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講

演

過剰血流抑制術・シャント瘤
野島武久、本宮康樹
2020.12.11

VAIVT ACADEMY 特別企画

バスキュラーアクセス手術基本とこだわり

VAIVT の new trend -OHICHO neo、YOROI による VAIVT野島武久、本宮康樹
2020.12.1 VAIVT 研究会

webinar

アクセス治療の実際
野島武久
2020.9.11 株式会社カネカ社内講演

webinar

Video lecture series for Vascular Access
野島武久
2020.2.20

Interventional Nephrology Seminar in 呉 広島県呉市 呉阪急ホテル

術者単独AVF作製時の
初期成功率向上への工夫と長期成績
野島武久
2019.11.30 第 5 回京都 Vascular Access Meeting 京都市 桃仁会病院

動画で見るアクセス治療の実際
野島武久
2019.10.3 第 11 回神奈川バスキュラーアクセス勉強会

血管アクセス手術

横浜市

崎陽軒

-動画で見る作製と修復-

野島武久
2019.1.10 第２５回広島透析アクセス懇話会 広島市

オリエンタルホテル広島

こんなシャントはナンセンス DM,MBD の血管に負けてどうする
野島武久
のじまバスキュラーアクセスクリニック

野島武久

講演
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2018.9.29 奈良透析合併症講演会

奈良県橿原市 DAIWA ROYAL HOTEL THE KASHIHARA

透析アクセス合併症への治療
野島武久
2017.10.2 西神透析合併症セミナー 神戸市垂水区

シーサイドホテル舞子ビラ

シャントエコー・エコーガイド下シャント穿刺 ハンズオンセミナー
野島武久
2017.4.15 奈良透析学術講演会

奈良県橿原市 樫原観光ホテル

透析シャントの作製と修復 ～吻合法・石灰化病変処理・血流制御法など～
野島武久
2017.3.11 弘前透析療法学術講演会 青森県弘前市

アートホテル弘前シティ

バスキュラーアクセスを共に考え、共に守る
野島武久
2017.2.26 兵庫県腎友会東播ブロック学習会 兵庫県高砂市 高砂市文化会館

VA の周術期ケア

～術中・術後から修復まで～

野島武久
2016.10. 9

第 9 回血液浄化

Step Ups セミナー 大阪市浪速区 難波御堂筋ホール

より低侵襲で行うシャント治療
野島武久
2016. 8.27 第 11 回日本クリアランスギャップ研究会学術集会

イブニングセミナー 岡山市

岡山コンベ

ンションセンター

バスキュラーアクセスを共に考え、共に守る
野島武久
2016. 7.31

兵庫県腎友会丹播ブロック学習会 兵庫県加東市

加東市滝野図書館

内シャントの作製・修復・合併症治療 -シャントケアの tips & tricksのじまバスキュラーアクセスクリニック

野島武久

講演
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野島武久
2016. 7. 3

第 27 回播但透析従事者研究会

兵庫県朝来市和田山

和田山文化会館

ジュピター

ホール

バスキュラーアクセスを共に考え、共に守る
野島武久
2016. 1.10

NPO 法人兵庫県腎友会西播ブロック勉強会

兵庫県姫路市

姫路市自治福祉会館

内シャントの作製・修復・合併症治療
野島武久
2015.11.10 第 20 回播磨血液浄化研究会

兵庫県姫路市

ホテル日航姫路

バスキュラーアクセスを共に考え、共に守る
野島武久
2015. 7. 5 神戸市難病医療相談会・兵庫県腎友会地域勉強会 神戸市 神戸市勤労会館

私の目指す VAIVT と OPE

～VAIVT と OPE の相補領域・限界領域への取り組み

野島武久
2014.11.29 第 18 回日本アクセス研究会学術集会総会

バスキュラーアクセス治療への工夫

ランチョンセミナー 徳島市 あわぎんホール

-透析患者さんと共に考え共に守る-

野島武久
2014.11.15
熊本腎とアクセスセミナー 熊本市 メルパルク熊本

Arteriovenous graft における最近の知見
野島武久
2014.10.30 第 55 回日本脈管学会総会 イブニングセミナー 岡山県倉敷市 倉敷市芸文館

バスキュラーアクセスの作製・修復・合併症治療 ～透析患者さんと共に考え共に守る～
野島武久
2014.9.4 第 5 回倉吉透析バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会 鳥取県倉吉市 ホ テ ル セ ン
のじまバスキュラーアクセスクリニック

野島武久
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トパレス倉吉

バスキュラーアクセスシミュレータトレーニング
野島武久
2014.5.18 TERUMO Simulation Seminar in KOBE 神戸医療機器開発センター（MEDDEC)

当科で治療に難渋したバスキュラーアクセスの検討
野島武久
2013.10.12 第 2 回地域のシャントを考える会 神戸市垂水区 舞子ビラ

当科におけるバスキュラーアクセス治療の現況
野島武久
2013.2.9 第 36 回明石・西神戸透析懇話会 神戸市垂水区 舞子ビラ

ご紹介いただいた症例から
野島武久
2012.9.8 地域のシャントを考える会 神戸市垂水区

舞子ビラ

地域医療における当科の役割 -下肢領域の Vascular Frontline野島武久
2012.7.19 第二回西神戸地域医療懇話会

神戸市 生田神社会館

VA のいろいろな合併症と治療について
野島武久
2012.7.14 透析エコーの実践と評価 名古屋市 ウィンクあいち

バスキュラーアクセス関連合併症に対する治療戦略 ー本宮康樹先生との collaborationー
野島武久
2012.6.16 翠悠会診療所院内講演会 奈良県橿原市

翠悠会診療所

地域医療における当科の役割 －Vascular Frontline－
のじまバスキュラーアクセスクリニック

野島武久
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野島武久
2011.12.8 西神戸地域医療懇話会

神戸市 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

Vascular Frontline
野島武久
2011.11.18 （株）カネカ社内講演 大阪市 カネカメディックス

VA の診断と治療(part II)
野島武久
2011.11.6 バスキュラーアクセス特別セミナー
～ VA 管理の標準化を目指して MT と CE の融合 ～

大阪産業創造館 ４F

イベントホール

様々な視点からシャントを検討する すべてのスタッフに知ってほしい AVIV 情報
セッション２

徹底討論

こんな時どうする？

野島武久
2011.6.17 第５６回日本透析医学会学術集会・総会

地域における当科の役割
野島

イブニングセミナー２ 横浜市 パシフィコ横浜

－Vascular Frontline -

武久

2011.5.28 垂水区連携座談会 神戸市 ホテルオークラ神戸

ハンズオン 瘤化モデル
野島武久
2011/3/1

VAIVT ハンズオン in 姫路 （カネカメディックス主催）

姫路市

姫路日航ホテル

TASCII からみた PAD 治療戦略 －当科における末梢動脈疾患治療の現況－
野島武久
2011/2/26 第３２回 明石・西神戸透析医療懇話会

明石市 グリーンヒルホテル明石

TASCII からみた PAD 治療戦略 －当科における治療現況－
野島武久
2011/2/17 Fighting Vascular Events in Tarumi 神戸市垂水区

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 ３F 荻の

のじまバスキュラーアクセスクリニック

野島武久

講演

6 / 6
12/30/2020 update
間

バスキュラーアクセス関連合併症に対する治療戦略 －その修復・維持の実際－
野島武久
2011/1/30 第１２回血液浄化セミナー 神戸市 三宮研修センター

当科におけるアクセス治療の現況
野島武久
2010/11/5 名古屋徳洲会

依頼講演 愛知県春日井市

当科におけるアクセス治療の現況

名古屋徳洲会病院

－皆様に支えられて 1200 例－

野島武久
2010/7/31 第３１回明石・西神戸透析懇話会 明石市

グリーンヒルホテル 明石

静脈高血圧症の病態と治療
野島武久
2009/2/7 第２８回明石・西神戸透析懇話会 明石市

グリーンヒルホテル

明石

のじまバスキュラーアクセスクリニック

野島武久

講演

