
第９回 East Tokyo腎カンファレンスのお知らせ
- East Tokyo kidney conference (ETKC) -

情報提供 オルメテック錠の最近の話題について 第一三共株式会社

症例検討１

当日はご参加いただいた確認のため、ご施設名、ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。
なお、ご記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供の為に利用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

病理ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 東京女子医科大学 第二病理 准教授 本田一穂 先生
座 長： 東京女子医科大学 東医療センター内科 准教授 小川 哲也 先生

日時： 平成26年４月２８日（月） １８：３０～
会場： ホテルラングウッド ５階 「光の間」

東京都荒川区東日暮里5-50-5 TEL:03-3803-1234 

謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につき格別のご支

援を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、腎臓内科領域に関し、より一層の理解を深める目的で下記の通りカンファレンスを開催する運びとな

りました。特に専門医を目指す先生方に役立つ内容になっています。何卒、ご出席賜りますようお願い申し上げ
ます。 謹白

共催： East Tokyo腎カンファレンス
第一三共株式会社

症例検討２

｢ IgG4高値を呈したネフローゼ症候群の一例 ｣

｢ Ⅴ型ループス腎炎の経過中に
半月体形成性腎炎を発症した一例 ｣

演 者： 東京女子医科大学東医療センター
内科 稲塚 万佑子先生・山下 哲理 先生

演 者：がん・感染症センター都立駒込病院 腎臓内科 岩佐 悠子 先生



(未定)

第10回 East Tokyo腎カンファレンス
- East Tokyo kidney conference (ETKC) -

学術講演 ネスプ 「EPO受容体親和性と造血作用」 協和発酵キリン株式会社

当日はご参加いただいた確認のため、ご施設名、ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。

なお、ご記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供の為に利用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

日時： 平成26年9月29日（月） １８：３０～

会場： ホテルラングウッド ５階 「光の間」

東京都荒川区東日暮里5-50-5 TEL:03-3803-1234

謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につき格別のご支援を賜り、

厚く御礼申し上げます。
この度、腎臓内科領域に関し、より一層の理解を深める目的で下記の通りカンファレンスを開催する運びとなりました。

特に専門医を目指す先生方に役立つ内容になっています。何卒、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 謹白

当日は、お弁当をご準備しております。

共催： East Tokyo腎カンファレンス
協和発酵キリン株式会社

会場は
こちら

講演２

病理ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 東京女子医科大学 第二病理 准教授 本田 一穂 先生
座 長： 東京女子医科大学 東医療センター 内科 准教授 小川 哲也 先生

「自己免疫疾患（Cronkhite-Canada Syndrome、骨髄異形成症候群）に、抗
GBM抗体腎炎を発症した症例」

演者：都立駒込病院 腎臓内科 野老山 武士 先生

「好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）による急速進行性腎炎をきたした症例」

演者：東京労災病院 腎臓代謝内科 山谷 琴子 先生

講演１



第11回 East Tokyo腎カンファレンスのお知らせ
- East Tokyo kidney conference (ETKC) -

情報提供 テネリア錠の最近の話題について 第一三共株式会社

症例検討１

当日はご参加いただいた確認のため、ご施設名、ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。
なお、ご記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供の為に利用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

病理ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 東京女子医科大学 第二病理 准教授 本田 一穂 先生
座 長： 東京女子医科大学 東医療センター内科 准教授 小川 哲也 先生

日時： 平成27年1月２６日（月） １９：００～
会場： ホテルラングウッド ５階 「光の間」

東京都荒川区東日暮里5-50-5 TEL:03-3803-1234 

謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につき格別のご支

援を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、腎臓内科領域に関し、より一層の理解を深める目的で下記の通りカンファレンスを開催する運びとな

りました。特に専門医を目指す先生方に役立つ内容になっています。何卒、ご出席賜りますようお願い申し上げ
ます。 謹白

共催： East Tokyo腎カンファレンス
第一三共株式会社

症例検討２

｢ 総胆管狭窄を契機に発見したIgG４関連腎臓病の一例 ｣

｢ 股関節再建術後にネフローゼ症候群をきたした
感染性腎炎の1例 ｣

演 者：都立駒込病院 腎臓内科 原 正樹 先生

演 者：東京労災病院 腎臓代謝内科 三上 勇人 先生

相談症例 東京女子医科大学東医療センター 内科 助教 興野 藍 先生

｢ 尿所見陰性の腎機能障害の一例 ｣



第12回 East Tokyo腎カンファレンス
- East Tokyo kidney conference (ETKC) -

学術講演 オングリザ錠 「CVDイベント抑制のエビデンス」 協和発酵キリン株式会社

講演１

当日はご参加いただいた確認のため、ご施設名、ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。
なお、ご記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供の為に利用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

病理ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 東京女子医科大学 第二病理 准教授 本田 一穂 先生
座 長： 東京女子医科大学 東医療センター 内科 准教授 小川 哲也 先生

日時： 平成27年７月６日（月） １９：００～

会場： ホテルラングウッド ５階 「光の間」

東京都荒川区東日暮里5-50-5 TEL:03-3803-1234

謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につき格別のご支援を賜り、

厚く御礼申し上げます。
この度、腎臓内科領域に関し、より一層の理解を深める目的で下記の通りカンファレンスを開催する運びとなりました。

特に専門医を目指す先生方に役立つ内容になっています。何卒、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 謹白

共催： East Tokyo腎カンファレンス
協和発酵キリン株式会社

会場は
こちら

｢胸水を伴った急速進行性糸球体腎炎の経験｣

演 者： 東京女子医科大学東医療センター内科 島田 美希 先生

講演２ 演 者： 都立駒込病院 腎臓内科 川井 沙紀 先生

｢経口プロテアソーム阻害薬による薬剤性腎障害が疑われた経験｣



第1３回 East Tokyo腎カンファレンスのお知らせ
- East Tokyo kidney conference (ETKC) -

情報提供 リクシアナ錠「AF/VTEに対するエビデンス」 第一三共株式会社

症例検討１

当日はご参加いただいた確認のため、ご施設名、ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。
なお、ご記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供の為に利用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

病理ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 昭和大学医学部 解剖学講座 顕微解剖学部門 教授 本田 一穂 先生

座 長： 東京女子医科大学 東医療センター内科 准教授 小川 哲也 先生

日時： 平成27年１０月２６日（月） １９：００～
会場： ホテルラングウッド ５階 「光の間」

東京都荒川区東日暮里5-50-5 TEL:03-3803-1234 

謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につき格別のご支

援を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、腎臓内科領域に関し、より一層の理解を深める目的で下記の通りカンファレンスを開催する運びとな

りました。特に専門医を目指す先生方に役立つ内容になっています。何卒、ご出席賜りますようお願い申し上げ
ます。 謹白

共催： East Tokyo腎カンファレンス
第一三共株式会社

症例検討２

｢ HIV患者における腎機能障害 ｣

｢ 耳下腺腫脹、視神経炎を伴い、急速に腎機能障害
を呈した糖尿病患者 ｣

演 者：がん・感染症センター 都立駒込病院 腎臓内科 杉山 奈津子 先生

演 者：済生会川口総合病院 腎臓内科 室橋 輝 先生



第14回 East Tokyo腎カンファレンス
- East Tokyo kidney conference (ETKC) -

情報提供 オングリザ錠 「CVDイベント抑制のエビデンス」 協和発酵キリン株式会社

症例検討２

当日はご参加いただいた確認のため、ご施設名、ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。
なお、ご記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品および医学・薬学に関する情報提供の為に利用させて頂くことがございます。何卒ご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

病理ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ： 昭和大学医学部 解剖学講座 顕微解剖学部門 教授 本田 一穂 先生
座 長： 東京女子医科大学 東医療センター 内科 准教授 小川 哲也 先生

日時： 平成28年2月25日（木） 19：20

会場： ホテルラングウッド ５階 「光の間」

東京都荒川区東日暮里5-50-5 TEL:03-3803-1234

謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につき格別のご支援を賜り、

厚く御礼申し上げます。
この度、腎臓内科領域に関し、より一層の理解を深める目的で下記の通りカンファレンスを開催する運びとなりました。

特に専門医を目指す先生方に役立つ内容になっています。何卒、ご出席賜りますようお願い申し上げます。 謹白

共催： East Tokyo腎カンファレンス
協和発酵キリン株式会社

会場は
こちら

抗基底膜抗体とMPO-ANCAが共に高値で発症したRPGNについて

東京労災病院 腎臓代謝内科 三上 勇人 先生

症例検討１ 腎生検にてCastleman病様の所見を呈した、シェーグレン症候群に
ついて

がん・感染症センター都立駒込病院 杉山 奈津子 先生
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