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社団法人日本腎臓学会　平成 24 年度事業計画（案）

　1 ．学術集会の開催

　　◎第 55 回日本腎臓学会学術総会

　　　　総会長：冨田　公夫　　熊本大学大学院生命科学研究部　腎臓内科　教授

　　　　会　期：平成 24 年 6 月 1 日（金）～3 日（日）

　　　　会　場：横浜市　パシフィコ横浜

　　　　テーマ：「夢，創造」―Basic science から地域連携まで―

　　○第 42 回日本腎臓学会東部学術大会

　　　　大会長：高橋　公太　　新潟大学大学院医歯学総合研究科　腎泌尿器病態分野　教授

　　　　会　期：平成 24 年 10 月 13 日（土）・14 日（日）

　　　　会　場：新潟市　朱鷺メッセ

　　　　テーマ：「基礎から臨床，臨床から基礎へ」

　　○第 42 回日本腎臓学会西部学術大会

　　　　大会長：井関　邦敏　　琉球大学医学部付属病院　血液浄化療法部　准教授

　　　　会　期：平成 24 年 10 月 26 日（金）・27 日（土）

　　　　会　場：宜野湾市　沖縄コンベンションセンター

　　　　テーマ：「地域に貢献する腎臓病診断　Nephrology for the people」

　2 ．出版事業

　　　1 ）学会誌：日本腎臓学会誌の発行（年 8 号）

　　　　　　　：Clinical and Experimental Nephrology の発行（年 6 号）

　　　　　　　：CEN Case Reports の発刊（年 2 号）

　　　2 ）「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン改訂版」の作成

　　　3 ）「CKD 診療ガイド改訂版」の作成

　　　4 ）「慢性腎臓病に対する食事療法基準」の作成

　　　5 ）「血尿診断ガイドライン改訂版」の作成

　　　6 ）「初心者のための腎臓電顕譜復刻版」の作成

　　　7 ）「腎疾患患者の妊娠―診療の手引き改訂版」の作成

　　　8 ）「腎生検病理アトラス」の英文化・電子化の作成

　　　9 ）「腎不全の治療選択改訂版」の作成

　　10）「腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン」の作成

　　11）「非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）診断基準」の作成

　　12）「抗癌化学療法に伴う腎障害のガイドライン」の作成

　3 ．腎疾患に関する調査・検討

　　　1 ）厚生労働省

　　　　�1 戦略研究：「かかりつけ医／非腎臓専門医と腎臓専門医の協力を促進する慢性腎臓病患者の重症

化予防のための診療システムを検討する研究」　

　　　　�2 難治性疾患克服研究事業「進行性腎障害調査研究」　平成 23～25 年度

　　　　　・IgA 腎症分科会

　　　　　・急速進行性糸球体腎炎分科会

　　　　　・難治性ネフローゼ症候群分科会

　　　　　・多発性嚢胞腎分科会

　　　　　・疫学・疾患登録分科会

　　　　　・診療ガイドライン作成分科会
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　　　　　・生体資料活用分科会

　　　　　・病因・病態解明分科会

　　　　�3 CKD の早期発見，予防，治療標準化，進展阻止に関する調査研究

　　　　�4 糖尿病性腎症の病態解明と新規治療法確立のための評価法の開発

　　　　�5 CKD 進展予防のための特定健診と特定保健指導のあり方に関する研究

　　　　�6 慢性腎臓病（CKD）に関する普及啓発のあり方に関する研究

　　　　�7 特定健康診査による個人リスク評価に基づく，保健指導と連結した効果的な慢性腎臓病（CKD）

地域連携システムの制度設計

　　　2 ）慢性腎臓病の疫学調査「腎移植ドナー GFR プロジェクト」

　　　3 ）検尿の効果に関する検証

　　　4 ）腎臓病総合レジストリーの構築

　　　5 ）登録腎生検予後調査（日本透析医学会と合同）

　　　6 ）IgG4 関連腎臓病の研究

　　　7 ）各学会との合同委員会による慢性腎臓病など腎疾患の調査・検討

　　　　日本糖尿病学会，日本透析医学会，日本人間ドック学会，日本医学放射線学会，日本薬剤師 4 団

体など

　4 ．普及・啓発・後援

　　　1 ）慢性腎臓病（CKD）の予防・診断・治療に関する講演会開催

　　　2 ）市民公開講座の開催

　　　・平成 24 年 7 月 15 日（日）　熊本市：くまもと県民交流館パレア

　　　・平成 24 年 10 月 27 日（土）　宜野湾市：沖縄コンベンションセンター劇場

　　　3 ）医学生・研修医のための教育セミナー

　　　・平成 24 年 10 月 14 日（日）　新潟市：朱鷺メッセ

　　　・平成 24 年 10 月 27 日（土）　宜野湾市：沖縄コンベンションセンター（予定）

　　　4 ）臨床研修医のための腎臓セミナー

　　　・平成 24 年 8 月 4・5 日　第 15 回臨床研修医のための腎臓セミナー

　　　　：東京　灘尾ホール，担当責任者　草野英二（自治医大）

　　　・平成 25 年 2 月 10・11 日　第 16 回臨床研修医のための腎臓セミナー

　　　　：東京　灘尾ホール，担当責任者　秋澤忠男（昭和大学）

　　　5 ）腎臓専門医受験対象者に対するセミナー

　　　・平成 24 年 6 月 3 日（日）　横浜市：パシフィコ横浜

　　　6 ）第 7 回腎病理夏の学校

　　　・平成 24 年 8 月　山形市：山形大学

　　　7 ）世界腎臓デー慢性腎臓病啓発イベント（慢性腎臓病対策協議会後援）

　　　・平成 25 年 3 月　キドニーウォーク

　　　・平成 25 年 3 月　主要都市での検尿キッド配布とキャンペーン

　　　・平成 25 年 3 月　「CKD に関する講演会（慢性腎臓病対策協議会主催）」

　　　・平成 25 年 3 月　「CKD に関するシンポジウム（厚生労働省主催）」

　　　8 ）男女共同参画推進に関する活動

　　　・平成 24 年 6 月 2 日（土）　第 55 回学術総会　委員会企画

　　　　「男女共同参画腎臓学会への提言

　　　　　　～現在の必然を過去から理解し日本の globalization を考える～」

　　　・平成 24 年 10 月 14 日（日）　第 42 回東部学術大会　委員会企画

　　　　「テーマ　未定」

　　　・平成 24 年 10 月 27 日（土）　第 42 回西部学術大会　委員会企画

　　　　「テーマ　未定」

　　　9 ）厚生労働省，全腎協全国大会など各団体への後援
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　5 ．国際交流

　　　1 ）第 14 回アジア太平洋腎臓学会（APCN2014）の開催準備。

　　　2 ）第 5 回日中韓腎カンファランスが，平成 24 年 4 月に中国・北京で開催。

　　　3 ）第 6 回 AFCKDI 総会が，平成 23 年 2 月 24・25 日にインド・Chandigra で開催され，日本腎臓学

会から平成 24 年度の活動資金として 10,000 ドルの寄付を行った。

　　　4 ）ISN と JSN の joint conference について検討し，平成 24 年度第 55 回学術総会の「アジア国際交流

の夕べ」を拡大して計画する。

　　　5 ）ISN／JSN 連携強化委員会の活動として，第 55 回学術総会「アジア国際交流の夕べ」を支援。

　　　6 ）AINF 企画部会による CME 活動として，アジア各国に講師を派遣する。

　　　7 ）雑誌「NEPHROLOGY」への協力と支援を行う。

　　2 ．褒賞および研究業績の顕彰

　　　1 ）大島賞の授与

　　　2 ）優秀論文賞の授与

　　　3 ）日本腎臓学会奨学プログラムの授与

　　　4 ）第 2 回上田賞の授与

　　　5 ）基礎研究支援プログラムの授与

　6 ．その他の事業

　　　1 ）公益法人制度改革に伴う「一般社団法人」移行申請

　　　2 ）腎臓専門医・指導医，教育施設の認定

　　　3 ）平成 25 年 2 月 2 日（土）　第 21 回腎臓専門医試験　秋葉原コンベンションホール

　　　4 ）日本医師会糖尿病対策合同会議に参画し，「糖尿病性腎症」のテーマに取り組む

　　　5 ）学会主導の学術総会の推進

　　　6 ）腎臓病療養指導士制度の検討

　　　7 ）先行的腎移植を希望する献腎移植の登録システム構築

　　　8 ）その他

 以上
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