プログラム
第１日

７月４日（土）

開会の辞

13:55 ～

田村

智子（大野記念病院）

スイーツセミナー

14:00 ～ 15:30

共催：中外製薬株式会社

「CKD 患者における栄養管理の実際」
座長：田村
伊丹

智子（大野記念病院）
儀友（日鋼記念病院）

発表① 「栄養管理と貧血について」
伊丹

儀友（日鋼記念病院）

発表② 「保存期腎不全患者に対する低たんぱく食療法の有用性
－心身健康科学的側面からの検討－」
下出真知子（藤井病院）

発表③ 「慢性腎臓病に対する食事摂取基準を考える
～多様化している透析患者にどう対応するか～」
大里

寿江（腎・透析センターだてクリニック）

発表④ 「糖尿病性腎症の血糖管理法」
北島

幸枝（東京医療保健大学）

総合討論
15:45 ～ 16:45

サテライトセミナー

共催：協和発酵キリン株式会社

「糖尿病性腎障害の病態とその対策」
座長：川村 智行（大阪市立大学）
演者：小川
晋（東北大学）
16:55 ～ 18:25

イブニングセミナー
座長：水口
友

共催：バイエル薬品株式会社

潤（川島病院）
雅司（大分大学医学部附属病院）

発表① 「リン代謝と栄養：新しい展開と課題」
宮本

賢一（徳島大学）

発表② 「食事療法におけるリン管理の現状と課題」
石井
18:25 ～

閉会の辞
政金

18:45 ～ 20:00

宏明（東海大学医学部付属八王子病院）

生人（矢吹病院）

懇親会（ラウンジ）
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第２日

７月５日（日）

開会の辞

10:00 ～

瀬戸

10:05 ～ 10:55

由美（永仁会病院）

一般演題１：「川上賞候補演題」
瀬戸
松永

由美（永仁会病院）
智仁（永仁会病院）

O1-1 「ラット腎不全初期の心臓リモデリングにおける尿毒素物質の影響」
桑原三恵子（株式会社クレハ）

O1-2 「食事蛋白質量が 2 型糖尿病腎症発症・進展に及ぼす影響：
マウスモデル確立と機序解明」
有村

恵美（鹿児島県立短期大学）

O1-3 「リン負荷指数の妥当性について」
竹谷

豊（徳島大学）

O1-4 「PEW のない維持血液透析患者の BMI に reverse epidemiology は適応するか？」
酒井

友哉（矢吹病院）

O1-5 「CKD 患者における安静時代謝および摂取エネルギー量の検討」
菅原

11:05 ～ 11:20

敦子（永仁会病院）

大会長講演
「慢性腎臓病患者に寄り添った栄養指導を行うために」
座長：田村 智子（大野記念病院）
演者：瀬戸 由美（永仁会病院）

11:30 ～ 11:45

総

会（受賞式）

12:00 ～ 13:00

ランチョンセミナー

共催：日清オイリオグループ株式会社

「透析患者の新しい食事基準をどう考えるか」
座長：川西
演者：菅野

秀樹（土谷総合病院）
義彦（東京医科大学）
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13:10 ～ 13:50

一般演題（ポスター）１
「症例報告」
座長：嶋

P-1

「重症肺炎から経口摂取困難となり褥瘡を発症した血液透析患者に対しての
栄養管理の一症例」
山村

P-2

英昭（大阪医科大学）

静夏（永仁会病院）

「認知症透析患者に対する栄養指導～在宅部との連携の重要性～」
中川めぐみ（医療法人社団大誠会）

P-3

「栄養士のいない施設を利用している高齢血液透析患者に対する
食事指導の一例」
佐藤

P-4

友穂（矢吹病院）

「食事療法が経過に影響を及ぼしたと考えられる IgA 腎症の 2 症例」
島田千賀子（水戸済生会総合病院）

P-5

「Introduction to maintenance hemodialysis for a poor Cambodian patient:
The nutritional status under the present dialysis condition.」
Thim Pich Thida（School of Medicine, International University, Phnom Penh, Cambodia）

13:10 ～ 13:50

一般演題（ポスター）２
「栄養教育・活動」
座長：井上

P-6

「栄養士の存在しないカンボジアにおける腎臓病栄養指導方法確立に向けた
取り組み」
田村

P-7

智子（大野記念病院）

「CKD 治療食調理講習会の実践内容とアンケート結果」
桝田

P-8

啓子（至学館大学）

裕子（原泌尿器科病院）

「外来維持透析クリニックの NST 活動５年を評価する」
長谷川民子（大道クリニック）

P-9

「糖尿病透析患者回診への取り組みと今後の課題」
吉田

恵理（常磐病院）

P-10 「当院のリン管理への多種職間での連携による取り組みと報告」
山本

心（小倉第一病院）

P-11 「特別メニュー食の取り組みと患者満足度」
吉永雅士美（小倉第一病院）
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13:10 ～ 13:50

一般演題（ポスター）３
「栄養評価・栄養指導１」
座長：角田

政隆（H・N・メディックさっぽろ東）

P-12 「GFR からみた栄養指導中の糖尿病患者における腎機能の推移について
～糖尿病透析予防指導実施に向けた対象者の把握～」
髙橋

昌枝（大崎市民病院）

P-13 「CKD 食事療法実践を目的とした食品・食事共通栄養評価尺度作成の試み」
山下

光雄（慶應義塾大学

スポーツ医学研究センター）

P-14 「慢性腎臓病（CKD）専門外来での継続した指導を試みて」
上嶋

章子（白鷺病院）

P-15 「高齢糖尿病腎症患者の食事摂取の特徴」
三上

恵理（弘前大学医学部附属病院）

P-16 「血液透析患者における心血管系イベント発症および
予後と身体的・栄養学的所見との関連についての検討」
岡本

亮（京都民医連中央病院）

P-17 「開心術周術期の維持透析患者に対する GNRI を用いた栄養障害リスクの検討」
島田

13:10 ～ 13:50

啓介（埼玉医科大学国際医療センター）

一般演題（ポスター）４
「栄養評価・栄養指導２」
座長：山田

康輔（鎌倉女子大学）

P-18 「しっかり透析で痩せた患者と太った患者」
鈴木

一裕（すずきクリニック）

P-19 「透析患者に食事の自己管理に興味をもってもらうために」
射場裕美子（千鳥橋病院）

P-20 「陰膳食事調査法による透析患者の食事からのリン摂取量の実測の試みと
リンコントロールに与える影響について」
林

俊介（長崎国際大学）

P-21 「有料老人ホーム入所中の高齢血液透析患者の MNA-SF スクリーニング値と
栄養指標」
山根由梨枝（佐藤循環器科内科）

P-22 「当施設新規入所者の 1 年間の栄養状態の変化と喫食率向上を目指した取組み」
平野

沙枝（佐藤循環器科内科）

P-23 「介護施設入所中高齢透析患者の 2 年間の DW 増減別の栄養状態の比較」
宮﨑世志子（佐藤循環器科内科）
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14:00 ～ 15:00

特別講演
「私がみてきた “ 慢性腎臓病における管理栄養士の過去・現在そして未来 ”」
座長：瀬戸
演者：市川

15:10 ～ 16:40

由美（永仁会病院）
和子（川崎医科大学附属病院）

一般演題２
座長：川合
瀬川

徹（中央内科クリニック）
博子（徳島大学）

O2-1 「新規リン吸着薬リオナ錠（クエン酸第二鉄水和物製剤）の有効性に関わる
有用性検討 －非臨床評価－」
松尾

明（日本たばこ産業株式会社・医薬総合研究所）

O2-2 「高齢維持透析患者に対する中鎖脂肪酸の活用について」
大里

寿江（腎・透析センターだてクリニック）

O2-3 「透析栄養代謝と慢性炎症の関係を探る」
佐野

博之（きたうらクリニック）

O2-4 「血液透析患者の Taurine について」
角田

政隆（H・N・メディックさっぽろ東）

座長：吉矢
三上

邦彦（原泌尿器科病院）
恵理（弘前大学医学部附属病院）

O2-5 「腹膜透析患者における血中アミノ酸分析」
倉澤

奈穂（東北大学大学院）

O2-6 「腹膜透析患者における上腕筋囲長に関連する臨床検査項目の検討」
土川未歩子（東北大学病院）

O2-7 「血液透析患者の Frailty について～ 1 年間の追跡調査～」
門間

志歩（H・N・メディックさっぽろ東）

O2-8 「透析患者の Protein-energy wasting と生命予後の検討」
橋本真里子（H・N・メディック）

O2-9 「Body mass index とクレアチニン産生速度からみた血液透析患者の
生命予後の検討」
坂本

16:40 ～

杏子（H・N・メディック）

閉会の辞
松永

智仁（永仁会病院）
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