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第 4 回 I-HDF 研究会
第 1 会場プログラム

sola city hall 
8:55 ～　　　　  開会の辞 

土谷 健　大会長　（東京女子医科大学）

9:00 ～ 11:00　  シンポジウム　「個々の患者の病態にあった適正透析の選択」
司会：水口 潤（川島病院）、甲田 豊（甲田内科クリニック）

SY-01　「JRDR から導かれた透析処方関連因子と予後」
中井 滋 （藤田医科大学）

SY-02　「透析困難症に対する Qb/Qd コントロール On line HDF 療法」
下門 清志（しもかどクリニック）

SY-03　「合併症対策の観点から見た適正透析」
櫻井 健治（橋本クリニック）

SY-04　「適正なドライウェイトの設定法」
大河原　晋（自治医科大学附属埼玉医療センター）

SY-05　「透析様式・条件選択のための適正透析指標」
村上佳弥（北里大学）

SY-06　「I-HDF の適応と適正透析への模索」
齋藤 慎（公立富岡総合病院）

11:00 ～ 11:30　  教育講演
司会： 阿部 雅紀（日本大学）

EL 　「I-HDF と循環血液量変化から考察できること」
甲田 豊（甲田内科クリニック）

11:30 ～ 12:00　  基調講演　
司会： 川西 秀樹（土谷総合病院 )

KL 　「I-HDF の臨床試験」
峰島 三千男（東京女子医科大学）

12:10 ～ 13:10　  ランチョンセミナー　
テーマ「HDF 療法におけるナビゲーションと合併症対策」

座長：峰島 三千男（東京女子医科大学）
LS-01　「多様化する HDF の臨床効果について

人見 泰正（桃仁会病院）
LS-02　「BV プログラムを活用した生理的除水の可能性について」

岩尾 昌之（さかいクリニック）
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共催： 旭化成メディカル株式会社／株式会社ジェイ・エム・エス

13:20 ～ 13:30 　 総会
司会：土谷　健　会長

報告：峰島 三千男　事務局長　（東京女子医科大学）

13:30 ～ 15:30　  ワークショップ　「透析装置のプログラム機能を使いこなす」
司会：武本 佳昭（大阪市立大学）、佐藤 隆（偕行会セントラルクリニック）

WS-01　「東レ社製透析装置ＴＲ ‐ ３３００ＭのＩーＨＤＦプログラム機能の評価」
大谷　浩一（誠知クリニック）

WS-02　「テーラーメイドの間歇補液プログラムの有効性」
小林恭子 （松岡内科クリニック）

WS-03　「100NX シリーズ I-HDF プログラム補液の評価」
大澤 貞利 ( 釧路泌尿器科クリニック )

WS-04　「JMS 社製 GC-X01　各種プログラム機能を併用した I-HDF の有用性」
岩尾 昌之（さかいクリニック）　

WS-05　「Precision-IHDF の臨床経験」
中村 和宏（こぎそ腎クリニック）

15:40 ～ 16:20　  スイーツセミナー 
司会：土谷 健（東京女子医科大学）

SS 　「透析液の管理 入口から出口まで」
友 雅司（大分大学）

共催：メディキット株式会社

16:20 ～ 　　　閉会の辞　
次回大会長　宍戸　寛治（川崎クリニック）
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第 4 回 I-HDF 研究会
第 2 会場プログラム

Terrace Room 

9:30 ～ 10:30　一般演題　① 
座長：山下 明泰（法政大学）、菅沼 信也（腎内科クリニック世田谷）

O1-01　「逆濾過方式の I-HDF 療法における膜面積の増大が溶質除去性能に                                                                                                                   
与える影響の水系評価」

渡辺 誠也（法政大学）
O1-02　「間歇補充型血液透析濾過 (I-HDF) における MFX-25E eco と MFX-25U eco の比較」

大坪 茂（三軒茶屋クリニック）
O1-03　「Hybrid-HDF における溶質除去特性の比較検討」

成田 智春（常盤病院）
O1-04　「間歇補充型血液透析濾過（I-HDF) における各種ヘモダイアフィルターの性能評価」

山本 隼也（高知高須病院）
O1-05　「間歇補充型血液透析濾過（I-HDF）における ABH － LA の溶質除去性能と

臨床的有用性の検証」
中谷 隆浩（北彩都病院）

10:40 ～ 11:40　一般演題　② 
座長：宍戸 寛治 ( 川崎クリニック）、大澤 貞利（釧路泌尿器科クリニック）

O2-01　「I-HDF において間歇補充プログラムや除水プログラムを併用することで
透析中血圧は改善するか？」

上村 恵一（天使病院）
O2-02　「Hot shot I-HDF の血圧上昇効果の考察」

水口 裕梨（さかいクリニック）
O2-03　「I-HDF による温度プログラムを併用した末梢循環血流量改善への有用性」

川上 将史（東葛クリニック病院）
O2-04　「透析量を増大させた I-HDF は腎性貧血を改善させる」

菅沼 信也（腎内科クリニック世田谷）
O2-05　「ハイブリッド HDF を施行し溶質除去効率の向上と自覚症状の改善を試みた

2 症例の検討」
内田 賢太（土谷クリニック）

13:30 ～ 14:18　一般演題　③ 
 座長：松下 和通（まつした腎クリニック）、村上 淳（東京女子医科大学） 

O3-01　「低栄養透析患者に対する Polyflux-H を用いた I-HDF の検討」
齋藤 慎（富岡総合病院）
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O3-02　「少量補液 I-HDF 1 年間使用経験」
椎木 由香（武蔵小杉クリニック）

O3-03　「当院における酸性排水中和装置の作成と運用」
武田 勝（鹿島田クリニック）

O3-04　「塩素による水道水中の細菌の挙動について」
山本 英則（おおうみクリニック）


