プログラム
第１日

６月 25 日（土）

開会の辞

12:55 ～

濵田

康弘（徳島大学）

EDUCATIONAL SEMINAR

13:00 ～ 14:30

共催：中外製薬株式会社

「腎臓病患者の栄養管理の向上を目指したチーム医療とは」
座長：深川
田村

雅史（東海大学）
智子（大野記念病院）

Opening Remarks
深川

雅史（東海大学）

講演① 「慢性維持透析患者における栄養管理
〜 Protein-Energy Wasting（PEW）に対するアプローチ〜」
白井由美子（伊賀市立上野総合市民病院）

講演② 「患者の栄養と看護
水内

―チームにおける役割―」

恵子（安田女子大学）

講演③ 「「慢性腎臓病（CKD）患者に対するチーム医療における薬剤師の役割とは」
−腎機能改善外来の 10 年間の実践から−」
牧野以佐子（JCHO 横浜中央病院）

総合討論
14:45 ～ 15:45

サテライトセミナー

共催：協和発酵キリン株式会社

「透析患者におけるアルブミンの諸問題」
座長：土井

俊夫（徳島大学）

演者：阿部

貴弥（岩手医科大学）

−5−

15:50 ～ 16:38

一般演題１
「チーム医療・NST」
座長：吉矢
安井

邦彦（原泌尿器科病院）
苑子（徳島大学）

O1-1 「慢性期病院における積極的なチームアプローチと脂質代謝に着目した
栄養管理」
𠮷崎

彰（相和病院）

O1-2 「隠れ低栄養をみつけよう〜外来透析 NST を開始して」
藤原由美子（江別病院）

O1-3 「当院における外来透析患者に対する NST 活動の現状」
上嶋

章子（白鷺病院）

O1-4 「経腸栄養剤メイフロー ® 導入に伴う薬剤師と栄養士の連携
〜チームで行う医薬品と食品の相互作用チェック〜」
岡田

16:42 ～ 17:30

孝之（西宮敬愛会病院）

一般演題２
「食事療法・栄養管理①」
座長：松永 智仁（永仁会病院）
下出真知子（藤井病院）

O2-1 「保存期腎不全の食事相談について
−調理実習を主体とした腎臓病教室の報告ー」
中村

恵（びわこ腎臓病食研究会）

O2-2 「慢性腎臓病ステージ５患者におけるタンパク質制限食のカルニチン濃度の
及ぼす影響」
北浦

圭介（きたうらクリニック）

O2-3 「糖尿病透析予防指導を 2 年以上実施した症例の腎機能および各指標の推移」
植田

敦志（日立総合病院）

O2-4 「CKD 患者に対する生活食事指導マニュアルの有用性について」
鈴木

薫子（日立総合病院）
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17:40 ～ 18:50

イブニングセミナー

共催：バイエル薬品株式会社

講演① 「高リン血症を繰り返す患者の現状と教育」
座長：市川

和子（川崎医療福祉大学）

演者：安原

幹成（笠岡第一病院）

講演② 「リン制限の新しい考え方：誰に対して何を目標に行うべきか」

19:00 ～ 20:30

座長：川西

秀樹（土谷総合病院）

演者：黒尾

誠（自治医科大学）

懇親会（レセプションホール）
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第２日
10:00 ～ 11:00

一般演題 「川上賞候補演題」
座長：政金
田村

K-1

６月 26 日（日）

生人（矢吹病院）
智子（大野記念病院）

「日本人における血清リン濃度および食後血清リン濃度上昇と関連する
遺伝因子」
楢崎

K-2

「Phase angle（位相角）から見た慢性維持透析患者の生命予後関連因子の検討」
大里

K-3

遥子（徳島大学）

寿江（だてクリニック）

「血液透析患者における mini nutritional assessment short form（MNA-SF）の
有用性の検討」
深堀由樹子（新里クリニック）

K-4

「血液透析患者における消化器疾患術後の超早期経口摂取開始の有用性」
坂口恵里子（秀和総合病院）

K-5

「導入期患者の身体機能と栄養状態の関連性」
市岡

11:05 ～ 11:41

智子（東北大学病院）

一般演題３
「研究・腎移植」
座長：菅野 義彦（東京医科大学）
伊藤美紀子（兵庫県立大学）

O3-1 「リンの蛋白質吸収促進作用；FGF23 の役割」
瀬川

博子（徳島大学）

O3-2 「腎移植後の臨床的指標および身体組成の経時的変化に影響する栄養学的因子
に関する前向き観察研究」
川畑

奈緒（自治医科大学附属病院）

O3-3 「腎移植周術期の栄養管理」
吉川美喜子（神戸大学）

11:45 ～ 12:00

総

会（川上賞・ベストポスター賞授賞式）
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12:15 ～ 13:05

ランチョンセミナー
「腎疾患患者の栄養管理
座長：宇佐美
演者：大村

13:20 ～ 14:10

一般演題

共催：日清オイリオグループ株式会社

〜動的なたんぱく質摂取量の設定〜」

眞（神戸大学）

健二（上尾中央総合病院）

ポスター１（レセプションホール）

「高齢 CKD 患者」
大里

寿江（だてクリニック）

P1-1 「高齢患者の透析導入時に行った栄養指導からの学び
〜軽度認知症患者への関わりを通じて〜」
森永香奈子（堺市立総合医療センター）

P1-2 「透析量の減少で栄養状態の改善が見られた一例」
佐野

博之（きたうらクリニック）

P1-3 「高齢透析患者の栄養状態改善に向けた当施設の取り組み」
矢野

愛（佐藤循環器科内科）

P1-4 「施設入所中の高齢透析患者に対する多職種での取り組み」
田垣

綾菜（佐藤循環器科内科）

P1-5 「高齢の腎移植レシピエントにおける栄養サポート」
赤毛
13:20 ～ 14:10

弘子（神戸大学医学部附属病院）

一般演題

ポスター２（レセプションホール）

「栄養管理・栄養指導」
坂井

敦子（Oﬃce SAKAI ／徳島大学）

P2-1 「CKD 教育入院における管理栄養士の取り組みと現状」
佐川

恵美（常磐病院）

P2-2 「オーバーナイト透析患者の栄養状態の推移」
奥田

絵美（にれの杜クリニック）

P2-3 「タブレット型端末を用いた透析患者の栄養指導」
檜垣

佳菜（小倉第一病院）

P2-4 「栄養士が常駐していない施設における高リン低リンコントロールの現状と
栄養指導の効果〜 1 報〜」
加藤

基（永仁会病院）

P2-5 「栄養士が常駐していない施設における高リン低リンコントロールの現状と
栄養指導の効果〜 2 報〜」
瀬戸

由美（永仁会病院）
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14:20 ～ 15:20

特別講演
「CKD の食事療法の理論と実際
− “ わかる ” そして “ できる ” −」

15:30 ～ 16:30

座長：水口

潤（川島病院）

演者：菅野

丈夫（昭和大学病院）

一般演題４
「食事療法・栄養管理②」
座長：嶋
瀬戸

英昭（大阪医科大学）
由美（永仁会病院）

O4-1 「維持血液透析患者における血清リン値の季節変動の検討」
酒井

友哉（矢吹病院）

O4-2 「有料老人ホーム入所高齢透析患者に対する MNA-SF スクリーニングを
使用した栄養介入後の 1 年間の栄養状態について」
山根由梨枝（佐藤循環器科内科）

O4-3 「外来維持透析患者における食事摂取の現状」
小林

恵（さいたまつきの森クリニック）

O4-4 「維持血液透析患者における下肢筋厚と栄養状態との関係性について」
田中

仁英（東大和南街クリニック）

O4-5 「わが国の血液透析施設における栄養補助療法及び運動療法についての
アンケート調査」
櫻井

16:30 ～

仁子（東京大学医学部附属病院）

閉会の辞
北島

幸枝（東京医療保健大学）
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