
日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2008/1/23
第４１回日本臨床腎移植学会
（浜松）

藤田保大
星長清隆先生

ＡＢＯ血液型不適合腎移植
（田邊）
小児腎移植（宍戸）

４単位

2008/9/19 第４４回日本移植学会(大阪）
大阪大学
高原史郎先生

献腎移植の現状と心停止
下ドナー腎摘の方法（杉
谷）

Donor Action program
（岩田）

各１単位

2009/1/28-30
第４２回日本臨床腎移植学会
（東京：シェラトン）

東邦大学
相川厚先生

献腎ドナー腎摘出術（吉
田）

腎移植の麻酔管理（寺田）
２ｶﾃｺﾞﾘｰ
４単位

2009/7/12
第１回腎移植認定医
集中教育セミナー
（東京・秋葉原）

臨床腎移植学会 CKDと腎移植（柴垣）
小児腎移植における成長・
発育および合併症の問題
（服部）

移植腎病理の基礎と実際
（西）

腎移植の免疫抑制療法
（相川）

日本の腎移植統計
（八木澤）
世界の臓器移植の現状と
WHO宣言（篠崎）

午前２単位
午後３単位
計５単位

2009/7/18
第１３回移植腎病理研究会
（東京）

日本医大
清水章先生

腎移植の新しい治療戦略：
大動物からヒトへの臨床
応用（河合）

1単位

2009/9/16-18
第４５回日本移植学会
（東京：京王プラザホテル）

東京女子医大
寺岡慧先生

腹腔内多臓器移植の実際
（加藤）

21世紀への挑戦－免疫学
の展望－（岩城）

社会の中の医療（阿部） 各1単位

2009/10/8-9
第３１回小児腎不全学会
（新潟：みのや）

県立吉田病院
柳原俊雄先生

教育講演1日本の小児の腎
不全治療選択
教育講演4NICU nephrology

教育講演2ABO血液型不適
合腎移植
教育講演5腎移植長期生着
例ー病理組織
教育講演3いまどきの臓器
提供新潟県の現況

1単位／1カ
テゴリー

2010/1/28-30
第43回日本臨床腎移植学会
（高知：三翠園）

高知医療センター
堀見忠司先生

膵臓・膵島移植の現況
（野口）

改正臓器移植法の概要
（小泉）

４単位

2010/6/16-18
第53回日本腎臓学会学術総会
（神戸：国際会議場）

岡山大学
槇野博史先生

ABO血液型不適合腎移植
（高橋）

１単位

2010/6/18-20
第55回日本透析医学会
（神戸：国際会議場）

土谷総合病院
川西秀樹先生

移植後免疫療法における
最近の進歩( 大段)

１単位

2010/6/25-26
第26回腎移植・
血管外科研究会
（犬山：名鉄犬山ホテル）

社会保険中京病院
絹川常郎先生

急性腎障害バイオマーカー
について（野入）

1単位

2010/7/18
第2回腎移植認定医
集中教育セミナー
（秋葉原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

臨床腎移植学会
慢性腎不全と腎移植統計
（八木澤）

小児腎移植の感染症と
ワクチン（近本）

標準的な腎移植手術手技
（杉谷）

移植腎病理の基礎と臨床
（武田）

免疫抑制と悪性腫瘍
（岡本）

臓器移植法改正の要点
（町野）

午前３単位
午後３単位
計６単位

2010/7/17
第14回移植腎病理研究会
（東京：丸ビルホール）

KKR札幌
医療センター
深澤雄一郎先生

TMAの病理組織像に
ついて（北村）

１単位

2010/7/23-24
第19回腎不全外科研究会
（三重：長島ﾘｿﾞｰﾄ
　　　　　　ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ）

名古屋VA
天野記念診療所
天野泉先生

わが国の二次性副甲状腺
機能亢進症に対する副甲
状腺摘出術の現況（冨永）

１単位

2008年

2009年

2010年
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2010/9/30-
10/1

第32回小児腎不全学会
（札幌：定山渓万世閣）

北大
野々村克也先生

１）小児CKDに関与する諸因子
の見直しと道内における治療・
管理の現状（佐々木）
２）発達腎臓学の見地から考え
る小児腎不全治療（粟津）

３）小児腎移植の周術期管理と
移植手術のポイントー小児腎
不全医との連携（渡井）
４）小児腎不全のトータルケア
（本田）

１単位／１カ
テゴリー

2010/10/20-
22

第46回日本移植学会
京都：みやこめっせ）

京都府立医大
吉村了勇先生

ウィルス性肝炎、NASH診
療の進歩と肝移植（岡上）

１単位

2011/1/26-28
第44回日本臨床腎移植学会
（兵庫：宝塚ホテル）

県立西宮病院
市川靖二先生

Marginal Donorへの選択
基準と術後管理（西岡）

Marginal Recipientの透析
管理（吉田）

免疫抑制：薬物の特徴と免
疫抑制法（高井）

医療経済からみた腎移植
（内田）

４単位
※2日間出
席で４単位

2011/6/15-17
第54回日本腎臓学会総会
（横浜：パシフィコ横浜）

東京医科歯科大学
佐々木成先生

よくわかるシリーズ15：
移植腎の管理（石田）

1単位

2011/6/17-19
第56回日本透析医学会
（横浜：パシフィコ横浜）

昭和大学
秋澤忠男先生

教育講演2：腎移植患者の
管理（剣持）

WS:透析医療と腎移植：改
正臓器移植法は何をもたら
すか（高橋、水口）

各１単位

2011/6/24-25
第27回腎移植・血管外科研究会
（札幌：ホテルミリオーネ）

北大
野々村克也先生

腹腔鏡・ロボット手術、分子
標的薬時代の腎細胞癌
手術(冨田)

「糖尿病」（柳澤）
「肥満」（後藤）

Diseased arteryのhandling
（椎谷）

「高血圧専門医の立場
から」（滝沢）
「高脂血症」（三好）

各１単位

2011/7/10
第3回腎移植認定医集中
教育セミナー
（東京・秋葉原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

臨床腎移植学会
慢性腎不全と腎移植統計
（八木澤）

腎移植患者の予後に影響
する心理社会的要因
（西村）

法改正後の救急医療の
現場（有賀）

移植後内科合併症
（酒井）

ニューモシスチス肺炎を中
心にした腎移植後肺炎に
ついて（林）

施設の危機管理（里見）
午前３単位
午後３単位
計６単位

2011/7/16
第15回移植腎病理研究会
（東京：丸ビルホール）

金沢医大
横山仁先生

移植腎に見る内皮の
不思議（山口）

1単位

2011/7/22-23
第20回腎不全外科研究
（横浜：横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ）

北里大
吉田一成先生

教育講演：膵腎同時移植
（剣持、杉谷）

1単位

2011/10/20-
21

第33回小児腎不全学会
（焼津：ホテルアンビア松風閣）

日大
高橋昌里先生

ワークショップ「小児腎移植
の実例から、みんなで考え
よう」（野島、山田）

1単位

2011/10/4-6
第47回日本移植学会
（仙台：仙台国際センター）

福島医大
後藤満一先生

特別講演２：米国における
腹部多臓器移植の現状
（加藤）

特別講演１：抑制性の免疫
システムと移植免疫（坂口）

特別講演1,2
は各1単位
教育セミナー
は2時間2単
位

2012/2/1-3
第45回日本臨床腎移植学会
（長野：軽井沢プリンスホテル
　ウエスト）

東京女子医大
服部元史先生

教育セミナー2-1:尿路に問
題を抱える患者への腎移
植（野々村）
教育セミナー2-2:腎移植に
おける血行再建術（宍戸）

教育セミナー1：血管型拒絶
反応の病理（山口）

２ｶﾃｺﾞﾘｰ
４単位

2012/4/21-24
第100回日本泌尿器科学会
（横浜：パシフィコ横浜）

東京大学
本間之夫先生

卒後教育プログラム6：脳死
／心停止ドナーの管理と腎
摘出法（星長、相川、日下）

1単位

2012/6/1-3
第55回日本腎臓学会総会
（横浜：パシフィコ横浜）

熊本大学
冨田公夫先生

よくわかるシリーズ24：腎移
植（夫婦間移植から移植後
管理まで）（西）

1単位

2010年

2011年

移植学会教育セミナー
（10/6 14:00～16:00）

2012年
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2012/6/22-24
第57回日本透析医学会
（札幌：京王プラザホテル札幌
　　　　　　　　　　　　　　　　　他）

北楡病院
久木田和丘先生

学会委員会企画：
ESRDの総合対策（秋葉、山縣）

教育講演：
膵腎移植の現状と諸問題

（武冨）
腎移植に際しての尿路の諸問
題（野々村）

学会委員会企画：
透析導入基準に関して
（渡邊、平方）

１単位／１カ
テゴリー

2012/7/6-7
第28回腎移植・血管外科研究会
（箱根湯本富士屋ホテル）

北里大学
吉田一成先生

教育講演２：血管手術の
極意（小坂、平田）

教育講演１：KDIGO腎移植
ガイドラインとCKDとしての
管理（塚本）

各1単位

2012/7/8
第4回腎移植認定医
集中教育セミナー
（東京・秋葉原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ）

臨床腎移植学会
慢性腎不全と腎移植統計
（八木澤）

抗体陽性例の腎移植
（小林）

脳死ドナーからの献腎摘出
手技（剣持）

CKD-MBD : 保存期から
腎移植後まで（藤井）

サイモグロブリンとエベロリ
ムスについて（河村）

日本移植学会倫理指針と
倫理委員会の活動
（長谷川）

午前３単位
午後３単位
計６単位

2012/7/20-21
第21回腎不全外科研究会
（神戸：オルビスホール）

甲南病院
速水弘先生

シンポジウム2「透析患者
の早期胃癌治療」（久木
田、他）

1単位

2012/7/21
第16回移植腎病理研究会
（東京：丸ビルホール）

獨協医大
上田善彦先生

テレパソロジー（井藤）
移植後腎炎（両角）

1単位

2012/9/13-14
第34回小児腎不全学会
（淡路島）

神戸大学
藤澤正人先生

法改正後の小児移植の現
状（芦刈）

1単位

2012/9/20-22
第48回日本移植学会
（名古屋：ウインクあいち）

藤田保健衛生大学
星長清隆先生

教育セミナー２：ドナーアク
ション（瓜生原、福嶌）

教育セミナー１：臓器移植
後のウイルス感染症
（白木、吉川）

各1単位

2013/1/30-2-
1

第46回日本臨床腎移植学会
（千葉：東京ベイ舞浜ホテルクラブリ
ゾート）

藤田保健衛生大学
剣持敬先生

教育セミナー１：小児ド
ナーからの腎摘出と移植
術式について（宍戸）

教育セミナー２：我が国の
腎移植の登録システム（湯
沢）

各２単位
（計4単位）

2013/4/25-28
第101回日本泌尿器科学会
（札幌：さっぽろ芸術文化の館他）

北海道大学
野々村克也先生

卒後教育プログラム14：
生体腎ドナーの術前評価と
長期術後管理（尾本）

卒後教育プログラム4：
医療安全（長谷川）

各1単位

2013/5/10-12
第56回日本腎臓学会学術総会
（東京：国際フォーラム）

順天堂大学
富野康日己先生

教育講演４：末期腎不全
治療（中西・高橋）

1単位

2013/6/20-
23

第58回日本透析医学会
（福岡：福岡サンパレス、他）

福岡赤十字病院
平方秀樹先生

教育講演3：腎移植後透析
再導入患者の管理（柴垣）

1単位

2013/6/28-29
第29回腎移植血管外科研究会
（青森：浅虫温泉）

弘前大学
大山力先生

教育講演２：Evolution of
the Laparoscopic Donor
Nephrectomy Procedure at
the UCSF
（Chris Freise）

教育講演３：日常臨床に
おける移植腎病理の見方
（酒井）

各1単位

2013/7/5-6
第22回日本腎不全外科研究会
（新潟：新潟グランドホテル）

新潟大学
高橋公太先生

ミニシンポジウム３：先行的
腎移植の現況と将来の
展望（齋藤）

１単位

2013/7/14
第５回集中教育セミナー
（京都：京都府立医科大学）

臨床腎移植学会 先行的腎移植（原田）
献腎移植の現状と展望
（中川）

 腎移植統計（八木澤） 各1単位

2013/7/20
第17 回移植腎病理研究会
（東京：秋葉原ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ）

市立札幌病院
原田浩先生

教育セミナー①抗ＨＬＡ抗
体の意義 （石田）
②BK ウィルス腎症の病理
と臨床（升谷）

1単位
※2講演受講によ
り

2012年

2013年
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）
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2013/9/2-6
第13回CAST
（京都：国立京都国際会館）

大阪大学
高原史郎先生

PGE4:Up-date of
immunosuppressive
regimen

PGE5:Ethical matters in
organ transplantation in

the world
各１単位

2013/9/5-7
第49回日本移植学会総会
（京都：国立京都国際会館）

大阪大学
澤芳樹先生

特別講演２「移植の社会経
済的価値を論じる」（田倉）

各１単位

2013/10/24-
25

第35回日本小児腎不全学会
（福島：ふくしま磐梯熱海温泉）

東京都立小児総合医
療センター
本田雅敬先生

日本小児腎移植臨床統計
小委員会報告

各１単位

2014/3/12-14
第47回日本臨床腎移植学会
（奈良：なら100年会館）

奈良県立医科大学
吉田克法先生

教育セミナー１：透析再導
入時の問題点　（錦戸）

教育セミナー２：献腎移植にお
けるマージナルドナー・ハイリス
クレシピエントの問題点 （吉
田）

各２単位
（計4単位）

2014/3/14
第６回集中セミナー
（奈良：なら100年会館）

臨床腎移植学会
抗HLA抗体のモニタリング
（大段）

拒絶反応の最新治療戦略
（三浦）

移植腎病理と最新Banff
分類　（西）

各１単位
（計３単位）

2014/4/24-27
第102回日本泌尿器科学会
（神戸：神戸国際会議場他）

香川大学
筧善行先生

パネルディスカッション５．
腎移植におけるウイルス感
染症

1単位

2014/6/13-15
第59回日本透析医学会
（神戸：神戸国際会議場他）

大阪大学
椿原美治先生

教育講演１　最近の腎移植
の最前線（高原）

1単位

2014/6/27-28
第30回腎移植血管外科研究会
（沖縄：沖縄県市町村自治会館）

沖縄県立中部病院
新垣義孝先生

特別講演2:ABO血液型不適
合腎移植―なぜに移植前
の抗体除去療法は必要な
いのか?―(高橋）

特別講演1:
CADAVER KIDNEY
RANSPLANTATION:
A 50-YEAR EXPERIENCE AT
ONE CENTER(John M. Barry)

各１単位

2014/7/4-6
第57回日本腎臓学会学術総会
（横浜：パシフィコ横浜）

福島県立医科大学
渡辺毅先生

総会長主導企画　3)わが国
のCKD疫学研究の集大成

1単位

2014/7/13
第７回集中教育セミナー
（東京：東京医科大学）

臨床腎移植学会
鏡視下ドナー腎採取術の
全国調査（湯沢）

死体腎移植希望登録と
献腎提供(篠崎）

腎移植統計（八木澤） 計３単位

2014/7/19
第18回移植腎病理研究会
（東京：コクヨホール）

千葉東病院
北村博司先生

教育セミナー
①「Banff meeting (2013) レ
ポート」（原）
②「移植腎病理診断と組織
学的マーカー」（清水）

1単位

2014/9/10-12
第50回日本移植学会
（東京：京王プラザホテル）

東京医科大学八王子
医療センター
島津元秀先生

臓器横断的シンポジウム
15：免疫抑制薬ＴＤＭ標準
化ガイドライン：現状と展望

1単位

2014/10/3-4
第４４回日本腎臓学会西部学術大
会
（神戸：神戸国際会議場）

兵庫医科大学内科学
腎・透析科
中西健先生

教育講演６：腎移植におけ
る免疫抑制剤の特色と使
用法（野島）

1単位

2014/10/30-
31

第36回日本小児腎不全学会
（島根：しんじ湖温泉）

米子医療センター
杉谷篤先生

教育セミナー：小児腹膜透
析の現状（幡谷）

1単位

2014年

2013年
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2015/2/4-6
第48回日本臨床腎移植学会
（名古屋：ｳｴｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ）

名古屋第二赤十字病院

／増子記念病院

両角國男先生

教育セミナー①：献腎摘出に関
する提案（相川）

教育セミナー②：：ナチュラ
ル・キラーT細胞リガンドの
移植免疫寛容の作用機序
と臨床応用（石井）

各２単位
（計4単位）

2015/2/6
第8回集中セミナー
（名古屋：ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ） 臨床腎移植学会 腹膜透析の現状（水口）

再発腎炎の予防と対応
（祖父江）

腎移植後の悪性腫瘍（西
村）

各１単位
（計３単位）

2015/4/18-21
第103回日本泌尿器科学会
（金沢：石川音楽堂）

金沢大学
並木幹夫先生

教育講演05：免疫学的ハイ
リスク腎移植（奥見）

1単位

2015/6/5-7
第58回日本腎臓学会学術総会
（名古屋：名古屋国際会議場）

名古屋大学
松尾清一先生

よくわかるシリーズ11「腎移
植可能であるか判断に迷う
腎移植希望CKD患者」（後
藤）

1単位

2015/6/26-28
第60回日本透析医学会
（横浜：パシフィコ横浜）

東京女子医科大学
新田孝作先生

シンポジウム：高齢ドナー、
レシピエントの腎移植はい
まどこまで進歩したか？

1単位

2015/7/3-4
第24回日本腎不全外科研究会
（福岡：北九州国際会議場）

済生会八幡総合病院
安永親生先生

シンポジウム3：透析療法
から腎臓移植、そして将来
への方向性

1単位

2015/7/10-11
第31回腎移植血管外科研究会
（日光：日光東照宮客殿・社務所他）

自治医科大学
八木澤隆先生

教育講演１：心臓血管外科
診療の進歩と腎不全合併
例に対する治療（安達）

教育講演２-1,2：生体腎移
植ドナーガイドラインと長期
フォローの重要性（両角、
武藤）

各１単位

2015/7/18
腎移植内科研究会第1回学術集会
（東京：東邦大学）

東邦大学
相川厚先生

教育セミナ－：内科医に望
む腎移植医療（両角）

1単位

2015/7/19
第9回集中教育セミナー
（京都：京都府立医科大学）

臨床腎移植学会
スム－ズな腎代替療法へ
の移行ガイドライン（中井）

生体腎採取術の現状とコツ
(田邉）

既存抗体陽性症例の治療
戦略（原田）

計３単位

2015/7/25
第19回移植腎病理研究会
（東京：コクヨホール）

戸田中央総合病院
清水朋一先生

①腎移植におけるＨＵＳと
その対策(田邉）
②抗体関連型拒絶反応の
病理診断－最近の話題－
（武田）

1単位

2015/10/1-3
第51回日本移植学会
（熊本）

熊本大学
猪俣裕紀洋先生

教育講演：主要組織適合性
抗原に対するアロ反応性
の基礎免疫学（西村）

１単位

2015/11/26-
27

第37回日本小児腎不全学会
（加賀市：ゆのくに天祥）

大阪医科大学
芦田明先生

教育セミナ-：①誰にでもで
きるPD管理について（久
野）②腎移植後の適切な栄
養摂取のために（濱谷）③
小児腎移植の長期生着を
目指して（濱崎）

１単位

2015年

5



日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2016/3/23-25
第49回日本臨床腎移植学会
（米子：コンベンションセンタ－）

米子医療センター
杉谷篤先生

ここまで来た腎臓の創生
（横尾 ）

腎移植患者のHTLV-1感染
とHAM発症（山野 ）

各２単位
（計4単位）

2016/3/23-25
第10回集中セミナー
（米子：コンベンションセンタ－）

臨床腎移植学会
選択肢提示の方法（小野
）

わかりやすい保険診療の
話（斎藤 ）

臨床研究と一般統計の基
礎（大阪市大環境衛生学・
林 ）

各１単位
（計３単位）

2016/4/23-25
第104回日本泌尿器科学会
(仙台：仙台国際センタ－）

東北大学
荒井　陽一先生

移植腎採取術の低侵襲化
への挑戦（井上）

腎移植：黎明期から成熟期
を通して学んだこと

（髙橋）

各1単位
（計2単位）

2016/5/26-28
第32回腎移植血管外科研究会
（姫路：ホテル日航姫路）

兵庫医科大学
野島　道生先生

教育プログラム2：熟練医か
ら若手に伝える腎移植の
手術手技

教育プログラム1：腎機能保
護を目指したIVR治療（山
門）

各1単位
（計2単位）

2016/6/9-12
第61回日本透析医学会
（大阪：大阪国際会議場）

大阪市立大学
武本　佳昭先生

教育講演7：先行的腎移植
（杉谷）

1単位

2016/6/17-19
第59回日本腎臓学会学術総会
（横浜：パシフィコ横浜）

愛知医科大学
今井 裕一先生

腎移植の成功をめざして：
腎臓内科医と移植医のクロ
ストーク

2単位

2016/7/9-10
第27回サイコネフロロジ－研究会
（東京：東京ミッドタウン）

東邦大学
相川　厚先生

特別講演：腎不全患者、特
に腎移植患者のリエゾンに
ついて

1単位

2016/7/16
第20回移植腎病理研究会
（東京：コクヨホ－ル）

聖マリアンナ医科大
学
小池 淳樹先生

教育セミナ－：腎移植後再
発および新規発症IgA腎症
/沈着（祖父江）

1単位

2016/7/17
第11回集中教育セミナー
(東京：東京医科大学） 臨床腎移植学会

シャント作成とシャントトラブ
ル対処法(丸井）

透析患者、腎移植患者のC
型肝炎治療（後藤）

知らないと損する保険診療
制度（斎藤）

計３単位

2016/7/23
第2回腎移植内科研究回学術集会
2016
（東京：慈恵医大）

厚木市立病院
山本 裕康先生

教育講演：小児腎臓病と腎
移植（服部）

1単位

2016/9/29-
10/1

第52回日本移植学会
（東京：グランドプリンスホテル新高
輪）

東邦大学
相川 厚先生

C型肝炎（治療）についてup
to date（上田）

1単位

2016/10/27-
28

第38回日本小児腎不全学会学術集
会
(岐阜：長良川国際会議場）

名古屋第二赤十字病
院　渡井至彦先生

小児外科における
transitionの現状（渡井有）

小児腎不全における外科
治療の歴史と展望（小柳）

各1単位
（計2単位）

2017/2/15
第50回日本臨床腎移植学会
（神戸：コンベンションセンタ－）

大阪大学
高原 史郎先生

小児腎移植の手術手技
（村松）

腎移植後妊娠・出産ガイド
ライン（剣持）

各2単位
（計4単位）

2017/2/17
第12回集中教育セミナ－
（神戸：コンベンションセンタ－）

臨床腎移植学会
心停止・脳死ドナ－からの
多臓器摘出手術（杉谷）

NODATとPTDM
（田中）

献腎登録システムとネット
ワークシステムの現状

（相川）

各1単位
（計3単位）

2017/4/21-24
第105回日本泌尿器科学会総会
（鹿児島：城山観光ホテル）

鹿児島大学
中川　昌之先生

ＥＵ企画：腎移植生着20年
のためにできること

1単位

2017/5/26-28
第60回日本腎臓学会学術総会
（仙台：仙台国際センター）

東北大学
伊藤　貞嘉先生

取得単位該当セッション無し

2017年

2016年
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2017/6/16-18
第62回日本透析医学会学術集会・
総会
（横浜：パシフィコ横浜）

埼玉医科大学
中元　秀友先生

先行的腎移植（西）
腎移植の現状と将来の展

望（安藤・八木澤）
各１単位
（計2単位）

2017/7/6-8
第33回腎移植・血管外科研究会
（神奈川：ヒルトン小田原）

東邦大学
宍戸　清一郎先生

教育プログラム2：
熟練医から伝える移植手
技

教育プログラム1：
遺伝性腎尿路疾患におけ
る遺伝カウンセリング
（吉橋）

各１単位
（計2単位）

2017/7/8-9
第26回日本腎不全外科研究会
（東京：虎ノ門ヒルズフォーラム）

望星病院
小口　健一先生

2017/7/15
第21回移植腎病理研究会
（名古屋：名古屋第二赤十字病院）

厚木市立病院
山本　裕康先生

①再発性腎症/腎炎
（山本）
②移植腎における感染症
（升谷）

1単位

2017/7/16
第13回集中教育セミナー
（京都：京都府立医科大学）

臨床腎移植学会
移植前透析療法のmodality
による違い・特徴
（谷澤）

生体腎ドナー採取術
（全国統計も含めて）
（田邊）

腎移植患者のメンタルヘル
ス（鈴木）

各1単位
（計3単位）

2017/7/22-23
第28回日本サイコネフロロジ－研究
会
（札幌：さっぽろ芸文館）

伊丹腎クリニック
伊丹　儀友先生

腎代替療法洗濯における
心理社会的アセスメント
（森田）

1単位

2017/9/7-9
第53回日本移植学会総会
（旭川：アートホテル旭川）

旭川医科大学
古川　博之先生

個別臓器ワークショップ3：
腎移植ドナー手術の方向
性

臓器横断的シンポ16：
灌流臓器保存の現状と将
来

臓器横断的シンポ10：
B細胞研究の臨床応用

各1単位
（計3単位）

2017/9/9-10
第3回腎移植内科研究会
（東京：聖路加国際病院）

聖マリアンナ医科大
学
柴垣　有吾先生

特別講演：
移植と感染症（岩田）

１単位

2017/9/21-22
第39回日本小児腎不全学会学術集
会
（兵庫：淡路夢舞台国際会議場）

徳島大学
香美　祥二先生

教育講演1：小児VURのトー
タルケア（賀本）
教育講演2：腎不全医療の
現状と課題（水口）

特別講演：幹細胞から腎臓
を創る

教育セミナー1・2・3・4
各1単位
（計3単位）

2018/2/14-16
第51回日本臨床腎移植学会
（神戸：神戸ファッションマート）

神戸大学
西　慎一先生

単項式腹腔鏡下ドナー腎
摘出術のコツ（佐藤）

移植腎生検の見方（岡）
各2単位
（計4単位）

2018/2/16
第14回集中教育セミナー
（神戸：神戸ファッションマート）

臨床腎移植学会
腎臓の機械灌流保存
（松野）

腎移植とMBD（中村）
既存抗体陽性移植に対す
る治療方針（石田）

各1単位
（計3単位）

2018/4/19-22
第106回日本泌尿器科学会総会
（京都：国立京都国際会館）

京都大学
小川　修先生

シンポジウム:国家財政
と末期腎不全

1単位

2018/5/25-26
第34回腎移植・血管外科研究会
（鹿児島：鹿児島市民文化ホール）

鹿児島大学
中川　昌之先生

教育プログラム2:熟練医に
学ぶ腎移植のコツ（清水
他）

教育プログラム1:20年生着
のために（辻田他）

各1単位
（計2単位）

2018/6/8-10
第61回日本腎臓学会学術総会
（新潟：朱鷺メッセ）

新潟大学
成田　一衛先生

よくわかるシリーズ６：腎臓
内科医に必要な腎移植の
基礎知識（豊田）

1単位

2018/6/29-
7/1

第63回日本透析医学会学術集会・
総会
（神戸：神戸国際会議場）

兵庫医科大学
中西　健先生

教育講演ベーシック9：泌尿
器・内科医からみた腎移植
（野島・谷澤）

1単位

2018/7/7・8
第29回日本サイコネフロロジ－研究
会
（東京：虎ノ門ヒルズフォーラム）

前田　国見先生
シンポジウム①精神科医
療と腎不全医療とのラ・
ポール形成目指して

シンポジウム②地域のサイ
コネフフロロジーを育むた
めに

各1単位
（計2単位）

取得単位該当セッション無し

2018年

2017年
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2018/7/7-8
第4回腎移植内科研究会
（名古屋：名古屋第二赤十字病院）

名古屋第二赤十字病
院
後藤　憲彦先生

特別講演：移植内科医に
知ってほしい循環器病学-
心腎関連のカギは糖尿病
にあり（七里）

特別講演：インフルエンザ
ワクチンができるまで(城
野）

各1単位
（計2単位）

2018/7/20-21
第27回日本腎不全外科研究会
（札幌：京王プラザホテル）

仁楡会病院
前野　七門先生

教育講演：高齢者に対する
腎移植の適応と課題（剣
持）

1単位

2018/7/21
第22回移植腎病理研究会
（名古屋：名古屋第二赤十字病院）

昭和大学
本田　一穂先生

教育セミナー②：補体
関連蛋白質とその検査
法（大谷）

教育セミナー①：抗体関連
型拒絶反応の内皮傷害の
分子メカニズム（岩崎）

各1単位
（計2単位）

2018/10/3-5
第54回日本移植学会総会
（東京：ホテルオークラ東京　別館）

東京女子医科大学
田邉　一成先生

臓器別シンポジウム5：「腎
移植後の長期生着をめざ
すには（抗体関連型拒絶反
応の取り組み）」

臓器別シンポジウム4：「腎
移植後の長期生着生存を

めざすには」

臓器別シンポジウム17：
「長期生着を考慮した小児
移植の展望（再移植、再々
移植への取り組）小児移植
のグラフトロス時、あなたな

らどうする？」

各1単位
（計3単位）

2018/10/6
第15回集中教育セミナー
（東京：東京医科大学）

臨床腎移植学会
献腎、多臓器摘出の基
本と実際（岡部）

精神科医からみた腎不
全と腎移植（西村）

最近の腎移植件数と追
跡調査結果（八木澤）

各1単位
（計3単位）

2018/11/8-9
第40回日本小児腎不全学会学術集
会
（宮崎：宮崎観光ホテル）

宮崎大学
賀本　敏行先生

教育講演「小児腎移植とEB
ウイルス(EBV)―EBV動態
と移植後リンパ増殖症
(PTLD)を中心にー」（太田）

1単位

2019/2/13-15
第52回日本臨床腎移植学会
（大阪：グランフロント大阪）

大阪市立大学
仲谷　達也先生

移植後再発性腎炎up to
date（升谷）

腎移植領域における保
険診療報酬の現状（斎
藤）

各2単位
（計4単位）

2019/2/15
第16回集中教育セミナー
（大阪：グランフロント大阪）

臨床腎移植学会
最近の小児腎不全と腎
移植（三浦）

生体腎移植の手技と血
行再建（伊藤）

組織適合性検査の基本
と実際（橋口）

各1単位
（計3単位）

2019/4/18-21
第107回日本泌尿器科学会総会
（名古屋：名古屋国際会議場）

千葉大学
市川　智彦先生

シンポジウム2：高齢腎移
植レシピエントの問題点

会長指定講演１：千葉県に
おける腎移植の現状と課
題（乾）

シンポジウム12：移植腎長
期生着を目指した試み

各1単位
（計3単位）

2019/5/17-18
第35回腎移植・血管外科研究会
(岐阜：高山市民会館）

サンシャインM＆Dク
リニック
伊藤　慎一先生

教育プログラム２：マージナ
ルドナー・ハイリスクレシピ
エントの術前評価

教育プログラム１：移植腎
病理について

各1単位
（計2単位）

2019/6/21-23
第62回日本腎臓学会学術総会
（名古屋：名古屋国際会議場）

藤田保健衛生大学
湯澤　由紀夫先生

シンポジウム14：ハイリスク
移植への腎臓内科医の関
与

1単位

2019/6/27-30
第64回日本透析医学会学術集会・
総会
（横浜：パシフィコ横浜）

和歌山県立医科大学
重松　隆先生

教育講演1：腎移植　透析
医療と腎移植医療の連携
（西）

1単位

2019/7/5-6
第28回日本腎不全外科研究会
（大阪：大阪国際会議場）

大阪市立大学
武本　佳昭先生

2019/7/6-7
第30回日本サイコネフロロジ－研究
会
（長崎：ホテルニュー長崎）

長崎腎病院
船越　哲先生

腎移植の現況とサイコネフ
ロロジー（相川）

1単位

2019/7/20
第23回移植腎病理研究会
（名古屋：名古屋第二赤十字病院）

福岡大学
升谷　耕介先生

腎移植後TMAの病態・診
断・治療（田邉）

人工知能技術を用いた腎
病理診断支援に向けた試
み（河添）

各1単位
（計2単位）

取得単位該当セッション無し

2018年

2019年
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2019/7/21 第17回集中教育セミナー 臨床腎移植学会
脳死ドナーからの腹部多臓
器摘出術の実際（UCSF方
式）（安藤）

BKV腎症の現状と臨床の
実際（圷）

脳外科医から見た脳死と臓
器提供（吉開）

各1単位
（計3単位）

2019/9/28
第23回日本アクセス研究会学術集
会・総会
（東京：パシフィコ横浜）

北里大学
吉田　一成先生

特別講演：ips細胞由来腎
臓を用いた再生研究の現
状と課題（横尾）

シンポジウム：腎代替医療
治療選択について（山田、
斎藤）

各1単位
（計２単位）

2019/10/6
第5回腎移植内科研究会
（東京：聖路加国際病院）

聖路加国際病院
長浜　正彦先生

医療におけるAIの可能性
（加藤） 1単位

2019/10/10-
13

第55回日本移植学会総会
（広島：広島国際会議場）

広島大学
大段　秀樹先生

臓器別パネルディスカッ
ション：拡大基準ドナーに関
するコンセンサス　腎

臓器別パネルディスカッ
ション：腎移植後TMAの現

状と対策

臓器横断的シンポジウム：
イスタンブール宣言から10
年を踏まえた現在の課題

各1単位
（計3単位）

2019/11/28-
29

第41回日本小児腎不全学会学術集
会
（高知：三翠園）

高知大学
藤枝　幹也先生

特別講演：DOHaD説からみ
た胎生期環境と腎臓循環
器疾患（福岡）

教育講演：小児慢性腎不全
のトータルケア（秋岡）

教育講演：15kg未満患児に
対する腎移植（奥見）

教育講演：インフォームド・
コンセントから協働の意思
決定（Shared Decision
Making)にむけてーICは「す
る」もの？「受ける」もの？
（小松）

各1単位
（計4単位）

2020年 2020/2/19-21
第53回日本臨床腎移植学会
（東京：浜松町コンベンションホー
ル）

自治医科大学
八木澤　隆先生

院内コーディネーターの現
状と将来（高橋）

腎移植におけるDSAと
CAMRの対策（田崎）

各2単位
（計4単位）

2020/2/21
第18回集中教育セミナー
（東京：浜松町コンベンションホー
ル）

臨床腎移植学会
海外のドナー腎病理評価・
臨床評価指標と本邦の現
状（祖父江）

抗HLA抗体モニタリング（小
林）

合併症があるときの免疫抑
制療法（原田）

各1単位
（計3単位）

2020/6/5-6
第36回腎移植・血管外科研究会
（長崎：長崎ブリックホール）

長崎医療センター
錦戸　雅春先生

2020/6/12-14
第65回日本透析医学会学術集会・
総会
（大阪：大阪国際会議場）

大阪市立大学
稲葉　雅章先生

2020/6/26-29
第63回日本腎臓学会学術総会
（横浜：パシフィコ横浜）
2020年8月19日～ 21日に延期

川崎医科大学
柏原　直樹先生

シンポジウム18「移植腎長
期生着に対する方策：腎臓
内科医は腎移植にどう関
わるか？」

1単位

2020/7/4
第29回日本腎不全外科研究会
（神戸：神戸ポートピアホテル）

土田透析アクセスク
リニック
土田　健司先生

2020/7/4-5
第31回日本サイコネフロロジ－学会
学術集会・総会
（埼玉：ホテルガーデンパレス）

埼玉医科大学総合医
療センター
小川　智也先生

2020/7/18
第24回移植腎病理研究会
（名古屋：名古屋第二赤十字病院）

国際医療福祉大学熱
海病院
金網　友木子

各1単位
（計2単位）

第19回集中教育セミナー 臨床腎移植学会

2020/7/23-26
第108回日本泌尿器科学会総会
（神戸：神戸ポートピアホテル）
2020年12月22日～ 25日に延期

神戸大学
藤澤　正人先生

UP TO DATE 5
「透析療法：UP TO DATE」

教育講演12「RRT（腎代替
療法）の療法選択」（重松）

教育講演4「腎不全患者に
おける悪性腫瘍」（武本）

シンポジウム6「ハイリスク
腎移植に対する治療戦略」

各1単位
（計4単位）

11月2日（月）～8日（日）にWEB開催

中止

2021年2月13日（土）・14日（日）に開催延期

中止

中止

中止
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2020/9/12-13
第6回腎移植内科研究会学術集会
（福岡：福岡大学病院）

福岡大学
升谷　耕介先生

2020/9/26-27
第24回日本アクセス研究会学術集
会・総会
（大阪：大阪国際会議場）

大阪市立大学
長沼　俊秀先生

教育講演1：CKDの診療に
おけるSDMの実践

WS7：小児腎不全/腎移植
における透析アクセス

各1単位
（計3単位）

2020/9/30-
10/2

第56回日本移植学会総会
（秋田：秋田キャッスルホテル）
→11/1～11/30Web開催

秋田大学
佐藤　滋先生

臓器別セッション4　腎1 腎
移植後透析再導入時のケ
アと予後

SS4-3-1 術前アフェレーシ
ス療法の有無による血液
型不適合腎移植成績の解
析

各1単位
（計2単位）

2020/12/3-4
第42回日本小児腎不全学会学術集
会
（大阪：大阪市中央公会堂）

兵庫医科大学
野島　道生先生

2021年 2021/2/17-19
第54回日本臨床腎移植学会
（福島：ホテルハワイアンズ）

水戸医療センター
湯沢賢治先生

心停止後腎摘出手技（伊
藤）

マーケティング理論に基づ
く啓発活動（瓜生原）

各2単位
（計4単位）

2021/2/19
第20回集中教育セミナー
（福島：ホテルハワイアンズ）

臨床腎移植学会
生体腎ドナーの慢性腎不
全状況（酒井）

最近の保険収載のトピック
（中川）

腎移植患者の心理的、倫
理的問題（小林）

各1単位
（計3単位）

2021/2/13-14
第31回日本サイコネフロロジ－学会
学術集会・総会
（完全Web開催）

埼玉医科大学総合医
療センター
小川　智也先生

WS「献腎移植をめぐるサイ
コネフロロジー」

1単位

2021/6/4-6
第66回日本透析医学会学術集会・
総会
（横浜：パシフィコ横浜）

川島病院
岡田　一義先生

教育講演I-9「腎移植診療
指針」（田邊）

教育講演II-16「腎移植術の
管理」（米田）、「腎移植後
の内科管理」（酒井）

各1単位
（計2単位）

2021/6/10-11
第36回腎移植・血管外科研究会
（長崎：長崎ブリックホール）

長崎医療センター
錦戸　雅春先生

教育プログラム2：手術手技
の伝承―基礎からトラブル
シューティングまでー

教育プログラム1：腎移植患
者のフレイル・サルコペニ
アと運動療法

各1単位
（計2単位）

2021/6/18-20
第64回日本腎臓学会学術総会
（横浜：パシフィコ横浜）

筑波大学
山縣　邦弘先生

教育講演８「移植腎病理入
門編」（武田）

SY7「腎臓内科医が知って
おくべき腎移植領域の合併
症管理」

各1単位
（計2単位）

2021/7/18
第24回移植腎病理研究会
（名古屋：名古屋第二赤十字病院）

国際医療福祉大学熱
海病院
金網　友木子

移植後再発性IgA腎症
（山本）

電子顕微鏡で読み解く移植
腎の病態診断（本田）

各1単位
（計2単位）

2021/8/1
第21回集中教育セミナー
（完全WEB開催）

臨床腎移植学会 腎移植とCOVID-19（山永）
臨床医のための移植腎病
理入門（清水）

腎移植における尿路再建
（渡井）

各1単位
（計3単位）

2021/9/12
第6回腎移植内科研究会学術集会
（福岡：福岡大学病院　ハイブリッド
開催）

福岡大学
升谷　耕介先生

特別講演：移植患者の感染
症について（大澤）

1単位

2021/9/18-20
第57回日本移植学会総会
（東京：京王プラザホテル）

東京大学
小野　稔

生体腎移植ドナーの腎機
能と透析導入リスク(S2)

合併症腎移植時の免疫抑
制(S3)

在宅医療の観点から見た
腎移植(WS2)

各1単位
（計3単位）

2021/12/4
第30回日本腎不全外科研究会
（那覇：那覇市ぶんかテンブス館）

山梨大学
深澤　瑞也先生

シンポジウム①「腎移植の
現状」

1単位

2021/12/7-10
第109回日本泌尿器科学会総会
（横浜：パシフィコ横浜）

慶應義塾大学
大家　基嗣先生

教育講演：腎代替療法選
択:SDM(shared decision
making) の在り方を考える
（柴垣）

シンポジウム：長期透析患
者の腎移植時の評価：外科
的、循環器内科的側面

教育講演：腎移植後手術合
併症の治療（渡井）

シンポジウム：腎移植にお
ける悪性腫瘍とその治療
法：自己腎癌、前立腺癌、
PTLDなども含めて

各1単位
（計4単位）

2021/12/9-10
第42回日本小児腎不全学会学術集
会
（大阪：大阪市中央公会堂）

兵庫医科大学
野島　道生先生

特別講演「小児腎不全にお
ける腎代替療法と腎不全
合併症管理」（倉賀野）

教育セミナー「小児の献腎
移植」（宍戸）

教育セミナー「小児腹膜透
析のトラブル回避のために
すべきこと」（東武）

教育講演「エビデンスに基
づいた小児ネフローゼ症候
群の治療」（飯島）

各1単位
（計3単位）

2021年12月9日(木)・10日(金)に延期

2021年9月に福大ホールに延期
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日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2021/12/11-
12

第32回日本サイコネフロロジ－学会
学術集会・総会
（松江：くにびきメッセ）

島根大学
伊藤　孝史先生

腎移植をとりまくサイコネフ
ロロジー（WS）

1単位

2022/2/23-25
第55回日本臨床腎移植学会
（東京：完全Web開催）

東京歯科大市川総合
病院
中川健先生

腎移植における難手術症
例（岡部）

腎移植後再発、denovo腎
炎について(小口）

各2単位
（計4単位）

2022/2/24
第22回集中教育セミナー
（東京：完全Web開催）

臨床腎移植学会
腎移植患者の貧血治療の
基礎から実践-HIF-PH阻
害剤を含めて-（辻田）

腎不全、腎移植患者に対
する腎臓リハビリ療法（松
沢）

小児献腎移植の現状と展
望（宍戸）

各1単位
（計3単位）

2022/6/10-12
第65回日本腎臓学会学術総会
（神戸：コンベンションセンター）

神戸大学
西　慎一先生

シンポジウム12「腎疾患・
腎移植におけるプレコンセ
プションケア－腎臓病患者
の妊娠について－」

1単位

2022/6/16-17
第37回腎移植・血管外科研究会
（三重：ホテル花水木）

藤田医科大学
白木良一先生

教育プログラム２「臓器保
存」(岩本、松野、栗原）

教育プログラム１「移植後
妊娠」（剣持）

各1単位
（計2単位）

2022/6/30-
7/3

第67回日本透析医学会学術集会・
総会
（横浜：パシフィコ横浜）

東京女子医大
土谷健先生

教育講演9「腎移植up to
date」

教育講演21「腎移植の周辺
領域」

各1単位
（計2単位）

2022/7/9
第25回移植腎病理研究会
（名古屋：日赤名古屋第二病院）

名古屋大学
丸山彰一先生

マージナルドナーの腎移植
～術前・術後管理と腎病理
～（西）

Banff分類における課題～
慢性T細胞拒絶の診断と治
療～（山本）

各1単位
（計2単位）

2022/7/23-24
第33回日本サイコネフロロジ－学会
学術集会・総会

東京女子医大
西村勝治先生

シンポジウム：腎移植患者
のノンアドヒアランスを「見
える化」する

1単位

2022/8/7 第23回集中教育セミナー 臨床腎移植学会
腎移植後長期患者の特徴
と管理(牛込）

HLA抗体のスクリーニング
検査と意義(橋口）

脳死下提供にいたるまで－
救急医療の現場から－(中
尾）

各1単位
（計3単位）

2022/9/23-24 第31回日本腎不全外科研究会
KKR札幌医療セン
ター
今　裕史先生

 シンポジウム「腎不全外科
領域における低侵襲治療」

教育講演１「抗HLA抗体陽
性腎移植患者に対する脱
感作治療の実際」（石田）

 教育講演２「ロボット腎部
分切除によるsurgical
precisionの体現へ向けて」
（近藤）

各1単位
（計3単位）

2022/9/24-25 第7回腎移植内科研究会
東邦大学
酒井謙先生

特別講演「免疫抑制剤の
TDM・血中濃度測定の意
義」（三浦）

1単位

2022/10/13-
15

第58回日本移植学会総会
（名古屋：名古屋観光ホテル）

藤田医科大学
剣持敬先生

分野別SY6「腎移植医療に
おける腎代替療法専門指
導士への期待」

分野別WS5「HIF-PH阻害
薬を用いた腎移植後貧血
の治療戦略」

分野別WS6「移植腎病理と
臨床の接点　新しい評価
法」

各1単位
（計3単位）

2022年 日本泌尿器科学会総会 実施なし

2022/12/8-9
第43回日本小児腎不全学会学術集
会
（東京：御茶ノ水ソラシティ）

埼玉医科大学
秋岡祐子先生

教育セミナー「命のバトン～
小児脳死下臓器提供～」
（植田）

1単位

2023/2/10-12
第56回日本臨床腎移植学会
（東京：ホテルオークラ、
Hybrid開催）

湘南鎌倉総合病院
田邊一成先生

小児腎移植　内科的側面
から（服部）

小児腎移植　外科的側面
から（笠原）

シンポ16：移植後長期経
過・移植内科合併症（1単
位）

シンポ4：献腎移植のトータ
ルマネージメント（1単位）

各2単位
（計4単位）

2023/2/11
第23回集中教育セミナー
（東京：Hybrid開催）

臨床腎移植学会
バスキュラーアクセスの基
礎から臨床まで（甲斐）

腎移植患者における
COVID-19感染（山永）

腎移植医療における腎代
替療法専門指導士とは（酒
井）

各1単位
（計3単位）

2023年

2022年

11



日本臨床腎移植学会　教育セミナー開催表（2023-3-31現在）

カテゴリー１） カテゴリー２） カテゴリー３） カテゴリー４） カテゴリー５） カテゴリー６） 単位数

大　会　長 CKDと透析療法 生体腎移植 献腎移植 術中・術後管理 免疫抑制 社会環境・統計・倫理

2023/4/20-23
第110回日本泌尿器科学会総会
（神戸コンベンションセンター）

大阪大学
野々村祝夫先生

腎移植ドナーの術前評価と
術後リスク管理

1単位

2023/5/19-20
第38回腎移植・血管外科研究会
（新潟：朱鷺メッセ）

新潟大学
斎藤和英先生

教育講演２「多臓器移植と
の連携」（剣持、江川）

1単位

2023/6/9-11
第66回日本腎臓学会学術総会
（パシフィコ横浜）

埼玉医科大学
岡田浩一先生

シンポジウム13「生体腎移
植ドナーのヘルスケアと腎
臓内科医の役割」

1単位

2023/6/15-18
第68回日本透析医学会学術集会・
総会
（神戸国際会議場）

大分大学
友　雄司先生

生体腎移植ドナーの移植
（ドナー腎摘出）後の腎機
能と予後（後藤）

1単位

2023/7/8
第26回移植腎病理研究会
（名古屋：日赤名古屋第二病院）

北海道腎病理セン
ター
小川弥生先生

巣状分節性病変の捉え方
（腎炎再発から二次性糸球
体変化まで（種田）

CAAMR 早期診断の展望
（堀田）

各1単位
（計2単位）

2023/7/8-9 第32回日本腎不全外科研究会
さとうクリニック
佐藤純彦先生

シンポジウム　腎移植と感
染症

1単位

2023/7/16 第8回腎移植内科研究会 IgA腎症と腎移植（鈴木） 1単位

2023/7/22-23
第34回日本サイコネフロロジ－学会
学術集会・総会
（大垣フォーラムホテル）

医療法人社団大誠会
種田美和先生

2023/8/6 第24回集中教育セミナー 臨床腎移植学会

2023/9/21-23
第59回日本移植学会総会
（京都：みやこめっせ）

京都大学
伊達洋至先生

2023年
第44回日本小児腎不全学会学術集
会
（未定）

佐賀大学
野口　満先生

2023年3月13日までのカテゴリー別単位数 56 56 55 55 56 56

※学術集会時の教育セミナーは全て出席で４単位、集中セミナーは６単位、その他学会・研究会の教育講演は各１単位の取得が出来るよう基本的に組まれています。

　なお、講師の都合により今後の予定は変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。

　注意：関連学会・研究会のセミナー・講演を受講の際には、各大会事務局の指示に従い受講されますようお願いいたします。
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