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1．国内学会

1）一般演題

透析患者における XOR阻害薬 2種類の効果検討
横浜第一病院　　　診療部　石井 健夫
吉祥寺あさひ病院　診療部　多川 齊、有村 義宏
［共同演者］　　　　　　　　田栗 正隆、涌井 広道、田村 功一 他
第 54回日本痛風・尿酸核酸学会総会（2021.2）WEB

MPO-ANCA陽性血管炎における HLA-class IIアリルと再燃の関連
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏

［共同演者］　　　　　　　　川﨑 綾、佐田 憲映、針谷 正祥 他
第 65回日本リウマチ学会総会学術集会（2021.4）WEB

外科的血栓除去
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.5）大阪

Case sharing: My best, worst, impressive case
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.5）大阪

サイズ選択や Landing Zoneとは
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.5）大阪

エコーではどう見える？（DCB直後やステントグラフト）
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.5）大阪

エコーガイド下穿刺の教育体制確立に向けた取り組み
横浜第一病院　　臨床工学部　　今井 悠貴、小原 圭太、坂井田 壮真、柳川 有希
　　　　　　　　看護部　　　　髙部 静香
　　　　　　　　診療部　　　　佐藤 和宏、末木 志奈、宮本 雅仁、笹川 成
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 31回日本臨床工学会（2021.5）WEB
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自動化機能付き透析用監視装置における初回故障時期の検討
厚木クリニック　臨床工学部　浦本 雅也
第 31回日本臨床工学会（2021.5）WEB

臨床工学技士のエコーガイド下穿刺技術習得にむけた取り組み
吉祥寺あさひ病院　臨床工学部　関原 健介、佐藤 汐音、渡辺 あや香、吉田 健司、 
　　　　　　　　　　　　　　　飯島 康平、松本 敏嗣、信長 慎太郎、福島 恵美子
　　　　　　　　　診療部　　　野口 智永
第 31回日本臨床工学会（2021.5）WEB

透析室における超音波画像診断装置の使用経験 
～エコー下穿刺に使用する FC1-Xと iViz airの比較～

吉祥寺あさひ病院　臨床工学部　佐藤 汐音、渡辺 あや香、吉田 健司、 飯島 康平、 
　　　　　　　　　　　　　　　松本 敏嗣、関原 健介、信長 慎太郎、福島 恵美子、 
　　　　　　　　　　　　　　　元山 勇士
第 31回日本臨床工学会（2021.5）WEB

透析患者の推定塩分摂取量／除去量と予後との関連の調査
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
第 100回神奈川腎研究会（2021.5）神奈川

転入時のエコーによるシャント評価に関する検討
透析患者さま巡回シャントエコーサポートセンター　中山 拓二、佐藤 智幸、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 安信
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

入院維持透析の現況と地域医療連携、多職種チーム医療
吉祥寺あさひ病院　診療部　　　　　　　　有村 義宏、安田 隆、渡邊 カンナ、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小山 雄太、坂川 英一郎、野口 智永、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多川 齊
　　　　　　　　　患者さま相談室　　　　天神 美香
　　　　　　　　　リハビリテーション部　中西 延光
　　　　　　　　　栄養部　　　　　　　　髙橋 美枝
　　　　　　　　　薬剤部　　　　　　　　日昔 真里
　　　　　　　　　臨床工学部　　　　　　元山 勇士
　　　　　　　　　放射線部　　　　　　　黒田 裕也
　　　　　　　　　看護部　　　　　　　　稲葉 圭子、東福 真由美
　　　　　　　　　事務部　　　　　　　　荒木 真理、松田 崇大
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜
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原発性副腎不全による認知症を併発した維持透析の 1例
吉祥寺あさひ病院　診療部　小山 雄太、渡邊 カンナ、坂川 英一郎、安田 隆、 
　　　　　　　　　　　　　有村 義宏
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

カンジダ食道炎との鑑別に苦慮した好酸球性食道炎を呈した透析患者の１例
吉祥寺あさひ病院　診療部　渡邊 カンナ、安田 隆、小山 雄太、坂川 英一郎、 
　　　　　　　　　　　　　大和 恒恵、佐藤 綾、有村 義宏
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

65才以上の独居通院透析患者の現状
吉祥寺あさひ病院　看護部　　　　　小田 真公子、今西 典子、東福 真由美
　　　　　　　　　患者さま相談室　天神 美香
　　　　　　　　　診療部　　　　　小山 雄太
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

下肢病変を認める入院透析患者の看護と多職種連携
吉祥寺あさひ病院　看護部　　　　　　　　畑 寿江、稲葉 圭子
　　　　　　　　　リハビリテーション部　中西 延光
　　　　　　　　　診療部　　　　　　　　渡邊 カンナ、有村 義宏
杏林大学病院形成外科　　　　　　　　　　大浦 紀彦
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

透析室における超音波画像診断装置の使用経験  
～エコーガイド下穿刺における FC1-Xと iViz airの比較～

吉祥寺あさひ病院　臨床工学部　元山 勇士、佐藤 汐音、渡辺 あや香、吉田 健司、 
　　　　　　　　　　　　　　　松本 敏嗣、関原 健介、信長 慎太郎、福島 恵美子
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

臨床工学技士によるエコーガイド下穿刺  
～当院の取り組みと現況～

吉祥寺あさひ病院　臨床工学部　佐藤 汐音、渡辺 あや香、吉田 健司、飯島 康平、 
　　　　　　　　　　　　　　　関原 健介、松本 敏嗣、信長 慎太郎、福島 恵美子、 
　　　　　　　　　　　　　　　元山 勇士
　　　　　　　　　診療部　　　野口 智永
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜
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足底潰瘍を繰り返すシャルコー関節を呈した透析患者の一症例 
～再発予防に必要なアプローチの検討～

吉祥寺あさひ病院　リハビリテーション部　中西 延光、宮澤 由衣
　　　　　　　　　診療部　　　　　　　　有村 義宏
杏林大学病院形成外科　　　　　　　　　　大浦 紀彦
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

外来透析患者の残薬とポリファーマシーの関連についての検討
吉祥寺あさひ病院　薬剤部　日昔 真里、新藤 理恵子、原 亜希子
　　　　　　　　　診療部　有村 義宏
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

足病変を有する入院透析患者の栄養状態とリハビリ介入効果
吉祥寺あさひ病院　栄養部　　　　　　　　室岡 久美、髙橋 美枝、小倉 真理子、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永井 明子
　　　　　　　　　リハビリテーション部　中西 延光、宮澤 由衣
　　　　　　　　　診療部　　　　　　　　有村 義宏
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

RPGN全国アンケート調査二次研究 : IgA腎症及び IgA血管炎の生命・腎予後の検討
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
［共同演者］　　　　　　　　髙橋 真由美 他
第 64回日本腎臓学会総会（2021.6）横浜

高尿酸血症やメタボリックシンドロームに関わる最新情報の提供
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
高尿酸血症・メタボリックシンドロームリサーチフォーラム第 17回研究集会
（2021.7）大阪

カテーテル機能不全に対するポンピング手技の意義
横浜第一病院　　バスキュラーアクセスセンター　佐藤 和宏、末木 志奈、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本 雅仁、笹川 成
　　　　　　　　看護部　　　　　　　　　　　　髙部 静香、大島 裕子
　　　　　　　　臨床工学部　　　　　　　　　　柳川 有希　
　　　　　　　　リハビリテーション部　　　　　松本 和
善仁会グループ　安全管理本部　　　　　　　　　加川 康浩
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.7）横浜
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透析用カテーテルにおける再循環率とクリアランスギャップの相関についての検討
横浜第一病院　臨床工学部　佐藤 めい
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

転入時のエコーによるシャント評価に関する検討  
～本幹閉塞による側副路流出症例に関して～

透析患者さま巡回シャントエコーサポートセンター　中山 拓二、佐藤 智幸、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 安信
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

東レ・メディカル社製 TR-10EXにおける測定血流量の評価
横浜第一病院　臨床工学部　坂井田 壮真
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

エコーガイド下穿刺の教育体制の評価検討
横浜第一病院　　臨床工学部　　今井 悠貴、小原 圭太、坂井田 壮真、柳川 有希
　　　　　　　　看護部　　　　髙部 静香
　　　　　　　　診療部　　　　佐藤 和宏、末木 志奈、宮本 雅仁、笹川 成
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

臨床工学技士によるエコー下穿刺 
～当院の取り組みと現況～

吉祥寺あさひ病院　臨床工学部　佐藤 汐音、渡辺 あや香、吉田 健司、 飯島 康平、 
　　　　　　　　　　　　　　　松本 敏嗣、関原 健介、信長 慎太郎、福島 恵美子、 
　　　　　　　　　　　　　　　元山 勇士
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）WEB

当院バスキュラーアクセスセンターにおける予約業務の現況
吉祥寺あさひ病院　バスキュラーアクセスセンター　佐藤 奈月、中山 明日香、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺 泰子、高橋 奈緒、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疋田 聡、片岡 和義、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野口 智永
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）WEB

看護師による VAIVT前スクリーニング導入から見えてきたこと
横浜第一病院　看護部　中嶋 美絵
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉
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ゴアバイアバーンステントグラフトにおける狭窄発生部位の傾向
横浜第一病院　生理検査部　根本 一
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉

2）座長・司会・コメンテーター

IN. PACT DCB LIVE 透視下
司会　吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.4）大阪

これがエコーガイド下 VAIVTだ！ AVF編
司会　吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.4）大阪

VAIVTにおける IN.PACT AV Drug coated balloonへの期待
座長　吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.4）大阪

大規模災害にどう備えるか？―眞仁会における取り組み―
座長　湘南台じんクリニック　診療部　外山 勝英
第 12回湘南透析研究会（2021.5）神奈川

血液透析患者における下肢末梢動脈疾患の早期発見
座長　横浜第一病院　診療部　石井 健夫
第 66回日本透析医学会学術集会・総会共催セミナー（2021.6）横浜

多職種 2・検査
司会　吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
第 64回日本腎臓学会学術総会（2021.6）横浜

HIF-PH阻害薬 マスーレッド ®（モリデュスタット）の使用経験
座長　神奈川腎部門　診療部　外山 勝英
～WEBセミナー～腎性貧血治療の UP TO DATE（2021.7）WEB

腎性貧血治療における HIF-PH阻害薬への新たな期待
座長　神奈川腎部門　診療部　外山 勝英
～WEBセミナー～腎性貧血治療の UP TO DATE（2021.7）WEB
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Best Presentation Award
座長　横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

私の行ってきたバスキュラーアクセス管理
座長　横浜第一病院　診療部　笹川 成
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

ワークショップ「新型コロナ感染症（COVID-19）」による影響・変化
座長　吉祥寺あさひ病院　看護部　稲葉 圭子
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

ワークショップ「新型コロナ感染症（COVID-19）」による影響・変化
座長　総合健診センターヘルチェック　川崎センター　看護　河合 真奈美
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

ワークショップ「新型コロナ感染症（COVID-19）」対策
座長　訪問看護ステーションふれあい 21　看護部　河合 敦子
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

ワークショップ「新型コロナ感染症（COVID-19）」対策
座長　西八王子腎クリニック　看護部　梅本 明子
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

健診・検査・老人医療福祉の一般演題
座長　介護老人保健施設ユーアイビラ　栄養部　日暮 桂子
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

健診・検査・老人医療福祉の一般演題
座長　総合健診センターヘルチェック　川崎センター　検査　村松 綾子
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

腎部門リハビリ・診療・臨床工学・医事の一般演題
座長　成城じんクリニック　診療部　水野 章子
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

腎部門リハビリ・診療・臨床工学・医事の一般演題
座長　緑園都市クリニック　臨床工学部　柳川 貫一
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜
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特別講演　「慢性腎臓病におけるリン管理のポイント」
司会　吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜

VAIVT 5
座長　吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）WEB

CE が超音波・針を臨床現場へ上手に活用する
座長　横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉

3）特別講演

特別講演　臨床工学技士における叡智
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 11回関東臨床工学会（2021.2）栃木

特別講演　日本臨床工学技士会の目指す方向性と社会貢献
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 25回千葉県臨床工学会（2021.3）千葉

大会長企画　「診療報酬改定の今後」臨床工学技士会と診療報酬
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
日本医工学治療学会第 37回学術大会（2021.5）東京

大会長企画　腎代替療法療養指導士の今後の展開
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
日本医工学治療学会第 37回学術大会（2021.5）東京

特別講演　社会が求める臨床工学技士の存在意義
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 31回日本臨床工学会（2021.5）熊本
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委員会企画　腎代替療法医療専門職推進協会の設立に向けて
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

記念講演　臨床工学技士の法制定と歩む道
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
徳島県臨床工学技士会設立 30周年記念講演会（2021.9）WEB

基調講演　EGPA－メポリズマブは EGPAの予後を変えるか？
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
EGPA Web講演会（2021.9）WEB

特別講演　「医師の働き方改革に伴う法令改正によるタスク・シフト /シェアを推進する業務
にかかる告示研修について」

公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 27回近畿臨床工学会（2021.9）WEB

特別講演　緊急時に活きる臨床工学技士の重要性と未来
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 32回日本急性血液浄化学会学術集会（2021.10）埼玉

指定講演　日本における臨床工学技士の新しい変化と発展
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
アジア臨床工学フォーラム（2021.11）大阪

特別講演　これからの臨床工学技士の道標
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第４回神奈川県臨床工学会（2021.11）横浜

特別講演　やりたくないシャント手術… “誰か代わって‼”
横浜第一病院　診療部　笹川 成
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉
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2．国際学会

Mini-Oral　Assessment of SARS-CoV-2 antibodies in patients on hemodialysis
Takayasu Taira,
Department of Nephrology, Zenjinkai Group ,
Mitsuru Kurata,
Clinical inspection, Prime Health Partners Co.,Ltd.
Go Oda, Koichi Azuma, Toru Takemura, Tetsuo Chiba,
Department of Nephrology, Zenjinkai Group
58th ERA-EDTA CONGRESS（2021.6）BERLIN & VIRTUAL

3．シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・教育講演等

1）シンポジウム

シンポジウム　血管炎診療の進歩―リツキシマブ使用 ANCA関連血管炎患者前向きコホー
ト研究（RemIRIT）

吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
第 65回日本リウマチ学会総会学術集会（2021.4）WEB

共催シンポジウム　VAIVTにおける IN.PACT AV DCBへの期待 
～症例提示～

横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

シンポジウム　バスキュラーアクセス治療の潮流
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

シンポジウム　水ナトリウム代謝の新知見
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
第 64回日本腎臓学会学術総会（2021.6）横浜

シンポジウム　PDの未来（臨床工学と遠隔医療・AI）
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 27回日本腹膜透析医学会学術大会（2021.10）東京
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シンポジウム　ステントグラフトの適応と限界
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）WEB

シンポジウム　ステントグラフトの適応と限界
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉

シンポジウム　超高耐圧バルーンの適応と限界
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉

シンポジウム　Drug-Coated-Balloon（DCB）の適応と限界
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉

シンポジウム　VAIVTにおける各種特殊デバイスの有効利用と住み分けについて考える
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
第 30回日本腎不全外科研究会学術集会（2021.12）沖縄

2）セッション

ライブセッション（パネリスト）　透視下 VAIVTの標準的手技を考えよう AVG編
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.4）大阪

ライブセッション（パネリスト）　バイアバーン Live透視下
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.4）大阪

トークセッション（講演）　Outline of stent-grafting for Vascular Access
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.5）大阪

ライブセッション　YOKOHAMA VA LIVE
横浜第一病院　診療部　佐藤 和宏
第 15回日本透析クリアランスギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜
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3）セミナー

スポンサードセミナー　症例別カフ型カテーテルの挿入ポイント
横浜第一病院　診療部　笹川 成
第 26回透析バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会（2021.3）WEB

スポンサードセミナー　Vascular Access閉塞に対する超音波下外科的血栓除去＋VAIVTの治
療成績

横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 26回透析バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会（2021.3）WEB

スポンサードセミナー　Pilips Live! VAIVT Seminar
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
株式会社フィリップス・ジャパン主催講演会（2021.4）WEB

モーニングセミナー（演者）　Olutline of Ultrasound-Guided PTA
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.5）大阪

イブニングセミナー　症例の検討
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（2021.6）横浜

ランチョンセミナー　THORATEChnique-Surgery & Echo Guide-
横浜第一病院　診療部　笹川 成
第 66回日本透析医学会学術集会・総会共催セミナー（2021.6）横浜

ランチョンセミナー　THORATEChnique-Surgery & Echo Guide-「エコーで診る人工血管～私
の注視点～」

横浜第一病院　生理検査部　根本 一
第 66回日本透析医学会学術集会・総会共催セミナー（2021.6）横浜

WEBセミナー　横浜市透析医療連携 WEBセミナー（仮）
横浜第一病院　診療部　田山 宏典
協和キリン株式会社主催セミナー（2021.6）神奈川

モーニングセミナー　Clinical ratinale for poten ETA blocker for IgAN ALIGN study 
Unmet need and rationale for the developoment of chinook anti-APRIL agent in IgAN

横浜第一病院　診療部　石井 健夫
第 64回日本腎臓学会学術総会（2021.6）横浜
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WEBセミナー　Viabahn AVR ウェブセミナー
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
日本ゴア合同会社主催 講演会（2021.8）WEB

スポンサードセミナー 1　【音故知新】音にこだわる！ 
電子聴診器によるバスキュラーアクセス管理

横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 15回日本透析クリアランズギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

ハンズオンセミナー　初心者のための VAハンズオンセミナー
横浜第一病院　生理検査部　根本 一
第 15回日本透析クリアランズギャップ研究会学術集会（2021.8）横浜

WEBセミナー　Viabahn AVR ウェブセミナー
横浜第一病院　診療部　末木 志奈
日本ゴア合同会社主催講演会（2021.10）WEB

WEBセミナー　KANEKA Medix VA Web semminar
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
株式会社カネカメディックス共催セミナー（2021.11）WEB

スポンサードセミナー4　徹底討論！VAIVT 新時代におけるバスキュラーアクセスの選択と
戦略

横浜第一病院　診療部　佐藤 和宏
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉

スポンサードセミナー　Drug Technologyが VA治療にもたらしたもの
横浜第一病院　診療部　末木 志奈
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）WEB

スポンサードセミナー　ステントグラフトによる AVG吻合部狭窄病変治療
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）WEB

4）ワークショップ

ワークショップ　カテーテル透析の成績と試み（座長）
横浜第一病院　診療部　笹川 成
第 26回透析バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会（2021.3）WEB
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ワークショップ　ステントグラフトの適応と方法の検討
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 26回透析バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会（2021.3）WEB

ワークショップ　Viabahn AVR Group workshop
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
日本ゴア合同会社主催講演会（2021.3）WEB

ワークショップ　Viabahn AVR Group workshop
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
日本ゴア合同会社主催講演会（2021.5）WEB

ワークショップ　チーム医療から考える医療者働き方改革
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 66回日本透析医学会（2021.6）横浜

ワークショップ　Viabahn AVR Group workshop
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
日本ゴア合同会社主催講演会（2021.10）WEB

ワークショップ　腎代替療法医療専門職に寄せる期待
公益社団法人　日本臨床工学技士会
善仁会グループ　安全管理本部　本間 崇
第 27回日本腹膜透析医学会学術大会（2021.10）東京

ワークショップ　困難症例に対する血管内治療 
～ストラテジーとエンドポイント～

横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
第 25回日本透析アクセス医学会学術集会・総会（2021.11）千葉

5）教育講演

教育セミナー　学生・研修医のための教育セミナー mini-lecture:
併発しやすい電解質および酸塩基平衡の異常

吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
第 51回日本腎臓学会東部学術大会（2021.9）WEB
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6）依頼講演

依頼講演　血液透析患者の電解質管理と予後を考える
横浜第一病院　診療部　田山 宏典
Yokohama Dialysis Conference（2021.1）WEB

依頼講演　第 1回　Meet the Specialist  
～これからの腎性貧血治療について考える～

横浜第一病院　診療部　石井 健夫
アステラス製薬株式会社勉強会（2021.1）東京

依頼講演　必ず出会う腎臓病 Case Study
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
21世紀適々斎塾腎臓病セミナー（2021.1）WEB

依頼講演　パーサビブの最適な使用方法について
吉祥寺あさひ病院　看護部　山田 和幸
CKD‐MBDセミナー In 北多摩オンライン講演会（2021.1）WEB

依頼講演　最新の医学的知見
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
LOKELMA Online Symposium（2021.1）WEB

依頼講演　リウマチに対する診断と治療
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
旭化成ファーマ株式会社社内勉強会（2021.2）WEB

依頼講演　第 2回　Meet the Specialist 
～これからの腎性貧血治療について考える～

横浜第一病院　診療部　大山 邦雄
アステラス製薬株式会社勉強会（2021.2）神奈川

依頼講演　腎性貧血診療における新たな治療戦略
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
アステラス製薬株式会社社内研修会（2021.3）神奈川

依頼講演　症例提示
横浜第一病院　診療部　末木 志奈
Vascular Access Webinar Clinical Case Conference（2021.3）WEB
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依頼講演　腎性貧血治療WEBセミナー
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
扶桑薬品工業株式会社主催医師、看護師向け講演会（2021.3）神奈川

依頼講演　これがエコーガイド下 VAIVTだ！ AVG編・AVF編
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
Japan Endovascular Treatment Conference 2021（JET2021）（2021.5）大阪

依頼講演　導入患者減少を目指す CKD管理―ピットフォールを含めて―
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
新宿 CKDセミナー（2021.5）WEB

依頼講演　慢性腎臓病における高尿酸血症
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
ユリス錠発売１周年記念講演会 in横浜（2021.5）神奈川

依頼講演　最新の医学的知見
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
第 2回信州若手内科医師のための良くわかるシリーズ（2021.5）WEB

依頼講演　高カリウム血症の治療戦略と新規薬剤への期待
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
LOKELMA Online Symposium（2021.5）東京

依頼講演　VAIVT Academy WEB
横浜第一病院　診療部　笹川 成
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社主催講演会（2021.5）WEB

依頼講演　高カリウム血症患者における電解質管理の重要性（仮）
横浜第一病院　診療部　大山 邦雄 
ロケルマ発売１周年記念講演会（2021.5）WEB

依頼講演　臨床での尿沈渣検査の活かし方と今後の課題
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
第 1回臨床一般セミナー（2021.5）WEB

依頼講演　次世代の臨床一般検査技師に求められるもの～臨床での尿沈渣検査の活かし方と
今後の課題

吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
第１回臨床一般セミナー（2021.5）WEB
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依頼講演　腎臓病療養指導士制度について
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
第 10回腎臓病療養指導士認定のための講習会（2021.5）WEB

依頼講演　エコーガイド下 PTA
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
第 66回日本透析医学会学術集会・総会（富士フイルムメディカル展示ブース）
（2021.6）横浜

依頼講演　Balloon length choices -Why 6 cm?-
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
KANEKA MEDIX WEB Conference for VIAVT（2021.6）WEB

依頼講演　高カリウム血症の治療戦略と新規薬剤への期待
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
LOKELMA Online Symposium（2021.6）WEB

依頼講演　腎機能障害時の心不全治療戦略
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
ウメシバ CARDIORENAL ミーティング（2021.6）WEB

依頼講演　ANCA関連血管炎診療の変遷
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
キッセイ薬品工業株式会社 社内研修Web講演会（2021.7）WEB

依頼講演　腎・透析の最新の治療について
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
株式会社三和化学研究所 腎・透析WEB社内勉強会（2021.7）神奈川

依頼講演　高尿酸血症の最近の治療
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
高尿酸血症WEBフォーラム（2021.7）神奈川

依頼講演　VA管理
吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
高知透析合併症研究会（2021.7）WEB

依頼講演　腎臓病領域全般の診断・治療に関する最新の情報
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
株式会社三和化学研究所 CKDワークショップ（2021.7）東京
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依頼講演　ANCA関連血管炎―治療と管理を中心に―
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
CKDワークショップ（2021.7）WEB

依頼講演　もう一度基礎から理解する SHPTの治療戦略
神奈川腎部門　診療部　外山 勝英
キッセイ薬品工業株式会社社内研修会（2021.8）横浜

依頼講演　YOROI 10th Anniversary Webinar
横浜第一病院　診療部　笹川 成
株式会社カネカメディックス主催講演会（2021.9）WEB

依頼講演　HIF-PH阻害薬をどう使いこなすか 
～ Roxadustatへの期待～

横浜第一病院　診療部　大山 邦雄
第 3回 Meet the specialist～これからの腎性貧血治療について考える～（2021.9）神
奈川

依頼講演　腎臓病教室による食生活実践へのアプローチ
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
第 3回 Meet the specialist～これからの腎性貧血治療について考える～（2021.9）神
奈川

依頼講演　透析患者の残薬とポリファーマシー
吉祥寺あさひ病院　薬剤部　日昔 真里
第 7回 CKD-MBD交流会（2021.9）WEB

依頼講演　IC＆ AC社内トレーニング
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
バクスター株式会社社内研修会（2021.10）神奈川

依頼講演　VAIVT Academy Closed
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社講演会（2021.10）WEB

依頼講演　VAIVT Upskilling Webinar
横浜第一病院　診療部　末木 志奈
株式会社カネカメディックス主催講演会（2021.10）WEB
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依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.10）東京

依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
横浜第一病院　診療部　末木 志奈
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.11）東京

依頼講演　ANCA関連腎炎 最近の進歩 
～病態と治療を中心に～

吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
腎・透析オンラインセミナー in多摩（2021.11）WEB

依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
横浜第一病院　診療部　佐藤 和宏
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.11）東京

依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
腎運営推進部　金岡 泰行
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.11）東京

依頼講演　COMPASS
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社講演会（2021.11）WEB

依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
横浜第一病院　診療部　笹川 成
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.11）東京

依頼講演　ANCA関連血管炎―診断および病態を考慮した治療―
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
文科省・基礎研究医養成活性化プログラム 国保旭中央病院第 236回 C.P.C（2021.11）
千葉

依頼講演　腎性貧血治療について
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
アステラス製薬株式会社社内研修会（2021.11）神奈川
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依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
厚木クリニック　浦本 雅也
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.12）東京

依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
戸塚新クリニック　望月 秀二
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.12）東京

依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
厚木クリニック　浦本 雅也
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.12）東京

依頼講演　実習【動脈表在化の穿刺】の講師
腎運営推進部　金岡 泰行
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修会（2021.12）東京

依頼講演　日中交流企画（河南省）
横浜第一病院　診療部　宮本 雅仁
株式会社カネカメディックス講演会（2021.12）WEB

ミーティング　第 1部　症例検討会　第 2部　ディスカッション
横浜第一病院　診療部　佐藤 和宏
VAIVT若手医師　WEBミーティング（2021.3）WEB

アドバイザリーミーティング（講師）　ピートルの販売戦略について
横浜第一病院　診療部　石井 健夫
キッセイ薬品工業株式会社　主催　アドバイザリーミーティング（2021.7）神奈川

日中プロフェッショナル技術交流会　日本の VAIVT手技（ひとり法）＋大銀杏Ⅲ臨床評価
横浜第一病院　診療部　佐藤 和宏
ハイクラス透析バスキュラーアクセス維持検討会（2021.8）WEB

4．論文

1）依頼原稿

転入時のエコーによるシャント評価に関する検討
透析患者さま巡回シャントエコーサポートセンター　中山 拓二、佐藤 智幸、 

鈴木 安信
第 66回日本透析医学会学術集会・総会記録集 協和キリン株式会社 2021，9，p.10-11.
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5．著書

腎臓病療養指導士のための CKD指導ガイドブック
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆（ガイドブック作成委員会委員長）
腎臓病療養指導士のための CKD指導ガイドブック :日本腎臓病協会（監修）東京医
学社 2021.

1生化学検査　7．電解質・金属、血漿浸透圧、尿浸透圧
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
臨床検査データブック 2021-2022 （監修 :高久史麿）医学書院 2021.pp.47-59, 189-212

Rationale of concomitant cyclophosphamide for remission-induction in patients with antineutrophil 
cytoplasmic antibody-associated vasculitis: A propensity score-matched analysis of two nationwide 
prospective cohort studies

吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
［共著］　　　　　　Watanabe H,  Sada KE, et al.
Mod Rheumatol Oxford University Press 2021.31, （1）， pp.205-213

長期透析に伴う合併症１：心血管系合併症
三井記念病院　　　腎臓内科　三瀬 直文
吉祥寺あさひ病院　腎臓内科　多川 齊
血液浄化療法ハンドブック［2021］透析療法合同専門委員会編集委員会編 協同医書
出版 2021.pp.281-293

DCVAS Collaborators:  Association between age at disease onset of anti-neutrophil cytoplasmic 
antibody-associated vasculitis and clinical presentation and short-term outcomes

吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
［共著］　　　　　　　　　　Monti S,  Watts R,  Merkel PA,  Luqmani R. et al.
Mod Rheumatol Oxford University Press 2021.60, （2）， pp.617-628

日本版敗血症診療ガイドライン 2020
吉祥寺あさひ病院　診療部　小山 雄太
［共著］　　　　　　　　　　江木 盛時、小倉 裕司 他
日本集中治療医学会雑誌 28日本集中治療医学会 2021.

連載 ANCA関連血管炎を知る―分子標的薬が選択肢となる ANCA関連血管炎は？
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
日経メディカル on line日経 BP 2021.
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Usefulness of tissue inhibitor of metalloproteinase 1 as a predictor of sustained remission in patients 
with antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis

吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
［共著］　　　　　　　　　　Ishizaki J,  Takemori A, et al.
Arthritis Research & Therapy BioMed Central 2021.23, （1）， pp.91

患者を生きる―義足のランウェイ 5
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
朝日新聞（全国版）朝日新聞社 2021.

Exploratory classification of clinical phenotypes in Japanese patients with antineutrophil cytoplasmic 
antibody-associated vasculitis using cluster analysis

吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
［共著］　　　　　　　　　　Watanabe H,  Sada KE,  et al
Scientific Report nature research 2021.11, （1）， pp.5223

特集　油断大敵！　透析医療 泌尿器科医が知っておくべき危機管理からトラブル対処法ま
で・バスキュラーアクセス（VA）トラブルの診断・対処法

吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
臨床泌尿器科 Vol.75医学書院 2021.pp.564-567

ネフローゼ症候群 , AKI, CKD
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
今日の臨床検査 2021-2022年版監修 :樫林郁之介 医学書院 2021.pp.20-22

連載 ANCA関連血管炎を知る－　ANCA陰性の ANCA関連血管炎があるって本当？
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
日経メディカル on line日経 BP 2021.

Multicentre Study on the Efficacy of Brachial Artery Transposition Among Haemodialysis Patients.
横浜第一病院　バスキュラーアクセスセンター　宮本 雅仁
Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021 ELSEVIER 2021.61, （6）， pp.998-1006

CKD患者の腎機能を考慮した利尿薬の使用法を教えて下さい
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
腎臓病診療 Q&A（監修 : 山縣邦弘）東京医学社 2021.pp.136-138
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フレームワークで考える内科診断
吉祥寺あさひ病院　診療部　小山 雄太（分担訳）
フレームワークで考える内科診断（André M. Mansoor監訳 /訳 : 田中竜馬）メディカ
ル・サイエンス・インターナショナル 2021.

Japan Research Committee of the Ministry of Health,  Labour,  and Welfare for Intractable Vasculitis 
and for Intractable Renal Disease. Clinical impact of urinary CD11b and CD163 on the renal outcomes 
of anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated glomerulonephritis

吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
［共著］　　　　　　　　　　Yokoe Y,  Tsuboi N,  et al
Nephrology Dialysis Transplantation Oxford University Press 2021.36, （8）， pp.1452-1463

特集　維持透析患者のヘルシーエイジングに向けて―日常生活指導―アクセス管理（腫脹 ,  
疼痛）

吉祥寺あさひ病院　診療部　野口 智永
腎と透析 90東京医学社 2021.pp.601-605

連載 ANCA関連血管炎を知る―名は体を表す :血管炎のネーミングヒストリー
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
日経メディカル on line日経 BP 2021.

透析治療と災害対策―序文
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
腎と透析 8 東京医学社 2021.pp.183

透析治療と災害対策 , BCP（事業継続計画）
吉祥寺あさひ病院　診療部　小山 雄太
腎と透析 8東京医学社 2021.

Two distinct subsets of LDGs （low density granulocytes） in ANCA-associated vasculitis
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
［共著］　　　　　　　　　　Endo A,  Komagata Y,  Yamagishi K,  Kawashima S, 
　　　　　　　　　　　　　Kaname S
Mod Rheumatol Oxford University Press 2021.pp.1-10

Delamination of Acuseal early cannulation arteriovenous graft months after implantation.
横浜第一病院　バスキュラーアクセスセンター　宮本 雅仁
J Vasc Access. 2021 SAGE PUBLICATIONS LTD. 2021.22, （5）， pp.840-844
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【輸液療法の基礎と実践】水・電解質・酸塩基平衡異常とその補正　酸塩基平衡障害とその補正
吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
診断と治療 109診断と治療社 2021.pp.309-315

急速進行性腎炎症候群 -Up date.序文
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
腎と透析 9東京医学社 2021.pp.327-331

腎疾患治療薬 update-メポリズマブ
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
腎と透析 91:増刊号 東京医学社 2021.pp.121-126

第 1章 腎臓の働き 05血液の酸塩基平衡を保つ ,第 3章透析患者の体の変化 05血液が酸性に
なる

吉祥寺あさひ病院　診療部　安田 隆
透析ケア冬期増刊（369号）メディカ出版 2021.pp.28-31

ANCA関連血管炎性中耳炎を学ぶ
吉祥寺あさひ病院　診療部　有村 義宏
日経メディカル on line日経 BP 2021.

超音波下外科的血栓除去＋ PTAの実際と治療成績
横浜第一病院　バスキュラーアクセスセンター　宮本 雅仁、末木 志奈、佐藤 和宏、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笹川 成
透析 VAIVT2021 一般社団法人 透析バスキュラーアクセスインターベンション治療
医学会 2021.pp.7-9

6．その他

オンライン面会の現況と今後の課題
吉祥寺あさひ病院　看護部　稲葉 圭子、村田 里美
　　　　　　　　　事務部　松田 崇大、髙田 実、齋藤 次郎
　　　　　　　　　診療部　渡邊 カンナ
第 43回善仁会研究報告会（2021.11）横浜
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