
研修医のための輸液セミナー 2018 

日時：2018 年 9 月 16 日（日） 14:00～ 

会場：名古屋第二赤十字病院 

1. 小児の輸液療法～最近のトピックス～ 

東京女子医科大学腎臓小児科 三浦 健一郎 

2. 小児ネフローゼ症候群の輸液療法～浮腫の管理～ 

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 

3. 小児 AKI における輸液療法 

兵庫県立こども病院腎臓内科 貝藤 裕史 

 

研修医のための輸液セミナー 2017 

日時：2017 年 8 月 27 日（日） 14:00～ 

会場：九州大学西新プラザ 

1. レジデントファースト ～輸液選択編～ 

久留米大学小児科 田中 征治  

2. レジデントファースト ～ナトリウム編～ 

大阪市立総合医療センター小児総合診療科 藤丸 季可  

3. レジデントファースト ～血液ガス分析編～ 

白髪胃腸科内科小児科 白髪 宏司  

 

研修医のための輸液セミナー 2016 

日時：2016 年 8 月 28 日（日） 13:00～ 

会場：聖路加国際大学 大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター3301 号 

1. こどもに鎮静は必要ない:?～体液分布から考える子供の鎮静薬の使い方～ 

日本大学救急集中治療医学 澤田 奈実 

2. 小児の輸液を最高する ～完璧な輸液製剤は存在するのか～ 

東京医科歯科大学腎臓内科 藤丸 拓也 

3. 代謝救急ガイドラインーcritical sample の採取と救命に向けた輸液法 

埼玉医科大学小児科教授 大竹 明 

 

研修医のための輸液セミナー 2015 

日時：2015 年 8 月 30 日（日） 13:00～ 

会場：広島医師会館 

1. カルシウム，リン異常症の診断と治療 に関するご講演予定 

 徳島大学藤井節郎記念医科学センター 福本 誠二  

2. 小児ネフローゼ症候群における体液管理 

 佐賀大学小児科 大塚 泰史  

3. 術前術後輸液管理とエネルギー代謝について 

 聖マリアンナ医科大学小児外科 島 秀樹  

 



研修医のための輸液セミナー 2014 

日時：2014 年 8 月 31 日（日） 13：30～ 

会場：慶應義塾大学医学部臨床講堂兼大会議場 

1. 低ナトリウム血症の病態と診断を極める～Beer potomania から CSW まで 

 聖路加国際病院腎臓内科 藤丸 拓也  

2. 酸・塩基平衡異常時の輸液 

 東京医大腎臓内科 慶応大学薬理学教室 権藤 麻子 

3. AKI（急性腎障害）時の輸液 

 東京都立小児総合医療センター腎臓内科 濱田 陸 

 

研修医のための輸液セミナー 2013 

日時：2013 年 9 月 15 日（日） 14:00～ 

会場：高槻市生涯学習センター2 階多目的ホール（高槻市役所 総合センター内） 

1. 救急・集中治療領域における小児の輸液戦略 - Beyond PALS 

静岡県立こども病院小児集中治療科 川崎 達也  

2. 尿から見た電解質・体液管理 

県立広島病院腎臓小児科 大田 敏之  

3. Osmotic demyelination syndrome～どうする？低 Na 血症の補正～ 

東京大学小児科 三浦 健一郎  

 

研修医のための輸液セミナー 2012 

日時：2012 年 8 月 26 日（日） 14:00～ 

会場：慶應義塾大学信濃町キャンパス北里講堂（北里図書館 2 階） 

1. AKI の急性期から慢性期までの輸液 

静岡県立こども病院 腎臓内科 北山 浩嗣 

2. 低ナトリウム血症：聖路加国際病院における低ナトリウム血症治療プロトコールの試み 

聖路加国際病院 腎臓内科 長浜 正彦  

3. ネフローゼ症候群患児への輸液 

都立小児総合医療センター腎内科 幡谷 浩史 

 

研修医のための輸液セミナー 2011 

日時：2011 年 8 月 28 日（日） 13:00～ 

会場：駿河台日本大学病院 3 階講堂 

1. 自分でできる輸液中電解質組成の調整法 

東海大学医学部小児科 新村 文男 

2. 脱水症の輸液 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 喜瀬 智郎 

3. 脳を護ることを目指した早産児の水分・血圧管理 

神奈川県立こども医療センター 豊島 勝昭 

 



研修医のための輸液セミナー 2010  

日時：2010 年 9 月 19 日（日） 14:00～ 

会場：慶應義塾大学病院新教育研究棟 4 階講堂 3 

1. Na 異常 

聖路加国際病院腎臓内科 小松 康宏  

2. 酸-塩基平衡 

済生会栗橋病院小児科 白髪 宏司    

3. 高カロリー輸液 

順天堂大学小児外科 岡崎 任晴  

  

研修医のための輸液セミナー 2009 

日時：2009 年 9 月 6 日（日） 13:00～ 

会場：神戸大学医学部 神緑会館 

1. カルシウム・リン代謝異常の病態と治療 

神戸大学大学院医学系研究科代謝疾患治療部 深川 雅史  

2. 未熟児・新生児の循環不全とその管理 

神戸大学大学院医学系研究科内科系講座小児科 森岡 一朗  

3. 小児患者における医原性低ナトリウム血症の発症機序とその対策   

神戸大学大学院医学系研究科内科系講座小児科 野津 寛大      

 

第 3 回 研修医のための輸液セミナー 

日時：2008 年 9 月 7 日（日） 13:30～ 

会場：駿河台日本大学病院 3 階講堂 

1. 糖尿病性ケトアシドーシスの輸液療法   

駿河台日本大学病院小児科 浦上 達彦  

2. ネフローゼ症候群における輸液管理ー都立清瀬小児病院での経験に基づいてー 

都立清瀬小児病院 腎内科 幡谷 浩史 

3. 急性胃腸炎症状への輸液とピットフォール 

横浜市立大学医学部小児科 伊藤 秀一  

 

第 2 回 研修医のための輸液セミナー 

日時：2007 年 8 月 26 日（日） 13:30～ 

会場：慶應義塾大学病院新教育研究棟 4 階講堂 3 

1. 小児の血圧の診かた考えかた   

新潟大学小児科 内山 聖  

2. K 異常の基礎と臨床          

聖路加病院 小松 康宏  

3. 研修医が注意したい脱水治療のポイント         

清瀬小児病院 長谷川 行洋  

 



第 1 回 研修医のための輸液セミナー 

日時：2006 年 8 月 27 日（日） 13:30～ 

会場：関西医科大学附属枚方病院講堂 

1. 輸液の基本的考え方 

埼玉県済生会栗橋病院小児科 白髪 宏司 

2. 電解質異常とその治療  

福岡市立こども病院・感染症センター腎疾患科 郭 義胤 

3. 救急時の輸液療法  

沖縄県立中部病院小児科 吉村 仁志 

    

 


