験」
２０２１年１２月２３日（木）
主催：奈良県立医科大学
＊ 奈良県 CKD 対策講演会 Web 配信 ～特別講演～
「意味のある CKD 病診連携を実現するためにすべきこと」
２０２２年１月２０日（木）
共催：特定非営利活動法人 日本腎臓病協会
協和キリン株式会社
＊ 第 14 回和歌山腎研究会学術講演会

Web 配信

～特別講演～

「元気な CKD ライフを過ごして頂くために
患者と医療者がすべきこと」
～進行因子を整理した保存期 CKD の見方、考え方、食事のコツを共有します～
２０２２年２月１７日（木）
主催：興和株式会社
＊ 腎臓病を考える会 Web 配信 ～特別講演～
「意味のある CKD 病診連携を実現するためにすべきこと」
２０２２年３月５日（土）
共催：蒲郡市 協和キリン株式会社
後援：蒲郡腎臓病ネットワーク協議会

＊ 腎症重症化予防を考える会 2022
Web 配信
～講演～
～腎硬化症も考える～
「腎症予防を実現するためにすべきこと ～DKD マネジメントを含めて～」
２０２２年３月２９日（火）
主催：協和キリン株式会社

