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プログラム 

【開会の辞】 10：00〜10：10 (10 分) 

福岡県透析医学会会⻑ 福岡腎臓内科クリニック 院⻑ 平⽅秀樹 先⽣ 

  代表幹事 九州⼤学⼤学院 総合コホートセンター 准教授 中野敏昭 先⽣ 

【⼀般演題Ⅰ】 10：10〜10：50 (40 分) 

座⻑ 国⽴病院機構福岡東医療センター 腎臓内科 部⻑ ⿊⽊裕介 先⽣ 

1. アファチニブ投与後に半⽉体形成性⽷球体腎炎を発症した肺腺癌の 1 例
福岡⼤学病院 腎臓・膠原病内科
盛⽥ ⼤輔、池内 伸光、井上 和、⻄⽥ 義弘、井形 ⽂保、髙橋 宏冶、氷室 尚⼦、伊藤 建⼆、
安野 哲彦、三宅 勝久、上杉 憲⼦、藤⽥ 昌樹、升⾕ 耕介

2. Pembrolizumab による免疫関連有害事象 (irAE)を来した 2 例
原三信病院 腎臓内科
佛坂 早紀、末廣 貴⼀、稲永 隆、満⽣ 浩司

3. ⾃⼰腎に発症した BK ウイルス腎症による急性腎障害の 1 例
国⽴病院機構 福岡東医療センター 腎臓内科 1、国⽴病院機構 福岡東医療センター 呼吸器内科
2、加野病院 3、福岡⼤学 腎臓・膠原病内科 4

⾼江 啓太 1、上野 雄貴 1、⽣島 真澄 1、永江 洋 1、中野 貴⼦ 2 、⽚渕 律⼦ 3、升⾕ 耕介 4、
⿊⽊ 裕介 1

4. COVID-19 ワクチン接種後に発症した ANCA 関連⾎管炎の⼀例
産業医科⼤学病院 腎センター 1、産業医科⼤学病院 第２内科 2

⻑⾕川 恵美 1、宮本 哲 1、久間 昭寛 1、中園 和利 2、渡邊 三恵 2、眞⽥ 賢哉 2、佐藤 憲仁 2、
⽥村 健太郎 2、⽚岡 雅晴 2 

【⼀般演題Ⅱ】 10：50〜11:20 (30 分) 

座⻑ 国⽴学校共済組合 九州中央病院 腎臓内科 部⻑ ⽔政 透 先⽣ 

5. 難治性腹⽔の体液管理に腹膜透析が有⽤であったネフ ローゼ症候群の 1 例
北九州総合病院 総合内科 1、産業医科⼤学病院 腎センター 2 、⾏橋クリニック 3

⽩⽔ 智⼤ 1、宮本 哲 2、松本 美⾹ 3、⾼⽔間 亮治 1

6. 腹膜透析関連腹膜炎治療に難渋し、剖検にて悪性腫瘍による播種性腹膜炎の診断に⾄った症例
  久留⽶⼤学病院 内科学講座腎臓内科部⾨ 

  和⽥ 有⽣、久保 沙織、伊藤 佐久耶、松本 有⾥⼦、深⽔ 圭 
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7. 腹膜透析導⼊後に S状結腸軸捻転症を繰り返した末期腎不全患者の 1 例
九州⼤学病院 腎・⾼⾎圧・脳⾎管内科 1 、九州⼤学病院 臨床·腫瘍外科 2 、
九州⼤学⼤学院 総合コホート センター 3

上原 景⼤郎 1 、⼭⽥ 俊輔 1 、⽥中 茂  1 、⽔内 祐介 2、中野 敏昭 1,3、北園 孝成 1

【休憩】 11:20〜11:40 (20 分) 

【特別講演 1】11:40〜12:15 (35 分) 

共催：第 12回福岡県透析医学会学術集会、バクスター株式会社 

座⻑ 九州⼤学⼤学院 総合コホートセンター 中野敏昭 先⽣ 

『福岡県における維持透析患者の新型コロナ感染の現状と対策：PD患者を中⼼に』 
⼩倉記念病院 副院⻑兼腎臓内科主任部⻑ ⾦井英俊 先⽣ 

【特別講演 2】12:15〜12:50 (35 分) 

座⻑ 九州⼤学⼤学院 総合コホートセンター 中野敏昭 先⽣ 

『透析診療における感染対策の注意点（新型コロナウイルス感染症を中⼼に）』
九州⼤学病院 総合診療科 教授 兼 グローバル感染症センター センター⻑ 下野信⾏ 先⽣ 

【ランチョンセミナー】13:05〜13:50 (45 分) 

共催：第 12回福岡県透析医学会学術集会、協和キリン株式会社 

座⻑ 福岡腎臓内科クリニック 平⽅秀樹 先⽣ 

『腎性貧⾎治療薬と鉄のシナジー』
名古屋市⽴⼤学⼤学院医学研究院 腎臓内科分学分野 教授 濱野⾼⾏ 先⽣ 

【休憩】13:50〜14:00 (10 分) 

【⼀般演題Ⅲ】14:00〜14:30 (30 分) 

座⻑ 飯塚病院 腎臓内科 部⻑ 藤﨑毅⼀郎 先⽣ 

8. 重症下肢虚⾎の⾎液透析患者に対するレオカーナの使⽤経験
久留⽶⼤学医学部 内科学講座 腎臓内科部⾨ 1

久留⽶⼤学医学部 形成外科・顎顔⾯外科学講座 2 、久留⽶⼤学 臨床⼯学センター3

平⽥ 英夫 1、玻座真 琢磨 1、浦江 憲吾 1、實吉 帝奈 1、中野 薫 1 、名取 千佳 1 、今井 徹朗 3 、
守永 圭吾 2 、清川 兼輔 2 、深⽔ 圭 1

9. Polymyxin B immobilized fiber column direct hemoperfusion(PMX-DHP)を施⾏した COVID-19患者
8 例 の報告
国⽴病院機構 九州医療センター 腎臓内科 1

国⽴病院機構 九州医療センター  感染症内科 2 、
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国⽴病院機構 九州医療センター 呼吸器内科 3 

津⽥ 晋 1 、林 佐保 1 、⽔⼾ 実希 1 、吉住 瑛理⼦ 1 、福井 明⼦ 1 、松隈 祐太 1 、 

春⼭ 直樹 1 、⻑崎 洋司 2 、岡 元 昌樹 3、中⼭ 勝 1 

10. LDL 吸着療法が有効であったステロイド抵抗性ネフローゼ 症候群の⼀例
飯塚病院 腎臓内科 1 、九州⼤学病院 腎・⾼⾎圧・脳⾎管内科 2

松本 英展 1、佐藤 克樹 1、福満 研⼈ 1、中俣 悠亮 1 、服部 宗軒 1、佐々⽊ 彰 1、⼟本 晃裕 2、 

藤﨑 毅⼀郎 1

【⼀般演題 IV】14:30〜15:00 (30 分) 

座⻑ ⽇本⾚⼗字社 福岡⾚⼗字病院 腎臓内科 部⻑ 徳本正憲 先⽣ 

11. 透析カテーテルに関連した⾎流感染の現状と対策
福岡⾚⼗字病院 腎臓内科 1、 福岡⾚⼗字病院 看護部 2

中井 健太郎 1 、林⽥ 佳⼦ 2 、池⽥ 綾 2 、⼭岡 奈央 1 、井上 めぐみ 1 、宿理 朋哉 1 、
原 雅俊 1 、中川 兼康 1 、德本 正憲 1

12. エコー下 VAIVＴの有⽤性
医療法⼈ ⾼橋内科クリニック 内科
下池 英明、花⽥ 真⼀、⼄藤 徳⼈、⻑嶺 裕介、藤⽥ 晃弘

【閉会の辞】15:00〜15:10 (10 分) 

福岡県透析医会会⻑ ⼩倉記念病院 副院⻑ 兼 腎臓内科主任部⻑ ⾦井英俊 先⽣ 


