
第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場

9:00 9:00

10:00 10:00 10:00～10：30
よくわかるシリーズ7
よくわかる腸腎連関

10:30～11:00
よくわかるシリーズ8

よくわかる多発性嚢胞腎

11:00 11:00 11:00～11:30
よくわかるシリーズ9

よくわかる腎機能評価と
腎機能に応じた投与量調節

11:30～12:00
よくわかるシリーズ10

よくわかる透析患者への投与設計

12:00 12:00

13:00 13:00

13:30～14:00

よくわかるシリーズ1

よくわかるCKD-MBD

14:00 14:00～14:30

よくわかるシリーズ2

よくわかる糖尿病性腎臓病（DKD）

14:00

14:30～15:00
よくわかるシリーズ3

よくわかる免疫学的腎疾患の免疫抑
制薬の使い方

15:00 15:00～15:30
よくわかるシリーズ4

よくわかる腎と高尿酸血症とその治療
薬

15:00

15:30～16:00
よくわかるシリーズ5

よくわかる酸塩基平衡

16:00 16:00～16：30
よくわかるシリーズ6

よくわかる高カリウム血症治療薬

16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00 19:00

第15回日本腎臓病薬物療法学会　学術集会・総会2021 日程表

2日目：2021年11月7日（日）

第15回日本腎臓病薬物療法学会　学術集会・総会2021 日程表

1日目：2021年11月6日（土）

14：30～15：30
Only discussion

symposium

腎機能低下患者の薬物投与量

調節 進行：竹内 裕紀

演者：平田 純生 古久保 拓

浦田 元樹 竹内 裕紀

12:15～13：15

ランチョンセミナー2
座長：竹内 裕紀

演者：阿部 雅紀

共催：ノーベルファーマ（株）/

（株）メディパルホールディングス

12:15～13：15

ランチョンセミナー3
座長：川添 和義

演者：田中 哲洋

共催：バイエル薬品（株）

12:15～13：15

ランチョンセミナー6
座長：安田 宜成

演者：土井 盛博

共催：協和キリン（株）

12:15～13：15

ランチョンセミナー4
座長：志内 敏郎

演者：星野 純一

共催：田辺三菱製薬（株）

12:15～13：15

ランチョンセミナー5
座長：古久保 拓

演者：海上 耕平

共催：中外製薬（株）

12:15～13：15

ランチョンセミナー1
座長：木村 健

演者：徳増 裕宣

共催：あゆみ製薬（株）

11:00～12：00

特別講演3
腎と栄養

座長：川添 和義

演者：菅野 義彦

10：00～11：00

理事長・大会長講演
腎を生かす薬物療法をめざして

-CKDと腎移植の至適薬物療法-

座長：平田 純生

演者：竹内 裕紀

11:00～12：00

特別講演1
感染症と腎臓～感染関連糸球体

腎炎の診断と治療を中心に～

座長：宮村 重幸

演者：尾田 高志

13：30～14：30

特別講演2
腎移植の現況と課題

座長：竹内 裕紀

演者：岩本 整

18：00～19：00

平田塾
演者：平田 純生

14：45～16：15
シンポジウム1
オンコネフロロジー

座長：山本 和宏

小泉 祐一

演者：山本 和宏

山本 武人

小泉 祐一

平井さやか

中川 俊作

16：45～18：15

シンポジウム6
腎を生かす薬物療法を考える

（関東腎と薬剤研究会合同シン

ポジウム)
座長：原澤 健 佐村 優

演者：松丸 美佳 森下 宙輝

永野 浩之 外賀裕次郎

松井 和之

14：30～15：30

共催セミナー
座長：和泉 智

演者：大矢 昌樹

共催：扶桑薬品工業（株）

15：45～17：45

シンポジウム3
女性の腎をどう守るか？

座長：牧野以佐子

原田 清子

演者：植松 和子

関 博之

林 八恵子

森 貴幸

10：30～12：00

シンポジウム14
〇〇-Nephrology×薬物動態：

テイラーメイド薬物治療を実践する

座長：平井 利典 小林 綾子

演者：小林 綾子 宮本 仁

鈴木 達也 平井 利典

10：30～12：00

シンポジウム10
STOP薬剤性腎障害！

―予防のためのpracticeと

critical issue

座長：三星 知 浦田 元樹

演者：三星 知 磯野哲一郎

森住 誠 内田 裕之

10：30～12：00

シンポジウム12
コロナ時代の腎移植患者を

薬局・病院薬剤師は

いかに支えるか？

座長：藤山 信弘 竹内 裕紀

演者：長内 理大 小泉 洋子

三上 友寛 安田 知弘

新岡 丈典

13：30～15：00

シンポジウム11
腎臓病薬物療法研究を加速する、デー

タベース研究ことはじめ

座長：近藤 悠希

岡田 直人

演者：酒井 隆全

近藤 悠希

三星 知

岡田 直人

13：30～14：30

シンポジウム9
腎と栄養

座長：菅野 義彦

演者：長井 美穂 宮澤 靖

嶋村 弘史

9：55～ 開会式

15：30～ 閉会式

13：30～15：00

シンポジウム4
透析と新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）（最前線からの現

状報告）(地域連絡協議会シンポ

ジウム）

座長：柴田 啓智 八重 徹司

演者：橋爪 博隆 杉 春彦

三星 知

16:15～17:45

シンポジウム2
腹膜透析普及のため

今、薬剤師ができること

座長：石田 耕太

嶋村 弘史

演者：栁 麻衣

鈴木 大介

谷崎 文彦

16:45～18:15

シンポジウム8
新人・若手薬剤師

ようこそCKD領域へ！

座長：浦田 元樹

宗山真梨奈

演者：小林 綾子

伊藤 正輝

安田 知弘

菅原 浩介

13:30～15:00

シンポジウム15
薬薬連携を通じてCKD治療を考

える（薬局参画推進委員会共同

企画）

座長：添石 遼平 下石 和樹

演者：添石 遼平 小林 豊

渡邉 博文 林 八恵子

山塚 裕美

15:45～16:45

スペシャルレクチャー2
腎と漢方

演者：川添 和義

15:00～16:30

シンポジウム5
子供から大人になっても伴走で

きる薬剤師

～糸球体腎炎のライフ・

治療バランスをサポートできる

薬剤師を目指す～

座長：髙坂 聡 前田 匡輝

演者：縣 一志 福岡 利仁

内田 啓子 田中 知美

11:00～12：00

教育セミナー1
糖尿病性腎臓病（DKD)

座長：鎌田 直博

演者：安田 宜成

13：30～15：30

シンポジウム7
チーム医療において腎臓病療養

指導士が果たす役割

（腎臓病療養指導士単位認定）

座長：田中 章郎

江藤 りか

演者：安田 宜成

黒田 沙織

岩部 博子

宗山真梨奈

大野 伴和

9：30～10：15

プレナリーレクチャー
座長：川添 和義

演者：森住 誠

11:00～12：00

教育セミナー2
腎機能低下患者への抗菌薬の

投与量調節の考え方

座長：小林 道也

演者：門村 将太

16:45～17：45

スペシャルレクチャー1
透析患者の薬物療法の

進歩と課題

演者：古久保 拓

13：30～15：00

シンポジウム13
勉強しよう 症例報告の楽しさ・

大変さ

座長：髙坂 聡 川口 崇

演者：髙坂 聡 三澤 翔

梶原 洋文 佐々木陽典

川口 崇

12:15～13：15

ランチョンセミナー7
座長：宮村 重幸

演者：稲城 玲子

共催：ニプロ（株）
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