
腎臓グループ 

 

所属メンバー 

・岡本 孝之  (助教、平成 15 年卒) 

・佐藤 泰征  (大学院生、平成 16 年卒) 

・山崎 健史  (大学院生、平成 17 年卒) 

・林  麻子  (大学院生、平成 18 年卒) 

・佐々木 聡  (客員研究員、昭和 61 年卒) 

 

外来患者数    350 人/年（のべ） 

入院患者数     46 人/年（のべ） 

 

 

特色ある診療内容 

関連病院腎臓外来 道内主要関連病院 

腎生検診断 36 例/年 

腎不全(保存期及び透析患者)•腎移植関連患者 20 例/年 

 

 

研究内容 

<臨床> 

・全国多施設研究による小児難治性腎疾患 (ネフローゼ症候群、IgA 腎症、ループス腎炎)

の治療法開発 

・ 小児保存期腎不全管理と腎移植治療 

<基礎> 

・ ネフローゼ症候群•糸球体硬化の進展機序解明と治療法開発に関する基礎的研究 

・ IgA 腎症再検例の病理組織学的解析 
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講演 

1. 岡本孝之: 糸球体壁側上皮細胞の役割. 扶幼会総会、札幌、2013 

2. 岡本孝之: 学校検尿への対応. 北東部小児医療研究会、札幌、2014 

3. 岡本孝之: 尿所見の診かた. 千歳恵庭小児科学術講演会、千歳、2014 

 

 

 

学会活動（委員会委員など） 

日本小児腎臓病学会代議員•総務委員、編集委員、統計調査委員会末期腎不全調査委員 

(佐々木聡) 

小児難治性腎疾患治療研究会北海道地区世話人(岡本孝之) 

小児 IgA 腎症研究会幹事 (岡本孝之) 

北海道小児腎臓病研究会会長 (佐々木聡)、幹事（岡本孝之） 

日本小児科学会北海道地方会事務局（岡本孝之） 

北海道臨床腎臓研究会幹事 (佐々木聡) 

旭川札幌ネフロロジーフォーラム代表世話人(佐々木聡)、世話人（岡本孝之） 


