11 月 17 日（日）

第 1 会場

2F

シビックホール

シンポジウム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・座長：大城
大城

SY4-1

匡史（社会医療法人友愛会 豊見城中央病院薬剤科）
瑠奈（社会医療法人友愛会 豊見城中央病院薬剤科）

腎機能低下患者における抗 MRSA 薬の適正使用
- 新たな時代の CKD 治療を見据えて -… …………………………………………………… S83
小林

SY4-2

8:45～10:45

綾子（聖マリアンナ医科大学病院

薬剤部）

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－

… ………………………………………………………………………………………………… S84

小島

雅和（手稲渓仁会病院

薬剤部）

SY4-3

消化器領域～肝疾患に関する治療薬を中心に～ … …………………………………… S85

SY4-4

骨粗鬆症治療薬のピットフォール …………………………………………………………… S86

SY4-5

免疫性腎疾患領域＜腎炎に使用する免疫抑制剤を中心に＞ … …………………… S87

宗山真梨奈（武蔵野赤十字病院

小岩

林

まの（埼玉医科大学病院

薬剤部）

薬剤部）

八恵子（近江八幡市立総合医療センター

薬剤部）

特別講演2
SL-2

10:45～11:45

高血圧、CKD の病態と臓器連関：内分泌因子と炎症の意義 … …………………… S59
座長：門脇
演者：向山

大介（崇城大学薬学部医療薬剤学研究室）
政志（熊本大学 大学院生命科学研究部 腎臓内科学）

ランチョンセミナー6
LS-6

12:00〜13:00

日本人に適した etelcalcetide の使い方… ………………………………………………… S130
座長：田中
演者：濱野

元子（松下会 あけぼのクリニック 腎臓内科）
高行（名古屋市立大学大学院医学研究科 腎臓内科学）
共催：小野薬品工業株式会社

教育講演5
EL-5

13:15～14:15

虚弱な高齢者と薬に対して薬剤師が試みたいこと … ………………………………… S68
座長：木村
演者：森

－ S38 －

健（兵庫医科大学病院薬剤部）
直樹（くまもと温石病院 薬局）

理事長講演

腎機能評価の 10 の鉄則～最新版発表～
座長： 和泉
演者： 平田

14:15〜14:35

智（医療法人仁真会 白鷺病院医療技術部）
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）

立川志の春独演会

14:40〜15:30

閉会式

15:30〜15:40

－ S39 －

11 月 17 日（日）

第 2 会場

3F

大会議室 A1+A2

教育講演4
EL-4

8:45～9:45

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
- 薬局薬剤師の視点を中心に - … ……………………………………………………………… S67
座長：伊藤
演者：近藤

譲（株式会社レーベンプラン）
悠希（熊本大学大学院生命科学研究部
共催：一般社団法人

ランチョンセミナー7
LS-7

薬剤情報分析学分野）

安全医療システム研究所

12:00〜13:00

脂質管理を意識した糖尿病診療マネジメント………………………………………… S131
座長：吉田
演者：松村

陽（医療法人社団陣内会 陣内病院 薬剤部）
剛（熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座）
共催：武田薬品工業株式会社

教育講演6
EL-6

13:15～14:15

透析患者の薬物療法 --- 最新情報 … ………………………………………………………… S69
座長：宮村 重幸（崇城大学薬学部臨床薬学研究室）
演者：濱野 高行（名古屋市立大学大学院 医学研究科

－ S40 －

腎臓内科学）

11 月 17 日（日）

第 3 会場

3F

大会議室 A3

スキルアップセミナー13
SS-13

8:45～9:15

腎移植と免疫抑制薬入門講座 … ……………………………………………………………… S120
座長：園田 利広（諸隈病院薬剤部）
演者：平田憲史郎（崇城大学 薬学部

スキルアップセミナー14
SS-14

9:15～9:45

NSAIDs などの薬剤性腎前性腎障害防止入門講座 ……………………………………… S121
座長：園田 利広（諸隈病院薬剤部）
演者：長谷川浩三（有限会社ティーアール

スキルアップセミナー15
SS-15

のぞみ薬局）

9:45～10:15

薬剤性腎後性腎障害防止入門講座 …………………………………………………………… S122
座長：園田
演者：井上

利広（諸隈病院薬剤部）
彰夫（有限会社 ケーアイ調剤薬局

学会誌編集委員会セミナー

西餅田店）

10:15～11:45

座長：志内

ES-1

臨床薬学研究室）

敏郎（社会医療法人川島会 川島病院 薬剤部／
日本腎臓病薬物療法学会誌 編集委員会副委員長）

日本腎臓病薬物療法学会の学会誌に出してみよう！～論文の書き方、まとめ方～

… ………………………………………………………………………………………………… S94

志内

敏郎（社 会医療法人川島会 川島病院 薬剤部／
日本腎臓病薬物療法学会誌 編集委員会副委員長）

ES-2

研究を論文にする ～論文執筆のお作法を身に付けよう～ … ……………………… S95

ES-3

研究のデザインと進め方

ES-4

査読者の見方

山本

山本

辻本

武人（東京大学大学院薬学系研究科

和宏（神戸大学

～研究の筋書き～………………………………………… S96

医学部

附属病院

薬剤部）

～査読者を味方に～ … …………………………………………………… S97

雅之（京都薬科大学

臨床薬学分野）

ランチョンセミナー8
LS-8

医療薬学教育センター）

12:00〜13:00

透析患者の便秘治療の新しい考え方－腸腎連関の最新の知見を踏まえて－……… S132
座長：向山
演者：平田

政志（熊本大学大学院生命科学研究部 腎臓内科学）
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）
共催：株式会社三和化学研究所

－ S41 －

11 月 17 日（日）

第 4 会場

3F

中会議室 B1 ～ B3

Round Table Discussion

8:45～9:45

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

腎機能を評価し薬物療法に一歩踏み出す

9:45～11:45

実践ワークショップ ……………………………… S100

オーガナイザー：柴田

ファシリテーター：
陳尾 祐介（もみじ薬局）
症例：保険薬局における高齢者への抗血栓薬投与設計
折本小夜子（横浜旭中央総合病院薬剤部）
症例：サルコペニア患者への抗精神病薬の投与設計
池田 瑞季（熊本大学病院薬剤部）
症例：肥満患者への SGLT2 阻害薬導入時の 投与設計
安田 知弘（名古屋第二赤十字病院薬剤部）
症例：生体腎移植患者への帯状疱疹治療薬の投与設計
吉田

拓弥（特定医療法人仁真会 白鷺病院薬剤科）

－ S42 －

啓智（済生会熊本病院

薬剤部）

11 月 17 日（日）

第 5 会場

3F

中会議室 C1+C2

一般演題（口演）6
腎機能

8:45〜9:45
座長：鎌田
大塚

直博（特定医療法人あかね会 土谷総合病院薬剤部）
尚（一般財団法人永頼会 松山市民病院薬剤部）

O-40

糖尿病性腎臓病 DKD1 期におけるデュラグルチドの腎機能への影響………… S149

O-41

集中治療室における腎機能に関連した医薬品情報提供内容の調査 ……………… S149

O-42

実測クレアチニンクリアランスならびに eGFR の単位表記関する調査 ………… S149

O-43

サルコペニア高齢者における筋肉量を使用した腎機能推算式補正の検討 … … S149

O-44

筋肉質な人におけるより正確な腎機能予測法の検討 … ……………………………… S150

高橋

大塚

八重

中谷

一木

怜史（金沢赤十字病院

薬剤部／金沢大学付属病院薬剤部研究室）

秀人（湘南鎌倉総合病院薬剤部）

徹司（鈴鹿医療科学大学

咲良（熊本大学大学院

薬学部／ JSNP 地域連絡協議会）

生命科学研究部（薬学系） 臨床薬理学分野）

美里（熊本大学大学院

生命科学研究部（薬学系） 臨床薬理学分野）

一般演題（口演）7

9:45〜10:35

血液浄化法

座長：小泉
佐藤

祐一（社会医療法人生長会 府中病院薬剤部）
秀紀（北海道科学大学薬学部薬学科）

O-45

一般感染症の血液透析患者において ST 合剤による血液検査異常は増大しない… … S151

O-46

外来血液透析患者における多剤服用の現状と関連因子の解析 … ………………… S151

O-47

外来透析患者における口腔乾燥感はベンゾジアゼピン（BZ）系薬の
副作用と関連する … ……………………………………………………………………………… S151

森住

永野

服部

O-48

誠（社会医療法人寿楽会大野記念病院

浩之（埼玉医科大学病院

信（（医）武内病院

薬剤部）

薬剤部）

薬剤部）

血液浄化療法患者における LDL-C 低下療法に PCSK9 阻害薬が有効であった
2 症例………………………………………………………………………………………………… S151
楠藤

梨恵（社会医療法人

川島会

川島病院

－ S43 －

薬剤部）

ランチョンセミナー9
LS-9

12:00〜13:00

ウイルス！ヘルペス！～その正体と治療薬～ … ……………………………………… S133
座長：末吉 栄志（熊本市民病院 薬剤課）
演者：古久保 拓（医療法人仁真会 白鷺病院

薬剤科）

共催：マルホ株式会社

－ S44 －

