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シンポジウム

シンポジウム1 2月22日（土） 8:30-10:00　第1会場　1F「ホール」
透析患者にあわせた運動療法を再考する

座長：杉山 斉 岡山大学 血液浄化療法人材育成システム開発学 教授  
　　　原田 卓 東北大学大学院医学系研究科内部障害学分野 准教授

 SY1-1 

外来維持透析患者に対する運動療法の実際
北里大学大学院医療系研究科
山本 尚平

 SY1-2 

入院中・後の透析患者に対する運動療法の実際と課題
国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科
河野 健一

 SY1-3 

生活モデルに基づく運動療法
国際医療福祉大学病院予防医学センター・腎臓内科
安藤 康宏

 SY1-4 

障害構造モデルから透析患者の運動療法を再考する
北里大学医療衛生学部
松永 篤彦

シンポジウム2 2月22日（土） 8:30-10:00　第3会場　5F「Room  E･F」
仕方がないでは済ませない！　CKD患者の認知症対策

座長：深水 圭 久留米大学医学部内科学講座 腎臓内科部門 主任教授

 SY2-1 仕方がないでは済ませない！CKD患者の認知症対策－看護の課題と取り組み－
関西看護医療大学
大坪 みはる

 SY2-2 CKD患者における認知機能低下予防としてのリハビリテーション
1川崎市立多摩病院リハビリテーション科、2聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーションセンター、 
3川崎市立多摩病院腎臓・高血圧内科、4聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科
音部 雄平1、平木 幸治2、冨永 直人3、柴垣 有吾4 

 SY2-3 CKD患者の認知機能障害
奈良県立医科大学腎臓内科学
鶴屋 和彦
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シンポジウム3	 2月22日（土）	15:10-16:40　第3会場　5F「Room	E･F」

保存期CKD重症化予防のための運動療法

座長：伊藤 修  東北医科薬科大学医学部リハビリテーション学 教授 /  
東北医科薬科大学病院リハビリテーション科

　　　平木 幸治 聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーションセンター 技術課長補佐

 SY3-1 運動習慣とCKDの重症化
1筑波大学体育系スポーツ医学、2早稲田大学スポーツ科学学術院、3日本学術振興会
小﨑 恵生1,2,3、前田 清司1 

 SY3-2 保存期CKD患者に対する運動療法のエビデンスと指導の実際
株式会社イグザルト、筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻 腎臓内科学
塩見 耕平

 SY3-3 糖尿病透析予防指導管理料（高度腎機能障害患者指導加算）の運動指導　現状と課題
1金沢大学付属病院リハビリテーション部、2金沢大学大学院腎臓内科学、3金沢大学附属病院栄養管理部、 
4金沢大学付属病院リハビリテーション科
櫻井 吾郎1,2、遠山 直志2、徳丸 季聡3、北島 信治2、岩田 恭宜2、坂井 宣彦2、清水 美保2、原 章規3、
八幡 徹太郎4、和田 隆志2 

シンポジウム4	 2月22日（土）	8:30-9:30　第4会場　5F「Room	G･H」

腎臓移植患者のリハビリ

座長：佐々木 秀郎 聖マリアンナ医科大学病院 腎泌尿器外科 
　　　小関 裕二 増子記念病院 リハビリテーション科 課長

 SY4-1 多職種で行う腎移植レシピエントの栄養とリハビリテーション
1北里大学病院栄養部、2北里大学医学部泌尿器科学、3北里大学病院看護部、4北里大学医学部腎臓内科学、 
5北里大学新世紀医療開発センター臓器移植学
吉田 朋子1、石井 大輔2、野口 文乃3、井村 夕姫3、森岡 優子1、久保田 愛美1、北島 和樹2、 
阿部 哲也4、竹内 康雄4、吉田 一成5 

 SY4-2 腎臓移植後早期から行う運動療法の効果と安全性
1兵庫医療大学リハビリテーション学部、2北里大学大学院医療系研究科、3北里大学病院リハビリテーション部、
4北里大学医学部泌尿器科、5北里大学病院看護部、6北里大学医学部臓器移植学
松沢 良太1、山本 尚平2、市川 貴文3、石井 大輔4、野口 文乃5、松永 篤彦2、吉田 一成6

 SY4-3 当院での腎移植者の生活習慣病予防対策としての運動支援
聖マリアンナ医科大学循環器内科
中目 真理子

 SY4-4 腎移植患者のリハビリにRTCはどう関わるか
北里大学病院看護部
野口 文乃
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シンポジウム5	 2月22日（土）	9:35-10:35　第4会場　5F「Room	G･H」

在宅透析（PD/HHD）患者へのリハビリテーション

座長：石橋 由孝 日本赤十字社医療センター 腎臓内科部長 
　　　齋藤 明  東海大学医学部腎・内分泌・代謝内科 客員教授 /  

医療法人社団 三友会 あけぼの病院 腎臓内科部長

 SY5-1 在宅血液透析患者における運動療法の必要性と求められる実施方法について
1医療法人社団麗星会品川ガーデンクリニック・診療部、
2医療法人社団麗星会品川ガーデンクリニック・臨床工学部、
3医療法人社団麗星会五反田ガーデンクリニック・理学療法部、4北里大学医学部泌尿器科、
5北里大学医学部臓器移植・再生医療学
若井 陽希1,4、阿部 奈津美2、島村 知生3、兵藤 透4、吉田 一成5

 SY5-2 腹膜透析患者の身体活動量について
1聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科、2聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーションセンター、 
3川崎市立多摩病院 総合診療内科
櫻田 勉1,2、平木 幸治2、大石 大輔3、柴垣 有吾1 

 SY5-3 腹膜透析患者に対する運動療法の有用性について～無作為化比較試験の結果を中心に～
1慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科、2国際医療福祉大学医学部腎臓内科、 
3慶應義塾大学医学部リハビリテーション科
内山 清貴1、鷲田 直輝1,2、森本 耕吉1、村岡 香織3、中山 尭振1、安達 京華1、脇野 修1、伊藤 裕1 

シンポジウム6	 2月23日（日）	8:30-10:00　第1会場　1F「ホール」

高齢者のサルコペニア・フレイル対策～栄養面から

座長：若林 秀隆 横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科 准教授

 SY6-1  高齢CKD患者のサルコペニア・フレイル対策について
聖マリアンナ医科大学病院栄養部
柴田 みち

 SY6-2 高齢CKD患者の栄養管理～当院での取り組み～
1川崎医科大学附属病院栄養部、2川崎医療福祉大学臨床栄養学科、3川崎医科大学腎臓・高血圧内科学
橋本 誠子1、阿部 明日香1、瀧宮 玲奈1、遠藤 陽子1、市川 和子2、板野 精之3、佐々木 環3

 SY6-3 回復期リハ病棟におけるCKD患者のサルコペニア対策
長崎リハビリテーション病院人材開発部・栄養管理室
西岡 心大

 SY6-4 高齢慢性腎臓病患者の食事療法の基本
1昭和大学病院栄養科、2昭和大学大学院保健医療学研究科、3昭和大学藤が丘病院栄養科、 
4昭和大学江東豊洲病院栄養科、5昭和大学藤が丘病院腎臓内科、6新横浜第一クリニック
菅野 丈夫1、島居 美幸2、宮永 直樹3、山﨑 卓磨4、吉村 吾志夫5,6
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シンポジウム7	 2月23日（日）	8:30-10:00　第3会場　5F「Room	E･F」

骨折・転倒からCKD患者を守る！

座長：赤澤 努 聖マリアンナ医科大学整形外科学講座 病院教授 
　　　柴垣 有吾 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科 教授

 SY7-1 どうして骨粗鬆症を治療するのか？
福島県立医大腎臓高血圧内科学講座
風間 順一郎

 SY7-2 転倒予防の実践と教育・啓発
東京健康リハビリテーション総合研究所
武藤 芳照

 SY7-3 高齢者におけるめまい・平衡障害と転倒
聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科
肥塚 泉

シンポジウム8	 2月23日（日）	10:05-11:35　第3会場　5F「Room	E･F」

CKD患者の骨粗鬆症とサルコペニア～骨と筋肉からのメッセージ～

座長：仁木 久照 聖マリアンナ医科大学整形外科 教授 
　　　大鳥 精司 千葉大学大学院医学研究院 整形外科学 教授

 SY8-1 骨粗鬆症におけるサルコペニアの基礎知識
名古屋第二赤十字病院整形外科
飛田 哲朗

 SY8-2 AGEs（最終糖化産物）と骨粗鬆症およびサルコペニアの関連
千葉大学大学院医学研究院整形外科学
稲毛 一秀、海村 朋孝、江口 和、古矢 丈雄、折田 純久、牧 聡、志賀 康浩、大鳥 精司

 SY8-3 当院の慢性腎臓病患者における骨・ロコモティブシンドローム・サルコペニアの実態調査
1聖隷佐倉市民病院リハビリテーション室、2聖隷佐倉市民病院腎臓内科、 
3社会福祉法人聖隷福祉事業団浦安ベテルホーム看護介護課リハビリ係
加藤木 丈英1、藤井 隆之2、越坂 純也2、山口 智也1、北嶋 琢也3、三嶽 侑哉1、鈴木 理志2

 SY8-4 骨粗鬆症と脊柱後弯変形－CKD患者におけるリスク－
秋田大学大学院整形外科学講座
宮腰 尚久
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シンポジウム9	 2月23日（日）	14:25-15:25　第3会場　5F「Room	E･F」

腎臓リハビリテーションに望まれる多職種連携～エキスパートナースと理学療法士の立場から～

座長：木村 剛 社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院 血液浄化センター 室長 
　　　古川 加生里 近江八幡市立総合医療センター

 SY9-1 CKD病期におけるシームレスな関わり（理学療法士として）
衆済会増子記念病院リハビリテーション科
小関 裕二

 SY9-2 透析看護認定看護師が行う糖尿病性腎症（DKD）への腎臓リハビリテーション指導
1社会医療法人明陽会 成田記念病院 看護部 血液浄化センター、2社会医療法人明陽会 成田記念病院 腎糖科
山本 美和1、吉川 ひろみ1、中林 吉雄1、白井 絹代1、大林 孝彰2

 SY9-3 健康な透析患者になろう！
公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立市民病院
芹澤 貴子、鈴木 絵理香、細山 采夏

 SY9-4 包括的腎臓リハビリテーションにおける多職種連携  
～急性期総合病院の理学療法士の立場から～
市立札幌病院リハビリテーション科
表 亮介


