第12回 血液浄化 Step Up セミナー

オンラインHDFの

実践的アプローチ

～臨床で活かせるノウハウを学ぼう～

会期 ： ２０１９年１２月１５日（日）
会場 ： 久留米シティプラザ 大会議室

（福岡県 久留米市）

《プログラム》
●基調講演 『オンラインHDF ～軌跡 ・ 現状 ・ 展望～』
講師 ： 友 雅司先生 （大分大学医学部附属 臨床医工学センター）

●教育講演 『オンラインHDFの実践的アプローチ ～しっかり透析とオンラインHDF～』
講師 ： 鈴木 一裕先生 （医療法人 援腎会 すずきクリニック）

『オンラインHDFの実践的アプローチ ～高齢者と透析困難症に対するOn line HDF～』
講師 ： 下門 清志先生 （医療法人 藍蒼会 しもかどクリニック）

『ヘモダイアフィルタの特性と使い分け』
講師 ： 大澤 貞利先生 （釧路泌尿器科クリニック）

『I-HDFの臨床評価 ～各種モニタリング機器の活用～』
講師 ： 武安 美希子先生 （医療法人 知邑舎 メディカルサテライト岩倉）

●特別講演 『患者協働の医療とオンラインHDF』
講師 ： 宿野部 武志先生 （一般社団法人ペイシェントフッド）

※昼食時にランチョンセミナーを予定しております

《参加費》
会員
事前 2,000円 ・ 当日 3,000円
施設会員 事前 3,000円 ・ 当日 4,000円
非会員
事前 5,000円 ・ 当日 7,000円
学生
＊事前 1,000円 （事前受付のみ）

《関連学会認定ポイント》
血液浄化専門臨床工学技士 ５単位
６学会合同認定 慢性腎臓病療養指導看護師 ４単位
透析技能検定 ５単位

* 学生は臨床工学技士養成校の在学生とし、当日受付にて学生証の提示をお願いいたします。

《事前参加登録期間》 2019年9月9日（月）～12月7日（土）
（一社）日本血液浄化技術学会のホームページ https://jstb.jp/
よりお申込み願います。
※当日参加も可能ですが満席の場合はお断りする場合がございますので、是非事前にお申込みください。
当番世話人〈お問い合わせ〉：小野 信行（社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 臨床工学室）
Mail : n-ono@st-mary-med.or.p TEL : 0942-35-3322 (代表)

主催 ： 一般社団法人 日本血液浄化技術学会

第 12 回血液浄化 Step Up セミナーのご案内
【テーマ】

『オンライン HDF の超実践的アプローチ』
～ 臨床で活かせるノウハウを学ぼう ～
この度、第 12 回血液浄化 Step Up セミナーの当番世話人を、聖マリア病院の小野信行が仰せ
つかりましたのでご案内申し上げます。
既にご承知のとおり、オンライン HDF 患者数は年々増加傾向にあり、2017 年末で全患者数の
28.4％に達し、現在は 30％以上の 10 万人を超えていると言われています。1994 年に発足した九
州 HDF 検討会から発展したオンライン HDF は、診療報酬で担保されてから急速に普及し、現在に
至っています。その後 2013 年に九州 HDF 検討会は閉会致しましたが、オンライン HDF は更に発
展し、新たな知見も出てまいりました。しかし、急速に普及しているオンライン HDF ではありますが、
いまだに様々な方法や疑問も多く、明確な標準化が成されていないのも事実です。しかしながら、
本来のオンライン HDF は、テーラーメイド治療のモダリティとして確立されるものと思っています。
そこで、第 12 回 Step Up セミナーでは、オンライン HDF におきまして、多くの臨床経験と知見をお
持ちの先生方にご講演をいただく予定です。
会場は、久留米市内の中心部にあります「久留米シティプラザ」を準備しております。大会議室
はスクール形式で 300 席を設置いたしますので、ゆったりと受講できるスペースを確保いたしまし
た。会場周辺は繁華街が近く、久留米ラーメン店や居酒屋が軒を連ねています。久留米は豚骨ラ
ーメン発祥の地と言われ、一般的な博多ラーメンとは一線を画していますので、是非本場の久留
米ラーメンをご堪能ください。また久留米市は、焼き鳥店の密度が世界一の激戦区とも言われ、そ
れ故にこだわりの焼き鳥店が多く存在していますので、夜の久留米も楽しんでいただければ幸い
です。現在開催に向けて鋭意準備中でございますので、是非皆様のご参加を心よりお待ちしてお
ります。

＜開催概要＞
「第 12 回血液浄化 Step Up セミナー」 のご案内
テーマ：『オンライン HDF の超実践的アプローチ』 ～ 臨床に活かせるノウハウを学ぼう ～
会 期：2019 年 12 月 15 日（日） 9：30～15：45（予定）
会 場：久留米シティプラザ
福岡県久留米市六ツ門町８－１
主 催：一般社団法人日本血液浄化技術学会
当番世話人：社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 臨床工学室 小野信行

『第１２回血液浄化 Step Up セミナー』
テーマ ： 「オンライン HDF の超実践的アプローチ」 ～臨床で活かせるノウハウを学ぼう～
9：25～ 開会の挨拶
〇基調講演
9：30～10：20
『オンライン HDF ～軌跡・現状・展望～』
講師：友 雅司 先生（大分大学医学部附属 臨床医工学センター）
〇教育講演①
10：20～11：10
『オンライン HDF の実践的アプローチ ～しっかり透析とオンライン HDF～』
講師：鈴木 一裕 先生（医療法人 援腎会 すずきクリニック）
（休憩：10 分）
〇教育講演②
11：20～12：10
『オンライン HDF の実践的アプローチ ～高齢者と透析困難症に対する On line HDF～』
講師：下門 清志 先生（医療法人 藍蒼会 しもかどクリニック）
休憩・ランチョン準備：10 分
〇ランチョンセミナー
12：20～13：10
『もう一つの治療選択 ～オーバーナイト透析・在宅血液透析について～』
（共催：ニプロ株式会社）
講師：杉本 謄寿 先生（医療法人 やまびこ会 福岡東ほばしらクリニック）
（休憩：10 分）
〇教育講演③
13：20～14：10
『ヘモダイアフィルタの特性と使い分け』
講師：大澤 貞利 先生（釧路泌尿器科クリニック）
〇教育講演④
14：10～14：50
『I-HDF の臨床 ～各種モニタリング機器の活用～』
講師：武安 美希子 先生（医療法人 知邑舎 メディカルサテライト岩倉）
（休憩：10 分）
〇特別講演
15：00～15：40
『患者協働の医療とオンライン HDF』
講師：宿野部 武志
15：45～ 閉会の挨拶

先生（一般社団法人ペイシェントフッド）

