Renal Weekend 2018 in 名古屋
2018 年 9 月 15 日～9 月 16 日

於

名古屋第二赤十字病院

プログラム
第 3 病棟 1 階研修ホール

参加費： 各研究会とも 3,000 円 （3 研究会すべてに参加される方は 6,000 円に割引になります。）

9 月 15 日（土）
第 27 回発達腎研究会
会長

中西 浩一（琉球大学大学院医学研究科育成医学（小児科）
）

一般演題 1 9：40～10：25
1.

9：40～12：20
座長：森貞 直哉（兵庫県立こども病院臨床遺伝科）

TGFBI 関連角膜ジストロフィに腎症を合併した 1 例

長野智那、他．神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学
2.

男性腎不全の家族歴からネフロン癆関連シリオパチーの診断に至った 3 歳男児例

和田卓三、他．和歌山県立医科大学小児科、他
3.

IFT140 遺伝子異常によるネフロン癆の 1 例

神田祥一郎、他．東京大学小児科、他
4.

ネフローゼ患者由来 iPS 細胞から作成した腎オルガノイドはネフリン局在化と糸球体スリット膜形
成の病態を再現する

谷川俊祐、他．熊本大学発生医学研究所 腎臓発生分野、他

一般演題 2 10：25～11：05 座長：神田 祥一郎（東京大学小児科）
5.

超低出生体重児における尿細管機能の検討

松村和哉、他．平塚市民病院小児科、他
6.

腎の発達におけるレニン産生細胞の分布と働き

岡 政史．国立病院機構嬉野医療センター小児科、他
7.

PAX2 関連腎疾患の遺伝子型と臨床像

森貞直哉、他．兵庫県立こども病院臨床遺伝科、他
8.

コモン・マーモセットを用いた in vivo ブタ腎発生の検討

松本 啓、他．東京慈恵会医科大学 腎臓・高血圧内科、他

特別講演 11：15～12：15
小林

英司先生

慶應義塾大学医学部

ブリヂストン臓器再生医学寄附講座

「ヒト由来幹細胞から作った’腎芽‘を育てる戦略」

第 40 回 日本小児体液研究会
会長

池住 洋平（藤田保健衛生大学小児科）

一般演題 1 14：05～14：53
1.

14：00～18：00

座長：日比野 聡（あいち小児保健医療総合センター腎臓科）

血清ナトリウム値 194mEq/L を認めた本態性高ナトリウム血症の一例

渡部 瑶、他．大阪市立総合医療センター小児総合診療科
2.

慢性の脱水症が原因と考えられた高アルドステロン血症の一例

杉田 晃、他．藤田保健衛生大学小児科
3.

透析液の隔壁開通を怠ったために低ナトリウム血症を発症した一例

小野泰輔、他．県立広島病院 小児科、他
4.

低張液輸液後の低ナトリウム血症のリスク因子の検討

白井陽子、他．東京女子医科大学腎臓小児科、他

一般演題 2 14：55～15：43
5.

座長：貝藤 裕史（兵庫県立こども病院腎臓内科）

SIADH による著明な低ナトリウム血症をきたした急性硬膜下血腫の乳児例

桑名駿介、他．高知大学医学部小児思春期医学
6.

回腸人工肛門から大量下痢をきたし治療に難渋したアデノウイルス腸炎の一例

森川和哉、他．大阪医科大学小児科、他
7.

体重減少と著明な電解質異常を呈し遺伝性塩類喪失性尿細管機能異常症が疑われた 9 ヶ月男児例

近藤朋実、他．藤田保健衛生大学小児科
8.

致死的経過をたどった特発性毛細血管漏出症候群（Clarkson 症候群）の 1 乳児例

山内壮作、他．関西医科大学小児科学講座

一般演題 3 16：00～16：48
9.

座長：木全貴久（関西医科大学小児科学講座）

RAS 系抑制薬の副作用を認めた Alport 症候群の 1 例

松本祐嗣、他．藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科、他
10. 低用量のカルペリチドの併用が浮腫に有効であったステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の 1 例

稲熊洋祐、他．兵庫県立こども病院腎臓内科
11. ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の治療経過中に低カリウム血症をきたした 1 例

富井祐治、他．埼玉小児医療センター腎臓科
12. ネフローゼ症候群の体液貯留時におけるトルバプタンの利尿効果

日比野 聡、他．あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

特別講演 17：00～18：00
倉橋 浩樹

先生 (藤田保健衛生大学総合医科学研究所・分子遺伝学研究部門)

「小児腎疾患と精密医療」

9 月 16 日（日）
第 25 回 日本小児高血圧研究会

9：00~12：20

会長 藤永 周一郎（埼玉県立小児医療センター 腎臓科）
一般演題 1
1

9：05～9：50

座長 ：平野 大志（東京慈恵会医科学 小児科学講座）

当科における 当科における 当科における 24 時間自由行動下血圧測定（ABPM）の使用経験

榊原菜々、他．神戸大学院医研究科内系講座 小児科学分野
2

小児腎疾患者に対する 24 時間自動血圧測定の有用性

内田博之、他．あいち小児保健医療総合センター腎臓科
3

RAA 系異常を認めた 1 例

泊弘 毅、他．東京都立小児総合医療センター 腎臓内科
4

高レニン性高血圧症の男児例

荻野佳代、他． 倉敷中央病院 小児科
5

高度水腎症の腎盂形成術後に高血圧を認めた 2 症例

松田百代、他．大阪市立総合医療センター 小児総合診療科
一般演題 2
6.

9：50～10：26

座長：原田 涼子（東京都立小児総合医療センター 腎臓内科）

高血圧脳症をきたしたパルボウイルス B19 感染関連糸球体腎炎の一例

長澤 武、他．東京女子医科大学腎臓小児科、他
7

無熱性けいれんで発症した腎外症候性急性糸球体腎炎の一例

安藤拓摩、他． 藤田保健衛生大学 小児科
8

非典型的な MRI 所見であるも臨床的に PRES が疑われ、一過性脳血流低下を証明し得た 1 例

石森真吾、他．加古川中央市民病院 小児科、他
9

慢性腎不全に対して腹膜透析導入後に発症した可逆性後頭葉白質脳症の 2 例

武政洋一、他．埼玉県立小児医療センター 腎臓科
一般演題 3

10：35～11：20 座長：櫻谷 浩志（埼玉県立小児医療センター 腎臓科）

10 Hyponatremic Hypertensive syndrome を呈し、緊急経皮的腎血管形成術が奏功した腎血管性高血圧の
一例

境里 彩、他．横浜市立大学附属市民総合医療センター 小児総合医療センター、他
11 低レニン、低アルドステロン血症を呈した、両側腎動脈狭窄による腎血管性高血圧の一例

一岡聡子、他 滋賀医科大学医学部附属病院 小児科
12 線維筋性異形成による腎血管性高血圧、腎梗塞を呈し慢性腎不全に至った女児例

原 太一、他．順天堂大学附属浦安病院 小児科、他
13 学校検診で発見された大動脈縮窄症の 11 歳男児例

上嶋和史、他．近畿大学医学部 小児科学教室
14. 二回の片腎摘を行った常染色体劣性多発性嚢胞腎乳児の血圧変化

野間康輔、他．県立広島病院小児腎臓科、他
特別講演 11：20～12：20
奥村 彰久 先生（愛知医科大学小児科） 「小児の急性脳症 up to date」

研修医のための輸液セミナー2018
9 月 16 日 (日)

セミナー１

14：00～

参加費

1000 円（資料代）

「小児の輸液療法～最近のトピックス～」
講師：東京女子医科大学腎臓小児科 三浦 健一郎先生

セミナー２

「小児ネフローゼ症候群の輸液療法～浮腫の管理～」
講師：愛知医科大学病院総合腎臓病センター小児腎臓 永井 琢人先生

セミナー３

「小児 AKI における輸液療法」
講師：兵庫県立こども病院腎臓内科 貝藤 裕史先生

3 研究会合同懇親会のお知らせ
Renal weekend2018 として日本小児高血圧研究会、発達腎研究会との合同懇親
会が体液研究会終了後に開催されます。会場は同施設内のレストランですの
でふるってご参加下さい。

日時：2018 年 9 月 15 日（土）夕方 18：30 頃
会場：名古屋第二赤十字病院

第 2 病棟 6 階

スカイレストラン「マロン」

参加費：3,000 円

☞ 各研究会プログラムの詳細につきましては、下記研究会事務局にお問い合わせください。
第 27 回発達腎研究会
連絡先：琉球大学大学大学院・育成医学講座 金城 紀子 nkinjo50@med.u-ryukyu.ac.jp
第 40 回日本小児体液研究会
連絡先：藤田保健衛生大学医学部小児科学 池住 洋平

ikezumi@fujita-hu.ac.jp

第 25 回日本小児高血圧研究会
連絡先：埼玉県立小児医療センター腎臓科 櫻谷 浩志 kosakura@juntendo.ac.jp
研修医のための輸液セミナー
連絡先：藤田保健衛生大学医学部小児科学 池住 洋平

ikezumi@fujita-hu.ac.jp

