
11 月 16 日（土）　　第 1 会場　2F　シビックホール

開会式 8:55～9:00

大会長講演 9:00～10:00
 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～ ………… S62

座長：竹内　裕紀（東京薬科大学薬学部医療実務薬学教室）　　　　　　　　 
演者：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）

プレナリーレクチャー 10:00～10:45
座長：志内　敏郎（社会医療法人川島会　川島病院 薬剤部）

PL-1 寝たきり高齢患者の腎機能を評価するための血清クレアチニン値の補正方法に
関する検討 ………………………………………………………………………………………… S104

大谷　知子（徳島大学大学院　医歯薬学研究部　医薬品情報学分野／鳴門山上病院　薬剤科）

PL-2 慢性腎臓病を有する高齢者のポリファーマシーにおける有害事象の潜在的リス
ク因子に関する検討 …………………………………………………………………………… S105

岩川　真也（社会医療法人　寿楽会　大野記念病院　薬剤部）

PL-3 GLP-1 受容体作動薬への期待　～デュラグルチドの腎機能への影響～ …… S106
石郷　友之（札幌医科大学附属病院　薬剤部）

教育講演1 10:45～11:45
EL-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～ …………… S64

座長：八重　徹司（鈴鹿医療科学大学薬学部）　　　　　 
演者：古久保　拓（医療法人仁真会　白鷺病院　薬剤科）

ランチョンセミナー1 12:00～13:00
座長：深川　雅史（東海大学医学部 腎内分泌代謝内科）

LS-1-1 透析患者の処方適正化に向けた薬剤師の役割………………………………………… S124
演者：志内　敏郎（社会医療法人川島会　川島病院　薬剤部）

LS-1-2 維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症治療におけるエボカルセトの位置付け
　～シナカルセトとの相違点～ …………………………………………………………… S125

演者：永野　伸郎（医療法人社団日高会　日高病院　腎臓病治療センター）

共催：協和キリン株式会社

－ S24 －



特別講演1 13:15～14:15
SL-1 糖尿病性腎臓病 DKD の薬物療法の新展開 …………………………………………… S58

座長：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）　　 
演者：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）

教育講演2 14:15～15:15
EL-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～ ……… S65

座長：下石　和樹（熊本赤十字病院薬剤部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
演者：山本雄一郎（阪神調剤ホールディンググループ　有限会社アップル薬局、熊本大学薬学部）

共催：阪神調剤ホールディング株式会社

教育講演3 15:15～16:15
EL-3 腎に関連した医薬品情報の見方と使い方 

～その情報の提供や活用は薬剤師である必要がありますか？～ ……………… S66
座長：原田　清子（社会福祉法人浴光会　国分寺病院薬剤科） 
演者：大野　能之（東京大学医学部附属病院　薬剤部）　　　

懇親会 19:00～20:30

－ S25 －



11 月 16 日（土）　　第 2 会場　3F　大会議室 A1+A2

シンポジウム1 9:45～11:45
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・座長：丸山　　徹（熊本大学大学院生命科学研究部　薬剤学分野）

SY1-1 CKD とサルコペニア ～要因、分子機構、治療介入～ ……………………………… S72
渡邊　博志（熊本大学大学院生命科学研究部　薬剤学分野）

SY1-2 CKD 患者におけるサルコぺニアと骨粗鬆症 …………………………………………… S73
田中　元子（松下会　あけぼのクリニック　腎臓内科）

SY1-3 尿毒症物質と骨代謝 …………………………………………………………………………… S74
深川　雅史（東海大学　医学部　腎内分泌代謝内科）

ランチョンセミナー2 12:00～13:00
LS-2 慢性腎臓病（CKD）チーム医療： 

かかりつけ薬局薬剤師との薬薬連携の重要性………………………………………… S126
座長：丸山　　徹（熊本大学大学院生命科学研究部　薬剤学分野）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
演者：安田　宜成（名古屋大学大学院医学系研究科循環器・腎臓・糖尿病（CKD）先進診療システム学寄附講座）

共催：田辺三菱製薬株式会社

シンポジウム2（指定講演） 13:15～15:45
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・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）

SY2-1 腎保護効果と心血管リスクから考える尿酸低下薬 ………………………………… S75
三星　　知（下越病院薬剤課）

SY2-2 血糖降下作用を超えた糖尿病治療薬の腎保護作用への期待 …………………… S76
門村　将太（独立行政法人　地域医療機能推進機構　札幌北辰病院　薬剤部）

SY2-3 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 
　　 ………………………………………………………………………………………………… S77

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）

SY2-4 尿毒症物質から腎を護る薬剤の希望 …………………………………………………… S78
吉田　拓弥（特定医療法人仁真会 白鷺病院薬剤科）

－ S26 －



シンポジウム3（指定講演） 15:45～18:15
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・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）　

SY3-1 心腎連関における薬学的介入について考える………………………………………… S79
段林　正明（社会福祉法人　恩賜財団　大阪府済生会野江病院　薬剤科）

SY3-2 肺腎連関と酸塩基平衡 ………………………………………………………………………… S80
山下　明寿（カイホウ薬局）

SY3-3 重症患者における腎と肝の話 ……………………………………………………………… S81
山本麻里子（掛川市・袋井市病院企業団立　中東遠総合医療センター　薬剤部）

SY3-4 腸腎連関をターゲットとした CKD 新規治療戦略 …………………………………… S82
末吉　美優（熊本大学大学院薬学教育部　薬剤学分野）

－ S27 －



11 月 16 日（土）　　第 3 会場　3F　大会議室 A3

スキルアップセミナー1 9:15～9:45
SS-1 わかりやすい CKD 患者の薬物動態 ー分布と消失を理解しようー …………… S108

座長：森　　美香（国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院薬局） 
坂田　美紀（済生会熊本病院薬剤部）　　　　　　　　　　　 

演者：辻本　雅之（京都薬科大学　臨床薬学分野）　　　　　　　　

スキルアップセミナー2 9:45～10:15
SS-2 腎機能を正確に評価する入門講座 ………………………………………………………… S109

座長：森　　美香（国家公務員共済組合連合会　熊本中央病院薬局） 
坂田　美紀（済生会熊本病院薬剤部）　　　　　　　　　　　 

演者：川上　倫子（潤和会記念病院　薬剤管理室）　　　　　　　　

スキルアップセミナー3 10:15～10:45
SS-3 簡単実践！腎排泄薬のハンドリング入門講座………………………………………… S110

座長：河原　文子（みなみ調剤薬局）　　　　　　　　　　　　 
山本　清子（社会医療法人黎明会　宇城総合病院薬剤科） 

演者：島　　祐子（イオン薬局登美ヶ丘店）　　　　　　　　　

スキルアップセミナー4 10:45～11:15
SS-4 わかりやすい腎機能低下患者における抗菌薬適正使用 …………………………… S111

座長：河原　文子（みなみ調剤薬局）　　　　　　　　　　　　 
山本　清子（社会医療法人黎明会　宇城総合病院薬剤科） 

演者：三星　　知（下越病院薬剤課）　　　　　　　　　　　　

スキルアップセミナー5 11:15～11:45
SS-5 小児における腎機能評価と投与量設計入門講座 …………………………………… S112

座長：礒部　邦彌（山口県立総合医療センター薬剤部）　　　 
演者：諏訪　淳一（東京都立小児総合医療センター　薬剤科）

ランチョンセミナー3 12:00～13:00
LS-3 透析液カルシウム濃度からみた CKD-MBD 治療戦略 ……………………………… S127

座長：木村　　健（兵庫医科大学病院　薬剤部）　　　　　　 
演者：田中　元子（松下会　あけぼのクリニック　腎臓内科）

共催：扶桑薬品工業株式会社

－ S28 －



スキルアップセミナー6 14:15～14:45
SS-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 …………………… S113

座長：礒部　邦彌（山口県立総合医療センター薬剤部） 
演者：木村　匡男（鈴鹿回生病院　薬剤管理課）　　　

スキルアップセミナー7 14:45～15:15
SS-7 腎機能低下患者の経口抗凝固薬適正使用入門講座 ………………………………… S114

座長：成末まさみ（光晴会病院薬剤科）　　　　　　　　　　　 
演者：太田　達也（社会医療法人　宏潤会　大同病院　薬剤部）

スキルアップセミナー8 15:15～15:45
SS-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 …………………………… S115

座長：成末まさみ（光晴会病院薬剤科）　　　　　　　　　 
演者：山本　和宏（神戸大学　医学部　附属病院　薬剤部）

スキルアップセミナー9 15:45～16:15
SS-9 腎炎・ネフローゼ症候群の免疫抑制薬入門講座 …………………………………… S116

座長：成田　勇樹（熊本大学病院薬剤部）　　　　　　　　　 
演者：林　八恵子（近江八幡市立総合医療センター　薬剤部）

スキルアップセミナー10 16:15～16:45
SS-10 腎性貧血治療薬入門講座 …………………………………………………………………… S117

座長：成田　勇樹（熊本大学病院薬剤部）　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
演者：鈴木　大介（JA 愛知厚生連海南病院　薬剤部／岐阜薬科大学実践社会薬学研究室）

スキルアップセミナー11 16:45～17:15
SS-11 透析患者の CKD-MBD 治療薬入門編 ……………………………………………………… S118

座長：市川　康子（独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院薬剤部） 
演者：小林　　豊（富士宮市立病院　薬剤部）　　　　　　　　　　　　　　　

スキルアップセミナー12 17:15～17:45
SS-12 SGLT2 阻害薬の腎保護作用 ………………………………………………………………… S119

座長：市川　康子（独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院薬剤部） 
演者：小林　綾子（聖マリアンナ医科大学病院　薬剤部）　　　　　　　　　　

腎薬クイズ秋の甲子園 17:45～18:45

－ S29 －



11 月 16 日（土）　　第 4 会場　3F　中会議室 B1 〜 B3

ランチョンセミナー4 12:00～13:00
LS-4 透析患者のリンと便通のマネジメント～これからの治療を考える～ ……… S128

座長：豊田麻理子（熊本赤十字病院　腎臓内科） 
演者：満生　浩司（福岡赤十字病院　腎臓内科）

共催：キッセイ薬品工業株式会社

優秀演題賞候補演題（口演）1 14:15～15:15
座長：長谷川　功（JR 札幌病院薬剤科）　　　　　　　　　 

田中　章郎（社会医療法人宏潤会 　大同病院薬剤部）

O-01 ネフローゼ症候群におけるシクロスポリンの分 1・分 2 投与に 
違いはあるのか ………………………………………………………………………………… S136

平井さやか（埼玉医科大学総合医療センター　薬剤部）

O-02 有害事象自発報告データベースを用いた活性型ビタミン D3 外用薬の 
腎関連有害事象に与える併用薬の影響評価 …………………………………………… S136

鶴橋　智子（熊本大学　大学院生命科学研究部　薬剤情報分析学分野）

O-03 腎機能低下速度を指標とした糖尿病性腎臓病 (DKD) への介入 ………………… S136
守田　彩文（医療法人社団陣内会　陣内病院）

O-04 薬剤師の腹膜透析外来診察同席業務がもたらした効果の検討 ………………… S136
奥山　和哉（公立福生病院　薬剤部）

O-05 銅欠乏性貧血を呈した血液透析患者の 4 例 …………………………………………… S137
佐藤　朗子（佐藤循環器科内科　薬剤科）

優秀演題賞候補演題（口演）2 15:15～16:05
座長：田中　亮裕（愛媛大学医学部附属病院薬剤部）　　　　　　　　　 

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）

O-06 副腎皮質ステロイド用量が eGFRcys/eGFRcreat に与える影響 
～ステロイド成分別の検討～ ……………………………………………………………… S138

津下　遥香（大分大学　医学部　附属病院　薬剤部）

O-07 ドラッグリポジショニング手法を用いたバンコマイシン関連腎障害の 
予防薬探索とその有用性の検討 …………………………………………………………… S138

中馬　真幸（徳島大学病院 臨床試験管理センター）

O-08 薬物動態及び物性パラメータを用いた透析除去率予測についての検討 …… S138
村上　鞠奈（熊本大学大学院　生命科学研究部（薬学系）　臨床薬理学分野）

－ S30 －



O-09 ノイロトロピンの抗酸化作用及び腎保護効果への寄与 …………………………… S138
福永　雅樹（熊本大学薬学部）

統計調査委員会セミナー 16:15～17:45
臨床研究を始めるにあたって

座長：小林　道也（北海道医療大学薬学部薬剤学講座（臨床薬剤学）） 
長谷川　功（JR 札幌病院薬剤科）　　　　　　　　　　　　　

SI-1 研究助成金の申請について ………………………………………………………………… S90
小林　道也（統計調査委員会　委員長／北海道医療大学　薬学部）

SI-2 倫理審査委員から見た倫理審査申請書の注意点 …………………………………… S91
伊藤　　譲（株式会社レーベンプラン）

SI-3 地域連絡協議会による調査研究 …………………………………………………………… S92
八重　徹司（鈴鹿医療科学大学　薬学部／地域連絡協議会）

－ S31 －



11 月 16 日（土）　　第 5 会場　3F　中会議室 C1+C2

一般演題（口演）1 10:30～11:45
薬剤管理指導業務・チーム医療

座長：大野　晃子（福岡県済生会八幡総合病院腎センター） 
山室　蕗子（熊本市立熊本市民病院薬剤部）　　　　

O-10 CKD 関連薬剤における薬効の理解度の差異に関する検討　 
～ CKD 薬物療法教育の成果を向上させるには～ …………………………………… S139

飯田　浩子（公立学校共済組合　九州中央病院　薬剤科）

O-11 東京女子医科大学病院における腎臓病教室への薬剤師の関わり ……………… S139
菅原　直子（東京女子医科大学病院　薬剤部）

O-12 外来透析患者に対する薬剤師の介入 …………………………………………………… S139
古野　孝明（社会医療法人　里仁会　興生総合病院）

O-13 薬薬連携における施設間情報連絡書の有用性について～第二報～ …………… S139
林　八恵子（近江八幡市立総合医療センター　薬剤部）

O-14 有用性が疑われるトレーシングレポートに対しさらなる介入を試みた 
透析患者の 1 症例 ……………………………………………………………………………… S140

吉川　文音（メディカプラン京都　すこやか薬局二条店）

O-15 腎機能障害患者に対して禁忌となる処方の検索システムによる 5 年間の 
介入結果と処方変更要因 …………………………………………………………………… S140

野々内裕紀（関西電力病院　薬剤部）

ランチョンセミナー5 12:00～13:00
LS-5 腎性貧血治療の再考―パラドックスから今後を先見する― …………………… S129

座長：藤井憲一郎（独立行政法人地域医療機能推進機構　熊本総合病院　薬剤部） 
演者：林　　晃正（大阪急性期・総合医療センタ－）　　　　　　　　　　　　　

共催：中外製薬株式会社
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一般演題（口演）2 13:15～14:30
透析・腎不全合併症

座長：和泉　　智（医療法人仁真会　白鷺病院医療技術部） 
江藤　りか（医療法人衆和会　長崎腎病院薬剤課）　

O-16 ERI( エリスロポエチン抵抗性指数 ) は週 3 回のカルニチン投与で改善し、 
週 2 回に減量すると増悪する。 …………………………………………………………… S141

塩田　優貴（貴生病院　薬剤部）

O-17 当院におけるエテルカルセチドの有用性についての検討 ……………………… S141
松江　良知（医療法人　三良会　村上新町病院）

O-18 シナカルセトからエボカルセトへの変更による投与量と検査値の 
推移の検討 ………………………………………………………………………………………… S141

中村　嘉孝（医療法人　衆済会　増子記念病院　薬剤課）

O-19 維持血液透析患者にシナカルセトからエボカルセトへの切り替え後 
1 年間投与した場合の有用性の検討 ……………………………………………………… S141

村上　真也（社会医療法人川島会　川島病院　薬剤部）

O-20 当院におけるエボカルセト錠の使用状況調査………………………………………… S142
久松　大介（岐阜赤十字病院　薬剤部）

O-21 血液透析患者における酸化マグネシウム処方の実態調査 ……………………… S142
岡田　孝之（西宮敬愛会病院　薬剤部／神戸学院大学　薬学部　臨床薬学研究室）

一般演題（口演）3 14:30～15:45
症例・その他

座長：高坂　　聡（東京医科大学八王子医療センター薬剤部）　　　 
入江　利行（一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院薬剤部）

O-22 保存期慢性腎臓病患者における炭酸カルシウムの使用が血清カルシウム値に 
与える影響 ………………………………………………………………………………………… S143

山本　悠樹（北里大学病院　薬剤部）

O-23 Gitelman 症候群から腎性尿崩症を引き起こした一症例 ………………………… S143
一野　勇太（済生会小樽病院）

O-24 腎機能低下によりメトトレキサート排泄遅延を原因とした骨髄抑制が生じた 
一症例 ……………………………………………………………………………………………… S143

宮本　　仁（千葉大学　医学部附属病院）

O-25 生体腎移植導入における薬剤師業務内容の検討 …………………………………… S143
奥田　莉加（名古屋第一赤十字病院　薬剤部）

O-26 ポリファーマシーの観点から見た腎移植の有用性 ………………………………… S144
辻本　高志（市立札幌病院　薬剤部）
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O-27 腎機能低下患者におけるトルバプタンの有効性および Worsening Renal 
Function 発現のリスク因子の検討 ……………………………………………………… S144

岡　　祐介（豊橋ハートセンター）

一般演題（口演）4 15:45～17:00
腎障害・副作用

座長：嶋村　弘史（昭和大学病院薬剤部）　　　　　　　　　　　　　 
牧野以佐子（医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院薬剤部）

O-28 当院におけるメトトレキサート中毒による急性腎不全に対し血液浄化療法の 
施行経験 …………………………………………………………………………………………… S145

大塚　勝二（熊本大学病院　ME 機器技術部門）

O-29 Triple Whammy による腎機能への慢性的な影響 …………………………………… S145
國津　侑貴（滋賀医科大学医学部附属病院　薬剤部）

O-30 筋肉量低下患者における、血清 Cr 値から推算される腎機能値と、 
シスタチン C から判断される腎機能値の乖離 ………………………………………… S145

佐藤みのり（創和会　重井医学研究所附属病院　薬剤部）

O-31 ペメトレキセドの血液毒性に併用薬と腎機能低下が及ぼす影響 ……………… S145
守田　和憲（済生会熊本病院　薬剤部）

O-32 ペメトレキセド維持療法中の非扁平上皮肺癌患者における 
血清クレアチニン値の変動因子の探索 ………………………………………………… S146

梅原　健吾（札幌南三条病院　薬剤部）

O-33 腎障害予測スコアを用いた初回ゲムシタビン + シスプラチン（GC）療法の 
リスク管理 ………………………………………………………………………………………… S146

樋口　浩輔（市立四日市病院　薬局）

一般演題（口演）5 17:00～18:15
薬物動態・臨床研究・基礎研究

座長：辻本　雅之（京都薬科大学　臨床薬学分野）　　　　　　　　　　　　　 
高山慎太郎（医療法人北海道恵愛会　札幌南一条病院診療技術部薬剤科）

O-34 胃がん患者に対する Ramucirumab+Paclitaxel 療法と 
Ramucirumab+nab-Paclitaxel 療法における蛋白尿発現の比較 ……………… S147

宮坂　優人（北里大学病院　薬剤部）

O-35 腎機能低下患者における遺伝子組み換えトロンボモジュリンの 
投与量の検討……………………………………………………………………………………… S147

町田　加純（済生会広島病院　薬剤室）

－ S34 －



O-36 血液透析患者における TDM によるバンコマイシンの維持投与法の設定と 
体重の関連 ………………………………………………………………………………………… S147

三宅　瑞穂（仁真会　白鷺病院　医療技術部　薬剤科）

O-37 認知症を有する腎機能低下者における血清中インドキシル硫酸濃度と 
腎機能検査値の相関性の評価 ……………………………………………………………… S147

須賀　秀行（ 医療法人社団　いずみ会北星病院　医療技術部　薬剤科／ 
北海道医療大学　薬学部　薬剤学講座）

O-38 スクロオキシ水酸化鉄の剤形と服用性の評価について …………………………… S148
高井　秀二（医療法人あかね会　中島土谷クリニック　薬剤部）

O-39 エベロリムス導入による腎移植後サイトメガロウイルス感染及び 
治療への影響……………………………………………………………………………………… S148

藤山　信弘（秋田大学　医学部附属病院　腎疾患先端医療センター）
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