




第 15回日本臨床栄養代謝学会中部支部学術集会の開催にあたって
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このたび、第 15 回日本臨床栄養代謝学会中部支部学術集会を、2021 年 8 月 21 日（土曜日）に WEB

開催させていただきます。2020 年 1 月より日本静脈経腸栄養学会から日本臨床栄養代謝学会（JSPEN）

へ名称が変更し、同時に東海支部（愛知、静岡、岐阜、三重）と北陸支部（石川、富山、福井）が一つ

になって中部支部が誕生しました。2020 年 7 月 4 日には、岐阜赤十字病院の高橋裕司先生を会長とし

て、岐阜市で第 14 回中部支部学術集会が開催される予定でしたが、COVID-19 の感染拡大のため、残念

ながら中止となりました。 

第 15 回中部支部学術集会は、2020 年 12 月に中部支部会に長野県が加わってからの初めての学術集会

となります。中部圏は病院の NST 組織率が高く、栄養代謝の取り組みも熱心な地域であり、多くの会員

（約 3,500 名）が所属しています。今回、記念すべき学術集会を仰せつかり、大変に光栄であるととも

に、その重責を痛感しております。 

 第 15 回中部支部学術集会のテーマは、「臨床栄養代謝学の進歩と未来―中部からの新しい風―」とさ

せていただきました。現在、さまざまな領域において、医学的エビデンスに基づいた診療ガイドライン

が刊行され、食事・栄養領域について標準化が図られています。その一方で、超高齢多死社会を迎え、

食事・栄養管理が必要な患者さんのほとんどが高齢者であり、個別化対応が必要とされます。さらに食

事・栄養療法の目標も、医療者視点からみた検査値の改善や生存期間の延長だけでなく、患者さんにとっ

て価値ある well-being（身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること）がより重要と考える時代を迎

えています。新たに中部支部会がスタートした今、こうした「標準化と個別化」、「医療者と患者さんの

視点のズレ」をふまえ、これからの食事・栄養療法を考えるきっかけにしていただければと想い、本テー

マとさせていただきました。 

今回は初めての WEB 開催となります。特別講演には滋賀医科大学の佐々木雅也先生、教育講演には

国立長寿医療研究センターの前田圭介先生、諏訪赤十字病院の巨島文子先生、静岡県立総合病院の多久

佳成先生、金沢大学附属病院の徳丸季聡先生の 4 名にお願いしております。また、大塚製薬工場との共

催セミナーでは、静岡県立静岡がんセンターの坪佐恭宏先生にご講演いただきます。そして、限られた

演題募集期間にもかかわらず、13 題の一般演題の応募をいただきました。 

会員の皆様にとって貴重な議論の機会になるよう、プログラムを企画いたしましたので、多くの皆様

のご参加・ご視聴を期待しております。皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。 

最後に、本学術集会の開催にあたり、浜松医科大学附属病院栄養部スタッフだけでなく、本学会事務

局および学術集会実践支援委員会の三原千惠委員長と鷲澤尚宏副委員長、中部支部長の清水敦哉先生と

副支部長の廣野靖夫先生、そして運営事務局の株式会社オフィス・テイクワンの園部祐介様など、多く

の方々からご協力とご支援を賜りました。この場をお借りして、深謝申し上げます。 
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日本臨床栄養代謝学会中部支部会 世話人一覧 
 

役職 氏名 都道府県 所属 

支部長 清水 敦哉 三重県 済生会 松阪総合病院 

副支部長 廣野 靖夫 福井県 福井大学 医学部 附属病院 

代議員 

石井  要 石川県 公立松任石川中央病院 

石川 敦子 愛知県 野村医院 

磯﨑 泰介 静岡県 いそざきファミリークリニック 

井谷 功典 三重県 藤田医科大学 七栗記念病院 

伊藤 彰博 三重県 藤田医科大学 七栗記念病院 

伊藤 明美 愛知県 藤田医科大学病院 

茨木あづさ 岐阜県 街かど保健室 訪問看護ステーション街家 

上岡 容子 三重県 尾鷲総合病院 

上葛 義浩 愛知県 藤田医科大学岡崎医療センター 

臼井 正信 三重県 藤田医科大学  

榎  裕美 愛知県 愛知淑徳大学健康医療科学部 

巨島 文子 長野県 諏訪赤十字病院 

小笠原 隆 静岡県 浜松医療センター 

岡本 康子 愛知県 愛知学泉大学 

荻野  晃 岐阜県 トーカイ薬局 中津川市民病院前店 

加藤 弘幸 三重県 尾鷲総合病院 

川瀬 将紀 三重県 ＪＡ三重厚生連いなべ総合病院 

川瀨 義久 愛知県 公立陶生病院 

北原修一郎 長野県 長野赤十字病院 

葛谷 雅文 愛知県 名古屋大学大学院 

栗山とよ子 福井県 福井県立病院 

坂元 隆一 静岡県 静岡市立清水病院 

篠田 純治 愛知県 トヨタ記念病院 

柴田 佳久 愛知県 豊橋市民病院 

白木  亮 岐阜県 中濃厚生病院 

杉田 尚寛 石川県 株式会社スパーテル/医薬品情報室 

鈴木 恭子 静岡県 静岡県立こども病院 

祖父江和哉 愛知県 名古屋市立大学大学院医学研究科 

竹腰加奈子 三重県 藤田医科大学 七栗記念病院 

谷口めぐみ 愛知県 スギ訪問看護ステーション長草 

谷口 靖樹 三重県 JA 三重厚生連三重北医療センターいなべ総合病院 

寺邊 政宏 三重県 鈴鹿中央総合病院 

中村 悦子 石川県 社会福祉法人 弘和会 訪問看護ステーションみなぎ 

中村 直人 愛知県 公立陶生病院 
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役職 氏名 都道府県 所属 

代議員 

原  拓央 富山県 厚生連高岡病院 

東 敬一朗 石川県 医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 

平野 勝康 石川県 市立輪島病院 

平山 一久 静岡県 静岡市立清水病院 

福沢 嘉孝 愛知県 愛知医科大学 

福本 弘二 静岡県 静岡県立こども病院 

藤本 保志 愛知県 愛知医科大学 

二村 昭彦 三重県 藤田医科大学 七栗記念病院 

堀田 直樹 愛知県 増子記念病院 

前田 圭介 愛知県 国立長寿医療研究センター 

宮﨑  徹 富山県 厚生連高岡病院 

宗本 義則 福井県 福井県済生会病院 

村井 美代 愛知県 藤田医科大学 

毛利 靖彦 三重県 三重県立総合医療センター 

森  直治 愛知県 愛知医科大学 

山口  恵 三重県 医療法人 普照会 もりえい病院 

渡邉 誠司 静岡県 伊豆医療福祉センター 

学術評議員 

青山  高 静岡県 静岡県立静岡がんセンター 

赤津 裕康 愛知県 名古屋市立大学医学研究科 

朝倉 洋平 愛知県 医療法人衆済会 増子記念病院 

新井 英一 静岡県 静岡県立大学 

池上 悦子 長野県 長野赤十字病院 

一丸 智美 愛知県 藤田医科大学病院 

浦崎 優子 愛知県 藤田医科大学病院 

榎本 佳子 静岡県 順天堂大学 

大上 英夫 富山県 富山市立まちなか病院 

大川 浩子 石川県 金沢赤十字病院 

大菊 正人 静岡県 浜松医療センター 

大西真理子 愛知県 藤田医科大学病院 

岡田 慶子 愛知県 公立西知多総合病院 

奥川 喜永 三重県 三重大学大学院 医学系研究科 

奥山 秀樹 長野県 佐久市立国保浅間総合病院 

桂  長門 愛知県 藤田医科大学 

加藤 明彦 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 

河北 知之 三重県 たまき玉川クリニック 

岸  和廣 愛知県 金城学院大学 
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役職 氏名 都道府県 所属 

学術評議員 

北澤 千枝 長野県 介護老人保健施設 アップルハイツ飯田 

北山富士子 福井県 福井大学医学部附属病院 

金原 寛子 石川県 公立松任石川中央病院 

久保田美保子 静岡県 地方独立行政法人静岡市立静岡病院 

久米  真 岐阜県 朝日大学 

倉島 祥子 長野県 長野赤十字病院 

倉田 栄里 静岡県 総合病院聖隷三方原病院 

黒川  剛 愛知県 名鉄病院 

小塚 明弘 愛知県 小牧市民病院 

小林  香 長野県 長野市民病院 

斎木 明子 福井県 福井大学医学部附属病院 

斎藤健一郎 福井県 福井県済生会病院 

酒向  幸 岐阜県 関中央病院 

島﨑  信 岐阜県 国保関ヶ原診療所 

清水 昭雄 静岡県 浜松市リハビリテーション病院 

清水  碧 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院 

下平 雅規 長野県 宝クリニック 

白井由美子 三重県 伊賀市立上野総合市民病院 

白石  好 静岡県 城西クリニック 

関  仁誌 長野県 長野市民病院 

髙橋 裕司 岐阜県 岐阜赤十字病院 

高橋 玲子 静岡県 静岡県立総合病院 

高村 弘美 石川県 石川県立中央病院 

高柳 久与 静岡県 聖隷三方原病院 

滝澤 康志 長野県 飯山赤十字病院 

武内 有城 愛知県 たけうちファミリークリニック 

田中  舞 富山県 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 

谷口 裕重 岐阜県 朝日大学歯学部 

谷村  学 三重県 伊勢赤十字病院 

田村  茂 愛知県 藤田医科大学 

辻 美千代 富山県 厚生連高岡病院 

都築 則正 三重県 藤田医科大学 

中西 敏博 愛知県 トヨタ記念病院 

中原さおり 三重県 JA 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 

西田 保則 長野県 社会医療法人財団 慈泉会相澤病院 

橋本 儀一 福井県 福井大学医学部附属病院 
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役職 氏名 都道府県 所属 

学術評議員 

長谷川 潤 愛知県 ＡＯＩ名古屋病院 

長谷川正光 愛知県 刈谷豊田総合病院高浜分院 

長谷川裕矢 岐阜県 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 

華井 竜徳 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 

濱本 憲佳 愛知県 藤田医科大学病院 

早川麻理子 愛知県 名古屋経済大学 

早川 芳枝 愛知県 公立西知多総合病院 

早瀬 美香 福井県 福井大学医学部附属病院 

春田 純一 愛知県 名古屋第一赤十字病院 

深津ひかり 三重県 ふかつ歯科 

福元 聡史 愛知県 トヨタ記念病院 

藤田 征志 三重県 JA 三重厚生連 三重北医療センター 菰野厚生病院 

藤村  隆 富山県 富山市民病院 

堀田 栄治 福井県 福井県済生会病院 

本田  圭 石川県 （社）石川勤労者医療協会 城北病院 

前田 亜矢 福井県 福井県済生会病院 

松本 由紀 三重県 済生会松阪総合病院 

宮下 知治 石川県 金沢医科大学病院 

村元 雅之 愛知県 知多厚生病院 

最上 恵子 三重県 藤田医科大学 七栗記念病院 

百崎  良 三重県 三重大学医学部附属病院 

森  茂雄 愛知県 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 

八木 佳子 静岡県 静岡県立こども病院 

山本 美和 愛知県 旭労災病院 

湯下 範子 福井県 医療法人厚生会 福井厚生病院 

 

（2021 年 4 月 1 日 現在） 
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参加者へのご案内 
 

■開催形式 
WEB 開催  LIVE 配信 2021 年 8 月 21 日（土） 

 オンデマンド配信 2021 年 8 月 25 日（水）正午～9 月 7 日（火）正午 

 

■参加登録期間 
登録期間：2021 年 6 月 1 日（火）正午～9 月 6 日（月）正午 

 

■参加登録方法 
本会ホームページ「参加登録」内の最下部「参加登録はこちらから」よりお申込みください。 

手順① マイページログイン用 ID／パスワードの新規発行をしていただきます。 

手順② 視聴の際に使用する端末とインターネット環境で、テスト動画の視聴をしていただきます。 

手順③ 問題なくテスト動画の視聴ができましたら、参加費をお支払いいただきます。 

詳細はホームページに掲載されております、「参加登録操作マニュアル」をご参照ください。 

 

※注意点 

・オンラインクレジット決済の場合は、支払完了後すぐに参加登録完了となります。 

銀行振込の場合は、運営事務局の入金確認が完了するまで参加登録完了になりません。（完了後に

メールでお知らせします。） 

・LIVE 配信の視聴をご予定される方で、銀行振り込みをご利用の場合は、8 月 18 日（水）23:59 まで

に必ずご入金ください。 

 

■参加登録料 
学会員  3,000 円 

非学会員 4,000 円 

※参加登録完了後に、『領収書・参加証明書』と『プログラム・抄録集（8 月上旬公開予定）』がダウ

ンロードできるようになります。 

※プログラム・抄録集は発刊いたしません。 

※WEB 視聴に必要な ID／パスワードは、登録の際にメールでお知らせいたします。 

 

■支部学術集会参加による JSPEN個人資格認定単位取得について 
LIVE 配信およびオンデマンド配信のいずれにご参加いただいても、JSPEN 個人資格認定単位を取得

可能となります。単位取得としての証明は、配信サイト「アカウント状況」より参加証明書をダウン

ロード・取得いただきます。 

 

NST 専門療法士認定制度 新規・更新申請：5 単位 

臨床栄養代謝専門療法士認定制度 新規・更新申請：5 単位 
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■プログラム・抄録集 
印刷物の発刊はいたしません。参加登録をされた方に限り、プログラム・抄録集の PDF データをダウ

ンロードしていただけます。 

・オンデマンド配信最終日まで 配信サイト「アカウント状況」よりダウンロード 

・オンデマンド配信終了以降 大会ホームページ「プログラム・日程表」よりダウンロード 

 

■視聴に際しての注意事項 
・サイト内に掲載されている全てのコンテンツの無断撮影、閲覧端末のスクリーンショット機能等を

用いた記録や保存、ダウンロード、他サイトへの転載等は、かたく禁止します。 

・第三者へのログイン ID／パスワードの譲渡・共有はかたく禁止します。1 つの参加登録 ID でご視

聴頂けるのは 1 名のみです。必ずお一人ずつ参加登録をお済ませください。 

・ご視聴にあたっては、必ず推奨環境をご確認いただき、指定のブラウザをご利用ください。アクセ

スが集中すると、指定ブラウザをご利用の場合でも動画再生に時間がかかる場合がございますので、

あらかじめご了承ください。 

 

■質疑応答 
ライブ配信での質疑応答は、Zoom の Q&A 機能を利用して質問していただきます。質問の際は、所

属・氏名を明記して投稿してください。座長・演者には、マイクを通して回答いただきます。時間の

都合などにより、質問に回答いただけない場合もありますので、予めご了承ください。後日配信され

るオンデマンド配信では、質疑応答の録画データも配信される予定です。所属・氏名が読み上げられ

ることを同意いただいたうえで、質問を投稿していただきますようお願いいたします。 

 

オンデマンド配信では質疑応答はありません。メール等で事務局に質問をお送りいただいても、対応

いたしかねますのでご了承ください。 

 

■次期開催のご案内 
第 16 回日本臨床栄養代謝学会中部支部学術集会 

会長：廣野 靖夫（福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター） 

会期：未定 

会場：未定 

 

■お問い合わせ 
大会事務局：浜松医科大学医学部附属病院栄養部 

事務局長 渡邉 潤 

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 

運営事務局：株式会社 オフィス・テイクワン 

〒451-0075 名古屋市西区康生通 2-26 

TEL：052-508-8510 FAX：052-508-8540 E-mail：jspen_chubu@cs-oto.com 
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座長・演者へのご案内 
 

■はじめに 
本学会のプログラムは Zoom ウェビナーを使用したライブ配信となります。発表時は演者の先生方に

事前提出していただいた発表動画を再生し、質疑応答時は生中継で討議をしていただきます。ライブ

配信の模様は録画され、後日オンデマンドでも配信いたします。 

 

■発表動画の作成 
事前提出していただく発表動画の作成方法は、大会ホームページ「座長・演者へのご案内」よりご確

認ください。 

https://cs-oto3.com/jspen_chubu2021/chair.html 

 

■発表時における利益相反（COI）の開示 
申告すべき利益相反（COI）がない場合、ある場合どちらの場合も申告が必要です。発表スライド 2 枚

目に利益相反（COI）自己申告に関するスライドを加えてください。利益相反に関する詳細について

は、学会ホームページよりご確認ください。スライドフォーマットもこちらからダウンロードできま

す。 

https://www.jspen.or.jp/society/coi/ 

 

■Zoom接続チェック（事前打合せ） 
教育講演を除く全ての座長・演者の先生方を対象に、Zoom の使用方法ならびに音声と通信状況の事

前確認をさせていただきます。詳細につきましては、別途運営事務局よりご連絡いたします。 

 

■インターネット接続 
光通信の有線 LAN のご利用を推奨いたします。Wi-Fi などの無線では通信が安定しない場合があり、

映像や音声に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。 

 

■使用する端末 
Zoom は Windows、Macintosh、Android、iOS でご利用いただけます。Android、iOS の場合は、アプリ

をインストールする必要があります。Zoom アプリをご利用の場合は最新バージョンであることをご

確認ください。 

端末にはウェブカメラとマイクが必要です。内蔵マイクおよび内蔵スピーカーの利用は、周囲の雑音

が入る可能性があり、また、ハウリングを発生させる原因となりますので、マイク付きヘッドフォン

（イヤホン）のご使用を推奨いたします。 

 

■動作環境安定のために 
ご使用の端末は電源に接続し、バッテリーでの駆動は避けてください。 

Zoom ウェビナーへの入室前に、Zoom 以外のアプリは閉じてください。 
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■講演時間 
 発表 質疑応答 

大会長講演 20 分 

特別講演 60 分 

教育講演 30 分 なし 

一般演題 6 分 4 分 

動画作成時は時間超過がないようにご注意ください。 

時間厳守での進行にご協力をお願いいたします。 

 

■質疑応答 
視聴者からの質問は、Zoom の Q&A 機能を用いテキスト形式で受付けます。質問の採否は座長に一任

いたします。採用した質問は、座長代読で進行をお願いいたします。視聴者が Q&A 機能で質問を投

稿すると、Q&A に数字が付きますので、クリックして質問内容をご確認ください。 
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開会のご挨拶 9：00～ 9：05

清水　敦哉（日本臨床栄養代謝学会　中部支部会　支部長）

大会長講演 9：05～ 9：25

座長：清水　敦哉（済生会松阪総合病院）

高齢者CKDにおける食事・栄養療法の新たな潮流
加藤　明彦（浜松医科大学医学部附属病院　血液浄化療法部　栄養部）

教育講演 1 9：30～ 10：00

老年栄養 ―サルコペニア・フレイル―
前田　圭介（国立長寿医療研究センター　老年内科）

教育講演 2 10：05～ 10：35

高齢者に伴う摂食嚥下障害
巨島　文子（諏訪赤十字病院　リハビリテーション科）

一般演題 1　NST 10：40～ 11：40

座長：伊藤　彰博（藤田医科大学医学部　外科・緩和医療学講座）
鈴木　恭子（静岡県立こども病院　栄養管理室）　　　　　

O-1-1  Webシステムを利用したNST勉強会のコロナ禍における有用性
石川　真代（愛知医科大学病院　薬剤部）

O-1-2  糖尿病合併入院患者の経口栄養補助（ONS）として糖尿病患者用経腸栄養剤投与
が有用であった 3症例の検討
伏見　宣俊（社会医療法人杏嶺会一宮西病院　消化器・内分泌内科）

O-1-3  トルバプタン投与により難治性下腿浮腫の著明な改善が認められた終末期がん患
者の 1例
藤崎　宏之（藤田医科大学　七栗記念病院　外科・緩和医療学講座）

O-1-4  消化器病棟看護師の栄養管理実践力と栄養不良患者に関する相談行動が専門職連
携実践力に及ぼす影響について
石田　園光（福井大学医学部附属病院　NST / 福井大学医学部附属病院　看護部）

O-1-5  Bacillus cereus 菌血流感染症と糖・電解質・アミノ酸輸液との関係性について
丸山　尚樹（済生会松阪総合病院　NST　薬剤部）

O-1-6  NST の早期介入が多発褥瘡改善につながった高齢女性の一例
田村　大輔（焼津市立総合病院　栄養サポート室）

プログラム
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共催セミナー 11：50～ 12：35

座長：清水　敦哉（済生会松阪総合病院）

食道がん周術期管理におけるチーム医療　栄養管理を中心に
坪佐　恭宏（静岡県立静岡がんセンター　食道外科）

共催：株式会社大塚製薬工場／イーエヌ大塚製薬株式会社

特別講演 13：00～ 14：00

座長：加藤　明彦（浜松医科大学医学部附属病院血液浄化療法部）

静脈栄養、経腸栄養の up to date
佐々木雅也（ 滋賀医科大学医学部看護学科基礎看護学講座（生化・栄養）・滋賀医科大

学医学部附属病院栄養治療部）

教育講演 3 14：10～ 14：40

がん化学療法患者の栄養管理
多久　佳成（静岡県立総合病院　腫瘍内科）

教育講演 4 14：45～ 15：15

生活習慣と慢性腎臓病との関連
徳丸　季聡（金沢大学大学院　腎臓内科学 / 金沢大学附属病院　栄養管理部）

一般演題 2　栄養評価 15：20～ 16：30

座長：廣野　靖夫（福井大学医学部附属病院　がん診療推進センター）
久保田美保子（静岡市立静岡病院　栄養管理科）　 　　　　　

O-2-1  高齢者に対する栄養リスク評価―各指標の比較検討―
大上　英夫（富山市立富山まちなか病院　外科）

O-2-2  食道癌手術患者におけるGLIM基準低栄養の重症度割合
白井　祐佳（浜松医科大学医学部附属病院　栄養部）

O-2-3  急性期病院における高齢者のGLIM基準による低栄養と院内死亡の調査
野々垣知行（ 愛知医科大学病院　薬剤部 / 愛知医科大学医学部大学院医学研究科　緩和・

支持医療学 / 愛知医科大学病院　栄養サポートチーム）

O-2-4  高齢がん患者における SARC-F と在院日数の検討
土田　実佳（愛知医科大学病院　栄養部）
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O-2-5  同種造血幹細胞移植患者におけるQuality of life（QOL）および栄養状態の経時
変化
位田　文香（ 浜松医科大学医学部附属病院　栄養部 / 名古屋学芸大学大学院栄養科学研

究科）

O-2-6  内科入院高齢患者における安静時エネルギー消費量と予測式の比較
川瀨　文哉（ JA愛知厚生連　足助病院　栄養管理室 / 名古屋学芸大学大学院 栄養科学

研究科）

O-2-7  当院における特定看護師による PICC挿入
石井　　要（公立松任石川中央病院　外科）

次期会長のご挨拶／閉会のご挨拶 16：30～ 16：35

廣野　靖夫（第 16 回日本臨床栄養代謝学会　中部支部学術集会　会長）
加藤　明彦（第 15 回日本臨床栄養代謝学会　中部支部学術集会　会長）
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食物繊維
2.5g ※

亜鉛
2.0mg ※
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100ml ※

125ml
紙パック
原寸大
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3 Layer PAES Membrane

Low Albumin Leak

Optimized Inner Diameter

多孔質のスキン層とスポンジ層による溶質の除去 1）

空洞状フィンガー層の低い膜抵抗により透水性を保持 1）

スキン層の細孔径によるアルブミン漏出の抑制 1）

入口圧の上昇を防ぐために最適化された内径 1）

1）Ronco C, et al. Nephrol Dial Transplant 2003；18［Suppl 7］：vii10-20

ポリフラックスHヘモダイアフィルター
血液透析濾過器

特定積層型　H12ヘモダイアライザー
Low Albumin Loss

Cytokine Adsorption

アルブミンの漏出が少ない 1）

メタリルスルホン酸ナトリウムとアクリロニトリル基の
共重合体による陰性荷電により炎症性物質を吸着 2）

1）森上辰哉　他. 腎と透析別冊2008：p224-228
2）Furuta M, et al. ASAIO Journal. 2011；57（4）：293-299

AN69
Adsorptive Membrane

販売名：ポリフラックスHヘモダイアフィルター
承認番号：22900BZX00393000
機能区分：人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。）
　　　　　ヘモダイアフィルター
クラス分類：高度管理医療機器（クラスⅢ）

販売名：H12へモダイアライザー
承認番号：15700BZY00150000
機能区分：人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。）
　　　　　ダイアライザー 特定積層型
クラス分類：高度管理医療機器（クラスⅢ）

ポリフラックスH
（210H）

ポリフラックスH
（170H）

ポリフラックスH
（140H）
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