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会 期  ����年 �� 月 ��日（金）・��（土）・��（日） 
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� 特別講演１                           
「糖尿病性腎臓病 DKD の薬物療法の新展開」 

南学 正臣  （東京大学大学院医学系研究科腎臓内科学／内分泌病態学） 

� 特別講演２                           
「CKD, AKI と心腎連関の新展開」 

向山 政志  （熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学） 

� 大会長講演                           
「CKD に対して薬剤師にできること ～明日の腎薬へのメッセージ～」 

平田 純生  （熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部 臨床薬理学） 
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� 教育講演                            
1．症例から学ぶ腎臓病薬物療法学 ～どんどんリスク摘み取るモン～ 

古久保 拓  （特定医療法人仁真会 白鷺病院薬剤科） 

2．薬物療法の個別最適化に向けて ～薬局薬学のエディターの勉強法～ 

山本 雄一郎 （有限会社アップル薬局） 

3．腎に関連した医薬品情報の見方・使い方 

大野 能之  （東京大学医学部附属病院薬剤部） 

4．外来における腎機能を考慮した医薬品適正使用を俯瞰する（仮） 

近藤 悠希  （熊本大学大学院生命科学研究部薬剤情報分析学分野） 

5．虚弱な高齢者と薬に対して薬剤師がやれること 

森  直樹  （医療法人愛生会くまもと温石病院） 

6．透析患者の薬物療法 ---最新情報 

濱野 高行  （名古屋市立大学大学院医学研究科 腎臓内科学 －2019 年 8 月より－） 

 

 

 

 

 

 

 

 

� シンポジウム                          
1．ＣＫＤのサルコペニアと骨代謝異常の問題点 

オーガナイザー兼座長  丸山  徹  （熊本大学大学院生命科学研究部 薬剤学分野） 

・尿毒症物質と骨代謝 

深川 雅史  （東海大学医学部内科学系 腎内分泌代謝内科） 

・ＣＫＤ患者におけるサルコペニアと骨粗鬆症 

田中 元子  （医療法人社団 松下会あけぼのクリニック） 

・ＣＫＤとサルコペニア ～要因、分子機構、治療介入～ 

渡邊 博志  （熊本大学大学院生命科学研究部 薬剤学分野） 

 

2．エビデンスを整理して腎を護る薬物療法を実践しよう！ 

オーガナイザー兼座長  浦田 元樹  （社会医療法人寿楽会 大野記念病院薬剤部） 

佐村  優  （医療法人社団緑成会 横浜総合病院薬剤科） 

・腎保護効果と心血管リスクから考える尿酸降下薬（仮） 

三星  知  （社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院薬剤課） 

・血糖降下作用を超えた糖尿病治療薬の腎保護効果への期待（仮） 

門村 将太  （独立行政法人地域医療推進機構 札幌北辰病院薬剤部） 

・レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制薬の心・腎保護効果の再検証（仮） 

内田 裕之  （独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院薬剤部） 

・尿毒症物質から腎を護る薬剤の希望 

吉田 拓弥  （特定医療法人仁真会 白鷺病院薬剤科） 

 

3．腎臓に興味がある薬剤師に伝えたい多臓器の話 

オーガナイザー兼座長  柴田 啓智  （済生会熊本病院薬剤部） 

座長  中村 忠博  （長崎大学病院薬剤部） 

・心腎連関          段林 正明  （済生会野江病院薬剤科） 

・呼吸不全と酸塩基平衡    山下 明寿  （カイホウ薬局） 

・重症患者における腎と肝の話 山本 麻里子 （中東遠総合医療センター薬剤部） 

・腸腎連関をターゲットとした CKD 新規治療戦略 

末吉 美優  （熊本大学大学院薬学教育部 薬剤学分野） 

 

 



 

 

 

4．腎機能低下患者における各種領域のハイリスク薬の適正使用 

オーガナイザー兼座長  大城 匡史  （社会医療法人友愛会 豊見城中央病院薬剤科） 

大城 瑠奈  （社会医療法人友愛会 豊見城中央病院薬剤科） 

・感染症領域 ～腎機能低下患者における抗 MRSA 薬の適正使用～ 

小林 綾子  （聖マリアンナ医科大学病院） 

・糖尿病領域 ～CKD 患者における糖尿病治療とその注意点について再考する～ 

小島 雅和  （手稲渓仁会病院薬剤部） 

・消化器領域 ～肝疾患に関する治療薬を中心に～  

宗山 真梨奈 （武蔵野赤十字病院薬剤部） 

・整形領域 ～骨粗鬆症治療のピットフォール～ 

小岩 まの  （埼玉医科大学病院薬剤部） 

・免疫性腎疾患領域 ～腎炎に使用する免疫抑制剤を中心に～ 

林  八恵子 （近江八幡市立総合医療センター薬剤部） 

 

� プレナリーレクチャー                      
座 長  志内 敏郎  （社会医療法人川島会 川島病院 薬剤部） 

演 者  大谷 知子  （徳島健生病院） 

岩川 真也  （社会医療法人寿楽会 大野記念病院薬剤部） 

石郷 友之  （札幌医科大学附属病院薬剤部） 

 

� Round Table Discussion   ※事前登録制（各ﾃｰﾏ定員 8 名） 有料（1,000 円）  
・薬剤師として知っておくべき透析の薬物療法 

古久保 拓  （特定医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科） 

・薬剤師として知っておくべき腎炎・腎移植の免疫抑制療法 

竹内 裕紀  （東京薬科大学薬学部医療実務薬学教室） 

・薬剤師として知っておくべき持続的血液浄化法 

山本 武人  （東京大学大学院薬学系研究科医療薬学教育センター） 

・相互作用を定量的に評価してマネジメントしよう 

大野 能之  （東京大学医学部附属病院薬剤部） 

・薬剤師として知っておくべき薬物動態 

辻本 雅之  （京都薬科大学 臨床薬学分野） 

・薬剤師として知っておくべき統計または論文の書き方 

小林 道也  （北海道医療大学薬学部薬剤学講座（臨床薬剤学）） 

・AKI を含めた急性期患者に対する薬剤師の関わり 

柴田 啓智  （済生会熊本病院薬剤部） 

・薬剤師として知っておくべき腎機能評価 

平田 純生  （熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部 臨床薬理学分野） 

 

� ワークショップ             ※事前登録制（定員 32 名） 無料  
・腎機能を評価し薬物療法に一歩踏み出す 実践ワークショップ 

オーガナイザー 柴田 啓智  （済生会熊本病院薬剤部） 

ファシリテーター 陳尾 祐介  （もみじ薬局） 

 折本 小夜子 （横浜旭中央総合病院薬剤部） 

 池田 瑞季  （熊本大学病院薬剤部） 

 安田 知弘  （名古屋第二赤十字病院薬剤部） 

 吉田 拓弥  （特定医療法人仁真会 白鷺病院薬剤科） 

 

� スキルアップセミナー                      
1．わかりやすい CKD 患者の薬物動態（仮） 

辻本 雅之  （京都薬科大学 臨床薬学分野） 

 



 

 

 

2．腎機能を正確に評価する入門講座（仮） 

川上 倫子  （潤和会記念病院薬剤管理室） 

3．簡単実践！腎排泄薬のハンドリング入門講座 

島  祐子  （イオン薬局登美ヶ丘店） 

4．腎機能低下患者における抗菌薬適正使用入門講座 

三星  知  （下越病院薬剤課） 

5．わかりやすい小児の腎機能評価と投与量に関する考え方（仮） 

諏訪 淳一  （東京都立小児総合医療センター薬剤科） 

6．腎機能低下患者のインフルエンザ治療薬適正使用入門講座 

木村 匡男  （鈴鹿回生病院 薬剤管理課） 

7．腎機能低下患者の経口抗凝固薬適正使用入門講座（仮） 

太田 達也  （大同病院薬剤部） 

8．適正な腎機能評価に基づく抗がん薬投与設計入門講座 

山本 和宏  （神戸大学医学部附属病院薬剤部） 

9．腎炎・ネフローゼ症候群の免疫抑制薬入門講座 

林  八恵子 （近江八幡市立総合医療センター薬剤部） 

10．腎性貧血治療薬入門講座（仮） 

鈴木 大介  （JA 愛知厚生連海南病院薬剤部） 

11．透析患者の CKD-MBD 治療薬入門講座 

小林  豊  （富士宮市立病院薬剤部） 

12．SGLT2 阻害薬の腎保護作用入門講座 

小林 綾子  （聖マリアンナ医科大学病院） 

13．腎移植と免疫抑制薬入門講座 

平田 憲史郎 （崇城大学薬学部臨床薬学研究室） 

14．NSAIDs などの薬剤性腎前性腎障害防止入門講座（仮） 

長谷川 浩三 （のぞみ薬局） 

15．薬剤性腎後性腎障害防止入門講座 

井上 彰夫  （ケーアイ調剤薬局 西餅田店） 

 

� 前夜祭・朝まで平田塾    ※事前登録制（軽食、テキスト有）有料（1,000 円）  

1. 透析導入数を減らすための薬剤師の役割（PHC 株式会社共催） 

2. 腎機能低下時の中毒性副作用を防ぐ ～透析患者なのにバンコマイシンを初回常用量投与？～ 

3. 薬剤性腎障害を防ぐ ～軟膏が原因で腎機能正常者が透析導入?～ 

4. CKD 患者の薬物適正使用 Q&A ～皆さんの質問にお答えします～ 

ミニコンサート Marie with Men  龍野マリエ  （熊本出身ヴァイオリニスト） 

 

� その他のイベント                         

・各地腎薬対抗 腎臓秋のクイズ甲子園（出場者は事前登録制） 

・熊本城観光を兼ねた早朝ランニング 

・立川志の春 独演会  （落語家 立川志の輔 三番弟子） 
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【主   催】一般社団法人日本腎臓病薬物療法学会 
【大会事務局】 熊本大学大学院 生命科学研究部･薬学部 臨床薬理学分野 
      � 〒�������� 熊本市中央区大江本町 ���� ／� ���＆���：������������ 
【運営事務局】 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 
       〒810-0072 福岡市中央区長浜 1 丁目 1-35 新 KBC ビル 4F 
       TEL：092-751-3244／FAX：092-751-3250／e-mail： jsnp13@jtbcom.co.jp 
※事前登録は学会 �� よりお願いします。� ��� ⇒� ������������������� 


