
【学会・研究会発表】 日高病院入職（2011年7月）以降の演題 （2023年3月時点） 
 
★: 教育講演、シンポジウム、ワークショップ、イブニング・ランチョンセミナー、受賞 
 

1. 「リン吸着薬処方錠数と生命予後との関係： 513人の透析患者における7年間の単施設コホート研究」 

永野伸郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第7回日本CKD-MBD学会学術集会・総会（2023年3月5日；名古屋） 

 

2. 「1日の各服薬タイミング時の服薬錠数に占めるリン吸着薬の割合 ～外来維持血液透析患者533人の解析～」 

永野伸郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第6回日本CKD-MBD研究会 学術集会・総会 （2022年3月13日；東京） 

 

3. 「認知症患者に対するNST介入効果の検証」 

大塚修子、柳澤明子、齊藤文良、大澤清孝、永野伸郎、安藤哲郎 

第37回日本臨床栄養代謝学会学術集会（JSPEN2022） （2022年5月31日～6月1日；横浜） 

 

4. 「慢性腎臓病における亜鉛、銅、セレンの現状と展望」 ★教育講演5 「ESKDにおける微量栄養素」 

永野伸郎、伊藤恭子、筒井貴朗 

第65回日本腎臓学会学術集会 （2022年6月10日～12日；神戸） 

 

5. 「患者はリン吸着薬を、どのようなメリットを期待して、どれ位減らしたいのか？」 

高橋愛里、簑輪由妃、金井麻衣子、飯塚乃子、金井一美、小澤正子、杉本明美、高橋佑介、斎藤たか子、福島貴大、四方里沙、宮 政明、溜井紀子、武藤重明、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、

伊藤恭子、永野伸郎 

第67回日本透析医学会学術集会・総会 （2022年7月1日～3日；横浜） 

 

6. 「透析患者は経口薬を1日のうちに、何回、いつ、何錠飲んでいるのか？ ～リン吸着薬の位置付け～」 

永野伸郎、福島貴大、四方里沙、宮 政明、溜井紀子、武藤重明、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、伊藤恭子 

第67回日本透析医学会学術集会・総会 （2022年7月1日～3日；横浜） 

 

7. 「二次性副甲状腺機能亢進症治療におけるオルケディアの将来展望」 ★ランチョンセミナー 

永野伸郎 

第12回 副甲状腺機能亢進症に対するPTx研究会 （2022年9月2-3日；北九州） 

 

8. 「腎性貧血治療の新たな選択肢 ～HIF-PH阻害薬への期待～」 ★ランチョンセミナー 

永野伸郎 

第16回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 （2022年10月29－30日；長崎） 

 

9. 「透析患者147人におけるシナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの処方変更：3年間の前向きコホート研究」 

伊藤恭子、永野伸郎、宮 政明、溜井紀子、武藤重明、筒井貴朗、安藤哲郎 

令和4年度秋季群馬県医学会 誌上発表 （2022年11月26日；前橋） 

 

10. 「ネフローゼ症候群による高度低栄養透析患者に対し、胆管癌周術期にNST介入した1症例」 

柳澤明子、大塚修子、藤本裕子、永野伸郎、熊井梢恵、齊藤文良、大澤清孝 

第9回日本臨床栄養代謝学会関越支部学術集会 Web発表 （2022年12月18日；宇都宮） 

 

11. 「透析患者におけるhigh pill burdenおよびリン吸着薬処方錠数に影響する因子」 

永野伸郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第5回日本CKD-MBD研究会 学術集会・総会 （2021年5月9日；東京WEB開催） 

 

12. 「新型コロナウイルス対策による昼食提供中止が透析患者の栄養状態に及ぼす影響」 

村田優香、福田真佑子、山口 舞、大塚修子、大塚恭弘、斎藤たか子、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、伊藤恭子、永野伸郎 

第66回 日本透析医学会学術集会・総会 （2021年 6月 4日-6日；横浜 ハイブリッド開催） 

 

13. 「経口および静注カルシミメティクス製剤の処方とポリファーマシーとの関係」 

永野伸郎、高橋愛里、土屋洋平、宮 政明、溜井紀子、武藤重明、小林 肇、有吉勇一、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、伊藤恭子 

第66回 日本透析医学会学術集会・総会 （2021年 6月 4日-6日；横浜 ハイブリッド開催） 

 

14. 「High pill burdenおよびリン吸着薬処方錠数に影響する因子」 

永野伸郎、土屋洋平、宮 政明、溜井紀子、武藤重明、小林 肇、有吉勇一、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、伊藤恭子 

第66回 日本透析医学会学術集会・総会 （2021年 6月 4日-6日；横浜 ハイブリッド開催） 

 

15. 「経口腎性貧血治療薬（HIF-PHI）の作用機序 ～class effectとdrug effect～」 ★ランチョンセミナー 

永野伸郎 

日本病院薬剤師会関東ブロック第51回学術大会 （2021年8月28日-29日；長野 Webライブ配信） 

 

16. 「透析患者の血清銅濃度下限値」 

溜井紀子、永野伸郎、藤本裕子、筒井貴朗、伊藤恭子 

第35回日本臨床栄養代謝学会学術集会 （2020年2月27-28日；京都） *誌上発表 

 

17. 「PROBIOTIC BIO-THREE DECREASES SERUM PHOSPHATE LEVELS WITH INVOLVEMENT OF BACTERIA IN GUT MICROBIOMA IN HEMODIALYSIS PATIENTS: A 

PROSPECTIVE, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTOLLED STUDY」 

Tetsuya Ogawa, Yumi Hosoda, Yoko Nishizawa, Ai Horimoto, Kiyosyugu Omae, Nobuo Nagano 

57TH ERA-EDTA Virtual Congress （June 6-9, 2020） 

 

18. 「維持透析患者でのプロバイオティクスの臨床効果と腸内細菌叢の関与：前向き無作為化二重盲検群間比較試験」 

小川哲也、大前清嗣、細田祐未、西沢蓉子、堀本 藍、樋口千恵子、永野伸郎 

第63回日本腎臓学会学術総会 （2020年8月19日-21日；横浜） *誌上発表 日腎会誌 62（4）: 290, 2020 

 

19. 「シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへ切り替え後、1mgで1年間継続処方された患者の特性」 

永野伸郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第4回日本CKD-MBD研究会学術集会・総会 （2020年10月3日；大阪 Live/On-lineハイブリッド） 

 



20. 「HIF-PH阻害薬Daprodustatの作用機序と効果」 ★企業共催セミナー32（SS-32） 

永野伸郎 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 3日；大阪 Live講演） 

 

21. 「カルシミメティクスの将来展望」 ★ワークショップ（WS 04 – 4） 「CKD-MBDの展望」 

永野伸郎 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 2日-24日；大阪 WEB開催） 

 

22. 「シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへ切り替え後、1mgで1年間継続処方された患者の特性」 

永野伸郎、高橋愛里、斎藤たか子、宮 政明、溜井紀子、武藤重明、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、伊藤恭子 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 2日-24日；大阪 WEB開催） 

 

23. 「フットケアアセスメントにおける下肢末梢動脈触診所見と足の異常所見との関係」 

簑輪由妃、石崎さゆり、丸山雅美、吉井奈留美、萩原千春、 高橋愛里、大塚恭弘、斎藤たか子、関口博行、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、永野伸郎、伊藤恭子 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 2日-24日；大阪 WEB開催） 

 

24. 「透析患者におけるオーラルフレイルの実態」 

近藤昭之、村田優香、大塚修子、関口博行、安藤哲郎、筒井貴朗、伊藤恭子、小川哲也、永野伸郎 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 2日-24日；大阪 WEB開催） 

 

25. 「透析患者のオーラルフレイルと栄養指標との関係」 

村田優香、近藤昭之、大塚修子、関口博行、安藤哲郎、筒井貴朗、伊藤恭子、小川哲也、永野伸郎 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 2日-24日；大阪 WEB開催） 

 

26. 「透析患者における生活機能評価の基本チェックリストの有用性」 

豊田大樹、石崎さゆり、福田恵美、下 知成、近藤香織、新津美喜子、斎藤たか子、関口博行、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、永野伸郎、伊藤恭子 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 2日-24日；大阪 WEB開催） 

 

27. 「シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの切り替え一年での血管石灰化関連因子の変化の検討」 

小川哲也、細田祐未、西沢蓉子、清水比美子、堀本 藍、大前清嗣、樋口千恵子、伊藤恭子、永野伸郎、新田考作 

第65回 日本透析医学会学術集会・総会 （2020年 11月 2日-24日；大阪 WEB開催） 

 

28. 「慢性腎臓病および透析患者における亜鉛と銅の位置付け」 ★ランチョンセミナー 

永野伸郎、伊藤恭子、筒井貴朗 

第62回新潟透析医学会  （2020年12月6日；新潟 WEB開催） 

 

29. 「統一した方針でフォローアップした人工血管の手術・PTA長期成績」 

安藤哲郎、添野真嗣、安藤雅泰、睦好祐子、小林 肇、久保隆史、内山和彦、永野伸郎 

第42回 群馬県透析懇話会 （2019年2月17日；前橋） 

 

30. 「シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの一斉切替え ～147名の使用経験～」 

永野伸郎、高橋愛里、斎藤たか子、安藤哲郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第3回日本CKD-MBD研究会 （2019年3月2日；東京） 

 

31. 「当院におけるポリファーマシーの現状と減薬への取り組み」 ★研修セミナー 

筒井貴朗、永野伸郎、伊藤恭子 

日本透析医会研修セミナー 透析医療におけるCurrent Topics2019 「透析医療におけるSafety Management （2019年5月19日；東京） 

 

32. 「エンパグリフロジンの抗蛋白尿効果および血圧、脂質改善効果」 

野原 惇、野原 ともい、大高博行、溜井紀子、永野伸郎、筒井貴明、大島喜八 

第62回日本糖尿病学会年次学術集会 （2019年5月23-25日；仙台） 

 

33. 「SGLT2阻害薬（エンパグリフロジン）の抗蛋白尿効果についての検討」 

野原 惇、野原 ともい、永野伸郎、筒井貴明 

第62回日本腎臓学会学術総会 （2019年6月21-23日；名古屋） 

 

34. 「当院における慢性腎臓病および血液透析患者の血清亜鉛ステイタスとその治療」 ★企業共催シンポジウム 

永野伸郎、溜井紀子、伊藤恭子、筒井貴朗 

第64回日本透析医学会学術集会・総会 （2019年6月28-30日；横浜） 

 

35. 「エボカルセトの基礎特性と臨床効果」 ★企業共催シンポジウム 

永野伸郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第64回日本透析医学会学術集会・総会 （2019年6月28-30日；横浜） 

 

36. 「透析患者の血清銅濃度はESA反応性と関連しない」 

永野伸郎、伊藤恭子、藤本裕子、溜井紀子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第64回日本透析医学会学術集会・総会 （2019年6月28-30日；横浜） 

 

37. 「シナカルセト塩酸塩からエボカルセトへの147名の一斉切替え」 

伊藤恭子、高橋愛里、斎藤たか子、宮 政明、武藤重明、安藤哲郎、筒井貴朗、永野伸郎 

第64回日本透析医学会学術集会・総会 （2019年6月28-30日；横浜） 

 

38. 「スクロオキシ水酸化鉄製剤の飲み易さに関するアンケート調査」 

高橋愛里、永野伸郎、斎藤たか子、林 秀輝、西澤広子、高橋伴彰、内山和彦、竹内 茂、安藤哲郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第64回日本透析医学会学術集会・総会 （2019年6月28-30日；横浜） 

 

39. 「血清亜鉛濃度と塩味嗜好、塩味食品摂取頻度、塩分摂取量、体調との関係」 

藤本裕子、永野伸郎、吉野莉奈、岩脇里菜、横山祐花、茂木優佳、溜井紀子、安藤哲郎、伊藤恭子、筒井貴朗 

第64回日本透析医学会学術集会・総会 （2019年6月28-30日；横浜） 

 

40. 「維持血液透析患者の処方適正化の取り組みと現状」 

八子有沙、伊藤恭子、斎藤たか子、宮 政明、武藤重明、筒井貴朗、永野伸郎、今泉悦子 



第64回日本透析医学会学術集会・総会 （2019年6月28-30日；横浜） 

 

41. 「保存期慢性腎臓病における経口亜鉛補充療法は赤血球造血刺激因子製剤の必要量を減らす」 

大高行博、中島春乃、土屋洋平、須永 悟、星 綾子、溜井紀子、永野伸郎、筒井貴朗 

第49回日本腎臓学会東部学術大会 （2019年10月4-5日；東京） 

 

42. 「透析患者における亜鉛と銅の役割」 ★研修セミナー 

永野伸郎、藤本裕子、溜井紀子、伊藤恭子、筒井貴朗 

日本透析医会研修セミナー （2019年11月3日；熊本） 

 

43. 「維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症治療におけるエボカルセトの位置付け ～シナカルセトとの相違点～」 ★ランチョンセミナー 

永野伸郎 

第13回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 （2019年11月16日；熊本） 

 

44. 「CKD-MBD治療におけるエボカルセトの位置付け ～シナカルセト塩酸塩との相違～」 ★ランチョンセミナー 

永野伸郎、筒井貴朗、伊藤恭子 

第28回中国腎不全研究会学術集会  （2019年12月8日；広島） 

 

45. 「Injured renal tubular epithelial cells produce fibroblast growth factor 23 in rats fed a high-phosphorus diet」 

Hidekazu Sugiura, Nobuo Nagano, Kosaku Nitta, Ken Tsuchiya 

ISN Frontiers Meetings 2018 （February 22-25, 2018; Keio Plaza Hotel, Tokyo） 

 

46. 「透析患者の血清亜鉛濃度の実態 ～亜鉛欠乏と関連する因子～」 

永野伸郎、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第2回日本CKD-MBD研究会学術集会・総会 （2018年3月3日；東京） 

 

47. 「透析患者が確実に服薬できる1回当たりの経口薬剤錠剤数は？」 

林 秀輝、永野伸郎、斎藤たか子、関口博行、今泉悦子、溜井紀子、渡辺由香、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第41回群馬県透析懇話会 （2018年3月11日；前橋） 

 

48. 「透析患者における間食・夜食習慣の実態と血清リン値との関係」 

吉野莉奈、永野伸郎、小板橋玲可、林 秀輝、斎藤たか子、関口博行、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第41回群馬県透析懇話会 （2018年3月11日；前橋） 

 

49. 「保存期慢性腎臓病患者における血清亜鉛濃度の検討」  

角田千恵、中島春乃、須永 悟、田ヶ原綾香、大高行博、野原ともい、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、永野伸郎、伊藤恭子、筒井貴朗  

第61回日本腎臓学会学術集会総会 （2018年6月8-10日；新潟） 

 

50. 「消化器症状の推定メカニズム」 ★イブニングセミナー CKD-MBD ～オルケディアを考察する～ 

永野伸郎 

第63回日本透析医学会学術集会・総会 （2018年6月29日～7月1日；神戸） 

 

51. 「血液透析患者の血清亜鉛濃度分布の実態ならびに亜鉛欠乏と関連する因子」 

永野伸郎、伊藤恭子、林 秀輝、角田千恵、中島春乃、須永 悟、田ヶ原綾香、野原ともい、大高行博、星 綾子、溜井紀子、野原 惇、安藤哲郎、小川哲也、新田孝作、筒井貴朗 

第63回日本透析医学会学術集会・総会 （2018年6月29日～7月1日；神戸） 

 

52. 「確実に服薬できる1回当たりの経口薬剤錠剤数」 

林 秀輝、永野伸郎、齋藤たか子、関口博行、今泉悦子、角田千恵、中島春乃、須永 悟、田ヶ原綾香、野原ともい、大高行博、星 綾子、溜井紀子、野原 惇、渡辺由香、伊藤恭子、安藤哲郎、

小川哲也、新田孝作、筒井貴朗 

第63回日本透析医学会学術集会・総会 （2018年6月29日～7月1日；神戸） 

 

53. 「透析患者における間食・夜食習慣の実態と血清リン値との関係」 

小板橋玲可、永野伸郎、吉野莉奈、林 秀輝、齋藤たか子、角田千恵、中島春乃、須永 悟、田ヶ原綾香、野原ともい、大高行博、星 綾子、溜井紀子、野原 惇、渡辺由香、伊藤恭子、安藤哲郎、

小川哲也、新田孝作、筒井貴朗 

第63回日本透析医学会学術集会・総会 （2018年6月29日～7月1日；神戸） 

 

54. 「当院におけるエテルカルセチド使用経験」 

溜井紀子、永野伸郎、角田千恵、中島春乃、須永 悟、田ヶ原綾香、野原ともい、大高行博、野原 惇、星 綾子、伊東恭子、筒井貴朗 

第63回日本透析医学会学術集会・総会 （2018年6月29日～7月1日；神戸） 

 

55. 「高リン血症発症機序の新たな考え方と対処法」 

永野伸郎 

第93回 関西腎と薬剤研究会 講演会 ★特別企画 （2018年9月20日；大阪） 

 

56. 「統一した方法でフォローアップした透析用人工血管（１） 手術成績」 

安藤哲郎、添野真嗣、山田斎毅、安藤雅泰、睦好祐子、小林 肇、久保隆史、永野伸郎 

第22回日本アクセス研究会学術集会・総会 （2018年10月13日～14日；広島） 

 

57. 「統一した方法でフォローアップした透析用人工血管（２） PTA及びステントの評価」 

安藤哲郎、添野真嗣、山田斎毅、安藤雅泰、睦好祐子、小林 肇、久保隆史、永野伸郎 

第22回日本アクセス研究会学術集会・総会 （2018年10月13日～14日；広島） 

 

58. 「当院で移植した透析用人工血管の長期開存成績とPTA回数の検討」 

小林 肇、永野伸郎、山田斎毅、睦好祐子、安藤雅泰、久保隆史、添野真嗣、安藤哲郎 

第22回日本アクセス研究会学術集会・総会 （2018年10月13日～14日；広島） 

 

59. 「保存期慢性腎臓病患者および血液透析患者における血清亜鉛濃度測定の意義」 

筒井貴朗、溜井紀子、須永 悟、中島春乃、永野伸郎、伊藤恭子 

第48回日本腎臓学会東部学術大会 （2018年10月20日～21日；東京） 

 

60. 「鉱石由来のリン吸着薬は、活性本体の金属以外に複数の金属元素を含有する」 

永野伸郎、峰岸亜矢子、今泉悦子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、新田孝作、小川哲也 



第1回日本CKD-MBD研究会学術集会・総会 （2017年3月4日；東京） 

 

61. 「静注鉄製剤の調製および投与に伴う諸問題」 

林 秀輝、永野伸郎、高橋伴彰、斎藤たか子、関口博行、峰岸亜矢子、今泉悦子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第40回群馬県透析懇話会 （2017年3月12日；前橋） 

 

62. 「直腸癌患者における術前温熱化学放射線療法（HCRT）前後の栄養指標の比較」 

藤本裕子、永野伸郎、磯田紀子、岩脇里菜、熊井梢恵、須田悟志、須永 悟、野原 惇、溜井紀子、大澤清孝 

第26回群馬NST研究会 （2017年5月20日；前橋） 

 

63. 「鉱石由来のリン吸着薬は活性本体以外の複数の金属元素を含有する」 

永野伸郎、峰岸亜矢子、深津雅代、今泉悦子、須永 悟、田ヶ原綾香、野原ともい、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、大竹伸明、関原哲夫、安藤義孝、新田孝作、

小川哲也 

第62回日本透析医学会学術集会・総会 （2017年6月16-18日；横浜） 

 

64. 「高齢かつ低栄養リスクを有する透析患者の血中リンの由来」 

恩田ちづる、永野伸郎、大塚修子、高橋伴彰、須永 悟、田ヶ原綾香、野原ともい、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、大竹伸明、関原哲夫、安藤義孝、新田孝作、

小川哲也 

第62回日本透析医学会学術集会・総会 （2017年6月16-18日；横浜） 

 

65. 「食事のリン管理に関する集団栄養指導の効果の検証」 

富沢奈津実、永野伸郎、後藤沙織、村田優香、岩脇里菜、横山祐花、大塚修子、峰岸亜矢子、深津雅代、今泉悦子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、大竹伸明、関原哲夫、安藤義孝、新田孝作、

小川哲也 

第62回日本透析医学会学術集会・総会 （2017年6月16-18日；横浜） 

 

66. 「静注鉄製剤の調製および投与に伴う諸問題」 

林 秀輝、永野伸郎、峰岸亜矢子、今泉悦子、須永 悟、田ヶ原綾香、野原ともい、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、大竹伸明、関原哲夫、安藤義孝 

第62回日本透析医学会学術集会・総会 （2017年6月16-18日；横浜） 

 

67. 「Barthel Indexによる機能的評価と骨および栄養状態との関係」 

松本 晃、高橋伴彰、永野伸郎、小川哲也、磯松幸成 

第62回日本透析医学会学術集会・総会 （2017年6月16-18日；横浜） 

 

68. 「外来時血液透析患者における認知機能に関連する因子の検討」 

羽鳥信明、高橋伴彰、野口準矢、永野伸郎、安藤哲郎、関原哲夫、小川哲也、磯松幸成、安藤義孝 

第62回日本透析医学会学術集会・総会 （2017年6月16-18日；横浜） 

 

69. 「医薬品添加剤に含まれるマグネシウムおよびリンが透析患者の血中値に対する影響」 

永野伸郎 

第10回慢性腎臓病（CKD）病態研究会 （2017年8月5日；東京） 

 

70. 「シナカルセトの薬理学的特性」 ★ランチョンセミナー6 

永野伸郎 

第11回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2017 （2017年9月30-10月1日；福岡） 

 

71. 「隠れメタボリックシンドローム5年間の経過」 

茂田由佳、林 真由美、坂巻浩二、時田佳治、正村泰博、永野伸郎、阿久澤まさ子、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第38回日本肥満学会 （2017年10月7-8日；大阪） 

 

72. 「運動習慣と生活習慣病」 

林 真由美、茂田由佳、坂巻浩二、時田佳治、正村泰博、永野伸郎、阿久澤まさ子、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第38回日本肥満学会 （2017年10月7-8日；大阪） 

 

73. 「エテルカルセチドへの期待」 

永野伸郎、今西康雄、稲津昭仁（討論者）、秋澤忠男（司会） 

透析療法ネクストXXIV 誌上座談会 （東京、2017） 

 

74. 「透析患者のリン管理におけるピットホール」 ★ランチョンセミナー6 

永野伸郎 

第20回日本腎不全看護学会学術集会・総会 （2017年10月21-22日；盛岡） 

 

75. 「Kidney Produces Fibroblast growth factor 23 in Rat CKD Model」 

Hidekazu Sugiura, Nobuo Nagano, Kosaku Nitta, Ken Tsuchiya 

American Society of Nephrology （ASN） Kidney Week 2017 Annual Meeting （October 31 - November 5 in New Orleans, LA.） 

 

76. 「CKD-MBD治療薬に対する思い込みと現実」 ★イブニングセミナー 

永野伸郎 

第26回中国腎不全研究会学術集会 （2017年11月4-5日；広島） 

 

77. 「透析患者における経口薬剤の処方実態ならびにリン吸着薬の占める割合」 

永野伸郎、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、塚田美保、野原ともい、岡島真理、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第39回群馬県透析懇話会 （2016年3月6日；前橋） 

 

78. 「リン吸着薬処方数の増加は服薬アドヒアランス低下およびリン管理不良と関連する」 

高橋伴彰、永野伸郎、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、塚田美保、野原ともい、岡島真理、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第39回群馬県透析懇話会 （2016年3月6日；前橋） 

 

79. 「オメガ-3脂肪酸エチルの血清脂質ならびに透析搔痒症に対する作用」 

林 秀輝、永野伸郎、高橋祐介、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、塚田美保、野原ともい、岡島真理、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第39回群馬県透析懇話会 （2016年3月6日；前橋） 

 

80. 「専門的口腔ケア介入は入院患者の口腔内アセスメントスコアを改善する 第2報」 



土田紘美、角田宗弘、金子沙奈江、西 彩乃、深津節子、牧口由似、矢島雅美、渡部隆夫、永野伸郎、天川光雄 

第13回日本口腔ケア学会総会・学術大会 （2016年4月23-24日；千葉） 

 

81. 「逆流性食道炎と内臓脂肪面積」 

八束富美子、坂巻浩二、正村泰博、工藤瑞穂、阿久澤まさ子、安藤公子、時田佳治、永野伸郎、中島克之、下村洋之助、小林 功 

第59回日本糖尿病学会年次学術集会 （2016年5月19-21日；京都） 

 

82. 「グルコース負荷の健常人循環血中リポタンパクリパーゼ濃度に与える影響について」 

平賀春菜、中島克之、石山延吉、坂巻浩二、正村泰博、工藤瑞穂、阿久澤まさ子、安藤公子、時田佳治、永野伸郎、中島克之、下村洋之助、小林 功 

第59回日本糖尿病学会年次学術集会 （2016年5月19-21日；京都） 

 

83. 「Clinical significance of mediastinal fat index newly devised in maintenance hemodialysis patients」 

Tetsuya Ogawa, Yoko Nishizawa, Miki Shimada, Chikako Murakami, Himiko Shimizu, Tomoko Inoue, Tetsuri Yamashita, Ai Kyono, Chieko Higuchi, Nobuo Nagano, Kosaku Nitta,  

Hiroshi Sakura 

53rd European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association ERA-EDTA congress （2016, May 21st-24th, Vienna, Austria） 

 

84. 「リン吸着薬由来のマグネシウム（Mg）は血清Mg値に影響する？」 

 永野伸郎、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、塚田美保、野原ともい、岡島真理、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝、新田孝作、小川哲也 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

85. 「リン吸着薬は透析患者における経口薬剤の総処方錠剤数の35%を占める」 

 永野伸郎、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、塚田美保、野原ともい、岡島真理、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝、新田孝作、小川哲也 

 第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

86. 「リン吸着薬処方数の増加は服薬アドヒアランス低下およびリン管理不良と関連する」 

 高橋伴彰、永野伸郎、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、塚田美保、野原ともい、岡島真理、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝、新田孝作、小川哲也 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

87. 「オメガ-3脂肪酸エチルの血清脂質ならびに透析そう痒症に対する作用」 

林 秀輝、永野伸郎、高橋祐介、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、塚田美保、野原ともい、岡島真理、野原 惇、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝、新田孝作、 

小川哲也 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

88. 「GNRI 92未満の血液透析患者における血清P値に関する検討」 

恩田ちづる、小川哲也、高橋伴彰、熊倉美穂、後藤沙織、手塚愛里、石田秀岐、関口博行、清水比美子、村上智佳子、井上朋子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、永野伸郎、新田孝作、安藤義孝 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

89. 「血液透析患者におけるエルカルニチンの栄養に影響する因子の検討」 

熊倉美穂、小川哲也、高橋伴彰、後藤沙織、手塚愛里、恩田ちづる、石田秀岐、関口博行、興野 藍、西沢蓉子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、永野伸郎、新田孝作、安藤義孝 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

90. 「蜂窩織炎に無症候性の敗血症性肺閉塞と薬疹を合併した透析患者の一例」 

野原 惇、塚田美保、田ケ原綾香、野原ともい、岡島真理、星 綾子、溜井紀子、久保隆史、添野真嗣、安藤哲郎、伊藤恭子、筒井貴朗、永野伸郎、安藤義孝 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

91. 「Phosphate Approach ～リン吸着薬処方と服薬に潜むピットホール～」 ★ランチョンセミナー35 

永野伸郎 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

92. 「透析患者における経口薬剤の処方と服薬の実態」 ★スイーツセミナー5 

永野伸郎 

第61回日本透析医学会 （2016年6月10日-12日；大阪） 

 

93. 「腎機能低下および関連因子の肺機能に及ぼす影響」 

小川哲也、永野伸郎、大前清嗣、島田美希、村上智佳子、西沢蓉子、清水比美子、井上朋子、山下哲理、興野 藍、樋口千恵子、新田孝作、佐倉 宏 

 第59回日本腎臓学会学術集会総会 （2016年6月17-19日；横浜） 

 

94. 「高齢かつ低栄養リスクを有する透析患者の血中リンの由来」 

恩田ちづる、永野伸郎、高橋伴彰、熊倉美穂、後藤沙織、手塚愛里、石田秀岐、関口博行、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第72回日両医学会 （2016年7月10日；高崎） 

 

95. 「NST介入前後の栄養ルートおよび臨床検査値による介入効果の検証」 ★優秀演題賞受賞 

茂木みさ子、岩脇里菜、藤本裕子、磯田紀子、柴山みどり、西山節子、永野伸郎、大澤清孝 

第10回日本静脈経腸栄養学会 東海支部 学術集会 （2016年7月23-24日；浜松） 

 

96. 「標準的な質問票」と関連するメタボリックシンドローム関連因子は男女間で異なる」 

坂巻浩二、永野伸郎、間庭基行、正村泰博、工藤瑞穂、安藤公子、阿久澤まさ子、下村洋之助、横山知行 

第57回日本人間ドック学会学術大会 （2016年7月28-29日；松本） 

 

97. 「日高病院におけるNST活動の数値化ならびに介入効果の検証」 ★最優秀ポスター賞受賞 

藤本裕子、佐久間和哉、根岸真由美、野原 惇、磯田紀子、柴山みどり、西山節子、茂木みさ子、大塚修子、永野伸郎、大澤清孝 

第4回日本静脈経腸栄養学会 関東甲信越支部 学術集会 （2016年9月25日；飯山） 

 

98. 「デュアルインピーダンス法による内臓脂肪面積と肺活量」 

佐久間和哉、大塚修子、坂巻浩二、正村泰博、阿久沢まさ子、時田佳治、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第37回日本肥満学会 （2016年10月7-8日；東京） 

 

99. 「隠れメタボリックシンドロームの実態 －同一人5年間前後－」 

土岐 譲、坂巻浩二、正村泰博、阿久沢まさ子、時田佳治、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助 

第37回日本肥満学会 （2016年10月7-8日；東京） 

 

100. 「血液透析患者における薬剤適正使用 ～リン吸着薬処方と服薬に潜むピットホール～」 ★ランチョンセミナー6 



永野伸郎 

第10回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 （2016年11月19-20日；横浜） 

 

101. 「リン吸着薬に含まれる医薬品添加剤としてのマグネシウム（Mg）が透析患者の血清Mg値に影響する可能性」 

永野伸郎、本多雅代、石田秀岐、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也 

第10回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 （2016年11月19-20日；横浜） 

 

102. 「リン吸着薬に対する服薬アドヒアランスの実態およびアドヒアランス低下の要因」 

本多雅代、永野伸郎、高橋伴彰、石田秀岐、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗 

第10回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 （2016年11月19-20日；横浜） 

 

103. 「ビフィズス菌含有耐酸性シームレスカプセルの有用性：整腸作用および透析患者における血中リン値低下作用」 

濱崎遥香、河野麻実子、島本康介、田中幸、浅田雅宣、島田美樹子、永野伸郎、小川哲也 

日本抗加齢協会 第1回学術フォーラム （2016年12月5 -6日；京都） 

 

104. 「ビフィズス菌の血中リン低下作用機序 ～腎不全ラットを用いた検討～」 

永野伸郎、二家真由子、河野麻実子、中野修身、島田美樹子、後藤沙織、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第38回群馬県透析懇話会 （2015年2月22日；前橋） 

 

105. 「透析患者の抑うつ程度の実態」 

高橋佑介、永野伸郎、高澤文弥、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、上田政美、野原ともい、星 綾子、溜井紀子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第38回群馬県透析懇話会 （2015年2月22日；前橋） 

 

106. 「糖尿病患者、肥満患者におけるアジルサルタンの効果」 

野原 惇、菅原祥子、山崎悠理子、白川尚史、吉川浩二、原田文子、石山延吉、根岸真由美、阿久澤まさ子、高橋正樹、下村洋之助、永野伸郎、安藤義孝 

第58回日本糖尿病学会年次学術集会 （2015年5月21-24日；下関） 

 

107. 「透析患者における抑うつは歩行障害および低栄養と関連する」★野原記念賞（最優秀発表）受賞 

永野伸郎、高橋佑介、高澤文弥、石田秀岐、関口博行、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、安藤義孝 

第26回日本サイコネフロロジー研究会 （2015年5月23-24日；高崎） 

 

108. 「透析患者における抑うつ程度の実態」 

高橋佑介、永野伸郎、高澤文弥、石田秀岐、関口博行、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、小川哲也、安藤義孝 

第26回日本サイコネフロロジー研究会 （2015年5月23-24日；高崎） 

 

109. 「腎臓病教室における知識と情報の共有は、慢性腎臓病患者の不安を軽減する」 

大竹絢子、溜井紀子、大塚修子、小板橋玲可、竹中奈津美、永野伸郎、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第26回日本サイコネフロロジー研究会 （2015年5月23-24日；高崎） 

 

110. 「透析患者と家族が望んだエンドステージの一例」 

斎藤たか子、高橋伴彰、石田秀岐、関口博行、永野伸郎、伊藤恭子、筒井貴朗、安藤哲郎、安藤義孝 

第26回日本サイコネフロロジー研究会 （2015年5月23-24日；高崎） 

 

111. 「Relationship of visceral and subcutaneous fat with the decrease of renal function for seven years in people with obesity」 

Tetsuya Ogawa, Ai Kyono, Yoko Nishizawa, Miki Shimada, Chikako Murakami, Himiko Shimizu, Tomoko Inoue, Tetsuri Yamashita, Chieko Higuchi, Nobuo Nagano, Kosaku Nitta, Hiroshi Sakura 

52nd European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association ERA-EDTA congress （2015, May 28th-31st, London） 

 

112. 「Impact of hyponatremia on renal function in diabetic patients with chronic kidney disease」 

Yoko Nishizawa, Tetsuya Ogawa, Miki Shimada, Chikako Murakami, Himiko Shimizu, Tomoko Inoue, Tetsuri Yamashita, Ai Kyono, Chieko Higuchi, Nobuo Nagano, Kosaku Nitta, Hiroshi Sakura 

52nd European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association ERA-EDTA congress （2015, May 28th-31st, London, England） 

 

113. 「慢性腎臓病（eGFR>15ml/mi/1.73m2）における大動脈弓部石灰化の関連因子」 

清水比美子、小川哲也、島田美希、村上智佳子、西沢蓉子、清水比美子、井上朋子、山下哲理、興野 藍、臼井亮介、大前清嗣、西村英樹、樋口千恵子、永野伸郎、新田孝作、佐倉 宏 

第58回日本腎臓学会学術総会 （2015年6月5-7日；名古屋） 

 

114. 「非糖尿病患者におけるブドウ糖負荷試験での血糖変動の寄与因子」 

興野 藍、小川哲也、島田美希、村上智佳子、西沢蓉子、清水比美子、井上朋子、山下哲理、臼井亮介、大前清嗣、西村英樹、樋口千恵子、永野伸郎、新田孝作、佐倉 宏 

 第58回日本腎臓学会学術総会 （2015年6月5-7日；名古屋） 

 

115. 「非糖尿病患者におけるブドウ糖負荷試験での血糖値の臨床的意義」 

小川哲也、興野 藍、島田美希、村上智佳子、西沢蓉子、清水比美子、井上朋子、山下哲理、臼井亮介、大前清嗣、西村英樹、樋口千恵子、永野伸郎新、田孝作、佐倉 宏 

第58回日本腎臓学会学術総会 （2015年6月5-7日；名古屋） 

 

116. 「二次性副甲状腺機能亢進症の薬物療法 ～活性型ビタミンDとシナカルセト～」 ★よくわかるシリーズⅡ 

永野伸郎、伊藤恭子、小川哲也 

第60回日本透析医学会学術集会・総会 （2015年6月26-28日；横浜） 

 

117. 「透析患者における抑うつは歩行障害および低栄養と関連する」 

永野伸郎、高橋佑介、高澤文弥、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、上田政美、野原ともい、星 綾子、溜井紀子、大竹伸明、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝、新田孝作、 

小川哲也 

第60回日本透析医学会学術集会・総会 （2015年6月26-28日；横浜） 

 

118. 「血液透析患者におけるFibroblast Growth Factor 23と死亡率の関係」 

清水比美子、小川哲也、島田美希、村上智佳子、西沢蓉子、井上朋子、山下哲理、興野 藍、松田奈美、伊藤恭子、西村英樹、樋口千恵子、永野伸郎、新田孝作、佐倉 宏 

第60回日本透析医学会学術集会・総会 （2015年6月26-28日；横浜） 

 

119. 「透析患者における抑うつ程度の実態」 

高橋佑介、永野伸郎、高澤文弥、石田秀岐、関口博行、田ヶ原綾香、上田政美、野原ともい、星 綾子、溜井紀子、大竹伸明、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝、新田孝作、 

小川哲也 

第60回日本透析医学会学術集会・総会 （2015年6月26-28日；横浜） 

 

120. 「インスリンの変更により血糖改善を認めた腎移植後患者（レシピエント）の一例」 



野原 惇、田ヶ原綾香、野原ともい、上田政美、溜井紀子、添野真嗣、久保隆史、安藤哲郎、伊藤恭子、筒井貴朗、八束眞一、永野伸郎、安藤義孝 

第60回日本透析医学会学術集会・総会 （2015年6月26-28日；横浜） 

 

121. 「専門的口腔ケア所要時間は、歯数およびOAGスコアと関連する」 

金子沙奈恵、角田宗弘、矢島雅美、田村紘美、小野原静香、深津節子、西 彩乃、牧口由似、永野伸郎、渡部隆夫 

第12回日本口腔ケア学術総会・学術大会 （2015年6月27-28日；下関） 

 

122. 「透析患者における腸溶性マイクロカプセル封入ビフィズス菌の血中リン低下機序の解明 －基礎試験－」 

永野伸郎 

第8回慢性腎臓病（CKD）病態研究会 （2015年7月25日；東京） 

 

123. 「人間ドック検診受診者のレムナント様リポ蛋白コレステロールの特性」 

櫻井雅美、坂巻浩二、永野伸郎、間庭基行、山口正寛、正村泰博、長嶋起久雄、阿久澤まさ子、下村洋之助、安藤義孝 

第56回日本人間ドック学会学術大会 （2015年7月30-31日；横浜） 

 

124. 「同一人10年間前後におけるMetsリスク数 －日高Study－」 

山崎悠里子、坂巻浩二、八束眞一、原田文子、石山延吉、阿久澤まさ子、時田佳治、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第36回日本肥満学会 （2015年10月2-3日；名古屋） 

 

125. 「脂肪負荷の健常人循環血中リポ蛋白リパーゼ濃度に与える影響について」 

原田文子、坂巻浩二、時田佳治、正村泰博、石山延吉、長嶋紀久雄、阿久澤まさ子、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第36回日本肥満学会 （2015年10月2-3日；名古屋） 

 

126. 「リン吸着薬の処方状況ならびに服薬アドヒアランスの実態」 

高橋伴彰、永野伸郎、石田秀岐、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第71回日両医学会 （2015年11月29日；高崎） 

 

127. 「二次性副甲状腺機能亢進症考 －PTH vs. FGF23－」 ★特別講演 

永野伸郎 

第29回ROD-21研究会 （2014年1月18日；徳島） 

 

128. 「透析患者におけるビフィズス菌の血中リン低下作用 ～コンセプト検証と作用機序考察～」 

永野伸郎、島田美樹子、後藤沙織、石田秀岐、関口博行、伊藤恭子、野原ともい、肥田実里、星 綾子、筒井貴朗、安藤哲郎、安藤義孝、小川哲也 

第37回群馬県透析懇話会 （2014年2月9日；前橋） 

 

129. 「NST加算算定前後におけるNST介入患者の栄養学的指標の比較」 

井田裕子、茂木みさ子、永野伸郎、石山延吉、大澤清孝、関原哲夫、安藤義孝 

第29回日本静脈経腸栄養学会学術集会 （2014年2月27-28日；横浜） 

 

130. 「人間ドック検診受診者の血中25ヒドロキシ・ビタミンD濃度 －化学発光免疫測定法を用いた夏季および冬季間の比較―」 

坂巻浩二、霞 利夫、阿久澤まさ子、藤波 亮、吉村 徹、永野伸郎、下村洋之助 

第63回日本医学検査学会 （2014年5月17-18日；新潟） 

 

131. 「血清small dense LDL-C代謝に関するリポタンパク代謝酵素について」 

吉川浩二、中嶋克行、八束眞一、高橋正樹、阿久澤まさ子、根岸真由美、石山延吉、原田文子、土岐 譲、野原 惇、永野伸郎、下村洋之助、小林 功、町田哲男、角野博之、村上正巳 

第57回日本糖尿病学会年次学術集会 （2014年5月22-24日；大阪） 

 

132. 「食後に著明に大粒子化する血清レムナント・リポ蛋白の調節因子について」 

白川尚史、中嶋克行、八束眞一、高橋正樹、阿久澤まさ子、根岸真由美、石山延吉、原田文子、土岐 譲、野原 惇、永野伸郎、下村洋之助、小林 功、町田哲男、角野博之、村上正巳 

第57回日本糖尿病学会年次学術集会 （2014年5月22-24日；大阪） 

 

133. 「ビフィズス菌の血中リン低下作用機序 ～腎不全ラットを用いた検討～」 

永野伸郎、二家真由子、河野麻実子、中野修身、伊藤恭子、野原ともい、肥田実里、星 綾子、筒井貴朗、安藤哲郎、安藤義孝、新田孝作、小川哲也 

第59回日本透析医学会学術集会・総会 （2014年6月13-15日；神戸） 

 

134. 「透析患者における皮膚水分率は痒みと関連しない」 

丸山雅美、永野伸郎、金井一美、高山悦子、萩原紘子、成田ひとみ、清水順子、石田秀岐、関口博行、伊藤恭子、野原ともい、肥田実里、星 綾子、筒井貴朗、安藤哲郎、安藤義孝、新田孝作、

小川哲也 

第59回日本透析医学会学術集会・総会 （2014年6月13-15日；神戸） 

 

135. 「透析患者におけるepoetinβpegol（CERA）への切り換えは、ESA Resistance Index（ERI）を低下させる」 

伊藤恭子、小川哲也、石田秀岐、永野伸郎、新田孝作、安藤義孝 

第59回日本透析医学会学術集会・総会 （2014年6月13-15日；神戸） 

 

136. 「透析患者における便秘改善薬の服用有無と食生活との関連」 

後藤沙織、島田美樹子、永野伸郎、伊藤恭子、筒井貴朗、安藤哲郎、小川哲也、安藤義孝 

第59回日本透析医学会学術集会・総会 （2014年6月13-15日；神戸） 

 

137. 「透析患者における赤血球造血刺激因子製剤（ESA）の反応性と長期予後との関連」 

小川哲也 、伊藤恭子 、村上智佳子、西沢蓉子、井上朋子、清水比美子 、山下哲理 、興野 藍 、大前清嗣、西村英樹、樋口千恵子 、永野伸郎 、新田孝作、佐倉 宏  

第59回日本透析医学会学術集会・総会 （2014年6月13-15日；神戸） 

 

138. 「専門的口腔ケア介入は入院患者の口腔内アセスメントスコアを改善する」 

角田宗弘、金子沙奈恵、金子美紀、矢島雅美、小野原静香、西 彩乃、柚木泰広、渡部隆夫、永野伸郎、天笠光雄 

第11回日本口腔ケア学会総会・学術大会 （2014年6月28-29日；旭川） 

 

139. 「日高病院における専門的口腔ケアの取り組みと現状」 

金子美紀、角田宗弘、金子沙奈恵、矢島雅美、小野原静香、牧口由似、柚木泰広、渡部隆夫、永野伸郎、天笠光雄 

第11回日本口腔ケア学会総会・学術大会 （2014年6月28-29日；旭川） 

 

140. 「肥満患者における内臓脂肪と腎機能低下との関連」 



 

小川哲也、村上智佳子、西沢蓉子、清水比美子、井上朋子、山下哲理、興野 藍、臼井亮介、大前清嗣、樋口千恵子、永野伸郎、新田孝作、佐倉 宏 

第57回日本腎臓学会学術総会 （2014年7月4-6日；横浜） 

 

141. 「透析患者における便秘改善薬の服用有無と食生活の関係」 

後藤沙織、島田美樹子、永野伸郎、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第69回日両医学会 （2014年7月20日；高崎） 

 

142. 「透析患者における皮膚水分量は痒みと関連しない」 

清水順子、丸山雅美、永野伸郎、金井一美、高山悦子、萩原紘子、成田ひとみ、石田秀岐、関口博行、野原ともい、星 綾子、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第69回日両医学会 （2014年7月20日；高崎） 

 

143. 「Evaluation of the immunoassay reagent kit for high sensitive troponin-I （ARCHITECT® STAT high sensitive Troponin-I） with fully-automated chemiluminescent immunoassay analyzer, and the clinical trials in 

Japan using medical checkup examinees」 

Ippei Tanaka, Koji Sakamaki, Toshio Kasumi, Kikuo Nagashima, Masako Akuzawa, Katsuyuki Nakajima, Yohnosuke Shimomura, Nobuo Nagano, Yoshitaka Ando, Hideki Kinukawa, Tohru Yoshimura 

American Association for Clinical Chemistry （AACC） 2014Annual Meeting （July 27-31, Chicago, IL, USA） 

 

144. 「CKD-MBDの発症機序・病態・対処法」 ★特別講演 

永野伸郎 

2014年度 大阪透析医会講演会  （2014年7月19日；大阪） 

 

145. 「高リン血症の病態と治療薬Up-to-date」 ★教育講演 

永野伸郎 

第8回日本腎臓病薬物療法学会 学術集会・総会2014 （2014年10月12-13日；大阪） 

 

146. 「維持血液透析患者における抑うつ程度の実態」 

高澤文弥、高橋佑介、永野伸郎、石田秀岐、関口博行、伊藤恭子、安藤哲郎、筒井貴朗、安藤義孝 

第70回日両医学会 （2014年12月14日；高崎） 

 

147. 「デュアルインピーダンス法により測定した病院職員の内臓脂肪の特性」 

坂巻浩二、間庭基行、霞 利夫、永野伸郎、長嶋起久雄、阿久澤まさ子、下村洋之助、安藤義孝 

第41回日本総合健診医学会大会 （2013年1月25-26日；仙台） 

 

148. 「日本人の健常者における血中心筋トロポニン濃度分布と心疾患予測因子としての可能性」 

坂巻浩二、間庭基行、霞 利夫、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助、長嶋起久雄、阿久澤まさ子、安藤義孝  

第41回日本総合健診医学会大会 （2013年1月25-26日；仙台） 

 

149. 「企業健診における7年間の腎機能の推移と諸因子の検討」 

小川哲也、大前清嗣、清水比美子、佐藤尚代、山下哲理、興野 藍、臼井亮介、樋口千恵子、永野伸郎、新田孝作、大塚邦明 

第56回日本腎臓学会学術総会 （2013年5月10-12日；東京） 

 

150. 「DPP-4阻害薬併用使用時のスルホニル尿素薬減量の影響について」 

根岸真由美、吉川浩二、白川尚史、渡邉彩子、石山延吉、阿久澤まさ子、永野伸郎、高橋正樹、下村洋之助、小林 功 

第56回日本糖尿病学会年次学術集会 （2013年5月16-18日；熊本） 

 

151. 「糖尿病における内臓脂肪量の短期的変化 －Under 100外来－」 

田ヶ原綾香、吉川浩二、坂巻浩二、霞 利夫、阿久澤まさ子、高橋正樹、永野伸郎、下村洋之助、小林 功 

第56回日本糖尿病学会年次学術集会 （2013年5月16-18日；熊本） 

 

152. 「血液透析患者における死亡予測因子としての網状赤血球数」 ★企業共催シンポジウム3：腎性貧血治療における国内エビデンス～これまでにわかってきたこと、今後の展望～ 

髙木智恵子、小野久米夫、永野伸郎、野島美久 

第58回日本透析医学会学術集会・総会 （2013年6月21-23日；福岡） 

 

153. 「胃癌術後に好酸球増多が軽快した１症例」 

肥田実里、星 綾子、溜井紀子、小島智亜里、伊藤恭子、永野伸郎、筒井貴朗、大澤清孝、安藤義孝 

第58回日本透析医学会学術集会・総会 （2013年6月21-23日；福岡） 

 

154. 「シナカルセト投与開始早期の血中P低下作用に関連する因子」 

永野伸郎、伊藤恭子、石田秀岐、安藤哲郎、安藤義孝、小川哲也、大塚 邦明 

第58回日本透析医学会学術集会・総会 （2013年6月21-23日；福岡） 

 

155. 「Skype及びIpadを用いたVAの遠隔診療システム」 

石田秀岐、安藤哲郎、関口博行、永野伸郎、伊藤恭子、新田孝作、安藤義孝、小川哲也 

第58回日本透析医学会学術集会・総会 （2013年6月21-23日；福岡） 

 

156. 「25水酸化ビタミンD血中濃度とビタミンD投与と死亡率との関連」 

小川哲也、伊藤恭子、清水比美子、山下哲理、興野 藍:、大前清嗣、樋口千恵子、永野伸郎、新田孝作 

第58回日本透析医学会学術集会・総会 （2013年6月21-23日；福岡） 

 

157. 「透析患者の高リン血症に対するビフィズス菌の効果 －腸溶性マイクロカプセル封入製剤の有用性－」 

永野伸郎 

第6回慢性腎臓病（CKD）病態研究会 （2013年7月27日；東京） 

 

158. 「Evaluation of the immunoassay reagent kit for high sensitive troponin-I （ARCHITECT STAT® high sensitive Troponin I） with fully-automated chemiluminescent immunoassay analyzer.」 

Koji Sakamaki, Motoyuki Maniwa, Toshio Kasumi, Kiko Nagashima, Masako Akuzawa, Katsuyuki Nakajima, Yohnosuke Shimomura, Nobuo Nagano, Ippei Tanaka, Hideki Kinukawa,  

Tohru Yoshimura, Yoshitaka Ando 

6th Abott Diagnostics Asia Pacific Scientific Symposium （2013年9月22-24日；Taiwan） 

 

159. 「カルシウム受容体作動薬（calcimimetics）： 基礎から臨床へ」 ★ランチョンセミナー 

永野伸郎 

第46回日本甲状腺外科学会学術集会 （2013年9月27日；名古屋） 

http://www.myschedule.jp/jsdt2013/timebox.php?session_unique_id=KS-3-1


 

160. 「人間ドックにおける内臓脂肪面積推定値 －DUAL IMPEDANCE法－」 

阿久澤まさ子、高橋正樹、根岸真由美、石山延吉、吉川浩二、白川尚史、霞 利夫、永野伸郎、下村健寿、前島裕子、矢田俊彦、下村洋之助 

第34回日本肥満学会 （2013年10月11-12日；東京） 

 

161. 「咀嚼とMetSの三リスク」 

野原 惇、高橋正樹、阿久澤まさ子、根岸真由美、石山延吉、吉川浩二、白川尚史、八束眞一、坂巻浩二、霞 利夫、永野伸郎、下村洋之助、小林 功 

第34回日本肥満学会 （2013年10月11-12日；東京） 

 

162. 「メタボ・糖尿病外来患者における体重および内臓脂肪と食行動調査結果との関連」 

大塚修子、高橋正樹、阿久澤まさ子、根岸真由美、石山延吉、渡邊彩子、野原 惇、吉川浩二、白川尚史、坂巻浩二、八束富美子、八束眞一、霞 利夫、永野伸郎、安藤義孝、下村洋之助、 

小林 功 

第34回日本肥満学会 （2013年10月11-12日；東京） 

 

163. 「新しい内臓脂肪装置HD-2000と糖尿病 －UNDER 100外来－」 

阿久澤まさ子、白川尚史、吉川浩二、星 綾子、渡邉彩子、石山延吉、根岸真由美、高橋正樹、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第55回日本糖尿病学会年次学術集会 （2012年5月17-19日；横浜） 

 

164. 「糖尿病患者における空腹時血清レムナント・リポ蛋白の粒子サイズについて」 

白川尚史、吉川浩二、星 綾子、渡邉彩子、石山延吉、八束眞一、中野隆光、根岸真由美、阿久澤まさ子、高橋正樹、永野伸郎、中嶋克行、長嶺竹明、下村洋之助、小林 功 

第55回日本糖尿病学会年次学術集会 （2012年5月17-19日；横浜） 

 

165. 「メタボ健診における血清small dense LDL-C自動化測定法の検討とその臨床的意義について」 

吉川浩二、白川尚史、星 綾子、渡邉彩子、石山延吉、八束眞一、中野隆光、根岸真由美、阿久澤まさ子、高橋正樹、永野伸郎、中嶋克行、長嶺竹明、下村洋之助、小林 功 

第55回日本糖尿病学会年次学術集会 （2012年5月17-19日；横浜） 

 

166. 「保存期慢性腎臓病（CKD）患者におけるepoetin beta pegol （CERA）およびdarbepoetin alfa （DA）の皮下投与時の疼痛比較」 

筒井貴朗、小島智亜里、溜井紀子、岩渕裕子、星 綾子、久保隆史、安藤義孝、伊藤恭子、永野伸郎、小川哲也、大塚邦明 

第55回日本腎臓学会学術総会 （2012年6月1-3日；横浜） 

 

167. 「透析患者の高リン（P）血症に対する腸溶性シームレスカプセル封入ビフィズス菌（B菌）の有用性」 

島田美樹子、永野伸郎、熊倉美穂、伊藤恭子、筒井貴朗、安藤哲郎、河野麻実子、金谷 忠、安藤義孝、小川哲也、大塚邦明 

第57回日本透析医学会学術集会・総会 （2012年6月22-24日；札幌） 

 

168. 「維持血液透析（HD）患者における鉄代謝マーカーを用いたエポエチンベータペゴル（CERA）切替投与法の検討」 

小川哲也、伊藤恭子、永野伸郎、大塚邦明 

第57回日本透析医学会学術集会・総会 （2012年6月22-24日；札幌） 

 

169. 「シナカルセト塩酸塩（cinacalcet: CIN）は iPTHを変動させずに線維芽細胞増殖因子23（FGF23）を低下させる」 

戸島規子、永野伸郎、大河内康光、宮本克彦、倉林正彦 

第57回日本透析医学会学術集会・総会 （2012年6月22-24日；札幌） 

 

170. 「健常人集団における内臓脂肪（VF）の特性」 

大舘幸太、高橋正樹、阿久澤まさ子、根岸真由美、石山延吉、渡邉彩子、吉川浩二、白川尚史、坂巻浩二、霞 利夫、永野伸郎、安藤義孝、下村洋之助、小林 功 

第33回日本肥満学会 （2012年10月11-12日；京都） 

 

171. 「糖尿病ならびにメタボ症例における血清メタロチオネィン1/2濃度測定の検討」 

八束眞一、高橋正樹、阿久澤まさ子、根岸真由美、長嶺竹明、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第33回日本肥満学会 （2012年10月11-12日；京都） 

 

172. 「メタボ・糖尿病と内臓脂肪 －Under 100外来の実態－」 

吉川浩二、坂巻浩二、霞 利夫、白川尚史、根岸真由美、阿久澤まさ子、高橋正樹、永野伸郎、中嶋克行、下村洋之助、小林 功 

第33回日本肥満学会 （2012年10月11-12日；京都） 

 

173. 「Changes of EPA/AA ratio in patients with Type 2 diabetes」 

Mayumi Negishi, Koji Kikkawa, Takashi Shirakawa, Ayako Watanabe, Nobuyoshi Ishiyama, Nobuo Nagano, Masako Akuzawa, Masaki Takahashi, Yohnosuke Shimomura, Isao Kobayashi 

9th International Diabetes Federation Western Pacific Region Congress/4th Scientific Meeting of the Asian Association for the Study of Diabetes （2012, November 24-27, Kyoto） 

 

 

 

 

 


