
一般演題口演13

運動療法・指導②

O-069~O-074

座長：田村 由馬

フレイル疫学③

O-116~O-120

座長 : 三浦 美佐

一般演題口演22

栄養・オーラルフレイル②

O-121~O-126

座長 : 水内 恵子

一般演題ポスター２

運動療法･指導① ②/栄養･オーラ

ルフレイル/フレイル診断･基礎研

究②/その他/心血管･心ﾘﾊ/保存期

CKD① ②

閉会式

多職種連携・

心理アプローチ②

O-098~O-103

座長 : 小坂 志保

一般演題口演18 一般演題口演19

フレイル疫学②

O-104~O-109

座長：井澤 和大

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ12

”腎ﾘﾊにも役立つ!低栄養･ﾌﾚ

ｲﾙの改善を見据えたCKD-

MBD管理”

座長：冨永 直人

演者：駒場 大峰

共催：中外製薬㈱

よくわかるｼﾘｰｽﾞ13 

”血液透析患者における身体活動

量の管理”

座長：中西 健

演者：鈴木 裕太

一般演題口演12

保存期CKD③

O-064~O-068

座長：大橋 靖

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ11

”保存期ＣＫＤにおける腎臓

リハビリテーションの可能

性”

座長：田村 功一

演者：星野 純一

共催：協和キリン㈱

一般演題口演15

フレイル診断・

基礎研究①

O-081~O-085

座長：花房 規男

“透析クリニックが腎臓リハビリ

テーションを始める”

座長：秋澤 忠男/松沢 良太

演者：忽那 俊樹/松永 篤彦

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ10

”腎臓リハビリテーションにおけ

る治療戦略　～運動療法と物理

療法の観点から～”

座長：上月 正博

演者：伊藤 修 /三浦 美佐

 共催：昭和電機㈱/

            伊藤超短波㈱

特別企画６

”リハビリテーションに笑いを!”

座長：櫻田 勉

演者：伊藤 孝史/染谷 明子

教育講演6

”血液透析患者のサルコペニア・

フレイルにどう対処するか?”

座長：前波 輝彦

演者：加藤 明彦

”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/古川 加生里

演者：山本 美和/芹澤 貴子/小関 裕二/表 亮

介

よくわかるｼﾘｰｽﾞ１２

"透析クリニックで始める運

動療法

～看護師が直面する壁～"

座長：森山 善文

演者：小川 真澄

若手主催による腎リハにおけるﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ

"慢性腎臓病にたんぱくと運動制限は

不要vs必要”

座長：木田 圭亮/祖父江 理

演者：石原 綾乃/川畑 亜加里/鈴木 規雄/森 み

さ子/西脇 宏樹/宮島 功

教育講演5

腎臓リハビリテーション

指導士試験

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ８

"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/大鳥 精司

演者：宮腰 尚久/飛騨 哲朗

　　　稲毛 一秀/加藤木 丈英

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ９

”サルコペニアと腎臓リ

ハ栄養のUPDATE”

座長：前田 圭介

演者：若林 秀隆

共催：㈱クリニコ

教育講演4

"腎患者におけるフレイルとオーラル

フレイル"

座長：前田 圭介

演者：小原 由紀/小坂 志保

 よくわかるｼﾘｰｽﾞ11

よくわかるｼﾘｰｽﾞ9

”高齢・超高齢血液透析

患者を診る”

座長：三浦 靖彦

演者：舩越 哲

よくわかるｼﾘｰｽﾞ10

”フレイル、サルコペニ

アの評価”

座長：安藤 康宏

演者：河野 健一

入場開始

特別企画5

"腎臓リハビリテーションガイド

ラインとその後"

座長：山縣 邦弘/上月 正博

演者：星野 純一/藤井 直彦/花房

規男

ｼﾞｮｲﾝﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ6

"リハ医学"

座長：伊藤 修/上月正博

演者：山縣 邦弘/正門 由久/

　　　松永 篤彦/近藤 國嗣

共催：日本リハビリテーション医学会

教育講演3

"日本におけるフレイルの現状とその取組み

-医科と歯科の立場からｰ"

座長：草野 英二/冨永 直人

演者：平野 浩彦/飯島 勝矢

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ８

”血液透析患者に対する包括

的リハビリテーションのア

ウトカム指標”

座長：高橋 哲也

演者：齊藤 正和

共催：seca㈱

ポスター会場

５F

E-F Room

"骨折・転倒からCKD患者を守る!"

座長：赤澤 努/柴垣 有吾

演者：風間 順一郎/武藤 芳照/ 肥塚 泉

"嚥下障害における栄

養療法"

座長：森 みさ子

演者：髙﨑 美幸

第３会場 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ７ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ９

５F

A-D Room

第２会場

ｼﾞｮｲﾝﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ５

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

演者：柴田 みち/菅野 丈夫/西岡 心大/

橋本 誠子

"すべての腎疾患患者に向けての腎臓リハビリテーション

"

座長：成田 一衛/山縣 邦弘

演者：柏原 直樹/中元 秀友/田邉 一成

共催：日本腎臓学会/日本透析医学会/

　　   日本臨床腎移植学会

第１会場 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ６

1F

ホール

特別セッション

"あなたの知らない筋肉と筋トレの世界～最先端

の研究成果を腎リハに如何に応用するか"

司会：小野寺 正道/柴垣 有吾

演者・ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：石井 直方/大渕 修一

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：音部 雄平/上月 正博

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ７

”腎保護を考慮した糖尿病治

療戦略 -Clinical Inertiaの解

決を目指して-”

座長：津村 和大

演者：川浪 大治

共催：武田薬品工業㈱

よくわかるｼﾘｰｽﾞ８

"サルコペニア・フレイルと

診療ガイドライン"

座長：伊藤 貞嘉

演者：小川 純人

５F

I Room

多職種連携・

心理アプローチ①

O-092~O-097

座長 : 石橋 由孝

多職種連携・

心理アプローチ③

O-110~O-115

座長 : 野上 昌代

第６会場 一般演題口演17 一般演題口演20 一般演題口演21

５F

K Room

心血管疾患・心リハ②

O-059~O-063

座長 : 安 隆則

転倒・骨折・手根管

O-075~O-080

座長 : 横山 啓太郎

フレイル診断・

基礎研究②

O-086~O-091

座長：伊藤 大亮

第５会場 一般演題口演11 一般演題口演14 一般演題口演16

５F

G-H Room

第４会場
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