
２.症例・合併症（14：24 ～ 15：00）　　　　　　　 座長　熊澤　光明（大曲厚生医療センター泌尿器科）

15．ニューモシスチス肺炎を合併した血液透析患者の一例
十和田市立中央病院泌尿器科　　　　　　 ○成田　直史、寺井康詞郎
同　透析看護認定看護師　　　　　　　　　　水尻　信雄

16．抗GBM抗体価の再上昇なしに肺出血で再燃したと考えられるGoodpasture 症候群の一例
秋田厚生医療センター腎臓内科　　　　　 ○大谷　　浩、後藤　博之、多田　光範

17．結石性腎盂腎炎による敗血症性ショックに対してエンドトキシン吸着療法が奏功した一例
由利組合総合病院泌尿器科　　　　　　　 ○小峰　直樹、神田　壮平、北島　正一

18．在宅血液透析患者における重篤な合併症
立木医院　　　　　　　　　　　　　　　 ○立木　　裕、佐藤　　智、佐藤繁吉善、田原　好浩、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島久美子、加々谷智子、武藤由紀子、菊地あゆみ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷由紀子、齋藤　　緑、山館美和子、鈴木　希子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤百合子、今野奈保美、山田　綾子、小南　敦子

３.臨床検討・血液疾患（15：00 ～ 15：45）　　　　　　　座長　佐々木隆聖（北秋田市民病院泌尿器科）

19．血液透析を導入した血友病Aの 1例
大曲厚生医療センター泌尿器科　　　　　 ○喜早　祐介、灘岡　純一、神崎　正俊、熊澤　光明、

20．当科で経験したHUSの 1例
市立秋田総合病院泌尿器科　　　　　　　 ○阿部　明彦、里吉　清文、三浦　喜子、石田　俊哉、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松尾　重樹

21．当院における内シャント狭窄に対する血管内ステント使用の経験
平鹿総合病院泌尿器科　　　　　　　　　 ○松田　芳教、佐藤　一成、鈴木　丈博、伊藤　卓雄、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　達雄

22．透析患者の「かゆみ」に対するPMMA膜ダイアライザ「NF」の効果
医療法人あけぼの会花園病院内科　　　　 ○寺邑　朋子
同　透析センター　　　　　　　　　　　　 守澤　隆仁、高橋美由紀、青柳　武志、高橋　俊博、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　利子、泉谷　晴義、佐々木　忍、草薙　寿文、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋きよえ、熊地　　望、嵯峨　澄子

23．血液透析患者の脂肪酸分画に関する検討
医療法人秋田泌尿器科クリニック　　　　 ○能登　宏光、能登　　舞、加藤　　彩、嵯峨まゆ子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木由美、佐藤　啓子、佐々木佳奈、小野　真美、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦真由美、加藤　文華、羽賀　繁子、金野　裕介、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　　亨、若松公太郎

■幹事会報告（15：45～ 15：55）

■事務局からお知らせ（15：55～ 16：05）　　

■優秀発表賞表彰（16：05～ 16：10）

■閉会の辞（16：10～ 16：15）

■懇 親 会（16：20～）　アルヴェ2階　多目的ホール

会長　羽渕　友則

秋田大学医学部附属病院血液浄化療法部　齋藤　　満

当番幹事　能登　宏光

副会長　大谷　　浩

第１８回

プログラム

秋田腎不全研究会

日　　時　：　平成26年11月30日（日）9：55～16：15
会　　場　：　秋田市民交流プラザALVE（アルヴェ）２階　多目的ホール
　　　　　　　秋田市東通仲町４－１　TEL０１８（８８７）５３１０（管理室）
会　　長　：　秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学教授　羽渕友則
当番幹事　：　秋田泌尿器科クリニック院長　能登宏光
共　　催　：　秋田腎不全研究会・中外製薬株式会社・協和発酵キリン株式会社
後　　援　：　日本慢性腎臓病対策協議会
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駐車場：

駐車可能台数は、約300台（有料）ですが、複合

施設ですので数に限りがございます。車での

ご来場はなるべくご遠慮ください。

会 場 の ご あ ん な い

会　場

秋 田 拠 点 セ ン タ ー ア ル ヴ ェ

 １．参加費１，０００円（懇親会費を含む）を会場受付で申し受けます。参加証を着用の上、ご入場下さい。
 ２．座長の方は、ご担当のセッション開始時間１０分前までに、会場内の「次座長席」にお越し下さい。
 ３．演者の方は、発表セッション開始３０分前までに、PC 受付にお越し下さい。発表データを USB メモリ、

または CD-R で提出、動作確認を行って下さい。
ご発表の１０分前までに、「次演者席」にご着席下さい。
口演時間は１題６分、質疑応答３分です。座長の指示に従い、時間内での終了をお願い致します。
発表方法は PC（Windows 及びMacintosh）を使用した Power Point によるプレゼンテーションとなります。
動画がある場合は PCをご持参下さい。口演時の操作につきましてはスタッフにお任せ下さい。
秋田腎不全研究会誌投稿用原稿を、同雑誌規定に従い図表を添えて平成２７年１月３０日（金）迄に
〒０１０‒８５４３　秋田市本道１－１－１　秋田大学医学部附属病院泌尿器科内　秋田腎不全研究会事務局宛
提出して下さい。

 ４．幹事会は９：００よりホテルメトロポリタン秋田、４階「ルーチェ」（秋田市中通７－２－１　TEL ０１８－
８３１－２２２２）において開催致します。

 ５．日本医師会生涯教育講座５単位の取得が可能です。
 ６．社団法人日本透析医学会専門医制度５単位の取得が可能です。
 ７．日本腎不全看護学会、５学会合同認定‘透析療法指導看護師’受験資格４ポイントの取得が可能です。
 ８．社団法人日本腎臓学会専門医制度１単位の取得が可能です。
 ９．公益社団法人日本臨床工学技士会‘血液浄化専門臨床工学技士’認定制度３単位の取得が可能です。
１０．優れた発表に対し、賞状と賞金５万円を授与致します。受賞は、医師・他部門、看護師部門、臨床工学

技士部門の三部門において、各一演題ずつです。また、準優秀発表賞として、次点の方に賞状と賞金２
万円を授与致します。なお、受賞対象は筆頭発表者が、５０歳未満の方の発表と致します。

１１．託児室をご用意しております。事前お申込みされた方は４階「和室」に直接お越し願います。注意事項等、
担当の指示に従いお子様をお預け下さい。なお、託児定員は１０名とさせて頂きます。定員越えの場合
はお断り致しますことをご了承願います。

～参加者の皆様へ～

  Ⅰ．臨床工学技士部門
１. 臨床（10：00 ～ 10：36）　　　　　　　　　　　　　　　　　 座長　工藤　茂将（工藤泌尿器科医院）

１．高リン血症治療薬　塩酸セベラマーからビキサロマーへ変更後の代謝性アシドーシスの検討
秋田赤十字病院医療技術部臨床工学課　　 ○児玉　健太、沼田　有華、大久保範子、五十嵐夏来、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大山　幸男、利部　　悠、松岡　厚志、熊谷　　誠
同　腎臓内科　　　　　　　　　　　　　　　小澤　政豊、畠山　　卓

２．血液流量の変更による透析関連データの変化
医療法人あけぼの会花園病院透析センター　○草薙　寿文、守澤　隆仁、青柳　武志、泉谷　晴義、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊地　　望
同　内科　　　　　　　　　　　　　　　　　寺邑　朋子

３．PES膜から PMMA膜へ変更した 5症例のスケールバーマーキング法を活用した掻痒感の評価
JA秋田厚生連山本組合総合病院臨床工学科　○赤坂　紀之、佐々木杏純、内藤　恭子、佐藤　翔大、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木和義、安田　直人、森屋　勝己
同　血液浄化センター　　　　　　　　　　　伊藤　淳志
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　野澤　　立

４．当院透析患者における睡眠呼吸障害のスクリーニング
中通総合病院血液浄化療法部　　　　　　　○幸坂　神次、挽野慎之介、髙橋さくら、庄司　裕太、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏谷奈津希、髙島　俊介、平塚　広樹、高橋　大輝、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　　亨、佐々木　亘
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　宮形　　滋、原田　　忠
滋賀医科大学睡眠学講座　　　　　　　　　　宮崎総一郎

２. 急性血液浄化・他（10：36～ 11：12）　　　　　　　座長　那須川　淳（雄勝中央病院透析センター）

５．急性血液浄化療法の現況
JA秋田厚生連由利組合総合病院MEセンター　○白田　凌真、椎川　雄一、岡田　桂介、池田　　欄、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　辰徳
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　小峰　直樹、神田　壮平、北島　正一

６．秋田県における急性血液浄化療法実施状況
公益社団法人秋田県臨床工学技士会　　　　○平塚　広樹、大山　幸男、小場　幸恵、丸山　　広、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守澤　隆仁、佐藤　賢行
秋田大学大学院医学系研究科病態制御医学系
　　　　　　　　救急・集中治療医学講座　　中永士師明

７．RO装置入れ替えに伴う薬液消毒時間と濃度の検討
おのば腎泌尿器科クリニック　　　　　　　○小番　　吏、小場　幸恵、工藤　麻利、土田カヨ子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　輝子、田口　一美、渡部　瑞恵、河村美貴子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝又　麻子、水木麻衣子、渡邉明日香、五十嵐伴子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　良延

８．維持透析患者の透析関連ストレッサーとSense of Coherence
秋田泌尿器科クリニック透析室　　　　　　○金野　裕介
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　能登　宏光
日本福祉大学社会福祉学部　　　　　　　　　横山由香里
放送大学教養学部　　　　　　　　　　　　　戸ヶ里泰典

■第 2回秋田腎不全研究会奨励金受賞発表（11：12 ～ 11：22）
座長　羽渕　友則　（秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学教授）

　　　『秋田県小児検尿の実態および有効性に関する検討』
　　　　　秋田大学医学部附属病院小児科　　山本　翔子

  Ⅱ．看護師部門
１.腎移植・リハビリ・感染対策（13：30 ～ 13：57）　　座長　佐々木明美（秋田赤十字病院腎センター）

９．腎移植に関する透析施設看護師への教育支援を目的とした取り組み
秋田大学医学部附属病院第二病棟２階　　 ○小田嶋麻実、髙橋　　響、伊藤　理乃、伊藤　真弓
秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座　　齋藤　　満、羽渕　友則
秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター　　佐藤　　滋

10．透析患者に対するリハビリテーション　～理学療法士との連携～
社会医療法人明和会中通総合病院血液浄化療法部　○近江　　薫
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　宮形　　滋
同　リハビリテーション部　　　　　　　　　大場みゆき、山崎貞一郎、長谷川　壮、澤木　裕美、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤沙耶花、阿部　香夏、民谷　紀幸、小松　　梓、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜庭　勇人

11．ATP測定器を用いたシャント肢の洗浄評価と検討
秋田厚生医療センター腎臓病センター　　 ○上村麻友美、齊藤　美名、齊藤　麗子、齊藤　愛子、

 Ⅲ．医師・他部門
１.腎移植・研究（13：57 ～ 14：24）　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　嵯峨　大介（さが医院）

12．ABO血液型不適合生体腎移植後、抗体関連型拒絶反応治療中に顕在化した急性T細胞性拒絶反応の1例
秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座　○山本　竜平、齋藤　　満、小林　瑞貴、今村専太郎、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐龍馬、小泉　　淳、伊藤　隆一、本間　直子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山孝一朗、鶴田　　大、秋濱　　晋、井上　高光、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成田伸太郎、土谷　順彦、羽渕　友則
秋田大学医学部附属病院血液浄化療法部　　　齋藤　　満、羽渕　友則
秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター　　佐藤　　滋

13．生体腎移植後の不明熱で発見された家族性地中海熱病の1例
秋田大学医学部附属病院泌尿器科　　　　 ○今村専太郎、成田伸太郎、鶴田　　大、秋濱　　晋、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　　満、土谷　順彦、羽渕　友則
京都大学大学院医学研究科発達小児科学　　　西小森隆太
秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター　　佐藤　　滋

14．運動後急性腎不全を合併症に持つ低尿酸血症患者のURAT1 の遺伝子解析
秋田大学工学資源学部生命化学科　　　　 ○森　　健介、涌井　秀樹、布村　　渉
秋田大学医学部附属病院血液・腎臓・膠原病内科　　富樫　　賢、小松田　敦



２.症例・合併症（14：24 ～ 15：00）　　　　　　　 座長　熊澤　光明（大曲厚生医療センター泌尿器科）

15．ニューモシスチス肺炎を合併した血液透析患者の一例
十和田市立中央病院泌尿器科　　　　　　 ○成田　直史、寺井康詞郎
同　透析看護認定看護師　　　　　　　　　　水尻　信雄

16．抗GBM抗体価の再上昇なしに肺出血で再燃したと考えられるGoodpasture 症候群の一例
秋田厚生医療センター腎臓内科　　　　　 ○大谷　　浩、後藤　博之、多田　光範

17．結石性腎盂腎炎による敗血症性ショックに対してエンドトキシン吸着療法が奏功した一例
由利組合総合病院泌尿器科　　　　　　　 ○小峰　直樹、神田　壮平、北島　正一

18．在宅血液透析患者における重篤な合併症
立木医院　　　　　　　　　　　　　　　 ○立木　　裕、佐藤　　智、佐藤繁吉善、田原　好浩、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島久美子、加々谷智子、武藤由紀子、菊地あゆみ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋谷由紀子、齋藤　　緑、山館美和子、鈴木　希子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤百合子、今野奈保美、山田　綾子、小南　敦子

３.臨床検討・血液疾患（15：00 ～ 15：45）　　　　　　　座長　佐々木隆聖（北秋田市民病院泌尿器科）

19．血液透析を導入した血友病Aの 1例
大曲厚生医療センター泌尿器科　　　　　 ○喜早　祐介、灘岡　純一、神崎　正俊、熊澤　光明、

20．当科で経験したHUSの 1例
市立秋田総合病院泌尿器科　　　　　　　 ○阿部　明彦、里吉　清文、三浦　喜子、石田　俊哉、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松尾　重樹

21．当院における内シャント狭窄に対する血管内ステント使用の経験
平鹿総合病院泌尿器科　　　　　　　　　 ○松田　芳教、佐藤　一成、鈴木　丈博、伊藤　卓雄、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤　達雄

22．透析患者の「かゆみ」に対するPMMA膜ダイアライザ「NF」の効果
医療法人あけぼの会花園病院内科　　　　 ○寺邑　朋子
同　透析センター　　　　　　　　　　　　 守澤　隆仁、高橋美由紀、青柳　武志、高橋　俊博、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　利子、泉谷　晴義、佐々木　忍、草薙　寿文、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋きよえ、熊地　　望、嵯峨　澄子

23．血液透析患者の脂肪酸分画に関する検討
医療法人秋田泌尿器科クリニック　　　　 ○能登　宏光、能登　　舞、加藤　　彩、嵯峨まゆ子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木由美、佐藤　啓子、佐々木佳奈、小野　真美、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦真由美、加藤　文華、羽賀　繁子、金野　裕介、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎　　亨、若松公太郎

■特別講演（11：25～ 12：25）
　『ここまでできる透析患者のフットケア
　　　　　  ～末梢動脈疾患の早期発見と集学的治療』

　　　　　座長　秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学教授　羽渕　友則

湘南鎌倉総合病院  副院長・腎臓病総合医療センター長・日本フットケア学会  理事長　　　小林　修三　先生

■ランチョンセミナー (12：30～ 13：30)
　

『医師・スタッフのためのオンラインHDF入門』
座長　秋田泌尿器科クリニック院長　能登　宏光

清永会矢吹病院　副院長　　　政金　生人　先生

  Ⅰ．臨床工学技士部門
１. 臨床（10：00 ～ 10：36）　　　　　　　　　　　　　　　　　 座長　工藤　茂将（工藤泌尿器科医院）

１．高リン血症治療薬　塩酸セベラマーからビキサロマーへ変更後の代謝性アシドーシスの検討
秋田赤十字病院医療技術部臨床工学課　　 ○児玉　健太、沼田　有華、大久保範子、五十嵐夏来、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大山　幸男、利部　　悠、松岡　厚志、熊谷　　誠
同　腎臓内科　　　　　　　　　　　　　　　小澤　政豊、畠山　　卓

２．血液流量の変更による透析関連データの変化
医療法人あけぼの会花園病院透析センター　○草薙　寿文、守澤　隆仁、青柳　武志、泉谷　晴義、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊地　　望
同　内科　　　　　　　　　　　　　　　　　寺邑　朋子

３．PES膜から PMMA膜へ変更した 5症例のスケールバーマーキング法を活用した掻痒感の評価
JA秋田厚生連山本組合総合病院臨床工学科　○赤坂　紀之、佐々木杏純、内藤　恭子、佐藤　翔大、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木和義、安田　直人、森屋　勝己
同　血液浄化センター　　　　　　　　　　　伊藤　淳志
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　野澤　　立

４．当院透析患者における睡眠呼吸障害のスクリーニング
中通総合病院血液浄化療法部　　　　　　　○幸坂　神次、挽野慎之介、髙橋さくら、庄司　裕太、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏谷奈津希、髙島　俊介、平塚　広樹、高橋　大輝、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　　亨、佐々木　亘
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　宮形　　滋、原田　　忠
滋賀医科大学睡眠学講座　　　　　　　　　　宮崎総一郎

２. 急性血液浄化・他（10：36～ 11：12）　　　　　　　座長　那須川　淳（雄勝中央病院透析センター）

５．急性血液浄化療法の現況
JA秋田厚生連由利組合総合病院MEセンター　○白田　凌真、椎川　雄一、岡田　桂介、池田　　欄、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　辰徳
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　小峰　直樹、神田　壮平、北島　正一

６．秋田県における急性血液浄化療法実施状況
公益社団法人秋田県臨床工学技士会　　　　○平塚　広樹、大山　幸男、小場　幸恵、丸山　　広、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守澤　隆仁、佐藤　賢行
秋田大学大学院医学系研究科病態制御医学系
　　　　　　　　救急・集中治療医学講座　　中永士師明

７．RO装置入れ替えに伴う薬液消毒時間と濃度の検討
おのば腎泌尿器科クリニック　　　　　　　○小番　　吏、小場　幸恵、工藤　麻利、土田カヨ子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　輝子、田口　一美、渡部　瑞恵、河村美貴子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝又　麻子、水木麻衣子、渡邉明日香、五十嵐伴子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　良延

８．維持透析患者の透析関連ストレッサーとSense of Coherence
秋田泌尿器科クリニック透析室　　　　　　○金野　裕介
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　能登　宏光
日本福祉大学社会福祉学部　　　　　　　　　横山由香里
放送大学教養学部　　　　　　　　　　　　　戸ヶ里泰典

■第 2回秋田腎不全研究会奨励金受賞発表（11：12 ～ 11：22）
座長　羽渕　友則　（秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学教授）

　　　『秋田県小児検尿の実態および有効性に関する検討』
　　　　　秋田大学医学部附属病院小児科　　山本　翔子

■開会の辞（9：55～10：00）　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　会長　　羽渕　友則

  Ⅱ．看護師部門
１.腎移植・リハビリ・感染対策（13：30 ～ 13：57）　　座長　佐々木明美（秋田赤十字病院腎センター）

９．腎移植に関する透析施設看護師への教育支援を目的とした取り組み
秋田大学医学部附属病院第二病棟２階　　 ○小田嶋麻実、髙橋　　響、伊藤　理乃、伊藤　真弓
秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座　　齋藤　　満、羽渕　友則
秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター　　佐藤　　滋

10．透析患者に対するリハビリテーション　～理学療法士との連携～
社会医療法人明和会中通総合病院血液浄化療法部　○近江　　薫
同　泌尿器科　　　　　　　　　　　　　　　宮形　　滋
同　リハビリテーション部　　　　　　　　　大場みゆき、山崎貞一郎、長谷川　壮、澤木　裕美、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤沙耶花、阿部　香夏、民谷　紀幸、小松　　梓、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜庭　勇人

11．ATP測定器を用いたシャント肢の洗浄評価と検討
秋田厚生医療センター腎臓病センター　　 ○上村麻友美、齊藤　美名、齊藤　麗子、齊藤　愛子、

 Ⅲ．医師・他部門
１.腎移植・研究（13：57 ～ 14：24）　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　嵯峨　大介（さが医院）

12．ABO血液型不適合生体腎移植後、抗体関連型拒絶反応治療中に顕在化した急性T細胞性拒絶反応の1例
秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座　○山本　竜平、齋藤　　満、小林　瑞貴、今村専太郎、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐龍馬、小泉　　淳、伊藤　隆一、本間　直子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高山孝一朗、鶴田　　大、秋濱　　晋、井上　高光、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成田伸太郎、土谷　順彦、羽渕　友則
秋田大学医学部附属病院血液浄化療法部　　　齋藤　　満、羽渕　友則
秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター　　佐藤　　滋

13．生体腎移植後の不明熱で発見された家族性地中海熱病の1例
秋田大学医学部附属病院泌尿器科　　　　 ○今村専太郎、成田伸太郎、鶴田　　大、秋濱　　晋、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齋藤　　満、土谷　順彦、羽渕　友則
京都大学大学院医学研究科発達小児科学　　　西小森隆太
秋田大学医学部附属病院腎疾患先端医療センター　　佐藤　　滋

14．運動後急性腎不全を合併症に持つ低尿酸血症患者のURAT1 の遺伝子解析
秋田大学工学資源学部生命化学科　　　　 ○森　　健介、涌井　秀樹、布村　　渉
秋田大学医学部附属病院血液・腎臓・膠原病内科　　富樫　　賢、小松田　敦


