プログラム
第１会場
10:00 ～ 10:05

開会の辞・大会長挨拶
加藤

10:05 ～ 10:35

明彦 （浜松医科大学医学部附属病院）

よくわかるシリーズ１
「血液透析患者の血糖管理 Up-to-date」
演者：星野

10:35 ～ 11:45

純一 （虎の門病院）

一般演題「川上賞候補演題」
座長：宮本
瀬戸

賢一 （龍谷大学）
由美 （食支援みそら、まるき内科クリニック）

「基礎研究」
K-1

CPP による腎機能低下の早期発見

K-2

スケソウダラたんぱく質の摂取による骨格筋量および安静時代謝量への

桑原

頌治 （滋賀県立大学）

有用性評価
杉山

紘基 （龍谷大学）

「血液透析」
K-3

血液透析患者の運動後心拍数減衰応答を用いて評価した迷走神経機能と
栄養障害・生命予後の関連
臼井

直人 （嬉泉病院）

「栄養評価」
K-4

健康的な食事および低糖質食に含まれるプリン体含有量と腎臓酸負荷の評価

K-5

自己記入式調査票によるカリウム摂取量評価の検討

佐藤

美紀 （静岡県立大学）

小田巻眞理 （常葉大学）
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12:00 ～ 12:45

共催：アストラゼネカ株式会社

共催セミナー３

「透析患者のカリウム管理
－ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウムへの期待－」
座長：松島
演者：坂尾

秀樹 （聖隷三方原病院）

13:10 ～ 13:30

幸俊 （浜名クリニック）

大会長講演
「CKD 栄養療法をめぐる新たな潮流」
演者：加藤

13:30 ～ 14:30

明彦 （浜松医科大学医学部附属病院）

特別講演
「CKD 治療の今後の未来像、展望
座長：加藤
演者：柏原

14:50 ～ 15:50

ー腎臓病の克服を目指して」

明彦 （浜松医科大学医学部附属病院）
直樹 （川崎医科大学）

共催セミナー６
「エデュケーショナルセミナー」
座長：松永

智仁 （永仁会病院）

講演① 高齢 CKD 患者のオーラルフレイル対策
市川

和子 （岡山県栄養士会）

講演② 口腔疾患と CKD の関連
三﨑

15:50 ～ 16:00

～チーム医療の重要性～

太郎 （聖隷浜松病院）

閉会の辞（次回大会長挨拶）
中嶌

美佳 （矢吹病院）
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共催：バイエル薬品株式会社

第２会場
10:10 ～ 10:55

共催：協和キリン株式会社

共催セミナー１

「透析患者の栄養障害～貧血・CKD-MBD 管理も含めて～」
座長：安田日出夫 （浜松医科大学）
演者：平山

11:00 ～ 11:45

智也 （北彩都病院）

共催：ノーベルファーマ株式会社
株式会社メディパルホールディングス

共催セミナー２

「透析患者の栄養障害と低亜鉛血症」
座長：大橋
演者：加藤

温 （浜松医科大学）

12:00 ～ 12:45

明彦 （浜松医科大学医学部附属病院）

共催：小野薬品工業株式会社

共催セミナー４

「EBM から PRO への転換期における栄養管理の視点」
座長：脇野
演者：政金

修 （徳島大学）

13:05 ～ 13:50

生人 （矢吹病院）

共催：田辺三菱製薬株式会社

共催セミナー５
「エビデンスを生かした糖尿病治療
～慢性腎臓病（CKD）対策の観点から～」
座長：菅野
演者：安田

義彦 （東京医科大学）

13:50 ～ 14:20

宜成 （名古屋大学）

よくわかるシリーズ２
「腎臓病病態栄養専門管理栄養士―現状と今後の課題―」
演者：市川

14:20 ～ 14:50

和子 （岡山県栄養士会）

よくわかるシリーズ３
「CKD 患者のナトリウム代謝異常
—臨床現場の疑問から最近のナトリウム調節の話題—」
演者：佐々木

環 （川崎医科大学）
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14:50 ～ 15:20

よくわかるシリーズ４
「透析患者の栄養評価」
演者：植田

15:20 ～ 15:50

敦志 （日立製作所

日立総合病院）

よくわかるシリーズ５
「透析患者の栄養補給（IDPN も含めて）」
演者：細島

康宏 （新潟大学）
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オンデマンド配信

（6 月 25 日（金）正午 ～ 7 月 4 日（日）16：30 まで）

よくわかるシリーズ１
「血液透析患者の血糖管理 Up-to-date」
演者：星野

純一 （虎の門病院）

よくわかるシリーズ２
「腎臓病病態栄養専門管理栄養士―現状と今後の課題―」
演者：市川

和子 （岡山県栄養士会）

よくわかるシリーズ３
「CKD 患者のナトリウム代謝異常
—臨床現場の疑問から最近のナトリウム調節の話題—」
演者：佐々木

環 （川崎医科大学）

よくわかるシリーズ４
「透析患者の栄養評価」
演者：植田

敦志 （日立製作所

日立総合病院）

よくわかるシリーズ５
「透析患者の栄養補給（IDPN も含めて）」
演者：細島

康宏 （新潟大学）
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一般演題「川上賞候補演題」
座長：宮本
瀬戸

賢一 （龍谷大学）
由美 （食支援みそら、まるき内科クリニック）

「基礎研究」
K-1

CPP による腎機能低下の早期発見

K-2

スケソウダラたんぱく質の摂取による骨格筋量および安静時代謝量への

桑原

頌治 （滋賀県立大学）

有用性評価
杉山

紘基 （龍谷大学）

「血液透析」
K-3

血液透析患者の運動後心拍数減衰応答を用いて評価した迷走神経機能と
栄養障害・生命予後の関連
臼井

直人 （嬉泉病院）

「栄養評価」
K-4

健康的な食事および低糖質食に含まれるプリン体含有量と腎臓酸負荷の評価

K-5

自己記入式調査票によるカリウム摂取量評価の検討

佐藤

美紀 （静岡県立大学）

小田巻眞理 （常葉大学）

一般演題
「基礎研究」
O-1

慢性腎臓病早期における食事誘発性リンスパイクへの水溶性食物繊維の効果

O-2

調理によるリン含有量の変化－有機リン食と無機リン食との比較－

田中

更沙 （兵庫県立大学）

出口香菜子 （至学館大学）

「保存期」
O-3

慢性腎臓病（CKD）の初期段階における腎機能保持に有用な食習慣の検討

O-4

慢性腎臓病患者の生活の質と栄養状態の関連について

O-5

低たんぱく質・高エネルギー食を実践し CKD ステージ G4A1 で

安達
鈴木

京華 （慶應義塾大学）

薫子 （日立製作所日立総合病院）

長期維持している IgA 腎症の一例
土井

悦子 （虎の門病院）
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「血液透析」
O-6

外来透析食中止後の栄養状態の変化

O-7

透析中運動療法実施患者に対する栄養介入の必要性について

O-8

血液透析患者の減塩意識・行動と摂取塩分量との関連の検討

O-9

HDF 施行時のアミノ酸製剤回路内投与は開始時からの持続投与で筋蛋白異化が

上林沙希子 （北彩都病院）
吉行
内田

少ない
加藤

望 （中島土谷クリニック）

明奈 （常磐病院）

基子 （えいじんクリニック）

O-10 透析液の違いは栄養状態に影響を及ぼすか
酒井

友哉 （矢吹病院）

O-11 維持透析症例に対するイノラス配合経腸用液 ® の投与が血清 Mg 濃度に与える
影響

大里

寿江 （だてクリニック）

O-12 亜鉛欠乏を伴う血液透析患者の味覚障害は亜鉛補充で改善するか
小屋

遼 （矢吹病院）

O-13 血液透析患者における低亜鉛血症に対する亜鉛補充療法と味覚に関する検討
山田

真弓 （大垣北クリニック）

O-14 慢性血液透析患者に対する通常療法またはスタチン系薬剤併用療法による
介入比較試験

濱田千江子 （順天堂大学）

「高齢者」
O-15 リンの摂取量と食品群別寄与率の国際比較
今井

絵理 （滋賀県立大学）

O-16 フレイルの実態調査から見えた影響因子の検討
人見

友啓 （すずきクリニック）
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「栄養評価」
O-17 自己記入式食塩調査票による食塩摂取量評価の検討
小田巻眞理 （常葉大学）

O-18 食品群別プリン体値推定表から試算する日本人のプリン体摂取状況
大西

律子 （中部大学）

O-19 ビタミン D 配合食品の長期摂取は血清ビタミン D 濃度を上昇させるか？
松川

遥花 （静岡県立大学）

O-20 血液透析患者においてサルコペニアは口腔機能低下と関連する
～第 2 報～
浅野

愛 （サンシャイン M&D クリニック）

「地域連携・在宅」
O-21 透析看護師が糖尿病食事指導を行うためのノウハウの構築：
第１報（現状の把握）

小林みどり （ふれあいクリニック泉）

「その他」
O-22 透析治療総合病院における NST 立ち上げに向けての軌跡
荒木久美子 （桃仁会病院）
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