プログラム
2 日目

10 月 21 日（日）

10 月 21 日（日）

第 1 会場

中ホール

特別講演 2
SL-2

09:00 ～ 10:00

超高齢社会における透析療法の現状と未来
―サルコペニア・フレイル対策を中心に― �������������� S55
座長：平田
演者：加藤

純生（熊本大学薬学部附属病院育薬フロンティアセンター・臨床薬理学分野）
明彦（浜松医科大学医学部附属病院 血液浄化療法部）

特別講演 3
SL-3

10:00 ～ 11:00

腎機能低下にみる Ca・Pi 代謝異常の薬物療法
～病態生理からのアプローチ～ �������������������� S56
座長：小林
豊（富士宮市立病院 薬剤部）
演者：米村 克彦（富士宮市立病院 顧問）

理事長講演

11:10 ～ 12:10

症例に基づいた腎機能評価のコツと理論���������������� S52
座長：伊藤
演者：平田

譲（株式会社レーベンプラン レモン薬局三方原店）
純生（熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター・臨床薬理学分野）

シンポジウム 5

13:30 ～ 15:30

初心者でもよくわかるシリーズ「各専門・認定薬剤師が考える腎臓病薬物療法」
座長：小林
更谷

豊（富士宮市立病院 薬剤部）
和真（静岡市立清水病院 薬剤科）

SY5-1 よくわかる 腎機能評価と薬物投与設計 ～目の前の患者にどう介入するか～� S77
小林

豊（富士宮市立病院

薬剤部）

SY5-2 よくわかる がん患者への腎臓病薬物療法
～安全かつ効果的に実践するために～����������������� S78
宮本

康敬（浜松医療センター

薬剤科）

SY5-3 よくわかる 低栄養患者への腎臓病薬物療法 ～病態と輸液管理を中心に～� S79
高坂

聡（東京医科大学八王子医療センター

薬剤部）

SY5-4 よくわかる 妊婦・授乳婦への腎臓病薬物療法
～母子の健康を支えていこう～ �������������������� S80
中島

研（独立行政法人国立病院機構 相模原病院 薬剤部
／ 国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター）

SY5-5 よくわかる 感染症患者への腎臓病薬物療法 ～投与設計だけではない！～� S81
浦田

元樹（社会医療法人寿楽会

大野記念病院

閉会式・優秀演題賞表彰式

薬剤部 / 感染管理対策室）

15:30 ～ 15:50

− S30 −

10 月 21 日（日）

第 2 会場

4F 41

シンポジウム 4

09:00 ～ 11:00

若手薬剤師の絆が織りなす、薬薬連携の未来
座長：近藤
吉田

悠希（熊本大学 大学院生命科学研究部・薬学部
拓弥（特定医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科）

薬剤情報分析学分野）

SY4-1 本シンポジウムの趣旨説明����������������������� S71
近藤

悠希（熊本大学

大学院生命科学研究部・薬学部

薬剤情報分析学分野）

SY4-2 腎臓病薬物療法に関わる若手の会とコミュニティツール “KIDs” の
今と未来��������������������������������� S72
吉田

拓弥（特定医療法人仁真会

白鷺病院

薬剤科）

SY4-3 継続した薬物治療管理に向けた CKD 病診薬連携の構築
─ CKD シールを活用した腎機能情報共有化の取り組み─ ������ S73
矢羽羽雅行（社会福祉法人函館厚生院

函館五稜郭病院

薬剤科）

SY4-4 トレーシングレポートを利用した CKD 患者への薬薬連携
～実例から考える課題と展望～ �������������������� S74
林

八恵子（近江八幡市立総合医療センター

薬剤部）

SY4-5 糖尿病・腎臓病療養指導における連携����������������� S75
杉本

悠花（医療法人光晴会病院

薬剤科）

SY4-6 クリニックとの連携による薬局薬剤師が取り組む腎機能を考慮した
処方提案��������������������������������� S76
井上

彰夫（有限会社ケーアイ調剤薬局

教育講演 4
EL-4

西餅田店）

11:10 ～ 12:10

薬局薬剤師が主導する腎機能低下患者の医薬品適正使用
─有害事象を確認する・回避する・科学する─������������ S97
座長：川添
演者：近藤

和義（昭和大学薬学部 臨床薬学講座 天然医薬治療学部門）
悠希（熊本大学 大学院生命科学研究部・薬学部 薬剤情報分析学分野）
共催：扶桑薬品工業㈱

ランチョンセミナー 4
LS-4

12:30 ～ 13:20

併存疾患での糖尿病薬物治療の現状
座長：伊藤
演者：濱口

隆司（阪神調剤ホールディング株式会社）
良彦（関西電力病院 薬剤部）
共催：阪神調剤ホールディング㈱

− S31 −

シンポジウム 6

13:30 ～ 15:00

くすりと糖尿病学会共同企画

糖尿病腎症患者の薬物療法を考える
座長：竹内 裕紀（東京薬科大学 薬学部 医療実務薬学教室）
井上
岳（北里大学薬学部 薬物治療学Ⅲ）

SY6-1 経口薬の消化管吸収における糖尿病性胃腸症の影響
─糖尿病性腎臓病腎移植患者 no 体内動態から考える─ ������� S82
竹内

裕紀（東京薬科大学

薬学部

医療実務薬学教室）

SY6-2 腎機能低下患者の糖尿病治療薬の使い方を考える
～CKD ステージ G4 ～５D の対応～������������������ S83
嶋村

弘史（昭和大学病院附属東病院

薬局）

SY6-3 糖尿病性腎症の進展防止に向けた糖尿病療養指導士の取り組み ��� S84
堀井

剛史（北里大学薬学部

薬物治療学Ⅰ）

SY6-4 糖尿病腎症の進展防止に向けた腎臓病療養指導士の取り組み����� S85
伊藤

譲（株式会社レーベンプラン

10 月 21 日（日）
教育講演 3
EL-3

レモン薬局三方原店）

第 3 会場

3F 31

10:00 ～ 11:00

糖尿病性腎臓病����������������������������� S96
座長：志内 敏郎（社会医療法人川島会 川島病院 薬剤部）
演者：大石 和久（浜松医療センター 腎臓内科兼人工透析内科）

教育講演 5
EL-5

13:30 ～ 14:30

AKI の薬物療法 ����������������������������� S98
座長：大野 能之（東京大学医学部附属病院 薬剤部）
演者：守山 敏樹（大阪大学 キャンパスライフ健康支援センター）

− S32 −

10 月 21 日（日）

第 4 会場

4F 43

一般演題（口演）6

09:00 ～ 10:00

腎障害・副作用・プレアボイド・フィジカルアセスメント 2
座長：戸塚 淳子（社会福祉法人聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院 医療技術部 薬剤室）
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-26

Tenofovir disoproxil fumarate（TDF）から Tenofovir alafenamide
（TAF）変更時の腎機能推移に関する検討 ���������������S117
神尾咲留未（国立病院機構仙台医療センター

O-27

スボレキサント併用によりシクロスポリンの
血中濃度上昇がみられた一例����������������������S117
平井さやか（埼玉医科大学総合医療センター

O-28

敬太（札幌医科大学附属病院

薬剤部）

ST 合剤による血清クレアチニン値及びカリウム値の変動と
CKD との関連についての検討 ���������������������S118
森住

O-30

薬剤部）

プロトロンビン時間と血清シスタチン C を活用した
リバーロキサバンの出血モニタリング�����������������S118
中野

O-29

薬剤部）

誠（医療法人

宝生会

PL 病院）

血液透析患者におけるリバスチグミンによる
血清コリンエスエテラーゼ低下に関する検討 �������������S118
小田

智子（白鷺病院

薬剤科）

ワークショップ 2
WS2

10:10 ～ 12:10

腎機能ファースト ! 実践 !! 薬剤投与設計ワークショップ ������ S90
座長：柴田 啓智（社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 薬剤部）
演者：森
直樹（医療法人愛生会 くまもと温石病院 薬局）
腰岡
桜（医療法人社団緑成会 横浜総合病院 薬剤科）
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）

ランチョンセミナー 5
LS-5

12:30 ～ 13:20

誰でもわかるナトリウム・カリウム異常のみかた
座長：鎌田 直博（特定医療法人あかね会土谷総合病院 薬剤部）
演者：安田日出夫（浜松医科大学医学部附属病院 腎臓内科）
共催：中外製薬㈱

− S33 −

一般演題（口演）10

13:30 ～ 14:30

臨床研究・基礎研究 2
座長：門脇 大介（崇城大学 薬学部 薬剤科 医療薬剤学研究室）
内田 信也（静岡県立大学 薬学部 実践薬学分野）

O-45

薬物疎水性が血液透析膜 AN69ST への薬物吸着性に及ぼす
影響の評価 �������������������������������S123
森

O-46

LDL アフェレーシスと PCSK9 阻害薬の LDL-C 低下作用の違い ��S123
志内

O-47

川島会

川島病院

薬剤部）

優貴（貴生病院

薬剤部）

腎機能低下者の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 ������������������������������S123
須賀

O-49

敏郎（社会医療法人

心不全合併高齢腹膜透析患者の多くは低 Na 血症をきたす ������S123
塩田

O-48

優（熊本大学薬学部）

秀行（医療法人社団

いずみ会

北星病院）

2 年間糖尿病透析予防指導を受けた患者の観察研究����������S124
小畑

裕史（東北大学大学院

薬学研究科

臨床薬学分野）

一般演題（口演）12

14:30 ～ 15:10

薬剤管理指導業務・服薬指導・患者教育 2
座長：武田
鎌田

O-55

恵美（日本赤十字社 浜松赤十字病院 薬剤部）
紫織（独立行政法人地域医療機能推進機構 三島総合病院

薬剤科）

全薬価収載医薬品に対応した腎機能低下時に必要な注意情報を付加した
データベースの作成
藪下健太郎（八王子薬剤センター薬局）

O-56

抗凝固薬持参患者の用量設定とアドヒアランスについて
鳥谷部 翔（一般社団法人黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 薬剤室）

O-57

市民講演を活用した薬剤性腎障害のリスク低減
～保険薬局による地域交流がもたらす効果～
渡邉

邦宏（有限会社みついき薬局

オリーブ薬局）

− S34 −

10 月 21 日（日）

第 5 会場

4F 44

モーニングセミナー
MS

08:00 ～ 08:50

透析患者に使う薬剤
座長：田中
演者：大石

章郎（社会医療法人宏潤会大同病院 薬剤部）
和久（浜松医療センター 腎臓内科兼人工透析内科）
共催：キッセイ薬品工業㈱

一般演題（口演）7

09:00 ～ 10:00

薬物療法・ガイドライン 1
座長：高坂
大塚

O-31

維持療法下 SLE に対するヒドロキシクロロキン（HCQ）の有効性 ��S119
山崎

O-32

九州労災病院

薬剤部）

俊夫（社会医療法人社団カレスサッポロ

北光記念病院

薬剤科）

急性腎障害時におけるヒトトロンボモジュリン（rhTM）の
投与方法の提案�����������������������������S119
千葉

O-35

貴寿（独立行政法人労働者健康安全機構

腎機能低下患者に対するエンパグリフロジン投与の影響 �������S119
丸山

O-34

瑞季（名城大学薬学部薬学科）

経皮的冠動脈形成術における造影剤腎症の発現状況と腎保護薬の
使用実態に関する検討 �������������������������S119
白石

O-33

聡（東京医科大学八王子医療センター 薬剤部）
尚（一般財団法人永頼会 松山市民病院 薬剤部）

貴志（仙台循環器病センター）

GFR 別のトロンボモジュリンの投与量について �����������S120
菅原

浩介（独立行政法人地域医療機能推進機構

仙台病院

一般演題（口演）8

薬剤部）

10:10 ～ 11:10

薬物療法・ガイドライン 2・チーム医療・処方提案・スキルミックス 2
座長：門村
更谷

O-36

薬剤科）

大介（愛知県厚生農業協同組合連合会

海南病院

薬剤部）

VCM の投与による腎機能障害の要因分析���������������S120
小林

O-38

札幌北辰病院

トロンボモデュリンαは腎機能に応じて投与量の調節が必要か？ ��S120
鈴木

O-37

将太（独立行政法人地域医療機能推進機構
和真（静岡市立清水病院 薬剤科）

美絵（浜松赤十字病院

薬剤部）

演題取り消し

− S35 −

O-39

腎機能低下例の血液腫瘍患者と固形腫瘍患者における
バンコマイシンの投与量の検討 ��������������������S121
島田

O-40

泉（新潟大学医歯学総合病院

薬剤部）

入院早期の腎機能評価法に関する検討�����������������S121
新田

有加（社会医療法人寿楽会

大野記念病院

薬剤部）

一般演題（口演）9

11:10 ～ 12:00

薬物動態・TDM・投与設計 2
座長：入江
岡

O-41

利行（一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 薬剤部）
祐介（医療法人澄心会 豊橋ハートセンター 薬局）

筋萎縮性側索硬化症患者におけるエダラボン初回投与時の
腎機能評価についての考察�����������������������S122
野々内裕紀（関西電力病院

O-42

トルバプタンは高齢 CKD 患者に対しても急性心不全の
有効な治療薬となりうるか？����������������������S122
安

O-43

薬剤部）

泰成（横須賀共済病院

CKD 教育外来における薬剤師の役割 ～薬剤の適正使用を目指して～�S122
池村有佳子（医療法人友愛会

O-44

薬剤科）

豊見城中央病院

CKD 重症化予防のための病診薬薬連携体制構築を目指して �����S122
松下

智侑（日吉ゆう薬局）

ランチョンセミナー 6
LS-6

薬剤科）

12:30 ～ 13:20

CKD 患者の腎機能を守るための薬物適正使用と薬剤師の役割
座長：山内
演者：平田

拓（社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院 聖隷三方原病院 薬剤部）
純生（熊本大学 薬学部附属育薬フロンティアセンター・臨床薬理学分野）
共催：田辺三菱製薬㈱

− S36 −

一般演題（口演）11

13:30 ～ 14:30

腎障害・副作用・プレアボイド・フィジカルアセスメント 3
座長：瀧
祐介（菊川市立総合病院 診療技術部
伊藤あゆみ（磐田市立総合病院 薬剤部）

O-50

病棟薬剤業務によりヨード製剤の薬学的管理に貢献できた 1 症例 ��S124
王

O-51

宏維（関西電力病院

香保里（青梅市立総合病院

祥匡（愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院薬剤部）

腎機能低下時に注意すべき薬剤に対する処方時
アラートメッセージ導入の効果 ～中間報告～�������������S125
須山由佳子（静岡県立総合病院

O-54

薬剤部）

膀胱全摘出術における術後の腎機能低下と術後せん妄の関係�����S125
高嶋

O-53

薬剤部）

デノタスⓇ併用下 RANKL 阻害剤投与による
低カルシウム血症発現と腎機能との関連についての検討 �������S124
谷

O-52

薬剤科）

薬剤部）

ペメトレキセド投与中の非扁平上皮肺癌患者における
血清クレアチニン増加のリスク因子の検討 ��������������S125
梅原

健吾（札幌南三条病院

薬剤部）

一般演題（口演）13

14:30 ～ 15:20

腎障害・副作用・プレアボイド・フィジカルアセスメント 4・薬薬連携・地域連携・
在宅医療・多職種連携
座長：飯山 教好（株式会社レーベンプラン レモン薬局 三方原店）
望月真太郎（一般財団法人恵愛会 聖隷富士病院 薬剤課）

O-58

血管内皮増殖因子阻害作用を有する経口抗がん薬投与患者を対象とした
蛋白尿の発現状況および測定状況の調査����������������S127
住谷

O-59

達也（横浜市立みなと赤十字病院

アルミニウム蓄積による薬剤性振戦を認めた 1 例�����������S127
三宅さおり（社会医療法人

O-60

宏潤会

大同病院

薬剤部）

腎臓病療養指導士としての CKD 啓発活動の取り組み���������S127
中山

O-61

薬剤部）

英明（杏林大学医学部付属病院

薬剤部）

処方箋検査値印字における医薬品適正使用への取り組み �������S127
川添

史（済生会松阪総合病院

薬剤部）

− S37 −

